
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2020．4．1発行  第 253号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  想いを伝える！わたしのニュース 

           聞いておきたい！認知症と介護保険の話 

・ 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？ 「育児休業制度」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

みんなで一緒に「共働・共感・対話」について学んでみませんか 

【定  員】100名（申込先着順） 

【申込方法】電話・FAX・ホームページ・総合案内、 

男女平等推進センター窓口にて受付 
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「想いを伝える！わたしのニュース」と題して記事

の書き方、レイアウトと計 3 回の講義。 

 講師の宮崎さんは西日本新聞社で全国各地での

取材活動を経て、現在編集センターで活躍されてい

る。物静かな調子で無駄なく的確な話の内容。まず

書いてみる、最後に模範解答を示すという手法。20

名近くの受講者の皆さんもシーンとして物音ひと

つなく、熱心に聴き入っていた。 

 

 

 

記事の書き方の基本 

新聞の購読率が減少していると言われているが、

単に事件のあったことを知るだけならスマホで十

分だからだ。しかし紙にすることの利点や紙にしか 

できない記事もある。 

 5W1H を活用することで記事の骨格が決まり必要

事項を整理、明確にすることが出来る。 

 ＊Who（誰が） 

 ＊When（いつ） 

 ＊Where（どこで） 

 ＊What（何を） 

 ＊Why（なぜ） 

 ＊How（どの様に） 

 

記事を書くための手順（設計図） 

まず記事の取材、写真。 

次に紙面の編集、校閲（校正）。 

そのために必要なのは、 

1.その記事が本当に必要なのかの価値判断。 

掲載する記事や写真・図表を選択、掲載する   

ページや扱いの大きさを決める。 

2.見出しを考える。 

記事の内容、ポイントを的確に表現する。 

3.レイアウトする。 

記事、写真などを読みやすく配置する。 

興味を持たせる記事の価値判断 

①新しいもの、珍しいもの ②人間性（生と死、  

人権）③社会性  ④地域性（身近な出来事）    

⑤記録性 ⑥国際性などを考慮する。 

見出しは記事の顔 

見出しの５つの C 

Correct（正確）  ニュースを的確に表現する 

Concise（簡潔）  シンプルに、本質をズバリ 

Clear（平易）   誰にでも分かりやすく 

Choice（選択）  どの部分が需要か 

Charm（魅力）   記事を読みたくさせる 

タイトルのスタイル 

新聞の見出しでは、２本見出しが基本。主見出

し：8～10 文字（主題を簡潔に） 脇見出し：10

文字程度（補足、詳しく）。これを参考に作成。 

シンプル イズ ベスト 

レイアウトはここ 10 年ほどで「シンプルに」「読

みやすく」がより求められている。文字の大型化と  

それに伴う段数の変化、15 段⇒12 段など。 

実践に次ぐ実践を通して書く喜び、読んでいただ

く喜びを学ぶ。真剣な会場の雰囲気がまさに伝わっ

てくるような講義でした。 

（情報サポーター 原田 久） 

 

 

 

 

 

 

  
真剣に文章作成に取り組む受講生  

読んでいただく私の想い 

宮崎 祐樹 さん  

読んでみたくなる!! 

情報サポーター養成講座 

 想いを伝える！わたしのニュース 

 日にち：11 月 11 日（月）、18 日（月） 

12 月 2 日（月） 

講 師：宮崎 祐樹 さん 

（西日本新聞社 編集センター デスク） 
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アスカーラでは、男女共同参画についての認識を深めてもらうために、次のテーマ等で、

事務所等に出向いて企業セミナーを実施しています。 

 

 日程・会場 時間 内容 

 6 月 8 日（月） 

301 会議室（3 階） 

10：00～12：00 
①公開講座 

「はじめての青色申告」 

13：00～14：30 ②プチ起業について 

 6 月 15 日（月） 

301 会議室（3 階） 
10：00～14：30 

③自分の強みを生かした
アイディアづくり 

どんな事業が成功する？
営業・PR など 

 11 月 21 日（土） 

303 会議室（3 階） 
10：00～12：00 ④交流会 

 

【テーマ例】 ・ハラスメント（セクハラ・パワハラ他） 

・企業における女性の参画 

・働き方改革 など 

【対象】大野城市内に事業所や工場がある企業 

【講師】内容に応じて一緒に考えていきます  

講師料はアスカーラ負担のため無料です 

※会場の確保・開催日時の設定、参加者募集は申込者が 

行ってください 

企業のための男女共同参画事業  

※各日、12：00～13：00 昼休憩です。 ※時間割は予定です。 

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 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 

ワーク･ライフ･バランスに関する企業セミナーの実施 

女性のための起業支援セミナー「プチ起業実現セミナー～夢をステップアップ～」 

 

   

