
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

とは 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。 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター  
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・ 事業レポート 託児サポーター養成講座 ボランティアで活き活きと！ 

再就職チャレンジ講座 面接対策講座 

・ 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 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

【期 間】 

令和2 年10 月16 日（金）～ 

令和3   

年  1 月26 日（火）  （全５回） 

 

 

 
【時 間】 10：00～12：00 

※詳しい内容は 4 ページをご覧ください 

生き生きと輝く女性応援講座 

受講料 
無  料 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 9月号 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍の巣ごもり生活では、オンライン保育に

参加する2歳半の孫の動画に驚くやら癒されるやら。

どんな災厄の中にあっても、子どもの笑顔は希望で

す。託児サポーターに手を挙げる人は、社会貢献以

上にそんな社会の宝を慈しむ思いに駆られて一歩

を踏み出したのでしょう。 

 まどかぴあ指定の講座・イベントは託児付き（満 

10 ヵ月～小学校就学前まで、一人 1 回 300 円）で

す。大切なお子さんをお預かりするのが託児サポー

ター“ママ・ポケット”の皆さんです（現登録者 90

名）。センターでは、毎年登録条件となる養成講座

を開催しています。令和 2 年度は「ボランティアで

活き活きと！」と「子どもとの関わり方」の 2 回の

講話に続いて、受講必須の実習「幼児安全法(救急救

命)」、8 月に入ってからの講話「子どもがみている

世界と生活している時間～発達を踏まえた子ども

家庭支援～」の 4 回が設定されています。新規登録

には、このうち 3 回以上の出席と講座実施期間中の

託児実習の参加が必要となっています。 

 令和 2 年 7 月豪

雨災害のニュース

が続く七夕に、第

一回の講座を取材

しました。ソー

シャルディスタン

スを考慮した机の

配置で新受講者 4

人を含む 7 人が参加。雨のため、5 分遅れで我らが

林田スマ館長の久々の講演がスタート。空いた時間

を使って私を活かす、人間力を活かすのがボラン

ティアです。学びあり、悩みあり、楽しみありの中で 

 

も、あえて言いたいのはいつでもやめられること、

無理をしないことです。医療ジャーナリストの柳田

国男さんは「相手のことを自分自身に引き寄せて向

き合うことによりよい関係を持つことができる」と

言われました。コミュニケーションは脳を喜ばせる

精神の深呼吸です。託児に限定すれば、子どもたち

もいろんな人と出会って社会性を養います。まどか

ぴあではかつておじいちゃんボランティアも活躍

しました。 

 

  

筆者の子育ての肝は、「ありがとう」と「ごめん

なさい」が素直に言える…でした。エピソードの中

に同じスタンスがありました。朝早いアナウンサー

の仕事を後押しして毎朝食を準備してくれたご母

堂。長男が中学生の頃のある日「僕が割合まっすぐ

育っているのはおばあちゃんのお陰」とボッソリ。

これに感激したおばあちゃんは 13 年間朝食を作り

続けたそうです。人を認める息子の成長を館長自身

が一等喜んだことでしょう。成長に関わることがで

きる醍醐味は役得ですね。力をつけて羽ばたいて下

さい。 

（情報サポーター 山口郁子） 

    

 

 
託児サポーター養成講座 第１回 

ボランティアで活き活きと！ 

日にち：7 月 7 日（火） 

講 師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

 

自身の体験を交えながら講演される 
林田館長 

 

真剣に話を聴き記録する受講生 
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新型コロナウイルスの影響で生活の変化による不安から、DV（ドメスティック・バイオレンス）の   

増加、深刻化が心配されています。DV は、決して他人事ではありません。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 

それって DV！？～新しい生活様式で見えてきたもの～ 

 

■講 師：甲木 京子（久留米市男女平等政策審議会 副会長） 

■受 講 料：無料 

■会 場：小ホール（２階） 

■定 員：40 名（申込先着順） 

        ※密接を防ぐため、間隔をあけてお座りいただきます 

■申込方法：9 月 1日（火）より、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 

■申込期限：11月 9 日（月） 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

【日 時】10月 10 日（土）13:30～16:00 
【講 師】大戸 はるみ 

（NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡 理事長） 

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

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

【日 時】11月 1日（日） 
午前の部：10：00～12：00 
午後の部：13：00～15：00 

【参加料】500 円 
     1歳～中学生まで 300円 
【会 場】多目的ホール（１階） 
【定 員】午前・午後の部 各 40名（申込先着順） 

主催：NPO法人エンパワメント福岡 主催：ままいる 

女性に対する暴力根絶 

のためのシンボルマーク 

11 月14 日（土）13：30～15：30 

 
講演会 

 
映画上映会 

＆座談会 

『ママをやめても 

いいですか！？』 

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・ 

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 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の元気キッズ！  

