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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「大野城市男女共生講座①」「親子と託児サポーターとの交流会」 
・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？ 

 ・平成 25 年度 市民グループ活動支援事業ラインナップ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

まどかぴあに紙の動物園が出現！（7/21～8/6） 



 
 
 
 
 
 
 

 

開口一番は熱中症対策の話だった。エネルギー満杯

の声だ。人はそれぞれ体格や体質、生活習慣によって

も違う。市販のお茶は電解物を除去しているので自前

の方がよい。スポーツ飲料もスポーツ選手以外の人は

糖分が多いので半分に薄めて飲む。ミネラル、カリウ

ム、ナトリウムを多くとり、夏は減塩をしない。良質

の発酵食品(梅・味噌)を上手に利用する。 

１. 超元気野菜(昔の野菜)が各地に出現中 

市民や子どもたちが保育園の庭や小学校の運動場

の一画で育てている。 

☆強い抗酸化力…同じ野菜でも日持ちに大差がある。 

☆栄養価が高い…ビタミン、ミネラルの含有量が高い。 

☆硝酸毒が少ない…促成栽培は有機栽培の４倍含有。 

☆美味しい…味が濃くて苦みやえぐみが少ない。 

☆病害虫に強い。 

２. いのちはつながっている 

☆草や生ゴミが土にいのち(微生物)を増やし、微生物

の生命力(微生物生成物質)が元気野菜を育てる。 

☆生ゴミは最高の宝物 野菜の皮や首、根の先や外葉、

タネ等は抗酸化物質やミネラルの宝庫。 

３. 虫は美味しい野菜が大嫌い！ 

自然の循環と共生のしくみ 

☆害虫は地球のお掃除屋さん…「美味しい野菜ほど虫

も食う」はウソ！ 病害虫は腐敗しやすい弱った野

菜を好む。つまり、害虫と病原菌は「風の谷のナウ

シカ」の“腐海”の菌と蟲（むし）たちのこと。 

☆虫や微生物は「もののけ姫」の“しし神”の役割…

地球上の生命は食物連鎖を通して循環。地球の生命

循環のポンプ(心臓)は微生物と害虫なのである。 

☆雑草こそが最高の土を作る！…畑に生える草で 

土の完成度がわかる。野菜が健康に育つ土が完成す

るとハコベやナズナ等の双葉類が多く生える。 

☆人の生命は大きな地球生命の循環の１部…人の細

胞は約 60 兆個。１日に１兆個死んで１兆個が新た

に生まれる。肉体は 60日で生まれ変わっている。 

☆循環＝共生…すべての生命は回って溶け合う。 

☆ともに生きる！…日本人の根底に流れる感覚。 

 害虫や病原菌、雑草とともに一緒に生きるから自分

も生かされる。 

☆循環＝清濁一体…糞尿や生ゴミなどの汚いものが

いい香りの土になり、元気でうまい野菜をつくる。

現代人はこの循環の大原則を忘れ去った。 

☆共生と逆行する排他・競争社会…学校・病院・老人

ホームの食は、徹底消毒した低ミネラル、低ファイ

トケミカルの無菌食。食中毒等、目の前の危険に過

敏になり、いのちへの危機が徐々に進行している。 

☆風の谷のナウシカはホントの話…「菌さえ殺せば病

気は治る？」「病原菌も地球に必要だからこそ存在」

現代はナウシカの終盤と同じ。今こそ、菌や自然と

つながる循環型共生社会へ移行しなければ！ 

４. いのちいただきます～大地の生きる力とつながろう 

☆生きる力(抗酸化力)の源は、微生物・植物パワー。 

☆植物パワーは微生物・ミネラルを含んだ土に守られ、

地上部の試練で強化される…微生物農薬等で守ら

れた有機農産物よりも紫外線・風雨等のあらゆる障

害を乗り越え、強化された「旬・地産・無農薬」の

元気な野菜を選ぶ。生命育成の原理は、生物の様々

な能力の可能性が適切なハードル（風雨・寒さ暑さ）

に遭遇することによって実現し強化されること。 

☆植物パワーは特に皮と生長点に多い。 

☆外食、加工品の多くは生命力の源泉(ビタミン・ミ

ネラル・ファイトケミカル）が激減している。 

☆食品添加物が腸内細菌を弱め、微量ミネラルの吸収

を阻害。農薬が神経伝達システムをかく乱…加工食

品に多用されるリン酸塩が、体内での吸収を阻害。 

５. いのちを回して元気野菜を自分で育てよう 

☆土の中の莫大な発酵微生物が抗酸化力の高い元気

野菜を育て、元気な心と体をつくる…生ゴミリサイ

クルの元気野菜づくりが、教育現場(幼児・小学低

学年)に普及中。私たちは食べ物や土を通して自然

やすべての生き物とつながっている。いのちがリレ

ーされて、私たちは自然に生かされている。 

 

