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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。明日に向かって、みんなで 1 歩づ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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                            

                                                         

 

▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

   ・事業レポート「輝き人生セミナー」 ｢第 18 回大野城男女共生フォーラム」 

・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 

・私たちがアスカーラの登録団体です！ 

・この数字ってなあに？「4.9％」 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

男女平等推進センター 

リニューアルオープン 

おかげ様で 1周年特別号 

情報サポーター 
  毎月発行している「すてっぷ」と掲示物「窓」 

 

事業サポーター 
 アスカーラ主催講座の受付をサポート 
 

啓発サポーター「まどか」 
 男女共生講座での出前講座のひとコマ 

託児サポーター“ママ・ポケット 
託児利用者のための交流会のひとコマ” 

アスカーラで大活躍！サポーターの活動の様子 



 
 
 
 
 
 

誰でも定年退職後は何をしようか（したらいいか）

と迷う。サラリーマンにとって会社関連以外の人間関

係はゼロに等しい。身体は休止すると脳細胞も退化す

るらしい。2035 年には我が国人口の 1/3 が 65 歳以上

の高齢化社会になる。シニア本人にとってセカンドラ

イフをどう過ごすかは大切なテーマでもある。 
★シニアライフの 4つの不安 
⑴健康のこと：自分も含めて家族の健康は不安だ。病 

院のロビーは交流の場となっている。厚生労働省

「平成 22 年度

完全生命表」で

の平均寿命は

男性 79.55 歳、

女性は 86.30 歳。

健康寿命は男  
性 70.42 歳、女性 73.62 歳となっている。やはり健 
康で長生きしたい。 

⑵お金のこと：夫婦の老後に最低限必要と思われる日 
 常生活費は毎月 23.2 万円（総務省「平成 21 年度家 

計調査年表」） 
⑶生きがいのこと：個人レベルで違うが、過去にやっ 
てきた仕事にヒントがあると思う。働くことも自分 
でないとできないという誇りを持ってやる。 

⑷仲間のこと：同じ趣味を持つ人や地域活動で知り合 
った仲間を増やしていく。 

★不安解消のために 
⑴趣味：お金はかかるが、趣味を持っている人は続け 
てほしい。 

⑵ボランティア：シニア世代の地域活動への期待は大 
きい。各地の自治体でいろんな講座をやっているの 
で参加するのもいい。 

⑶仕事：趣味の延長でもいいが、一歩踏み込んでアク 
ションを起こすことだ。「高齢者就業実態調査」（平 
成 16 年度厚生労働省）によると 60 歳以上の労働者 
を増やす事業所の「理由」は①経験・能力を活用し 
たい…70.7％②年齢に関係ない仕事…35.3％③雇用 
することは時代の社会的要請…24.3％となっている。 

★傍楽人生のすすめ 
傍楽とは、傍らの人を楽しませるという意味だ。自

分に何ができるか、目的を持ってやることだ。 
 

パネルディスカッション「あなたの出番です！」 

 林田館長からパネリストの皆さんに自己紹介と活 
動・趣味などが質問され、パネリストから一歩踏み出 
すための応援メッセージなどが出された。 
倉町さん：現役時代は自動車業界で主にデスクワー 
ク。現在はアスカーラで情報サポーターとして活 
動する他、趣味で飛行機の写真撮影やオタク的だ 
が軍事関連車両に興味がありその業界紙に記事 
出稿などを行っている。他に居住している集合住 
宅の理事長業務をパートナーに協力してもらい 
ながら続けている。趣味を持つことと自分の居場 
所を 2～3 か所はつくることを提案したい。 

小栁さん：佐賀県出身で人前で話すのは苦手。2 年 
前までは福岡の放送局に勤務。現在は、どんぽの 
森公園を育てる会で地域活動ボランティアとし 
て環境美化に取組む。里山公園の中にビオトープ 
を作ったり、年 2 回の清掃や花壇づくり等で地域 
活動賞を受賞。独居老人のお助けマンとしても活 
躍。第 2 の人生を豊かにするには、早めに社会活 
動に参加することを考えておくことが大切。 

岡さん：大野城市中区の区長。公民館長として公民 
館の管理業務や住民の要望の取りまとめなど多 
忙。現役時代は地域のことは妻まかせだったが、 
多くの人と交わりを持つことで知らなかった世 
界の知識も吸収させてもらった。学校・保護者・ 
地域 3 者 1 体での子どもの見守り活動では、子ど 
もたちから挨拶も受けるようになった。これから 
は高齢者対策としての見守り活動を続けていく。 
人づくりが大変なので協力できる人は参加して 
ほしい。 

川邊さん：NTT のアナログ電報やマンションの電力 
管理のやり方など、シニア世代には生活に役立つ 
情報がたくさん。もっとアクティブに自ら学んで 
行動しよう！ 