☀今月のお楽しみ情報☀ 
 

9月のお楽しみ会はありません。 
 

＊＊お知らせ＊＊ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、 

一部変更・中止があります。 

＜変更＞ 

・キッズルームの利用時間は 1時間まで 

・一度に遊べる人数の制限 

＜中止＞（再開時期未定） 

・おひざでだっこ「おはなしのへや」 

・託児サポーター“ママ・ポケット”の見守り 
 

ご理解、ご協力のほど 

よろしくお願い致します。 

ゆうせいくん（1歳 7ヵ月）は 

アンパンマンと掃除機が大好き！ 

キッズルームでは、ママと一緒に

電車のおもちゃで遊んで 

いました♪ 

生き生きと輝く女性応援講座 
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「家に帰るまでが遠足です」小学生の時、遠足の

解散時に先生から言われた。前日に担任の先生が

「忘れ物がないか準備する事から遠足は始まって

います」と言っていた事もよく覚えている。遠足の

「三大要素」は準備 遠足そのもの 帰路。遠足 

そのものをより楽しくするために準備と帰路こそ

大切で、先生方の心遣いは偉大だ。 

 

 

 

 

 

 

 

講座では採用側・応募者側双方の面接の目的や、

各質問の意図すること、またそれに有効に応えるポ

イントについて教わった。取材に入った第 2 回では

就業のための面接における具体的な動作を練習し

た。面接における「三大要素」は受付・入室 面接

試験そのもの 退室。今回は面接マナーに特化して

学んだ。自身の内側も外側も高めることがこの講座

の目的だ。 

 

 

教わった内容を「空の旅」に例えて自分なりに 

まとめてみた。 

① 「搭乗手続」は明確に 受付  

受付でアタフタしないように丁寧で美しい立ち

居振る舞い、はっきりとした言葉遣いを練習してお

く。[相手に失礼のないよう準備を整えます] 

② 「機内へとご案内」 入室   

メリハリと落ち着きを感じさせる入室を心がけ

る。ドアのノックは 3 回、「どうぞ」と言われてから

入室。ドアを少し開けたら面接官の目を見て「失礼

いたします」と挨拶。入室したら面接官の方に背中

を完全に見せないよう、斜めに立ちドアを閉める。

面接官の方に向き直り、礼「よろしくお願いいたし

ます」。名前を言ってもよい。礼は頭を固定し足の付

け根から曲げるイメージで。椅子の隣まで進んだら

もう一度挨拶をする。[笑顔がプラスされれば最高で

す] 

③ 「シートベルトや救命胴衣は確認を」 着席 

「フライト」はこれから 

「どうぞ」や「おかけください」と言われるまで

座らない。座った後は背もたれに寄りかからない。

鞄は床に（脇に）置く。[冷静な判断と行動が重要で

す] 

④ 「着陸態勢」 退室  

両足で踏ん張って立ち上がると“どっこいしょ感”

が出るので利き足を半歩引いて立ち上がる。椅子の

脇に立ち「ありがとうございました」と礼。ドアの

所で「失礼します」と再度、礼をして退室。ドアの

開閉は最後まで丁寧に行う。[緊張感を持って安全な

着陸を] 

<番外編> 「旅の締めくくり」 帰路 

面接会場を出たからといって気を緩めず、家に帰

るまで面接されているという意識を持って行動す

る。[玄関を入って初めて旅は終わりです] 

 

 

 

 

 

基本をしっかり頭に入れて、あなたらしいオリジ

ナリティー溢れる面接マニュアルを作ってみよう。 

「快適な空の旅をお楽しみください♪」 

（情報サポーター 遠田 真琴） 

再就職チャレンジ講座 
面接対策講座 「面接なんて怖くない！」 

日にち：7 月 17 日（金）・20 日（月）・27 日（月） 

講 師：大石 紀子 
（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 
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相談のご予約・お問合せは・・・ 

０９２－５８６－４０３５ 

 

＜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 

〒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 

 

 
☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

 

９月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 

コロナで再発見 

まずは、新型コロナウイルス感染者、集中豪雨被

災地の皆様にお見舞い申し上げると共に、医療従事

者、被災支援者の方々に感謝いたします。 

令和２年（2020 年）はコロナ禍、記録的豪雨、レ

ジ袋有料化等歴史年表に大きく載る出来事がいくつ

も起きた節目の年のようだ。前回私がこの欄を担当

したのは令和の始まりの月だった。元号ゆかりの地

の熱波の中にいたあのワクワク感が今は遠い。 

まだ遠くには行けないので、近くの神社巡りを楽

しんでいる。6 月に太宰府天満宮と宮地嶽神社を参

拝したら、手水鉢いっぱいに紫陽花が浮かんでいて

癒された。花手水というそうだ。手水舎に「ちょう

ず」ではなく「てみず」とふりがながあった。7 月

は山笠期間中の櫛田神社に参拝したら、境内の清道

旗の真下に観光バスが止まっていた。なんか消化不

良で福岡市博物館の山笠人形をじっくり見たら、舁

き手は子ども達で「あかてのごい」の大人が指導し

ている？ 何年も見ているのに今さら気づいた。まだ

まだ好奇心旺盛で「へえ～」を楽しんでいる 

私です。早くコロナが終息しますように。 

（情報サポーター おたまじゃくし） 

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

