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アスカーラとは 大野城まどかぴあ男女平等推進センターは、平成 25年 4月 6日（土）のリニューアルオープンに伴い、愛称を募集しました。 

アス+スカーラの造語でアスは明日・未来の意味、スカーラはイタリア語で階段やはしごの意味。明日に向かって、みんなで 

1歩ずつ階段を上がっていくように男女平等を推進していきましょうという意味です。これからは、アスカーラと呼んでください。 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート   再就職チャレンジ講座・講話② 

女性のための起業支援セミナー 

・ アスカーラ 講座・イベント案内 

・ キッズルームでこんにちは 

・ ご存知ですか？「21.1パーセント」  

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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晴天に恵まれた講座初日、幸先の良いはじまりだ。 

講師の松永さんは広告業

界の実務経験を経て、経営を

引き継ぐ形で起業してから

は 15 年の実績をもつ。異業

種起業にも挑戦し、苦労の経

験から、女性がプチ起業に必

要な知識や悩みをシェアで

きるよう活動を続け、現在は内閣府 男女共同参画

推進連携会議 有識者議員も務める。 

講座の対象は、既に起業している方・興味はある

けれど何から始めたらいいのかわからない方だが、

23 名の意欲に燃える受講生たちはキラキラして見

えた。「起業したい仲間と話しましょう」のひと言

で、水を得た魚のように会話が弾む状況は、まさに

目からウロコ。友人と話していてもとけない不安や

希望、こんな考えってどうなんだろう、抑えていた

思いがどっと溢れる。アイディアがアイディアを呼

び、受講生の声でワクワクが部屋中に充満していた。 

 

 

講師の言葉で受講生の心をひとつにしたワード

が、コラボ。コラボレーションの略で、共同制作や

協力関係にあることをさす。今はコラボの時代で、

女性同士で出来ることを持ち寄り、一人で何でも抱

え込むことをせずにプチ起業することを奨めた。最

近は、つながることが重要とされる傾向にある。  

家庭に入ったり、仕事

で時間が取れなかっ

たりなどで、特に女性

はビジネス的なつな

がりが希薄になりが

ちである。社会とつながりたい・人脈をつくりたい

という思いから、プチ起業しようかなと考え始める

方が多い。自身の経験を活かすのもいいし、好きな

ことをするのが一番いいと講師も語る。 

ターゲットを「だれに」「なにを」「どのように」

するか絞り、光る個性を見出して、環境分析をする

ことで考えを繰り返してはカタチ作られるとして、

“小さくてもやってみる”と、営業に必要なツール

を解説しながら示す。2 回目の講座では、受講生た

ちがわかりやすいネーミングの屋号やロゴを考え

てきており、作成した名刺を交換する光景もあった。

それを踏まえて急遽、12 月に予定している交流会・

相談会とは別に、語り足りない受講生のために、8

月にも進捗状況の報告を兼ね

た集まりを行うことが決まっ

た。フォローアップが充実して

いる。受講生たちも、この号を

読む頃は決意を新たにしてい

ることだろう。 

＊＊＊ 

「元始、女性は実に太陽であった」で始まる平塚

らいてうの言葉は「今、女性は月である」と続く。

自分の特技・好みは才能に等しい。時には土砂降り

の日もあるけれど、臆せず才能を発揮し、太陽のよ

うな笑顔で月をも照らそう。そんな気持ちで、意欲

を保ち自己実現をし続けてほしいと思った。 

（情報サポーター Ｍ美） 

 

 

 

松永 幸子さん 

女性のための起業支援セミナー 

小さくはじめる！わたしのプチ起業（全 3 回） 

日にち：6 月 16 日・30 日（土） 

内 容：私らしい「起業」のカタチ 

    オンラインマーケティング 

    コンテンツが決め手 

講 師：松永 幸子（ハロー 代表） 
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講座、イベント等のお申し込み・お問い合わせは 

★男女平等推進センター アスカーラ★ 
〒816-0934大野城市曙町 2丁目 3番 1号   

TEL（092）586-4030  FAX（092）586-4031   

ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 
開館日時/月曜日～金曜日 9 時～19 時   土･日･祝日  9時～17時                   
休 館 日/第 1・3水曜日  年末年始/12月 24日～1月 7 日 

このマークのある講座・イベントは 
託児が利用できます。 
開催日の 1週間前までにお申し込み 
ください。 
・1人 1回 300円の 
託児利用券が必要 

・満 10ヵ月～ 
小学校就学前まで 

簿記３級講座 共催 
事業 

ママの元気チャージ★セミナー 
毎日、子育てや家事にがんばっているママ。 

少しだけ子どもと離れ、自分を見つめなおしたり、元気を充電する時間をつくったりしてみませんか。

家族の笑顔のために、ママが元気になりましょう。 

 回 日時 テーマ・講師 会場 

１ 
11 月 6 日（火） 

10：00～12：00 

動いてスッキリ！エクササイズでリフレッシュ 

土井 孝子（日本健康体操連盟） 

多目的ホール 

（1 階） 

2 
 11 月 13 日（火） 

10：00～12：00 

知って安心！子育てママのためのマネーの話 

久恒 恵美子（福岡県金融広報委員会） 

306 会議室 

（3 階） 

3 
 11 月 30 日（金） 

10：00～12：00 

家族が笑顔になる！片付けなさいという前に 

里舘 友子（暮らし美人化計画 ハウスキーピング San） 

303 会議室 

（3 階） 

 

