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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、4／6（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。アス

は明日・未来の意味で、スカーラはイタリア語で、階段やはしごの意味。明日からみんなで1歩づつ階段を上がっていくように男女平等推進

を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。 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 

 

▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「イクメン応援講座①」「あなたとわたしのための元気塾②」 
・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 

 ・この数字って なあに？ 

 ・素敵な男女（ひと）に会いました！ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

夏空とアスカーラに咲いた笑顔のお花たち・・・ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ジイを自認する私にとっても、ちょっと気

になる講座「子育てを楽しもう！イクメン応援講

座」の第 1 回目が開かれた。講師は、西日本新聞

「シングルパパの 
ガチンコ子育て」 
や絵本ライブ IN 
博多阪急でおなじ 
みの宮原礼智さん 
だ。パパと子ども 
（ちらほらとママ 
も一緒の参加者も 
あり）の親子 22 組の参加があり、会場は熱気ムン

ムン。子育て世代の感心度合いの高さが参加者の

人数をみてもわかるようだ。そんなパパたち（や

ママ）が、絵本の読み聞かせの大切さと意義を実

際に体験できる内容の講座だった。 
 

原さんはいろいろな絵本を紹介しながら、

まずはパパ・ママに絵本を好きになって欲しいと

語る。読み聞かせの基本は、子どもをひざの上に

座らせて読むのが良いし、パパは想像力を生かし

て読むので、子どもたちはとても喜ぶ。それに絵

本の選び方もママがなかなか選ばないような絵本

を手にすることが多いという。パパならではの利

点を伝えることもでき、『今日は多くのパパが参加

してくれてうれしい』と話されていた。 
 
半の話は、読み聞かせに適した絵本の紹介で

内容も交えて年齢ごとに紹介があった。受講者の

パパの中には、子どもをあやしながら熱心にメモ

をとる姿も見かけられた。後半は、参加した子ど

もたち対象に読み聞かせの実践披露が行われた。1
～2 才時には擬音語の絵本が良いらしい。例えばひ

まわりがどんどん大きくなっていく話では、繰り

返し出てくる「どんどこ どんどこ」をお父さん

の声で読んだら迫力がある。すると長い時間じっ

としていられない幼児も興味を持って聞くらしい。 
 
 
 
 
 
 

 

幼児絵本シリーズ ひまわり／和歌山静子作／福音館書店 

 
演後、講師の宮原さんに「ファザーリング・

ジャパン」について話を伺ってみた。この組織は、

地域と連携して「仕事と育児の両立のための環境

づくり」などの活動をする NPO 法人で、東京を拠

点に全国で行っているとのことである。福岡では 5
年前から始めたが、最初は呼びかけてもパパ達は

集まってくれなかった。やはり「九州男児」とい

う土地柄からか「なんでイクメンなんだ？」とい

う意識が強かったのではないだろうかと、当時を

振り返って話された。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

れからのイクメン応援講座は、8 月 24 日

（土）「おとうさんとあそぼう！ ～親子で運動遊

び～」、9 月 28 日（土）「家族も自分も笑顔になる

コミュニケーション術」（参加はパパのみ）と開講

される。我が子とどう接したらよいか思案中のイ

クメンパパや孫の面倒を見ることが多い育ジイの

皆さん、まずは講座に参加して、講師の話に耳を

傾けることから始めたらどうだろう。 
（情報サポーター 倉町賢一郎） 

子育てを楽しもう! 

 イクメン応援講座（第 1 回） 

「～パパが好きになる!  

絵本読み聞かせ講座～」 

日にち ： 6 月 29 日（土） 

講 師 ： 宮原 礼智さん（みやはら あやとも） 
 （NPO 法人ファザーリング・ジャパン九州代表理事) 
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「絵本って楽しい！」子どもと一緒にパパも夢中！」 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 8 月号 2■ 



 

 

 暑い暑い毎日、皆さんいかがお過ごしですか？ 

節電も大事だけれど、体調管理や熱中症対策もしっかり・きっちり行いましょう。 

心の栄養はアスカーラの講座で満タンに！ ご参加をお待ちしています。 

 

 
 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

 

 

①8 月 6日（火） 

②8 月 8 日（木） 

13：30～15:30 

301 会議室 

男女平等推進センター市民グループ活動支援事業

DV・デート DV 防止 

そして 被害者支援について学ぼう!！ 

DV・デート DV について、DV の現状、構造、

相談、被害者への支援と防止について深く

学ぶ講座です。2 日間の連続講座となって

います。1 回ずつの参加も大丈夫です。 

 