 厳しい暑さに加え、会場は満席。夏を乗り切るため

に、先生の話は大いに役立てられると思った。  

（情報サポーター 昴） 

大野城市男女共生講座①学びはこころのエネルギー 

「ヒトはもっと元気になれる。 
～現代人におくる食生活のススメ～」 

日にち：7 月 11 日（木） 

講 師：吉田 俊道さん 

（NPO 法人大地といのちの会 理事長) 
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 「暑いですね～」この言葉を今年の夏は何回口にしたでしょうか？炎暑という言葉が 

ぴったりの厳しい季節もそろそろ終わり、ゆっくりゆっくり秋の足音が・・・。 

アスカーラではこころ充実の秋に向けた講座で皆さんの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 

④ 9 月 7 日（土） 

303 会議室 

⑤10 月 5 日（土） 

多目的ホール 

 

10:00～12:00 

あなたとわたしのための 

元気塾  

 

男女共同参画をいろんな視点から

学んで身も心も元気満タンな毎日を

過しましょう！ 

あしどりかるーい「好奇心」で、いろん

な世界に触れてください。 

お友達やご家族を誘って元気貯金を

貯めましょう。 

 

④「スマホ／SNS 時代のコミュニケーション」 

置鮎 正則さん（オフィスラバーリング代表） 

⑤「絵本に見るジェンダー」 

  草谷 桂子さん（児童文学者） 

 

参加無料 

定員 40 名（⑤のみ 80 名） 

 

①10 月 17 日（木） 

  303 会議室 

②10 月 24 日（木） 

  多目的ホール 

③10 月 31 日（木） 

  303 会議室 

④11 月 7 日（木） 

  303 会議室 

 

10:00～12:00 
※第４回講座終了後、

講師を交えての 

交流会あり 

子育てママ応援事業 

ママの未来チャレンジ 

（全 4 回） 

「家事や育児の毎日。子どもはかわい

いし、子育ても楽しい。でも、何か物足

りない・・・」と感じているママにおくる講

座です。子どもとちょっとだけ離れて自

分を見つめるための時間を持ってみま

せんか?講師は子育て 

をしながら、やりたいこ 

とにチャレンジしている 

素敵なママたちです。 

新しい自分が発見できるかも。 

 

①「ママのための自分時間」 田中 彩さん 

（NPO 法人ママワーク研究所 理事長） 

②「ママのこころと体にそっとビタミンチャージ！」 

太刀山 美樹さん （㈱ＭＩＫＩ・ファニット 代表） 

③「ママの名刺づくり」 

山本 奈穂子さん(ELFA．Studio 代表) 

④「ママからのメッセージ♪ 

主婦からの Re start！」 

  雁瀬 暁子さん(ﾏﾐｰｽﾏｲﾙ 代表) 

下倉 樹さん(きっずーな 代表) 

中村 洋子さん(すこやかﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ 代表) 

参加無料   定員 30 名 

全４回参加できる子育て中の方（小３程度まで） 

スキルアップのための資格取得講座  （主催：筑紫地区商工会工業振興協議会） 

① 9 月 24 日(火)

～11月15日(金) 

（全 15 回） 

301 会議室 

304 会議室 

 ※回ごとに会場が

異なりますので

ご確認ください 

 

18:30～21:00 

福祉住環境 

コーディネーター2級 

試験対策セミナー 

結婚・育児などの理由で退職し再就職

をめざす方や、仕事能力のスキルアッ

プをして再就職や転職を有利にしたい

方のための講座です。 

医療・福祉・建築について総合的な知

識を身につけることができる資格です。

大野城市外の方でも受講できます。 

 

講  師：三ノ宮 浩さん 

     （㈱エーディーエル 1 級建築士）、他 

受講料：17,000 円 ※商工会会員 9,000 円 

（テキスト・資料代別途 4,725 円） 

※大野城市内在住・在勤で生活保護等の受給

者対象に受講料減額制度あり。詳細は男女

平等推進センターまで 

申込先：春日市商工会 

      電話 092（581）1407 

      FAX  092（575）0702 

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 
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団体名 事業名 講師 開催日 開催時間 会場 

