
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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。 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 

2019．11．1発行  第 248号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  もっとラクに自分らしく 

            ～ママの心と時間に余裕を生み出す片付けのコツ～ 

アスカーラ夏まつり 

・ 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？ 「『暴力』とは？」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

「内閣府男女共同参画局 令和元年度 女性に対する暴力をなくす運動ポスター」 
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 整理整頓が苦手な私が「もったいない、いつか 

使うかも、まだ使える」を呪文のように唱えていた

から、家の中は物が溢れています。なんとかしな

きゃと解っているけど捨てられない私が、モノを片

付ける事は心を整理する事？を学んだ講座でした。 

 

 

アメリカ生まれの整理術 

「ライフオーガナイズ」とは？

モノの「片付け」や「整理収納」

ではなく、自分のライフ（暮ら

し、生活、人生）に丁度いいを

選ぶ整理術です。 

片付けの目的と手順の最初

は思考の整理をしてみようでした。 

① 片付けが出来たらどんな事がしたいか 

何のために片付けがしたいか 

② 今困っていること、ストレスを感じているこ

とは何か 

先ずは捨てる基準からと思っていたので考え込み

ました。 

 

◆片付けの 3 つのステップ 

１．分ける 捨てるではなく選ぶ 

⇒使っている、使ってない 

２．収める 場所⇒取り出しやすい、適所 

     適量⇒管理能力範囲内 

     方法⇒自分に合っている 

３．見直す 改善の継続 

     ⇒暮らしは少しずつ変化する 

好きだけど使ってない物、着られないと解ってい

る服も全部出して、管理できる範囲内の物を選べば

すっきりするだろうな～。 

 

 

ラクな収納ポイントと片づけ事例として教えて

いただいた利き脳の見分け方は、インプット⇒指を

組んで親指が下になる方、アウトプット⇒腕を組ん

で下にある方で調べ、右右・右左・左右・左左と4

パターンあります。私は親指も腕も左が下なので左左

脳タイプで「使用頻度や機能重視の従来型の片付け

が向く、空間把握が苦手なので仕切りを」でした。

なるほど、テレビや雑誌の片付け方をまねてもすぐ

に散らかるのは私の適正に合ってないからか！ 

家族でも利き脳の癖や行動パターンで片付け方が

違うと思えばストレスもたまりませんね。 

 

 

やることがいっぱいなのになかなか取り掛かれ

ないのはキャパオーバーかも。出来るけどやりたく

ない、出来ないけどやってみたい。私は何がしたい

のかを見直す時間と心の整理も必要です。その時は

ご機嫌行動アイテムで気分転換すると視点が変わ

るそうです。私は一人旅かな～。 

令和の現代は昭和の

頃とは比べ物にならな

い程便利になり、個人の

キャパシティーを越え

て、モノや情報が溢れ複

雑になりました。住環境や価値観も多様化していて、

自分には何が必要で何に時間をかけるのかをしっ

かり見極めなければならない社会です。その基準は

人それぞれで正解はありません。どんな暮らしが 

したいか、大切にしたいことは何かを明確にして、

自分の価値観で判断したモノ（物・者・情報）を  

整理すれば心も空間もすっきりして人生が楽しく

なると学びました。 

    （情報サポーター 森 敏子） 

「捨てる」ではなく「選ぶ」 

ママの元気チャージ★セミナー 第 3 回 

もっとラクに自分らしく 

～ママの心と時間に余裕を生み出す片付けのコツ～ 

日にち：7 月 31 日（水） 

講 師：梅野 優子さん 

（片づけサポートすっきり工房代表） 

梅野 優子さん 

丁度いいのために思考を整理 

利き脳で違う片付け方 

私に大切なモノは何か 
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 【日  時】11 月16 日（土）13:30～15:30   【受講料】無料 

【講  師】白木 里英（福岡県警察 中央少年サポートセンター 少年育成指導官） 

【会  場】301会議室（3階）    【定員】40名 

【申込方法】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中 

   

夫婦や恋人といった親しい間柄におきる暴力＝ DV（ドメスティック・バイオレンス）。 

他人事ではなく、実は身近な問題である「子どもの虐待と DV」について一緒に考えてみませんか。 

DV防止キャンペーン事業 講演会 

子どもの自尊心や自己肯定感を育てる ～相談活動の実例を通して～ 

甲状腺に病気のある方は、なんと成人女性の 7 人に 1 人！ 症状も気づきにくく、更年期障害等と間違わ

れることもあります。「最近なんとなく昔と違うな…」と思われている方、それは「年のせい」じゃないか

もしれませんよ？ 

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 

【日  時】12月 19日（木）13:30～15:00   【会場】303会議室（3階） 

【対  象】健康づくりに関心のある方    【受講料】無料   【定員】50名（先着順） 

【講  師】髙士 祐一 (福岡大学筑紫病院 医師) 

【申込方法】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中 

家庭での介護も男女が共に関わる時代。 

介護の基本を学んで日頃の疑問を解決しましょう！ 

   

日時・定員 テーマ・講師 会場 

    12月 11日（水） 

18:30～20:30 
 

20名（先着順） 

「聞いておきたい！認知症と介護保険の話」 
 
久野 恵 

（介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、認知症ケア専門士） 

303会議室 

（3階） 

令和 2年 

1月 18日（土） 

10:00～11:30 
 

30名（先着順） 

「明るい終活！～エンディングノートのすすめ～」 
 
藤井 真司（司法書士） 

304会議室 

（3階） 

 
【対  象】定年前後の男性および講座に興味のある方   【受講料】無料 

【申込方法】11月 1日（金）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 

アスカーラいきいき健康教室（後期） 

だるい？汗っかき？物忘れが多い？女性に多い甲状腺疾患 

男性のためのブラッシュアップセミナー 

http://www.madokapia.or.jp/
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〈身体的なもの〉 

