
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

2019．12．1発行  第 249号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  名作「瞼の母」で学ぶ～シニアライフと法律～ 

           “パパ時間”充実セミナー① 「何が問題？何が大切？」 

・ 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？ 「13.3％」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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 「瞼の母」と聞い

てピンとくる人は、

ある程度年齢を重

ねられた方だろう。

簡単にストーリー

を紹介すると、主人公は「番場（現滋賀県）の忠太

郎」。5 歳の時に両親の離婚により、父親と暮らす事

になる。母お浜はその後、江戸の老舗料亭「水熊」

の主と再婚し、お登勢という娘を授かる。 

ある日、長じて渡世人となった忠太郎が、ただ 

ただ恋しい気持ちで母に会いに来るのだが、拒絶 

され去って行く。その時に悔しくも悲しい気持ちで

「上と下との瞼を閉じれば懐かしいおっかさんの

顔が浮かんでくる」と捨て台詞を残した。で、「瞼

の母」というわけだ。講師はこの物語の中での、  

忠太郎の相続問題を現代に置き換えて、複雑な相続

問題を身近にわかり易く説明された。まずお浜は 

なぜ忠太郎を拒絶したのか。 

①かたりだと思った。今でいうオレオレ詐欺。余談

ではあるが固定電話やＦＡＸがある家は、高齢者

家庭と思われて特殊詐欺に狙われやすいとの 

ことだ。 

②身代（財産）を狙われていると思った。 

③娘の縁談の妨げになると思った。状況的にはお浜

の気持ちは理解できる。 

 

 

 

 

 

さて本題の忠太郎は水熊の財産を相続できるの

か。現代の法律に置き換えて考えてみる。水熊と 

養子縁組すれば実子と同等の相続人になれる。この

場合全財産の四分の一を受け取れる。養子縁組を 

しなくても、水熊の主がお浜より先に亡くなった 

場合も同等の相続ができるのである。当然お浜が先

に亡くなった場合は、忠太郎には相続権は一切ない。

注意すべきは、借金も相続の中に含まれるという 

ことである。財産放棄をする場合、生前に放棄は 

できない上に三ヵ月以内に家庭裁判所に申し立て

をしなければならない。 

 

 

遺言は愛する人への最後のラブ 

レターである。自分の意思を表明し、

伝える方法が「遺言」。よくある勘違

いが、うちの子に限って相続でもめ

ることはないという兄弟姉妹仲良し神話。お金が 

絡むと多かれ少なかれ、もめる元になる。最悪裁判

ともなってしまえば、相続するお金よりも費用が 

掛かる上に、家族関係まで崩壊してしまう事になり

かねない。そのような事態にならないためにも、 

自分の意思表示ができる状態の時に、明確に意思を

残すことが賢明である。早すぎるという事はない。

遺言書には三種類の書き方があり、それぞれに  

メリット、デメリットがある。自筆証書遺言・公正

証書遺言・秘密証書遺言であるが、それぞれのメ

リット、デメリットを考慮して選ぶ事が大切である。 

2020 年 4 月（一部

施行済、一部 2020 年

4 月～7 月）施行され

る40年ぶりの相続法

大改正は、配偶者 

居住権、自筆遺言書

の法務局保管、特別

寄与料の金銭請求等、

配偶者優遇となって

いる。 

最後に講師から今日すぐに男性は「すべてを妻に」

という遺言書を書き、女性は夫に書いてもらうよう

に提案があった。しかし我が家では夫は冗談と思っ

たらしい。一笑に付されてしまった。どう受け取れ

ばよいのか。悩ましい限りだ。 

（情報サポーター ちびまま） 

忠太郎は相続できる？ 

遺言書を考える 

熱演する講師 

大野城市男女共生講座 第１回 

テーマ：名作「瞼の母」で学ぶ 

～シニアライフと法律～ 

日にち：8 月 20 日（火） 

講 師：川原 修さん 

（行政書士、福岡ﾏｽｺﾐ OB ﾈｯﾄ 幹事） 

川原 修さん 

 

22年前死亡 26年前離縁

忠兵衛 お浜 水熊・夫

52歳

　

31歳 18歳

忠太郎　関連家系図

忠太郎 お登勢

再婚
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第３回アスカーラ共生フォーラム 

新五千円札の顔となる津田梅子の人生を神田紅が

オリジナル講談で語る。そして、シンガーソング

ライターの JILLE のミュージックLive。世界をめざす

女性たちの”ものがたり”を感じてください。 

【時間】13：30開演／13：00開場 

 【会場】大ホール（１階）全席自由 

【料金】800円（当日 1,000円）／ペア 1,500円（前売のみ） 

        ※チケット発売日：令和元年 12月 9日（月）10：00～ 

  

