
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター  

2021．3．1 第 263号 （毎月発行）※第 265号から隔月発行になります 

■ 事業レポート① 

「お金について考える女性のためのライフプラン」 … P.2 

■ アスカーラ 講座・イベント案内 …………… P.3 

■ 託児ルームのご案内 …………………………… P.4 

■ アスカーラサポーター募集 …………………… P.4 

■ 事業レポート② 

「家庭で出来る生活習慣病予防」 … P.5 

■ 今月のアスカーラ …………… P.6 

■ 相談室のご案内 ……………… P.6 

■ ひとりごと …………………… P.6 
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子や孫に資産を残したいけど、 

上手な運用方法ってあるのかな 

C さん 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A さんファミリー、B さん、C さんの思いの解決の糸口を FP（※）で講師の吉田麗子さんに見つけて頂いた。 

A さんファミリー：幼・小・中・高校までの公立・私立の違い、大学受験・入学、大学学費（国公立・私立、理系・

文系、短大・専門学校）、自宅通学・一人暮らしで教育費は全く異なる。そして、教育費の一部

と考えてよいのが、受験費・生活費・成人式費（衣装・写真撮影等）・自動車学校費。多くの資

料が出ているので確認する。 

 

B さん、C さん：家の修繕、介護と相続は繋がりがある事が多い。もし、介護が必要になった時、どこまで在宅介護

を希望するかにより、家のリフォームの度合いも変わってくるし、高齢者施設への住み替えを検討

する選択もある。資産運用については投資信託や iDeCo（個人型確定拠出年金）、NISA(少額投資非

課税制度)等、どれがお得かだけでなく、自身のライフプランに合わせてどれを使うか考える。 

 

◇まずは「見える」家計管理から 

家計管理は「あればあるだけ使ってしまう」ザルではダメですが、「底がある」ドンブリなら大丈夫。一番の理想

は収入・支出（目的と金額）、貯蓄額を把握する事だが、貯蓄額を金融機関別に記録し、貯蓄額の推移の確認をする

だけでも大丈夫。とにかく目で見える管理が必要だ。 

 

◇資産をつくる≠お金を増やす 

資産とは人脈・知識・スキル・メンタル・経験 等々 お金以外にも 

たくさんある。多方面に目を向けて豊かな人生を送ろう。 

（情報サポーター 遠田真琴） ※FP（ファイナンシャルプランナー）とは… 

相談者の人生の夢や目標を叶えるために、 
経済的な側面からサポートする専門家のこと。 

お金について一緒に考えましょう。 

お気軽に FPに話してくださいね。 

日にち：12月 14日（月） 生き生きと輝く女性応援講座（第４回） 
「お金について考える女性のためのライフプラン 
～子育てや再就職などの人生の転機、老後への備え～」 
講師：吉田 麗子（FP事務所シナリオ 代表、ファイナンシャルプランナー） 

この子には幼稚園から私立に行かせて、 

大学附属の小・中・高校一貫教育を 

受けさせたいね。大学は都市圏だから、 

一人暮らしになるな 

A さんファミリー 

お金が絡んだこんな事。考えた事はありませんか？ 

B さん 

家も何年も経つと修繕も必要になるし、 

老後はこれを機に、バリアフリーに 

リフォームした方がいいのかしら… 

吉田 麗子さん 
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男女共同参画社会づくりに向けて 

男女共同参画社会に関するこれまでの歩みや未来への想いなどを、 

令和 2年度の男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰を 

受賞した林田スマが話します。 

５月１５日 
（土） 

10：00～12：00 

林田 スマ 

【講    師】林田 スマ（公益財団法人大野城まどかぴあ 館長） 

【会    場】多目的ホール（大野城まどかぴあ 1階） 

【受 講 料】無料        【定  員】100名（申込先着順） 

【申込方法】3月 1日（月）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開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・イベントは託児を 