 
最後に林田館長からシニア世代にメッセージ。 
「一歩前（外）に出る勇気の大切さと次世代を担

う人たちにきちんと伝えることが大事ですね。」 
（情報サポーター 昴） 

「傍楽（はたらく）人生のすすめ 
～シニアライフ 4 つの不安も解決できる～」 

日にち：2 月 1 日（土） 

①講演会  講師：川邊 康晴さん（川邊事務所会長） 

②パネルディスカッション 

  コーディネーター：林田スマ   パネリスト 4 名 
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今回で 18 回を迎える大野城男女共生フォーラム。

「できていますか？男女共生社会 ～男と女の未来

と可能性～」をテーマに様々な催しが開催された。毎

年恒例の小中学生図画ポスター・標語コンクールは今

年も力作が出そろ

い、1 階のギャラ

リーモールの展示

に足を止める来館

者も多くみられた。 
 
 

 
TBS テレビのキャスターとしてメディアの一線で

活躍されている杉尾秀哉さんを講師に招いての講演

会。まずはお茶の間でなじみのある大物タレントにつ

いての話題で、観客の聴く耳をなんなくゲット！ 
杉尾さんが入社された 1981 年頃は、正社員採用は

男性のみ。女性は何年かに一度の採用で、結婚と同時

に退社するのが通例。女性は専業主婦となり家庭を守

り、夫を支えるのが一般的な時代だった。杉尾家でも

ご多分に漏れずの状態で、朝も早くから夜遅くまで働

き、家事育児は全くしなかったそうだ。今の新入社員

は男女ほぼ同数で、育児や家事に積極的な男性社員も

多いらしい。 
バブル崩壊以降ひたすらデフレ状態が続く日本は

2010 年、GDP が中国に抜かれ 3 位に。日本には閉塞

感が蔓延した。伊藤忠商事の丹羽宇一郎（前中国大使）

によると、世界は大転換期にあり日本は①経済成長と

環境の調和 ②大借金と増税の先送り ③人口減少

と経済成長の両立という解決困難な 3 つの矛盾を抱え

ている。特に③の問題は深刻で、現在日本の人口は

12800 万人だが、50 年後の 2060 年の人口は 8600 万

人となる。1 年間に 80
万人ずつ減少する計算

だ。少子高齢化の加速は、

40～50 年前の胴上げ型

社会から現在の騎馬戦

型へ。そして、一人で一

人の高齢者を支える肩

車型社会が近づきつつ

ある。下の馬をつぶさないためには、上の人に軽くな

ってもらうか、下を強くすること。そのためには、①

女性 ②高齢者 ③外国人に頑張ってもらうしかな

い。国も成長戦略として女性の活躍を推進する方針を

打ち出した。1999 年、ゴールドマン・サックス証券

がウーマノミクスを提唱。これからの日本経済を牽引

していくのは女性で、日本で最も生かし切れていない

人材も女性といわれる。女性の就業率は現在 69％で、

これを男性並みに引き上げると、GDP が 4％アップす

る。36％の非正規雇用のうちの７割が女性で、賃金は

男 1 に対し女性 0.36 と格差が非常に大きい。ちなみ

に北欧は男 1 に対し、女性 0.7 だそうだ。日本におけ

る女性の労働環境の整備は急務だ。 
女性の活躍と言っているが、※GGI は、135 か国中

105 位。衆議院議員は 7，9％で 190 カ国中 160 位、

先進国中最低。能力に性別は関係ない。これからは女

性に出番と居場所のある、仕事と子育ての両立ができ

る社会が必要といえる。これまでの男性型モデル（男

が稼ぎ、妻子を養う）からの転換が必要。1999 年の

収入に比べ、2 割マイナスで共働きせざるを得ない。

男女共同参画社会は男性にとっても、これからの社会

に重要なのは間違いない。政治学者の宮本太郎氏によ

ると、これまでの日本の社会は、男は「会社の物語」

女は「家庭の物語」で生きてきたが、これからは男女

とも仕事・家庭・地域・ボランティアなどで「自分の

物語」をつくることが必要だそうだ。 
英エコノミスト誌による「2050 年の世界」。日本は

人類がまだ見たことのない「老人の国」に突き進むと

書かれている。課題先進国と言われる日本。高齢化も

全員野球できっと乗り切れますよね、杉尾さん。 
          （情報サポーター ありたん） 
  
※GGI（ジェンダー・ギャップ指数）：経済・教育・保険・政

治分野の各種データから男女格差を測る指標。日本は特に

政治・経済分野で格差が大きい。 

第 18回大野城男女共生フォーラム 
できていますか？男女共生社会 

～男と女の未来と可能性～ 

日にち：3 月 1 日（土） 

●「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コ

ンクール表彰式 

●講演＆ミニトーク 

  講師：杉尾 秀哉さん（TBS テレビ報道局解説） 

ミニトーク：杉尾 秀哉さん・林田 スマ 
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女性会議 大野城支部 

   環境・人権、特に女性問
題・労働・平和に関する
諸問題の解決に向けた
取り組みを行う 

 
 

