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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   大野城市男女共生講座① 

あなたとわたしのための元気塾③ 

・ 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？「0120-279-338」  

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

託児サポーター“ママ・ポケット” 託児ルーム飾りつけ風景 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 10月号 

 

 

 

 

 

 

 

 「人生 100 年時代」と言われる昨今。ながーい 

人生を楽しくかつより良く、ハッピーに暮らすには

どうしたらよいのだろうか。現役の方も、これから

定年を迎える方も、定年後の暮らしに悩んでいる方

にも…… 第一回目は夫婦がハッピーに、そして円

満に生きるヒントを探してもらうために「分かち

あって夫婦円満」と題して男女共生講座が開かれた。 

 

 

 新垣講師は、沖縄県の市町村で男女共同参画会議

に関わるかたわら、NPO 法人

ファザーリング・ジャパンの

沖縄メンバーとして、子育て

支援活動を展開されている。

さらに国際的にはラオスや

フィリピンなどで、女性の 

エンパワーメントを目的とし

た貧困改善プロジェクトにも

関わりをもたれている。 

 

 

 登壇した講師は「これからの人生 100 年時代はラ

イフシフトなくして生き延びられない」と指摘。シ

フトとは、一つに地域社会との交流。女性は家事力

と地域との繋がりがある。かたや男性は会社や仕事

の付き合いが多く、自分が住んでいる地域社会との

関わりが出来ていない。もう一つは、仕事以外の生

き甲斐を持つこと。例えば、夢中になる趣味をもつ

ことも……と、人や地域との繋がりが多い人ほど長

生きすると、講師は話す。 

 さらに、「夫婦は生活を分け合い、分かり合って

夫婦円満」と講師は熱く語りかけた。生活を分け合

うとは家事、育児などの分担であり、分かり合うと

は互いに理解しあうこと。「分け合うことで分かり

あい、分かり合うことで分けあえる」のである。 

 

 

 

 

 

  

 

聞き終えて、私自身も自分を振り返ってみた。私

には、40 年以上も共同生活をするパートナーとい

うか、つれあい（妻）がいる。彼女はよく口にする。

夫は他人、子どもは身内だそうだ。思うに、夫婦は

つまるところアカの他人。期待するから腹も立つ。

始めから期待し過ぎなければイイことで、期待以上

であれば感謝の言葉を言う。自分のことは自分でや

ろうとは思うけれど、歳をとればそうはいかないの

が辛いところである。他人だから愛は薄れていくこ

とが多いかと思うが、長い夫婦生活の中で「情」と

いうか「思いやり」は深まっていくように思う。こ

れが夫婦円満に活かせるキーポイントではなかろう

か。 

（情報サポーター  倉町 賢一郎） 

 

 

大野城市男女共生講座 第一回 

テーマ：分かちあって夫婦円満 

    ～人生 100年時代をハッピーに暮らす秘訣～ 

日にち：8 月 3 日（金） 

講 師：新垣 誠さん 

    (沖縄キリスト教学院大学 人文学部長) 

新垣 誠さん 

活発な意見が飛び交う講座風景 
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女性の身体と心の健康を考える講座 第 1回 

女性特有の病気を考える～乳がん・子宮周辺がんのリアル～ 

ままいるの家族の笑顔応援講座 
もう一度「私」と出会うワークショップ ～「ママじゃない私」ポートレート特別編～ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

ネットワークセミナー 
子どもの命をまもる  ～子ども自身が、親が、地域が、大切な子どもの命を守る実践的な方法を学ぶ～ 

忙しく充実した毎日を送っていると、つい見落としがちな女性特有の病気。検査していれば、それだけで

本当に安心なのでしょうか。「自分は関係ない」と思わずに、医師でありがんと向き合うママとその子ど

も達を支えてきた講師に、話をきいてみませんか。 

病気と付き合う女性の家族、パートナーの参加もできます。 

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 

【日  時】12 月 6 日（木）13：30～15：00 

【講  師】金城 舞（NPO 法人がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNALBRIDGE 理事、乳腺専門医） 