NPO法人 

チャイルドケ

アセンター 

ファミリー・サポート・センター 

おおのじょう おねがい会員一斉

登録会＆ワークライフコラボ 
原田 ゆみ子 9／8（日） 10:00～12:00 303会議室 

大野城 

子ども劇場 

男女平等は家庭から 

家族でコミュニケーション 

①永野 むつみ 

②③大森 靖枝 

①11／5（火） 

②③12月中 

①13:00～

12:00 

②③未定 

①303 会議室 

②③未定 

女性ネット 

ワーク大野城 

ネットワークから始まる男女共

生のまちづくり 
和栗 百恵 11／9（土） 10:00～12:00 303会議室 

大野城 

女性の会 

さらなる男女共同参画社会を目

指して 

～女性が働き続けるために～ 

樗木 晶子 11／30（土） 10:00～12:00 301会議室 

ふくおか県 

翼の会大野城 

男女平等と憲法について 

※バイオリン演奏あり 

岩城 和代 

※坪内 正吾 
12／7（土） 10:00～12:30 303会議室 

◆平成 25年 8月 20日時点の予定です。日程・内容等は変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○９月３、１０、１７、２４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 
 
○９月２５日（水）１０：３０～ 

 担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 
 
※毎週木曜日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。ゆっくり子どもさんと遊ぶ時間を
楽しんでください。 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜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！ 

ご
存
知 で

す
か
? 

２４ 
  位 

託児サポーターとの親子交流会に来てく
れた元気キッズ。ママと一緒のひよこ体操
でピカッと光ってました。「ケンケン」がとっ
ても上手でした。楽しかったかな？ 

市民グループ支援事業とは・・・地域で活動する市民グループ・団体と男女平等推進センターが協働で開催するイベントです 

経済協力開発機構(OECD)は、加盟 34か

国の雇用情勢をまとめた「雇用アウトル

ック 2013」を公表した。日本の 25～54

歳の女性の平均就業率は 69％にとどまり

加盟国中、24 位だった。これに比べ、同

年代の男性の就業率は 91.5%でスイス

(92.7%)についで 2位。日本の政府や企業

などに「急速な高齢化が進む中、人材資

源のフル活用が将来の経済成長を実現す

る手段」と女性の就業を支援するよう促

した。一方、文部科学省の平成 24年度大

学等卒業者の就業状況調査を見ると、男

子大学生の就業率は 93.2%、女子は 94.7%

と男子を上回っている。 

 

このように学校卒業後多くの女性が就

職するが、約 60%の女性が第一子出産後に

退職する。結果として、女性の就業率が

80%超えているスウェーデンやアイスラ

ンド、ノルウェーなどの北欧諸国や、オ

ーストリアやスイスなどより、10 ポイン

ト以上低い結果となる。加えて日本では、

再就職女性のほとんどがパートタイムな

どの非正規雇用で、正規雇用と非正規雇

用の待遇格差が大きい。OECD は、「出産

後に再び働く意思のある女性にとって、

雇用の魅力が乏しい」と指摘した。その

改善策として、下記の 4 つを挙げて取り

組みが求められた。 

◆ 質の高い保育サービスの提供 ◆ ワーク・ライフ・バランスの改善 

◆ 第 2の稼ぎ手の就業意欲を減じる税及び給付制度の改革 

◆ 育児・介護休業法のより適切な施行などを通じた長時間労働の削減や勤務時間の柔

軟性 
《資料》雇用アウトルック 2013-日本に関する分析（OECD 2013年） 

平成 24年度大学等卒業者の就職状況調査（文部科学省 2012年） 
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毎年恒例の『親子と託児サポーターの交流会』が、

今年もまどかぴあ多目的ホールで開催されました。

会場に入ると出迎えてくれたのは、壁いっぱいの花

火をバックに子どもたちの大好きなアンパンマン

と仲間たち！ 子どもたちもニコニコ笑顔です。 

手渡された交流会プログラムをフムフムと見て

いると、隣で同じくプログラムを見ていたお母さん

の「楽しそう!!」という声が聞こえてきました。取

材する私もワクワクしてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初の『エプロンシアター』の後は、絵本『ぴょ

ーん』の読み聞かせ。終わった後は皆で立って、託

児サポーターの「カエル!」の掛け声に“ぴょーん”

と飛ぶお母さんと子どもたち。最後の「かたつむ

り！」の掛け声では、みんな……飛ばない!ちゃん

と「かたつむり」は飛ばないとわかっているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのあとは、『親子遊び✿手遊び✿歌遊び』の時間。