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。なお、1 週間前が土日祝・

休館日にあたる場合は直前の平日 17時まで

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 

アスカーラ登録団体 
市民グループ活動支援事業 説明会 

3月 18日 
（木） 

10：00～ 

説明会に参加して、アスカーラでアイデアやひらめきをカタチにしませんか。 

〔登録団体について〕 
★登録団体とは 

男女共同参画社会づくりの推進に取り組む団体の活動

を、大野城市（人権男女共同参画課）とアスカーラが支援

します 

★登録されると・・・ 

◆定例会等で使用できる、3 階・アクティブルームの 

利用（無料） 

◆低料金で印刷が可能       ※その他にもメリットあり 

★登録の流れ 

◆申込受付期間：5月 10日（月）～24日（月） 

◆申請書 2 部提出（団体の会員名簿、事業計画書・事業

報告書等を添えて） 

◆登録要件あり 

〔市民グループ活動支援事業について〕 
★市民グループ活動支援事業とは 

地域で活動する市民グループ・団体が企画・実施する男女

共同参画の推進に関する事業をアスカーラが支援します 

★採用されると… 

◆事業の一部を助成（上限 2万 5千円） 

◆一定枚数のチラシを無料で印刷 

◆一部の会議室・付帯設備を無料で使用 

※その他にもメリットあり 

★事業の流れ 

◆申込受付期間：5月 10日（月）～24日（月） 

◆6月中旬に書類審査、下旬に結果を郵送 

◆事業実施：9月 2日（木）～令和 4年 1月 31日（月） 

◆報告会：令和 4年 3月 

会場：303会議室 
（大野城まどかぴあ 3階） 

条 例 制 定 記 念 講 演 会 

http://www.madokapia.or.jp/
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託児ルームのご案内 
 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

 
 

今月のお楽しみ情報 

○ お楽しみ会 

3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）収録 

・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。 

サポーター募集！ 

【啓発・事業サポーター】 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター 

【情報サポーター】 

まどかぴあ 2 階 託児ルームの
床面が新しくなりました！！ 
ふわふわして気持ちがいいで
す。託児ルームご利用の際は 
ぜひ体感してみてください。 
 

男女平等推進センターで発行する情報

誌「すてっぷ」の記事作成や編集、壁

新聞の作成などをしています。文章の

読み書きが好きな方、好奇心旺盛な方

におすすめのボランティアです。 

ボランティアに 

       興味がある方！  

文章の校正が好きな方！  

人と関わるのが好きな方！  

ご参加お待ちしております。 

紙芝居・絵本の朗読などによる 

“男女共同参画”の啓発活動、土曜日

のセンター運営の補助や講座・イベン

ト準備・受付など、さまざまなことに

挑戦できるボランティアです。 

＜利用時間＞ 
１０：００～１５：００ 
（12：00～13：00消毒・換気
のため利用できません） 

＜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 

【説明会】 
 

日時▶3月 4日（木）11：00～ 

場所▶アクティブルーム（3階） 

対象▶年齢・性別・お住まいは不問 

◆お気軽にお越しください◆ 
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（情報サポーター スピカ） 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病の主な原因のひとつが肥満である。

『肥満』とは、体内に脂肪が蓄積 

した状態。2 種類の肥満型がある。 

① 原発性肥満…食べすぎや運 

動不足による肥満。 

② 二次性肥満…病気などに肥満 

の原因があるもの。基礎疾患がよくなれば治る。 

肥満の原因 

食生活⇒摂取エネルギーが消費エネルギーより大

きい。食べすぎと運動不足、早食い、食事のバラン

スが悪い。重度の飲酒などがある。 

運動不足⇒生活の中で座っている時間が長い、交通

手段の利便性の向上、運動習慣がないなどのエネル

ギーの消費が不足している。 

睡眠⇒短時間睡眠によるホルモン分泌の低下。加齢

による基礎代謝の低下。ストレスの蓄積などがある。 

肥満には「リンゴ型肥満」と「洋ナシ型肥満」がある。 

 

 

 

 

 

肥満症って？ Ⅱ型糖尿病・高血圧などの健康障害

を合併するか、それが予測される場合で、医学的に

減量を必要とする病態、痩せることで改善する病気。

（肥満は立派な病気です） 

メタボリックシンドローム 肥満を背景として血

液中の糖や脂肪を分解する代謝が正常でなくなる

症候群。高血糖・脂質異常・高血圧のうち、2 つ該

当するとメタボリックシンドロームと診断される。 

 

 

