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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④ 

ママの元気チャージ★セミナー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 

 

「男女共同参画カルタ」 

（大野城まどかぴあ理事長） 

 

・ ご存知ですか？「110位」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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2016年熊本地震発生。「まさかまた大災害にあう

とは…」 

柳原さんは宮城県多賀城市

の生まれで、2011年に東日本

大震災、2016年には熊本地震

を経験した。この二つの大災害

を教訓として分かり易く、母親

目線で伝えていこうと講演を

続けているという。熊本でこの

ような大地震が起きるとは多くの人たちが思ってい

なかったし、行政自体も混乱していたようだ。大き

な揺れが続く中、小さい子どもを持つ親は必死で子

どもを守るために行動をしたと思う。それが時間の

経過とともに記憶は薄れていく。貴重な体験を決し

て無駄にすることなく“もしも”に備えるとともに

自分自身の“生きる力”を育てる事が大事。 

 

震災後、熊本地震を経験した乳幼児を持つ親たち

とワークショップを行った。それぞれの体験談や命

を守るために必要な備えについて家族の中で話し

合ったり、体験をもとに防災がもっと身近なものに

なるようにリーフレットにまとめたので参考にして

ほしい。 

備え①防災グッズ…非常持ち出し袋として用意。 

「もしも」に備えるために大切なのは普段か

らの心構え。 

「いつか」ではなく「いつも」備えておく。 

備え②日常備蓄…避難生活に備える（後で取りに戻

ることを想定）。物資の備えは 3 分野に分けて

考える。 

 

「常に携帯するもの」「非常持ち出し袋に入れ

ておくもの」「使いながら備蓄するもの」 

いつも使う車にも日用品を載せておく。 

備え③パーソナルカードを作ろう！…命を守る情報

をカードホルダーに入れて首から下げる。 

備え④避難場所＆公衆電話…家の周りのことを知っ

ておく。公衆電話は災害時に強い。 

備え⑤応急手当…対処法を覚えておこう。突然の災

害時には救急車はすぐには来られない。 

 

林田館長 

頑張っていますね、震災を 2 回経験した人の話は

重要です。熊本地震ではどうでしたか？ 地震直後

はパニックになりやすいし、自分の家族を守るた

めの話し合いは必要。情報は独り占めしないで公

開する事が大事。 

柳原さん 

子供がいるので頑張らざるを得ない、災害時には

余裕がないので人にやさしくできない。いつも

ポーチに必要なグッズを入れておくと安心です。

情報を早くとること、テレビだとdボタンを押すと

すぐ出る。ツイッターや SNS での発信が多かった

が、不確実な情報も

あった。どこまでが正

しい情報なのかを自分

で判断することが大事

だと思う。 

 

 災害は忘れたころにやってくるというが、縦に長

い日本列島は地震に限らず風水害も多い。日頃の備

えは絶対に大事だと痛感。最後に東日本大震災の津

波映像を見ながら、歌うママ防災士講演会恒例の復

興ソング「花は咲く」をみんなで歌って終わった。   

（情報サポーター スピカ） 

大野城市男女共生講座 第 4 回 
テーマ：誰でもできる防災術 

～もしもに備えるいつも～ 

日にち：11 月 20 日（火） 

・講演会 講師：柳原 志保さん（歌うママ防災士） 

・トーク 柳原 志保さん 

     林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

柳原 志保さん 

柳原さんと林田館長 
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平成 31年度 実行委員・ボランティア募集 

男女平等推進センターの事業や運営のサポートをしていただく実行委員・ボランティアスタッフを募集して
います。 
経験・性別・お住まいに関係なく、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。当日のご参加も  
大歓迎です！ 
詳細は、ホームページ（男女平等推進センター ボランティア情報）をご覧いただくか、男女平等推進セン
ター窓口でお尋ねください。 

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 28日～1月 4 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 

【対象】18 歳以上（高校生不可）    【会場】アクティブルーム（3 階）  

日時 内容 詳細 

3 月 4 日（月） 

11:00～ 

 

 

 