＜講 師＞長谷川 伸子さん 

（福岡ジェンダー研究所理事） 

＜定 員＞40名 

＜資料代＞500 円 

＜申込先＞090（1340）9023（赤井田） 

090（7399）1560（志岐） 

＜主 催＞ 女性会議大野城支部 

男女平等推進センター    地域で活動する市民グループ・団体とセンターが協働で行うイベントです。 

市民グループ活動支援事業      今後続々と開催しますのでお楽しみに！ 

9 月 3日（火） 

 ～9 月 19 日（木） 

（全 5 回） 

18:30～21：30 

202 会議室 

実践！ＪＷ－ＣＡＤ 初級講座 
ＪＷ-ＣＡＤって… 

専門的な分野の利用以外にも看板、チラシ

広告、衣服デザイン、名刺の製作にも幅広

く利用されている無料ソフトです。豊富な

機能と初心者でも可能な操作性で、多くの

人たちに利用されています。 

＜電話・FAX にて受付＞ 

※FAX の場合①〒番号②住所③氏名④電話番号 

記入のうえ「ＣＡＤ講座」係まで 

 

＜講 師＞竹中 ひとみさん 

(生涯学習センター講師) 

＜定 員＞20名 
＜受講料＞8,000 円（テキスト代含む） 
      ※商工会員 5,000 円 

＜申込先＞大野城市商工会 
電話 
FAX 

＜申込期間＞ ～8/23（金） 

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                   
閉 館 日/第 1・3水曜日  年末年始/12月 28日～1月 4 日 

 

右下のマークのある講座・ｲﾍﾞﾝﾄは託

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 600円 

・満 1歳～ 

小学校就学前まで 

 

          

8 月 31 日（土）「出逢い・夢・感動 」！！ 

男女平等推進センター アスカーラ フェスティバル、いよいよ迫ってきました！ 

今年は、映画「人生、いろどり」の上映と主演の吉行和子さんを迎えてのトークショー。

聞き手は、林田まどかぴあ館長が務めます。 

10 時から 17 時まで夢バザーも行います。（品物がなくなり次第終了） 

皆さんのご参加を心よりお待ちしています。 

 

＜時間＞13：00～16：15（開場 12：30）＜チケット＞1,000 円（前売 1,300 円）  

※まどかぴあ 1 階 総合案内でご案内しています。チケットのご購入はお早めに！ 

 

092(581)3412 
092(581)3703 
 
 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ8月号 3■ 

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


 

 

Ｑ．この講座に参加されたきっかけは？ 
Ａ．ただ今育休中で、10 か月の娘の育児と家事に頑張っています。 

絵本の読み聞かせに興味があって、チラシを見て参加しました。 

 

Ｑ．ひと際楽しそうに講師のお話を聞かれていたようでしたが・・・。 

Ａ．ここキッズルームで第 1・3 火曜日に行われている「おはなしのへや 

（ぴよぴよ）」にも参加しています。お母さんばっかりだけど…。 

僕自身、娘が寝る前に 10 分くらい毎日、読み聞かせをしています。 

 

「あなたにとって男女共同参画とは？」と尋ねると、『女性ができることは男性もできる。料理だって何だ 

って上手下手はあるかもしれないけど、性差はないですよね。助け合っていく事が大事だと思う』と中島 

さん。教育関係のお仕事をされていて、特に、ももちゃんの誕生後、子どもは親の願いがたくさんこめら 

れた宝物なんだと強く感じていらっしゃるとか。愛娘を見るまなざしと笑顔が優しい素敵なパパでした。 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○８月６、１３、２０、２７日（火）１０：３０～ 
  担当：おひざでだっこ 
      「おはなしのへや」 

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 
 
○８月２６日（月）１０：３０～ 
  担当：ハンドインハンド 
 
○８月２８日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城市地域貸出文庫 
 
※毎週木曜日１０：３０～１２：００は、 
ママ・ポケットの見守りの日です。 
 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜利用時間＞ 
１０：００～１５：００ 