DV防止キャンペーン企画 講演会 

「弁護士から見た DVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～」 

毎年 11 月 12 日から 25日までの 2 週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。 

今回は、DV・セクシュアルハラスメント・性暴力・ストーカーなどに関する問題に取り組む弁護士を 

講師に招いて講演会を開催します。 

事前申し込みが必要です 

【定  員】30名（先着順）    【受 講 料】無料 

【対  象】小学 6 年生までを子育て中の女性、3 回講座すべてに参加する気持ちのある方 

【申込方法】9 月 3日（月）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口 

にて受付開始（事前の申し込みが必要であり、その申し込みは先着順での受付となります） 

女性に対する 
暴力根絶のための 

シンボルマーク 
パープルリボン 

【日  時】11 月 10 日（土）13：30～15：30 

【講  師】柏熊
かしくま

 志薫
しのぶ

（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士） 

【受 講 料】無料 

【会  場】301会議室（3 階） 

【定  員】40名（先着順） 

【申込方法】9 月 3日（月）より、電話・FAX・総合案内・ホームページ 

および男女平等推進センター窓口にて受付開始 

http://www.madokapia.or.jp/
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☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

9月 4、11、18、25日（火）10：30～ 

ぴよぴよ（妊娠中・0 歳児）第 1・3火曜 

よちよち（1・2歳児）    第 2・4火曜  

○ お楽しみ会 

9月 10日（月）10：30～ 

担当：HAND IN HAND 

○ 毎月第 4水曜日 10:30～12:00は、まどかぴ

あの託児でおなじみの託児サポーター“マ

マ・ポケット”の見守りがあります。子ども

の遊ぶ様子を見ながら、子育てのことは勿論

いろんな話に花を咲かせてください。 

＜利用時間＞ 
１０：００～１５：００ 

＜場  所＞ 

まどかぴあ３階 

キッズルーム 

※予約は必要ありません 

※参加料は無料です 

※未就学児が対象です 
 

共催事業 

きいさちゃん（2才 3ヶ月） 

おもちゃの包丁で上手に野菜を 

切っていました。 

ちょっとひと休み。 

今月の元気キッズ！ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

は

ま

て

ら 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

して財政支援を行っています。また

公益財団法人日本医師会に委託し、

就職を希望する女性医師への医療機

関や再研修先の紹介（女性医師バン

ク）、各医師会が実施する講習会等へ

の託児サービス併設への補助等を行

っています。「医師の働き方改革に関

する検討会」では、平成 30 年 2 月に

医師の労働時間管理の適正化、36 協

定の自己点検、多職種への業務移管

の推進、女性医師等に対する支援な

ど勤務医を雇用する個々の医療機関

における緊急的な取組事項を取りま

とめ、公表しました。 

「日本の医療界は女性が働くのに

不利な状況にある」として様々な機

関が活動をしています。その最中で

起きた今回の問題。女子受験者の一

律減点などがない、男女平等になる

ような改善策等、今後の動きにも注

目していきたいと思います。 

『東京医科大が医学部医学科の一

般入試で、女子受験生の得点を一律

に減点していたとみられることが、

関係者への取材で分かった。女性は

結婚や出産を機に職場を離れるケー

スが多いため、女子合格者を全体の 3

割前後に抑え、系列病院の医師不足

を回避する目的があったという。性

別を理由とした恣意的な得点操作が

明らかになるのは極めて異例』（西日

本新聞 8/2 夕刊 抜粋） 

医療分野への女性の参画状況をみ

ると医師に占める女性の割合は増加

傾向にあり、平成 28 年は 21.1%です。

しかし、OECD 加盟国では、概ね医師

2 人に 1 人という状況です。（OECD

“OECD Health Statistics 2017”） 

厚生労働省では、地域医療介護総

合確保基金を通じ、女性の復職に関

する相談窓口の設置や研修、院内保

育所の運営等の都道府県の取組に対 

参考：「平成28年衛生行政報告例 

（就業医療関係者）の概況」、 

「平成28 年医師・歯科医師・ 

薬剤師調査」 厚生労働省 
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 「全員合格 おめでとうございます！」 

4 月から始まった再就職を本気でめざす女性のため

の「再就職チャレンジ講座」。日商 PC 検定資格（デー

タ活用 3級）取得を目指していた受講生12名全員が

見事、合格したと朗報を聞きました。桜が早く咲き、

桜吹雪を愛でる頃に出会った12名の受講生。 

教室は、さながら女子高生の様なあどけなさと活

き活きとした笑顔と談笑であふれていました。 

 