男女平等推進センターサポーター 

（啓発・事業サポーター、 
       情報サポーター） 

説明会 

男女平等推進センターサポーターは、男女が共同

参画するコミュニティ都市の実現のために、同 

センターと協働して活動するボランティアです。 

【啓発・事業サポーター】 

紙芝居や寸劇などによる啓発活動、土曜日の同 

センター運営の補助や講座・イベントの準備・  

受付を行います。 

【情報サポーター】 

毎月発行の情報誌「すてっぷ」を同センターと  

協働で作成します。 

3 月 4 日（月） 

13:30～ 

大野城市男女共生講座 

実行委員会 第 1 回 

大野城市男女共生講座は、多様なテーマで開催す

る男女平等推進センターで一番の長寿講座です。 

1 年かけて開催する実行委員会では、講座内容 

（館外研修含む）の企画、講師の人選、当日準備・   

進行など運営全般を行います。 

4 月下旬 
アスカーラ共生フォーラム 

実行委員会 第 1 回 

アスカーラ共生フォーラムは、男女共同参画に 

ついて気軽に楽しく学べるイベントです。 

1 年かけて開催する実行委員会では、講師の人選

やチラシ・ポスター作成、当日準備・進行など  

企画や運営全般を行います。 

※開催日時はチラシやホームページにてお知らせ

します。 

 

http://www.madokapia.or.jp/
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登録団体に登録すると… 
★会議や作業にアクティブルーム（3 階）が利用  
できます。 

★アクティブルームのロッカー・レターボックス・
パソコン・カラー印刷機が利用できます。 

【会場】303会議室（3階） 
【内容】平成 31 年度募集要項の説明 

平成 30 年度に実施した市民グループ・  
団体活動のノウハウや成果の発表、交流会 

教育分野は 65 位。今回も識字率と

初等・中等教育の就学率は男女格差

なしと評価されました。一方、女性

の生涯賃金や経済的自立に影響する

高等教育の就学率は 103 位で、前年

から 2 つ後退しました。 

保健分野は 41 位。日本は満点に近

いスコアですが、多くの国々も高い

スコアであまり差がない状況です。 

WEF は「日本には父親の育休取得

やテレワークの拡大が必要だ」と提

言。また、女子を不利に扱う医学部

の不適切入試に触れて「あるべき姿

に逆行する動き」と指摘しています。 

このように世界と比較すると日本

の問題点がはっきりしてきます。女

性の社会進出や格差縮小が進む国際

社会との差をどのように縮めていく

のかを、引き続き考えていかなけれ

ばなりません。 

昨年 12 月に世界経済フォーラム

（WEF）は、2018 年版男女格差指

数（ジェンダー・ギャップ指数）を

発表しました。 

日本は世界 149ヵ国中 110位で、

前年より 4 つ順位を上げました。し

かし、先進 7ヵ国（G7）では最下位

となっています。 

この順位は、経済・政治・教育・

保健の 4 分野 14 項目で男女平等の

度合いを指数化することで決めら

れています。 

経済分野では5項目全てで改善し

ましたが、順位は114 位から117 位

に後退しました。他の国々の変化に

追いつけていない状況です。 

政治分野でも123位から125位へ 

後退しました。女性の政治参画が少

なく、昨年 10 月現在で女性閣僚は

たった１人という状況です。 

男女共同参画の推進に取り組む団体を応援する 
ために、登録団体を募集します。 
また、男女共同参画の推進に関する事業（講演会、
講座、展示会など）の実施を考えている市民グルー
プや団体を支援します。 

＜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 
 

今月の元気キッズ！ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

2月 5、12、19、26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。 

○ 2月のお楽しみ会はありません。 

はるたちゃん（1歳 10ヵ月） 

シャイで、カメラを向けると顔を

隠してしまいました。慣れてくる

と車遊びに夢中に！！ 

参考：「世界経済フォーラム」 
ホームページ 
朝日新聞デジタル2018年 
12月19日号 

ご
存
知 

で
す
か
? 

日本 

１１０位 

市民グループ活動支援事業として認められると… 
★対象事業について助成金制度があります。 
（ただし、助成金には上限があります） 

★対象事業の広報について協力します。 
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小さな子どもを持つお母さん

に向けて、暮らし美人化計画 

ハウスキーピング San 代表の

里舘友子さんにお話しいただい

た。これまでのべ 4,000 件の家

庭の整理収納コンサルティング

をしてきたという片づけのプロ

のお話は興味深いものである。 

 

  