＜場  所＞ 
まどかぴあ３階 

 
※予約はいりません 
※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！ 

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の下に開催された「女性の 

活躍状況の資本市場における『見える化』に関する検討会」による 

提言を受けて経済産業省は、東京証券取引所と共同で、東証一部上 

場企業の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を 

含め、女性人材の活用を積極的に進めている女性活躍推進に優れた 

上場企業を「なでしこ銘柄」として選定した。 

 選定の方法は①女性のキャリア支援 ②仕事と家庭の両立支援の 

二つの側面から行い、経営効率の良い企業 17 社を選ばれた。男女 

雇用機会均等法が施行されて久しいが、依然として女性の地位や立 

場は弱いまま。女性役員の数を見ても男性役員 100 人に対して 1人 

と極端に少ないのが現状だ。女性役員がいる企業でもほとんど 1人 

だけである。欧米諸国に比べて遅れている女性の社会進出の後押し 

ができるか、今後も注目したい。 

資料：平成 25年度男女共同参画白書 

ご
存
知 で

す
か
? 

１７ 
   社 

双子さんかな？って思うほどの息の合っ
た遊びっぷりでした。本立ても基地に早変
わりです。また遊びに来てね。 

 「イクメン応援講座」の参加者 

中島 将智さんと 

ももちゃん（10 ｶ月） ／春日市在住 
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女であるがゆえに、理不尽な暴力を受ける人がい

るということに、憤りをおぼえる。もちろん、男性

が被害者であることもあるが、圧倒的に DV 被害者

は女性である。昨今、DV がらみの犯罪の多さや、

内容の悪質さはひどくなるばかりだ。そしてその性

質上、事件になるまで表に出ないことが多く、まわ

りに気づかれにくいのが現状だ。講師の石本さんは

30 年近く被害にあった女性たちの相談に乗ってき

た。その経験から、私たちがどのように行動したら

良いかを実際にあった相談を例に話された。 
 
 

DV とは、親密な関係（性的な関係）における男

女間において起こる身体的・精神的・性的・経済的・

社会的暴力などをいう。親密な関係とは、法律的婚

姻関係や現在進行中の関係に限らず、元夫婦、元婚

約者、元恋人といった関係も含んでいる。この親密

な関係が問題を問題としてとらえられにくくし、被

害届を出すのをためらわせる。なおかつ、加害者

（夫）は支配・管理をあたりまえだと思っているの

で、自分を正当化する。被害者（妻）に対し自分の

所有物意識、従属物意識が強く、自分より劣位に見

ている。また、固定的性別役割意識に裏付けられた、

妻は家事・育児・夫の身の回りのことを、夫が気に

入るようにするべき存在と思っている。それができ

ないときには、できない相手が悪いのだから暴力を

振るってあたりまえと責任転嫁をする。妻も日常的

に貶められる（おとしめられる）と、自分が悪いか

ら暴力を振るわれているのだと思うようになる。こ

のように被害者、加害者ともに DV を認めない事が

問題を深刻にしていく。 
 
 