 

 検定に合格したのがゴールではありません。この

資格を御守りに企業の面接を受け、採用され社会生

活を始めるにあたり、さらになにが必要か考えてみ

ると、昨今、重要視されている「コミュニケーション

能力」が大切です。今回の講座はここがテーマ。 

結論からいうと相手を気

遣い合い、伝え合って共有

すること。これこそがコ

ミュニケーションです。コ

ミュニケーションには、見

えた感じ（視覚）、聞こえ

た感じ（聴覚）の非言語コミュニケーションと言葉

で感じる言語コミュニケーションがあります。非言

語コミュニケーションの代表は「笑顔」。笑顔には

相手が安心し、場が和み、自分に余裕が出る効果が

あります。口角を上げて目をキラキラさせようと思

うだけで笑顔は生まれます。さらに、母音の「あい

うえお」の正しい口の開き方をマスターし、相手に

届くように発声することを心掛けると、同じ言葉で

もより素敵に心が伝わります。 

では、実践。ボールを1つ準備して、隣の人と30

秒間キャッチボールをしてみましょう。 

1 回目：何の合図も会話もなくただ黙々と無表情に

ボールを投げあう。 

2 回目：「いくよー」「ハイッ！」「上手に取れたね」

等、会話をしながら投げあう。 

当然のことながら、2 回目のキャッチボールの方が

笑顔が生まれ、楽しくできますね。30 秒なんてあっ

という間。意外と身近にコミュニケーションを体感

する場はあるのです。 

ひと通りの表情筋トレーニングをした後で「ミッ

キー大好き～」と言ってみました。すると皆がキラ

キラした表情で滑舌よく声が出てきたのです。「な

ぜ、ミッキー？」これには理由があります。「ミッ

キー」の「キ」には「い」の母音があり、口角がキュッ

と上がります。さらに「大好き」の「だ」の母音は

「あ」で目も口も大きく開き、最後に「き～～」と

5 秒伸ばすと、さらに口角がキュッと上がるのです。 

表情と声に即効性がある魔法の言葉「ミッキー大

好き～」。きっとあなたの側に大きなソーサラーハット

を被ったミッキーマウスがいるはずですよ☆ 

 

 博多リバレインのエスカレーターの注意喚起を

促す声は、講師の藤重知子さん。納得、納得！爽や

かな笑顔と滑舌の良さ、心地よ

い声のトーンと嫌味のない抑

揚は同性が憧れる目標とする

女性像。藤重さんが発するオー

ラは、その日の花柄ピンクの 

ワンピースより華やかに広

がっていました。 

（情報サポーター 遠田真琴） 

藤重 知子さん 

再就職チャレンジ講座 講話 

第 2 回「役立つコミュニケーション 

～伝えるのは言葉、伝わるのは心～」 

日にち：7 月 17 日（火） 

講 師：藤重 知子さん（ボイスエアー 代表） 

講師の表情の七変化 
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相談のご予約・お問合せは・・・ 

０９２－５８６－４０３５ 

 

 

 

☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

  

 

 

 

 

９月の男女平等推進センター 

 

 

*ひとりごと*  
 

乗り物に「酔う」と云う話をよく耳にしますが、エチ
ケット袋(又の名をゲロ袋)というものをご存知です
か。お世話になった人も多いかと思います。人は意外
と乗り物に弱いものです。乗り物に酔うということ
は、不規則な加速や揺れの繰り返しによって、内耳に
ある三半規管などを刺激すると起こるそうです。団塊
世代の小中学・高校の修学旅行には、トラベルミンな
る酔い止め薬は必需品でした。しかも、貸切バスや旅
客船には、青いビニール袋が備え付けてあることが多
かったように記憶しています。これがゲロ袋です。 
かくいう私はお世話になったことは有りませんが、旅
客機のシートの背もたれポケットに入れてある、エチ
ケット袋に興味を持っています。要はそれのコレク 
ターです。袋の形状はというと長方形の封筒状で、内
側はコーティングが施されて防水になっています。し
かも口金がついていて使用後は口を絞める仕掛けに
なっており、表には航空会社のロゴマークが描かれて
いることが多いです。この品物が、収集癖のある航空
機マニアの心を微妙にくすぐりました。それなりに集
めてみると、航空会社やお国柄が微妙に出ているよう
にも思われます。材質や表示の仕方などデザイン度合
いを、比較して見る楽しさがあります。興味のある方、
一報ください。出前講座受け賜ります。秘蔵コレク 
ション持参で馳せ参じます。 

（情報サポーター  倉町 賢一郎） 

＜編集＞男女平等推進センター 情報サポーター     ＜発行＞大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 

〒816-0934  福岡県大野城市曙町 2-3-1  ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 

ＴＥＬ／092（586）4030  ＦＡＸ／092（586）4031  相談専用電話／092（586）4035 
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