まずは、参加者の日常の困り事を聞くことから始

まった。若いお母さん達の悩みは、家の中がいつも

散らかっていること、片付かないこと。 

・おもちゃや工作品の散らかし、リビングや子ども

部屋が片付かない。 

・衣類・洋服を洗濯に出さない、そのまま着る。 

・夫のモノは捨てられない、夫のモノが増える。 

・思い出のある写真や手紙、使うかもなどの品。 

・仮置きしてもそのまま片付けない。 

・収納場所が足りない、どんどん増える。 

など一気に盛り上がる。 

 

 

整理って？ 収納って？ 片付けってなに？ 

実はこの言葉の意味はそれぞれ違うとのこと。 

・整理：必要か必要でないか区別し、不必要なもの

を取り除くこと。 

・収納：すべてのモノに指定席を決めること。 

・片付け：収納の維持管理。 

・掃除：ホコリや汚れを取り除くこと。 

それぞれの年齢やモノに合わせ、管理できる量と

場所を見極め、役割分担を決めるのがよいそうだ。 

 

「片付けなさい」と言う時、お母さんの顔はいつ

も怒った顔に。「叱られたくないから、仕方なく  

やらなければならないこと」と教えているような 

ものだと里舘さんは言う。 

子どもに教えるのはまず「整理」。自分にとって 

本当に必要なものなのか、そうでないものなのかと

区別をする過程で、自分で考え決める習慣付けの 

ためには、まず親が楽しそうにやって見せながら、

繰り返し教える事がよいそうだ。いつの間にか創造

力、取捨選択力、思いやりなどが身について、将来

の自立に大きなプラスの影響を与えると言われて

いるそうだ。 

 

 

学校の終了式の日は片付けをする日と決めるな

ど、年に 3 回は家族で一緒に片付けをする日を設け

る事がよいそうだ。家族みんなで片付けをすれば、

アッという間に笑顔が家中に満ち溢れるとのこと。 

くれぐれも自分のスペース以上のモノを持ち込

まないようにと里舘さんからアドバイスがあった。 

（情報サポーター 原田 久） 

 

ママの元気チャージ★セミナー 第 3 回 

家族が笑顔になる！片付けなさいという前に 

日にち：11 月 30 日（金） 

講 師：整理収納コンサルタント 里舘 友子さん 

（暮らし美人化計画 ハウスキーピング San 代表） 

どうにかしてよ！ うわァ 

ちょっと待った その前に 

整理の力はスゴイ！ 

確保せよ！ 片づけの日 

講座風景 

里舘 友子さん 
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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☆ 

 

＜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 

２月の男女平等推進センター 

 

 

 

 

*ひとりごと* 
 

 私はお世話になった人にはお歳暮より、バレンタインのチ
ョコレートを贈る習慣があります。かつての職場で「直属の
上司」だった“福ちゃん”にも毎年チョコレートを贈って、
「近況報告と生存確認」を続けてきました。 
 一緒に働いている時から「ピン・コロが理想」と福ちゃん
は熱く語っていました。私の結婚式にも来てくれて、最近ま
で人生の相談に乗ってくれて「知子さんの家族の幸せを願っ
ています」と遠くから励ましてくれていました。 
 昨年の年明け直後に福ちゃんから新年会の連絡が無いの
で、こちらから連絡してみると「今年の新年会は中止します」
との事。慌てて電話してみると「肺ガンでやせてしまってお
見舞いも断っているけど、必ず治すから」との言葉で、その
まま連絡も無かったので、昨年は今まで通りバレンタインに
チョコレートを贈りました。でも4 月まで待っても何も連絡
が無いので、偶然、再会した「ごとやん」と福ちゃんの家を
訪ねてみると、福ちゃんは1月末に亡くなっていた事を知ら
されました。もっとずっと長生きして私達家族の成長を見届
けて欲しかったし、お見舞いに行って、直接、お礼と感謝の
気持ちを伝えたかったです。 
 また今年もバレンタインのチョコレートを買いに行く季
節が巡ってきました。目を閉じると、懐かしい福ちゃんの面
影が浮かんできます。 
 今年は平成から新しい元号に変わるので、年末から「平成
最後」「平成最後」と世の中が騒々しい気がしますが「いま、
ここ」を大切に生きていきたいと改めて思っています。 
 福ちゃんと約束した「ピン・コロの理想」に向かって、少
しずつ体力作りを始めたいと思っている今日この頃です。 
 まずは、「きくち体操」から始めようかな…。 

（情報サポーター 松田 知子） 

http://www.madokapia.or.jp/