高血圧とは 血圧の高い状態が続く病気のこと。肥

満の人は、肥満でない人と比べて 2～3 倍も高血圧

を発症する率が高くなる。 

高血圧の原因 塩分の過剰摂取、自律神経の乱れ、

血管抵抗が強いことや加齢などがある。 

高血圧がもたらす疾病 脳出血、脳梗塞、狭心症、 

心筋梗塞などがあり、動脈硬化によって血管の弾力

が失われる。腎硬化症や腎不全などの症状が進む

と人工透析になる。大動脈解離は大動脈が裂ける

病気。糖尿病などの疾患がある場合、生命に関わる

リスクが高い。血圧が高いほど死亡リスクは相対的

に高くなる。 

 

 

食事編① 一汁三菜のススメ【主食＋主菜・副菜・

副副菜＋汁物】腹八分を心掛けて、よく噛んで食べ

よう（30 回を目安に）。早食いはやめよう。 

食事編② トリプルＡを排除 or 半減しよう 

Ａ 甘いもの…洋菓子よりも和菓子 

Ａ アルコール…休肝日を作る 

Ａ 油脂類…糖質よりも高カロリー 

食事編③ 薄味のススメ…素材の味を大切に調理

する。料理や食材に含まれる塩分量を知ろう。外食

は 1 品料理ではなく定食を、中食
なかしょく

ではサラダをプ

ラス、有名店のメニューのカロリーや塩分を知っておく。 

運動編 無理をしないで続けられることが大事。 

◆とにかく歩く…8000 歩（1 日目安） 

◆階段のススメ…少し「きつい」が目安 

◆スロージョギングなど…楽しむ工夫を取り入れ

て、基礎代謝をアップしよう！ 

◆筋肉をつけよう…筋肉トレーニングや有酸素運

動などを行って、積極的にたんぱく質を取ろう！ 

リラクゼーション 入浴・呼吸・睡眠を大切にして、

趣味や団らん・お喋りの時間を取ろう！ 

 

生活習慣病は症状が出たときには『遅い』。いく

つもの合併症があり、命を脅かす怖い病気である。

日々の積み重ねを大切に。 

女性のための生涯を通じた健康支援事業 

アスカーラいきいき健康教室  第 1 回 

家庭で出来る生活習慣病予防～肥満と高血圧～ 

日にち：1 月 14 日（木） 

講 師：榎本 美江 

（健康管理士上級指導員、食育インストラクター） 

生活習慣病ってな～に？ 

家庭で出来ることって何？ 

・男性に多い 

・内臓脂肪の蓄積

で生活習慣病の

リスク大 

・お腹が出ている 

・脂肪がつきやす

いが、減りやすい 

・女性に多い 

・落ちにくい 

・下半身が大きい

（自分の手でつか 

めるものは皮下

脂肪） 

リンゴ型 洋ナシ型 

★BMI(体格指数)＝体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m) 

男女ともに 22 が最適で、25 以上は有病率が高い 

【
榎
本 

美
江
さ
ん
】 
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相談のご予約・お問合せは・・・ 

０９２－５８６－４０３５ 

 

*ひとりごと* 
 

 医療者が診療の目的や内容について、患者に十分に説

明し、患者の同意を得ることを「インフォームド・コン

セント」という。 

その時に役立つ『４つの行動』が ①医療者に伝えたい

事、医療者から聞いた大事な事はメモに取って「記録」

する。②自分の自覚症状や病歴の変化など、大切な情報

は医療者にしっかり「伝達」する。③医療者の説明が理

解・納得できない時は、「質問」して確認する。④最終的

に意思決定をするのは自分自身だという「責任」を自覚

する。 

そして限られた受診時間の中で適切な選択をする為

に、大切な『３つの質問』もある。①私の病気の一番の

問題点は何でしょうか？ ②病気の克服の為に私ができ

る事は何でしょうか？ ③その治療が必要な理由を教え

てもらえますでしょうか？ 

私も持病があり、そのうえ年齢を重ねてきて病院通い

は久しくないが、次の受診時に「私の病気の一番の問題点 

    は何でしょうか？」と質問してみよう

か。聞くのはタダ。あっ！という小さ

な解決策でも見つかればめっけものだ。 

（情報サポーター ゴールド） 

  

 

 
 

☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

 

※状況によりイベントの開催に変更が生じる場合があります。 
最新情報は、まどかぴあホームページ等でご確認ください。 

 

3月の男女平等推進センター 
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