•平手でうつ 

•足でける 

•身体を傷つける可能性 

のある物でなぐる 

•げんこつでなぐる 

•刃物などの凶器をから 

だにつきつける 

•髪をひっぱる 

•首をしめる 

•腕をねじる 

•引きずりまわす 

•物をなげつける 

〈精神的なもの〉 

•大声でどなる 

•「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょ 

うなし」などと言う 

•実家や友人とつきあうのを制限したり、電 

話や手紙を細かくチェックしたりする 

•何を言っても無視して口をきかない 

•人の前でバカにしたり、命令するような口 

調でものを言ったりする 

•大切にしているものをこわしたり、捨てた 

りする 

•子どもに危害を加えるといっておどす 

•なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをし 

て、おどかす 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

 
今月の元気キッズ！ 

これも暴力（DV）です！ 

＜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 

参考：内閣府男女共同参画局 

〔ドメスティック・バイ

オレンス（DV）とは〕 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

11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 

○ お楽しみ会 

11月 28日（木）10：30～ 

担当：大野城子ども劇場 

○ 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。 

子どもが遊ぶ様子を見ながら、いろんな 

お話をするのもいいものですよ。 

 

 

ご
存
知 

で
す
か
? 

 

〈性的なもの〉 

•見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる 

•いやがっているのに性行為を強要する 

•中絶を強要する 

•避妊に協力しない 

 
男女平等推進センターでは、専任の女性の相談員があなたの抱えている問題や悩みについて電話また

は面接でお聴きします。他にも、臨床心理士による相談・弁護士（女性）による法律相談・福岡県福岡労

働者支援事務所によるおしごと相談があります。相談は全て無料です。ぜひご活用ください。 

相談専用電話 092-586-4035 

総合相談 月～金曜日 毎月第 2・4 土曜日 9 時～17 時（年末年始・祝日・休館日はお休みです） 

その他の相談については、お問い合わせください。 

〈経済的なもの〉 

•生活費を渡さない 

•外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせた 

りする 

人形遊びが大好きなゆいちゃん

（2歳6ヵ月）。お人形のお世話

を頑張っていました！ 
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毎年恒例の「アスカーラまつり」 今年は夏休み真っ最中の 8 月上旬開催となった。まどかぴあ１Fの   

ギャラリーモールでは、写真でつづるアスカーラの 1年と称して、情報誌「すてっぷ」や「窓」を展示公開

し、アスカーラ情報サポーターの日ごろの活動をアピールした。子ども市では子どもたち自身が企画・制作・

運営まで取り仕切ってやっているらしく黄色い声を張り上げてお友達同士でそれぞれに楽しそうだ。また、

バザーではかしわ飯や雑貨・生活用品、洋服などの販売も。 

 

 

２Fの調理実習室では防災グッズの展示があり、非常時やいろいろな場面でも役に立つ「パッククッキング」

は午前中に調理の見学、午後にその試食会があった。和会議室ではアスカーラオリジナルの「男女共同参画

カルタ」を使ったカルタ会が開かれ、年齢を問わず楽しんでいた。 

３F は子どもから大人まで楽しく遊べるにこにこマージャンや子どもでも簡単にできる工作体験コーナー。

キッズボーリングでは手づくりのボーリングで、親子が競い合っていた。また、歩き疲れた人は「わく  

わくカフェ」で一休み。頼めばハンドマッサージもやってくれるらしい。「きらきらマルシェ」では手づくり

作家さんたちによるアクセサリーや雑貨の販売をしている。ここでは魂詞（たまことば）アーティストの下田

さんが独特のデザイン文字を使ったカード作りも教えていた。また、パンフレット用紙を使ったスタンプ 

ラリーもあり、シールを4つ以上集めたらプレゼントがもらえると頑張っている親子がいて微笑ましかった。 

情報交流ひろばでは、自分の思いや気持ちを葉っぱに書いて貼り、アスカーラの木を完成させた。

これからもみんな一緒にアスカーラの木を育てていきましょう。 

（情報サポーター スピカ） 

子どもたち集合！ 

ア 
ス 

カ ― 
ラ 

夏 ま 
つ 

り 

みんなで楽しもう!! 
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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 

 

  
*ひとりごと* 
 

最近仕事のストレスで軽度の社会不安障害に

なった。主に字を書いたり人と食事をしたりする

時、手が震える。 

先日友人との飲み会で、この事を何と言おうか

…と考えたあげく「実は社会不安障害になっちゃ

ってコントのように手が震えるんだ～」と言う

と、友人が「え？コント55号？」と冗談で返して  

きたので「そうそう、飛びます、飛びます…って

違うやろ！」と 2 人で大爆笑。その後は手が震え

てもとても楽しくお酒が飲めた。 

それからは「手が震える」「コントのように」

と真実をネタのように笑いに変えて人に伝える

ようにしている。「そんなの気の持ちよう」と  

わかってくれない人がいたり、手の震えも相変わ

らずだったりだが、あまり思い悩まなくなった。 

全ての人にあてはまるとは言わないが「悩みを

何かのネタにして他のものに変換し昇華する」と

いうのは勇気はいるがとても良い事だなと思っ

た。私が文章で表現するのが好きでやめられない

のはそのせいかもしれない。 

（情報サポーター ゴールド） 

11月の男女平等推進センター 

 

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