【受 講 料】無料    【会  場】303 会議室（3 階）    【定  員】60 名（先着順） 

【申込方法】10 月 1 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 

【日 時】10月 29 日（月）1 部 10：00～12：00  2 部 12：30～（希望者のみ） 

【講 師】井上 恵美（ワークライフバランス研究所所属 ママじゃない私ポートレート インタビュアー＆ライター） 

【フォトグラファー】橘 ちひろ・田中 藍子 

【受講料】1部のみ：300 円（2 カット／1 人） 1 部＋2 部：1,300 円（5 カット追加） ※2 部は撮影のみ 

【会 場】303 会議室（3 階）    【定 員】20 名（先着順） 

主催：ままいる   ※申込は直接ままいるホームページにて受付   ※託児利用対象は１部のみ 

【日 時】11月 18 日（日）13：30～15：30 

【講 師】大庭 きみ子（朝倉災害母子支援センター「きずな」事務局長・朝倉市議） 

【受講料】無料    【会 場】301 会議室（3 階）    【定 員】30 名（先着順） 

主催：  女性会議 大野城支部 

共催事業 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

平成 30年度アスカーラ市民グループ活動支援事業 

【日 時】11月 17 日（土）13：30～15：30    【講 師】倉富 史枝（こども CAPふくおか 代表） 

【受講料】無料    【会 場】303 会議室（3 階）    【定 員】40 名（先着順） 

 

主催：大野城共生ネットワーク 

災害時の母子支援と産前産後ケア 
大野城市のこれから ～朝倉災害母子支援センターの経験に学ぶ～ 

http://www.madokapia.or.jp/
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＜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 
 

は

ま

て

ら 

参考：「よりそいホットライン」 

（一般社団法人社会的包摂 

サポートセンター） 

 

兄弟それぞれ興味があるものに 

夢中です♪ ひろとちゃん（5才） 

りょうとちゃん（1才） 

 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

10月 2、9、16、23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  

○ 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。 

○ 10月のお楽しみ会はありません。 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

プの宣誓による宣誓書受領証の交付

を通じて、性的マイノリティの方々

が抱える生きづらさの解消につなげ

ることが制度の導入目的です。 

ほかにも、専門相談電話の設置、

交流事業の実施があります。さらに

災害時の配慮として、性的マイノリ

ティへの配慮の視点を防災計画や避

難所マニュアル等に明記し、避難所

運営等に活かします。また、教育・

啓発事業として、講演会等の開催、

啓発リーフレットの作成・配布、市

ホームページによる性的マイノリテ

ィに関する情報発信等があります。

さらに学校教育における取り組みと

して、人権読本『ぬくもり』を活用

し、児童生徒の性的マイノリティへ

の理解を進めることを

福岡市が今年度から順次実施する事

業を見守りながら、私たちも LGBT

に関心を持ち続けなければいけない

と考えるところです。 

厚生労働省の補助事業で電話相談

「よりそいホットライン」（一般社団

法人社会的包摂サポートセンター）

があります。ここでは、LGBT 専用の

回線を設置し、24 時間通話無料の体

制で相談を受付けています。 

LGBT とは L：レズビアン（女性同

性愛者）G：ゲイ（男性同性愛者）B：

バイセクシュアル（両性愛者）T：ト

ランスジェンダー（性同一性障害な

どで、からだの性とこころの性が一

致しない人）のことです。 

福岡市では、平成 30 年度から支援

事業として具体的な取り組みを行っ

ています。パートナーシップ宣誓制

度を導入して、市営住宅の入居にお

いて婚姻関係と同様に取り扱うこと

ができる、市立病院において配偶者

と同様に診察内容の説明をうけるこ

とができ、患者本人と連名で手術等

への同意書に署名することができる

ようになりました。パートナーシッ 

今月の元気キッズ！ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

 

【日時】11 月３日（土・祝）10：00～10：45 

【会場】小ホール（2 階） 

観覧無料 
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 九州北部豪雨から一年、平成 30 年 7 月豪雨の 31