（ 

令和２年（2020年）2 月 16 日（日） 

～みんなではばたく明日～ 
 

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 

「 男 女 共 同 参

画」小中学生図

画ポスター・標

語 コ ン ク ー ル        

表彰式あります 

（ 

 

アスカーラからステップアップ 

◆「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール 

入賞作品展示 

 【期間】令和２年２月６日（木）～２月 24 日（月・振休） 

 【会場】ギャラリーモール（1 階） 
 

◆アスカーラバザー同日開催 

【時間】10：00～13：00（品物がなくなり次第終了） 

【会場】ギャラリーモール（1 階） 

 

 

 

http://www.madokapia.or.jp/
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法務総合研究所が平成 20 年に 

行った第 3 回犯罪被害実態（暗数）

調査結果によれば、性的事件による

犯罪被害について、過去5 年間に 

これらの被害に遭った個人につき、

直近の被害を捜査機関に届けた  

比率は 13.3％とされており、性犯罪

被害は調査結果と実際の犯罪件数

の差が大きいことが伺われます。 

ワンストップ支援センターは、 

性犯罪・性暴力被害者に、被害直後

からの総合的な支援（相談・カウン

セリング等の心理的支援、法的支援

等）を可能な限り一ヵ所で提供する

ことにより、被害者の心身の負担を 

ご
存
知 

で
す
か
? 

人前での話し方教室 

今月の元気キッズ！ 

＜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 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

 

啓発・事業サポーターフォローアップ講座（公開講座） 

  

 

【日  時】令和 2 年 1 月 14 日(火)13:30～15:30 
【講  師】鮫島 宗哉(フリーアナウンサー、 

株式会社鮫島宗哉事務所代表取締役) 
【会  場】303 会議室（3 階） 
【受 講 料】無料 
【募集人数】30 名（申込先着順） 
【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 

 

 

 

 

性暴力被害者支援センター・ふくおか 

相談専用電話 092-762-0799 

相談時間 24 時間 365 日 相談・支援 秘密厳守 無料 

 

【日 時】令和 2 年 1 月 19 日(日)13:30～15:00 
【出演者】岡部 和子、松田 美由紀、大塚 みどり、 
     松﨑 百合子、平田 不二香 
【参加費】無料 
【会 場】306 会議室（3 階） 
 
 
 

 

参考：内閣府犯罪被害者等施策推進室 
「性犯罪・性暴力被害者のため 
のワンストップ支援センター 
開設・運営の手引」 

 

性暴力被害者支援センター・ 
ふくおか(福岡県庁ホーム 
ページ) 

 

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」 

12月 3、10、17、24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 

12月 2日（月）10：30～ 

担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 

12月 16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。 

子どもが遊ぶ様子を見ながら、いろんな 

お話しをするのもいいものですよ。 

 

 

共催事業 

 

元気いっぱいのかいりちゃん（左・

1歳4ヵ月）、すくすく元気なじゅり

ちゃん（右・1歳 2ヵ月）。 

素敵な笑顔を見せてくれました！ 

女性議員さんとの交流会  

大野城市議会 女性議員の『声』を聴く！ 
 

主催：大野城女性の会 

軽減し、その健康の回復を図ること

などを目的とするものです。 

福岡県内のワンストップ支援 

センター「性暴力被害者支援センタ

ー・ふくおか」では、性暴力の被害

に遭われた方が安心して相談でき、

医療面のケアなどの必要な支援を

いつでも、迅速に受けることができ

るよう、24時間・365日、年中無休

で相談をお受けしています。 

また、福岡県では、平成31年3 月

に「福岡県における性暴力を根絶

し、性被害から県民等を守るための

条例」が制定されました。同様の 

条例は全国 2 例目となります。 
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電車に乗る。1 車両に 20 人の乗客がいたら 1 人

は眠っている。1 人は読書中。残りの 18 人は熱心

にスマホを見ている。ある人はイヤホンをして軽快

に指先を動かす。ゲームをしているのか。ある人は

絶え間なくスクロールを繰り返す。ネットニュース

を読んでいるのか。女子高生達はおしゃべりしなが

らも常に目はスマホを追っている…。ほんの数年前

では見られなかった光景だがもう当たり前になっ

た。 

現在では高校生が 9 割、中学生は 6 割、小学生で

も 4 割の子どもが所持しているといわれる。ベビー

カーの中の赤ちゃんがおとなしくスマホの画面を

じっと見つめている姿も珍しくない。まさに 1 人 

1 台の時代となった。 

 

 

 

 

 

 

 