【講 師】①博多税務署職員 

（特別記帳指導官） 

②～④松永幸子 

（合同会社ハロー代表） 

【対 象】①どなたでも受講可能 

   ②～④起業を考えている女性、 

起業して間もない女性 

【受講料】①は無料公開講座 

 ②～④通して 500 円 

【定 員】①は 40 名 

（申込先着順） 

②～④は 30 名 

（申込先着順） 

人材の定着・生産性の向上 

社員のモチベーションのアップ 

すてっぷ 3 月号の掲載記事に誤りがありました。P3 講座・イベント案内「再就職チャレンジ講座」 

⑤いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel 全 5 回） 日時（誤）8 月 4 日（火）→（正）8 月 11 日（火） 

以上、おわびして訂正します。 

 

【おわびと訂正】 

ワーク･ライフ･バランスの実現！ 

１
日
目 

例えば… 

２
日
目 

３
日
目 

社員一人一人が働きやすい環境づくりの実践 

◆今こそ！「経営戦略」の一つとして、本気で「ワー

ク･ライフ･バランスの推進」をしてみませんか！！ 

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


■4  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 4月号 

ご
存
知 

で
す
か
? 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

参考：働きながらお母さんに 
なるあなたへ 厚生労働省 

    都道府県労働局 

   育児・介護休業法 
第5～9条の2 

 

厚生労働省ホームページ 
 

育児休業期間の延長 
 

 子が 1 歳以降、保育所等に入れない
などの一定の要件を満たす場合は、 
子が 1 歳 6 か月に達する日までの間、
育児休業を延長することができます。 
 さらに子が 1 歳 6 か月に達した時点
で保育所等に入れないなどの一定の 
要件を満たす場合、最長で子が 2 歳に
達する日までの間、育児休業を再延長
することができます。 

育児休業制度 
 

1 歳に満たない子を養育する従業員
は、男女を問わず、希望する期間、  
子どもを養育するために休業すること
ができます。 
 育児休業は１人の子に対して１回の
休業が原則ですが、男性は子どもの  
出生後 8週間以内に育休をはじめ、かつ
終了した場合は、再び育休をすること
ができます。(パパ休暇)          

育児休業を取ることができる人 
 

 正社員だけではなく、契約期間の
定めのある従業員(有期契約従業員)
であっても、休業取得を申し出た 
時点において、次の① 、② のいずれ
にも該当する場合は育児休業を取得
することができます。 
①申出時点で過去 1年以上継続して 
雇用されていること 

②子が1歳6か月(2歳に達する日まで
取得する場合は 2 歳)に達する日 
までの間に雇用契約が更新され 
ないことが明らかでないこと 

ビジネス実務マナー資格取得対策講座「ビジネススキルを身につける！」 
 

つける！ 

」 

検定 2 級 

 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

4月 7、14、21、28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 

4月 23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。 

 

 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

＜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！ 

かいせいくん（3歳4ヵ月）。 
トミカとプラレールが大好きです！ 
 
 

両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。 
平成29 年10 月の法改正により、育児休業期間の延長をすることが  

できるようになりました。 
これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭

の両立を実現することができます。 
★会社に規定がなくても ★パートなどの方も(取得できる条件有) 
会社へ申し出ることができます。  
 
 
 

 

 

【日 時】5 月 15 日（金）～ 6 月 19 日（金）の火・金曜日、6 月 21 日（日）検定試験 

9:30～12:00 

【講 師】樋口 なつき（日本秘書クラブ九州支部講師）  【定員】20 名（申込先着順）  

【会 場】初回のみ 304 会議室（3 階）・202 会議室（2 階） 

【受講料】3,000 円（テキスト代含む）  受験料 4,100 円は別途自己負担となります 

     ※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している方を対象に、 

受講料助成制度があります 

【申 込】3 月 2 日（月）～ 4 月 24 日（金） 

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 

ビジネス実務マナー検定とは… 

「職場常識の育成」をはかる検定

です。検定では、仕事をするに 

あたっての判断・行動が適切に 

できるかどうか、人間関係や  

マナー、話し方を理解しているか、

などが問われます。     

※必ずしも受験の必要はありません 

 

パパ・ママ育休プラス 
 

父母ともに育児休業を取得する  
場合は、子が 1 歳 2 か月に達する  
までの間に父母それぞれ１年間まで
育児休業を取得できます。 
（ただし、出産した母の場合は出産
日、産後休業期間と育児休業期間を 
あわせて１年間） 
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1 位…日本 2 位…イタリア 3 位…ドイツ  

さて何の順位？ 答えは認知症の人の多い国！  

日本は 65 歳以上の 7 人に 1 人が認知症だという。

受講生の中からも「えーッ!?」と驚きの声が上がっ

た。この順位には意味がある。 

・昔から魚や豆腐を食べる 

・気軽に病院へ行ける健康保険制度がある 

・365 日 24 時間呼べる無料の救急車がある 

・世界でも有能なオペ技術を持つドクターが多くいる 

食生活や医療技術の発展が

日本を「長寿国」にしたからだ。 

しかし、病と共に生きる人も多

い。講座では認知症に対する正

しい知識と、介助する時の実技

を中心に教えていただいた。 

 