休憩の後は手洗いをして、『おやつ＆座談会』。お母

さんたちの話が弾むようにとの配慮で、参加してく

れた子どもたちを、年齢別に 4 つのグループに分け

て、お楽しみのおやつが配られました。「おいしい

ね～」の声があちらこちらから聞こえてきます。途

中で、託児サポーターの手作りのお土産「パタパタ

絵本」の説明がありました。手作りで作れるものと

あって、作り方の説明にお母さん達は興味津々の様               

子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

さぁ！ラスト。トンネルをくぐって、お土産の「パ

タパタ絵本」を受け取り「バイバーイ」と手を振っ

て、元気に帰っていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育ては一人で抱え込むと、とても苦しいもので 

はないか……と思います。けれども、この様な催し

に参加されると、お母さんたちは支えてくれる家族

や、社会のサポート（たとえば託児サポーター）に

自分は一人ではないことに気付くことができるの

ではないでしょうか。何より子どもの笑顔に元気を

もらうことができます。子どもは大好きなお母さん

の笑顔につつまれ、お友達との楽しい交流でまた一

つ成長し、そして託児サポーターも“子どもから元

気をもらう”という“元気のもらいっこ”“元気の

あたえっこ”の素敵な＜輪＞ができそう…。私も（子

どもはいませんが）お母さんと子どもの笑顔、託児

サポーターの頑張りに、元気をいっぱいもらいまし

た。       （情報サポーター ゴールド） 

親子と託児サポーターとの交流会 

日にち：7月 29日（月） 

企画・運営：男女平等推進センター 

託児サポーター“ママ・ポケット” 

 

お母さんと一緒に“ぴょーん” 

お
母
さ
ん
も
子
ど
も
た
ち
も 

パ
タ
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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  ☆ 
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＞ 

9 月３日（火） 12 日・19 日・26 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 日  

2 月 スキルアップ簿記 3級⑧ 

3 火 JW-CAD初級講座① 

4 水 休館日 

5 木 
ヘルシーエクササイズ中期② 

JW-CAD初級講座② 

6 金 
パパ・ママのための読書タイム① 

スキルアップ簿記 3級⑨ 

7 土 あなたとわたしのための元気塾④ 

8 日 市民グループ活動支援事業 

9 月 
託児サポーター定例会 

スキルアップ簿記 3級⑩ 

10 火 啓発サポーター定例会 

11 水 スキルアップ簿記 3級⑪ 

12 木 
JW-CAD初級講座③ 

ヘルシーエクササイズ中期③ 

13 金 スキルアップ簿記 3級⑫ 

14 土  

15 日  

16 月  

17 火 JW-CAD初級講座④ 情報サポーター編集会議 

18 水 休館日 

19 木 

男女共生講座（館外研修） 

JW-CAD初級講座⑤ 

ヘルシーエクササイズ中期④ 

20 金 

男女共生講座（館外研修） 

パパ・ママのための読書タイム② 

スキルアップ簿記 3級⑬ 

21 土  

22 日  

23 月  

24 火 福祉住環境 2級① 

25 水 
事業サポーター定例会 

スキルアップ簿記 3級⑭ 

26 木 ヘルシーエクササイズ中期⑤ 

27 金 スキルアップ簿記 3級⑮ 福祉住環境 2級② 

28 土 子育てを楽しもう！イクメン応援講座④ 

29 日  

30 月 スキルアップ簿記 3級⑯ 

９月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと*セプテンバーウィンドが吹き始める

と、山好きのシーズン到来。夏の間労わり過ぎた体を

引き締める行に、喜々として身を投じる。が、我が家

ではそんな酷暑にも一度はチャレンジして、「もうこ

りごり」を繰り返している。昨夏は、背振り山系の金

山（標高 967 米）。実は過去に登頂を 2 回断念したリ

ベンジで、三度目の正直だった。そして、今夏は久住

の平治岳（1643 米）を目指した。里山と違って、ス

タート地点は 24℃と快適。それでも大汗をかいて疲

れを覚えた頃に、頂上と思しき岩場に三角点がない! 
後 15 分の頂上を目前に引き返した。この日は 5 時間

強の山歩きで、万歩計は 26572 歩をカウント。登山

は、登りながらも究極の目的は「怪我なく、無事下山

すること」と哲学的。判断基準を鍛える場と捉えてい

て、計画準備段階からの精神修養。山紫水明の日本、

自然との会話は命の泉。こりごりと思ったが、来夏も

また行くのかなー。（情報サポーター 山口 郁子） 
 

＜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 
〒816-0934  福岡県大野城市曙町 2-3-1   
ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 

相談専用電話／092（586）4035   ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 

男女描総推進センターアスカーラ
のシンボルマークが決定しました。
みなさん、よろしくお願いします。 
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