＜メディアが及ぼす人への影響＞ 

メディアが及ぼす弊害は、 

■ 生活の乱れ 

  昼夜逆転・部屋にひきこもる・金銭感覚のマヒ 

■ 行動の変容、異常 

凶暴性・攻撃的・暴力・異常な執着心・忍耐力の

低下・無力感・あきらめ 

■ 健康問題 

体力の低下・依存症・幻聴・幻覚・視力の低下・

ドライアイ・ストレートネック・腱鞘炎 等 

■ 対人関係のもつれ 

コミュニケーション能力の低下・思いやりの 

気持ちの欠如・LINE いじめ 

■ 学力の低下 

集中力の低下・学習時間の短縮・読解力の低下 

■ 表現の過激化 

荒々しい言葉遣い 

 

 

 

 

 

次にメディアとの接点が低年齢化することの 

恩恵について考えてみた。2020 年度から小学校で

必修となる「プログラミング」。パソコンに「進む」

「止まる」といった指示を小学生向けのプログラ 

ミング言語を使い入力する事により、ロボットを 

自在に操る。このような新しい形の授業が展開し、

幼い時から IT 社会に慣れ親しむ事ができる。 

 しかし「果たしてこのプログラミングの授業は 

本当に必要なのだろうか」と講師は警鐘を鳴らす。 

 メディアをなくせばいいという事ではない。その

時間を楽しく、有効に活用できる取り組みが必要だ。

「モノより思い出」というキャッチフレーズを使っ

た車の CM が数年前に流れていた事を思い出した。

とりあえず便利な道具を与えるよりも、楽しい遊び

や実体験の場を大人が教え、提供し「世界は素敵だ!」

と思えるようにメディアよりも楽しいと感じる 

経験が大切。子どもの「力」を創り出す場の提供と

保障は大人が責任を持ってするべきだ。 

 そして、全てのメディアに関し、きちんとした

「ルール」を決める事。親子で話し合い、親も子も

納得するルール作りをする。親は保護者としての 

監督責任を自覚し「子どもの好き勝手な自由は許さ

ない」という毅然とした姿も必要だ。 

 

 メディアに対し、危険性と有効性の意味を大人が

きちんと整理して子どもに伝える必要がある。子ど

もの自主性の尊重は大切だが「守られるべき存在」

であることは忘れないで欲しい。もっと子どもを 

意識して、関心を持つべきだ。  

 

 

 

 

（情報サポーター 遠田真琴）                           

“パパ時間”充実セミナー 第 1 回 

「何が問題？何が大切？ 

～子どもの生活と『メディア（ゲーム・スマホ・ 

タブレット・パソコン）』～」 

日にち：8 月 25 日（日） 

講 師：原 陽一郎 

（筑紫女学園大学 人間科学部 人間科学科 

初等教育・保育専攻 教授、 

NPO 法人子どもとメディア 専務理事） 

原 陽一郎さん 

熱心に耳を傾ける受講生たち 

※「メディア」＝テレビ・ゲーム・ケータイ・   

スマホ・パソコンなどの「デジタルデバイス」

と、そこから発信される情報（コンテンツ）の

事を「メディア」とする。 

日常生活の変化 

子どもの未来のためにできること 
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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☆ 

12月の男女平等推進センター 

 

  
*ひとりごと*  
 われわれ、1947 年生まれの団塊世代は、今の
少子化とは反対のベビーブーム時代と呼ばれ、
「おぎゃー」と産まれた時から全てが競争人生
だった。小学校に上がれば、教室が足りず午前
組と午後組の二部授業という、トコロテン状態
の教育の洗礼を受けざるをえなかった。高校 
受験もすごかった。戦後の学歴偏重の真只中の
大学受験はもっとすごかった。大学に上がれば
学生運動の余波をもろに受け、ほんろうされた
人達も多いと聞く。就職戦線を戦い抜いて会社
に入ると、日本経済右肩上がりの真只中に放り
込まれた。軍隊じゃ無いのに企業戦士と言われ
「24 時間戦えますか」と、尻を叩かれながら  
ガムシャラに走った。やがて 50 代半ばにさしか
かり、やれやれと思えば成果主義のナンチャラ
かんちゃらと、給与体系の改革の嵐に見舞われ
る。あえなく年功序列の制度は崩壊の末に、  
給与減額の憂き目に合う。少しは楽にと思って
いたサラリーマン最終ラウンドの生活は四苦 
八苦。60 歳定年を迎えて、待っていたのは年金
満額支給 64 歳の現実。またもや再就職に奔走、
入ってみれば周りは「こじゅうと」ばかりで気
の休まるところに非ず。それから 69 歳を迎えた
ある日、今度はパートナーの家事定年退職宣言
が待ち受けていた。あれから3年、何とかやって
来たが来年はどんな年になるか（＾ω＾）・・・ 

（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 
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