 

■老化と認知症の違い 

・老化…成熟期以降に起こる衰退の時期（通常化） 

・認知症…成人になってから起こる認知機能の障害

（病的老化） 

■認知症を引き起こす主な病気 

アルツハイマー型、レビー小体型認知症、ピック

病、脳血管認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病、

AIDS 等の感染症、アルコール中毒 

■認知症の予防 

・抗酸化作用のある食品を摂る 

…赤ワイン、緑黄色野菜等 

・運動の習慣…ウォーキング、ジョギング、体操、 

ストレッチ、ダンス、水泳 

・指運動…針仕事、ピアノ等 

・知的活動…トランプ、囲碁、将棋、日記、 

読書（新聞・雑誌を含む） 

 

 

 

 

 

■杖歩行の付き添い方 

（患足…患っている足 健足…健康な足） 

・平地…杖→患足→健足  

介護者は患側の後方を支える 

・段差…段差を杖で飛び越える→患足→健足 

    介護者は患側の後方を支える 

・階段を昇る時…杖→健足→患足  

介護者は患側の後方を支える 

・階段を降りる時…杖→患足→健足  

介護者は患側の前方を支える 

■車椅子の段差の越し方 

1．前輪を段差につける 

2．スティッピングレバーを足で 

押して前輪を持ち上げる 

3．段差を越したら前輪を下ろす 

4．駆動輪（後輪）を段差につける 

5．介護者の大腿部（もも）を背もたれにつけ、 

持ち上げるように駆動輪（後輪）を上げる 

6．段差を越したら駆動輪（後輪）を降ろす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康に天寿を全うする事が、本人のため、家族の

ためという一個人の話でなく、日本のためという 

壮大な話に繋がるなんて、日本人の一員であると 

いうことを実感させられる。 

（情報サポーター 遠田真琴）      

 

男性のためのブラッシュアップセミナー 第１回  

聞いておきたい！認知症と介護保険の話 

日にち：12 月 11 日（水） 

講 師：久野 恵 さん (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） 

 

認知症の正しい知識 
 

実技指導 
 

久野 恵 さん 

認知症の方と接する時は、広い心を持って、決して 

怒らず、気持ちにゆとりを持って、優しい声かけを 

心掛けるようにしよう。そして、1 人で抱え込まず 

周りの人や行政に頼ろう。 

 

フレイル検診のススメ 

この講座では紹介されていなかったが、

2020 年度から厚生労働省は 75 歳以上の人を

対象に、介護を必要とする一歩手前の   

「フレイル」という状態になっているか  

どうかを調べる新しい検診を始める。 

「フレイル」とは英語で「虚弱」を意味  

する「frailty（フレイルティ）」をもとに、  

日本老年医学会が 2014 年に作った新しい 

言葉。加齢によって筋力や認知機能の低下と  

いった心身の活力が低下していく状態を  

指す。 
 

フレイル検診の目的 

・高齢者が心身ともに元気で過ごせる「健康

寿命」を延ばす 

・近い将来、15.3兆円にも達する介護保険に

関する総費用の抑制に繋げる 
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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☆ 

４月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと*  
自然療法教室に通い続けて 10 年以上になる。 

最初は山登りの友達に誘われて、興味半分で 
入ったが、自然の中で生えている雑草が貴重な薬草 
だと知り、初めは驚きの連続だった。 
 自然療法教室は、講義（漢方薬等）と野外活動に  
別れていて、野外活動の予定表作りを6年前にベテラン
の先輩から引き継いで先生と相談しながら1 年分の 
予定表を作っている。年 2 回（冬と夏）はヘルス    
チェックで体の気の流れをチェックし、筋肉の衰えや
内臓の不具合等を指摘されることもある。また、   
歳初めには今年の運勢を占う易学、温泉を利用した 
温冷浴やイタドリを採取して塩漬けにした保存食  
作り、胃腸薬、風邪薬、春の野で楽しむ食事会等 1 年
の行事は多彩。中でも薬草茶づくりは 6 月の梅雨の 
時期で、10 数種類の薬草を集め、それらを刻んで大釜
で煎る。それを素早く天日に干して乾燥させるが、雨
が降り続くと葉っぱ類は黒ずんで物にならないときも
ある。一番気を遣う作業だが、出来上がってみんなに
あげると喜んでくれるのが一番の楽しみでもある。 
最近、中国からの漢方薬が手に入れにくくなってきて
いるのが少し心配である。 
 一緒に活動している人たちは歳をとって辞めたり、 
病気で入院したりで大変だが、みんな10 年以上の   
キャリアの持ち主ばかりだ。自分自身も曲がりなり 
にも元気でいられるのは自然のおかげかもしれない。 
            （情報サポーター スピカ） 
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