道府県に亘る被害は目を覆う惨状となりました。被

害にあわれた皆様には心よりお見舞い申し上げま

す。その 6 日、翌日に予定されていた本講座を延期

するとの連絡がありました。延期でも開催されたの

は歓喜の極！ 

 筆者は少年院の予備知識のために、貫井徳郎著

「空白の叫び」を読破して臨んだ。普通の家庭に生

まれた吉永さんは中 1 から非

行少年だったと振り返る。中 2

は 1 学期だけの登校でその後

家出。定時制高校は退学して暴

走族に入り、19 歳で逮捕。1 ヶ

月の鑑別所を経て、佐世保少年

院に送られた。体力向上訓練の

厳しさは小説の通り也。トイレは 1 日 5 回、風呂は

週3回と聞き、聴衆からは吐息が漏れた。中でも、

身に着けるものすべてが支給され、下着までお下が

りとは驚いた。軍隊並みの鉄拳制裁には今時…と

思ったが、吉永さんは学び舎として入ってよかった

と言う。 

 少年院は進路が決まらないと出院できないとか。

面接に来た父からの提案が「南米に 3 年間行って来

い」だった。保護観察期間は保護司の判断に託され

るが、月 2 回の手紙を約束して承認された。まず降

り立ったエクアドルでは、イスパニア語で教える語

学学校について行けず退学。さあどうしようと行き

詰まって危険地帯に潜り込んだが、温かく迎えられ

て言葉も教えて貰った。持参金の50万円が半年で底

をついて、日系移民の農園で半年働いた。質素な建

物に住んで、身を粉にして働くバナナ園のオー

ナー・半沢さんがとても格好いいと思ったそうだ。

ロレックスやベンツの大人に憧れた若さからの脱

皮である。その後南米を放浪して移民たちと交流を

深め、想いを盛り込んだ作文でサンパウロ新聞（南

米最初の日本語新聞）に入社が叶った。帰国後も福

岡支局の社会部記者を続けている。 

 町内会長を務める親不孝通りにはアウトローの

イメージが付きまとう。隣町・警察までも巻き込ん

だゴミ拾いが、安心・安全に調和のとれた街の今に

繋がった。地域密着型ウェブ放送「親不孝通りＴＶ」

のメインＭＣも務める。一方で、日本とペルーを拠

点に全世界で海外送金事業を展開する「ＫＹＯＤＡ

Ｉ」の九州地区を担当している。天神の福岡支店の

前には在日外国人が集い、彼らの生活支援にも心を

砕く。 

 南米の移民の人々から、いろんな人たちと同じ目

線が大事と教えられた。マイナス要素をプラスにで

きるチャンスはある！ 人生の経験は何事において

も無駄にならない…と結んだ。 

（情報サポーター  山口 郁子） 

 

 

 

 

あなたとわたしのための元気塾 第 3 回 

ブラジル番長物語 

  ～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～ 

日にち：8 月 4 日（土） 

講 師：吉永 拓哉さん  

（天神三丁目町内会長・セカンドチャンス！福岡メンバー） 

NPO法人セカンドチャンス！ 

吉永 拓哉さん 

南米の思い出の品（アナコンダの抜け殻） 
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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☆ 
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10月の男女平等推進センター 

 

 

*ひとりごと*  
 

「お母さんはいいお母さんだったかなあ」ふいに病床

で母がつぶやいた「えっ？」「いいお母さんだったか

なあ」鼻の奥がツーンとして涙がこみ上げてきた。わ

ざと「まあまあね」と軽く返すと、「まあまあか」と

少しさみしい声になった。「うんまあまあ」溢れそう

な涙をやっとこらえて「また明日ね」と振り返ること

もできず病室を出た。それが母からの別れのことばの

ように思えて涙が止まらなかった。その日から程ない

今年の２月母は逝った。日々母の存在の大きさに気付

かされている。時々突然「お母さんがいなーい」と迷

子の子どものように泣きじゃくりたくなる自分がせ

つない。母の実態がないことが不思議でならない。あ

の日だんだん冷たくなる母の手を握りしめ妹と二人

で号泣して見送ったはずなのに。骨壺にお骨を納めた

はずなのに。まだ受け入れられないでいる。小学校の

教諭として三十余年無事に勤め、色々な趣味を持ち、

多くの人と楽しく充実した時を過ごした人生は、大変

なこともあっただろうが幸せだったと思う。♪おかあ
さん、おかあさん、おかあさんてばおかあさん、何に
もご用はないけれど、なんだか呼びたいおかあさん♪
（作詞：西條八十、作曲：中山晋平） 幼いころに覚

えたこの歌の本当の気持ちが今わかった気がする。 

ありがとう、お母さん。いいお母さんだったよ！ 

          （情報サポーター ちびまま） 

＜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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