虐待を受けている子どもに関わってみると、母親

が DV 被害者である事が多い。しかし母親に被害者

意識がなかったり、その関係から抜け出す事をあき

らめてしまっている場合が多く、子どもに大きな悪

影響を与える結果になる。子ども自身が暴力の直接

の対象になることもあるし、暴力を目撃したり、家

の中の荒れた様子を観るなどで受ける心理的な影

響は避けられない。一方が他を支配する関係や、物

事の解決方法として暴力を選ぶ事を学んだ結果、家

庭内暴力・他の人への攻撃・万引き・売春行為・デ

ート DV・DV といった行動をすることになる。DV
は世代間で続いていくことが多く、悲劇は繰り返さ

れる。そういう子どもの回復のためには自分の感情

を安全に表現したり、言いたいことを安全に言える

相手や場所の存在が必要になる。 
 
 
まず、DV 被害にあっている事に気づく。そして

相談を受けたら、関わる過程における当事者と自分

の安全を確保する。DV 犯罪の大きな特徴として、

当事者を支援しようとした親・兄弟・親戚・友人に

まで被害が及ぶことがある。これは他の犯罪には見

られない異常な行為だ。相談に乗った人が殺害され

た事件も少なくない。次に、被害者の言うことを信

じ「あなたは悪くない。相談してくれてありがとう」

と伝える。相談を受けるときには、相手を尊重し、

自分の価値観を押し付けたり、無理な行動を要求し

たり行動しないことを責めたりせず、秘密を厳守す

る。そして、支援センターや専門のクリニックなど

を紹介する。けっして、加害者との話し合いを勧め

たり、立ち会ったりしてはいけない。黒子に徹する

事が大切だ。 
今回の講演では触れられなかったが、加害者に対

する専門的なケアやサポートがもっと行われるべ

きだ。なぜなら、加害者がいなければ被害者の存在

はないからだ。大野城市の「第 3 次大野城市男女共

同参画基本計画」にもデート DV に関する研修の実

施が、重点計画に挙げられている。これは、少しで

も早い時期から、DV は犯罪であると教育し啓発し

ていく事が重要であるいうことだろう。被害者の支

援と同様に加害者をなくす事が必要だと思う。 
 
 
（情報サポーター ちびまま） 

あなたとわたしのための元気塾② 

「相談の現場から 
支援者としてできる事」 

日にち：7 月 6 日（土） 

講 師：石本 宗子さん（久留米男女平等推進センター

相談コーディネーター／社会福祉士) 

パープルリボンは、ＤＶや虐待など個人間暴力

の防止を訴えるシンボル。 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 8 月号 5■ 



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  ☆ 
相談は無料です。まずはお電話してください。 

■総合相談■ 月曜～金曜 9 時～17 時 

※土・日・祝日と休館日はお休みです。 

   面接相談（要予約）と電話相談ができます。 

 

■臨床心理士による相談■ 火曜・木曜 月 4 回 

面接、電話相談。予約してください。 

生き方、夫婦・親子関係、対人関係、仕事のこと、  

DV の相談など、気持ちの整理をしませんか。 

臨床心理士が相談を受けます。 

＜今月の相談日程＞ 

８月６日（火）・８日・15 日・22 日（木） 

 

■法律相談■ 毎月第 1～4 木曜日 13 時～16 時 

   面接相談のみ。予約してください。 

   弁護士が相談を受けます。 

 

■おしごと相談■ 毎月第 2 水曜日 10 時～12 時 

   面接相談のみ。予約してください。 

    福岡県福岡労働者支援事務所の労働相談員、 

    就業アドバイザーが相談を受けます。 

 

 

 

 

 

 

日 曜 予 定 

1 木  

2 金 パパ・ママのための読書タイム① 

3 土 あなたとわたしのための元気塾③ 

4 日  

5 月 託児サポーター定例会  

6 火 
啓発サポーター定例会 

市民グループ活動支援事業 

7 水 休館日 

8 木 
男女共生講座②  

市民グループ活動支援事業 

9 金  

10 土  

11 日   

12 月 スキルアップ簿記 3級① 

13 火  

14 水  

15 木  

16 金 

パパ・ママのための読書タイム② 

スキルアップ簿記 3級②  

情報サポーター編集会議 

17 土  

18 日  

19 月 スキルアップ簿記 3級③ 

20 火  

21 水 休館日 

22 木  

23 金 スキルアップ簿記 3級④ 

24 土 子育てを楽しもう！イクメン応援講座② 

25 日  

26 月 スキルアップ簿記 3級⑤ 

27 火  

28 水 スキルアップ簿記 3級⑥ 

29 木 ヘルシーエクササイズ中期① 

30 金 スキルアップ簿記 3級⑦ 

31 土 男女平等推進センターフェスティバル 

８月の男女平等推進センター 

*ひとりごと*  神社の門前で生まれ育った父はそ

の神社のお祭りの日が誕生日。そのせいかお祭りが大

好きで開催日が4月から5月の連休に変わった後もお

祭りの日に父の誕生祝をしていました。12 月に突然

入院して、医者に年内もたないと言われ覚悟しました

が、皆が驚く回復力で 1 月に退院。5 月のお祭りを楽

しみにしていました。祭り当日の 80 歳傘寿の祝いに

は子ども・孫・ひ孫に囲まれお礼の挨拶、乾杯を済ま

せ、何とか写真には納まったものの参拝には行けず。

皆を送り出した父は、家の近くを通る神輿の鈴の音や

喊声（かんせい）を「祭りやっとるな」とベッドの中

で聴いていました。あの時、父の心は若いときのよう

に自分が神輿を担いでいたのでしょうか？それとも、

ひ孫たちに神輿を見せていたのでしょうか？ 
それから十日後に他界した父は、法事のたびに生ま

れた時と同じ喊声を「祭りやっとるな」と仏壇の中で

聞いているのでしょう。 （情報サポーター 森） 
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相談専用電話／092（586）4035   ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 
   

 

★男女平等推進センター アスカーラ 

4 月から業務時間が変更になりました★ 

平日  9：00～19：00 

土日祝日 9：00～17：00 
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