大野城投票率あっぷの会 

  選挙で投票すること
の大切さを啓発し、選
挙の投票率を向上させ
るための啓発活動 

おひざでだっこ 

図書館主催の赤ちゃん向
けおはなし会への読み聞
かせボランティアとして
活動 

 
おはなしの会わくわく 

 図書館主催の幼児向
け・小学生向けの読み聞
かせボランティアとし
て活動 

布の絵本製作の会 

ちくちく 

 大野城まどかぴあ図書館 
の備品となる布の絵本・ 
エプロンシアター等の製 
作 

女性合唱団コール・シャトー 

合唱活動を通じて地域に
おける文化向上発展に寄
与するとともに、会員
個々の音楽性を高める 

大野城女性の会 

   女性の地位向上と男女
共同参画社会を推進す
るため、自主的な学習
や活動及び交流を目的
とする 

ふくおか県の翼の会 大野城 

  男女平等社会の実現をめ
ざして、市へのアンケート
調査、審議会傍聴、市長と
の意見交換会等を行い活
動 

女性ネットワーク大野城 

 各団体・グループおよび 
個人の活動を尊重しな
がら連携・協調し女性の
意識の高揚と地位向上
を図り、真の男女共同参
画社会を達成すること
を目的とする 

ままいる 

ママ同士のつながりを
大事にしながら様々な 
企画やイベントをとお
して、ママも子どもも 
一緒に社会参画を楽し
むことを目的とする 

大野城子ども劇場 

  豊かな子ども時代の実現
のために定期的に観賞会
と自主活動、子どもの集
団作りを行い、子どもの
健全育成を目ざす 

男女平等の実現を推進する 

「チーム F」 

人権と平和に基づく男女平等
社会の実現を推進することを
目的に、学習会・研修会・啓
発事業の企画・開催 

大野城市地域貸出文庫 

連絡協議会 
大野城市内の地域貸出庫 
の相互提携により、地域文 
庫活動を充実し、読書活動
を推進する 

私たちが、男女平等推進センター 

アスカーラの登録団体です！ 
 男女共同参画の推進に取り組む 

団体の皆さんを応援するために、ｱｽｶｰﾗでは 

登録団体制度を設けています。 

登録すると施設や備品の利用などいろいろな 

面でｱｽｶｰﾗの支援が活用できます！ 

皆さんの団体も活動のステップアップの 

ために登録団体になりませんか？ 

お問合せは男女平等推進センターまで。 

よろしく 

お願いします！ 
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 アスカーラがリニューアルして 1年が経ちました。キッズルームや情報交流ひろばが 

できたからでしょうか。今まで以上にたくさんの笑顔にお会いすることができました。 

新年度も盛りだくさんの講座や企画で皆さんとお会いしたいと思っています！ 

 

 

 

 

 

           5／10（土）    3／14（土）  全 10 回 

              講座生大募集 
  コミュニケーションスキルや上手な話し合いの進め方、企画の立て方などみっちり学んで、楽しく仲

間づくりをし、地域の「ほっとけない」を解決する素敵なアイデアを考えてみませんか？  

この講座は、女性が地域社会でもっと活き活きと活躍できるようにするための応援講座です。   

  お友達を誘って、今より“もう 1歩”スキルアップしましょう！ 

   詳細は、まどかぴあ館内・市内公民館・コミュニティセンター等設置のチラシ（応募用紙含む）を 

   ご覧ください。まどかぴあホームページにも掲載しています。 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・料  金 

 

5/24（土） 
13：30～15：00 

多目的ホール（1 階） 

 

 

 

 

 男女共同参画条例制定記念講演会 

H18 年に施行された「大野城市男女共同参画条

例」を記念して講演会を開催します。講師は、中央

官庁に在籍しながら国連機関に出向し、『戦争復

興支援のプロ』として活動してこられた野田順康さ

んです。国際化が進む中で女性の活躍について考

えてみませんか？ 

 

講  師：野田 順康さん 

（西南学院大学法学部教授） 

テーマ：「女性が支える 
日本の国際化」 

定 員：100 名 
受講料：無料 
対  象：興味関心のある方 

 

①5/10（土） 
多目的ホール 

②5/17（土） 
301 会議室 

③5/31（土） 
調理実習 

①②10：00～12：00 

③ 10：00～13：00 

 

男性のための輝き人生塾 

～チャレンジする男性を応援します～ 

 
日常生活において、社会情勢や家庭事情の変化 

に対応できるように、健康・介護・料理についての 

基本を学びます。これからのセカンド 

ライフをもっと元気で 

充実させるための 

講座です。 

 

 

講 師 

①水原 博而 
（福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）  

②緒方 有為子（北九州市高齢者と介護 

の資質向上推進会議委員） 

③窪 祐子（調理師・菓子料理研究家） 

定 員：30 名 
受講料：無料 

（調理実習の材料費のみ実費負担） 
対  象：男性のみ 

（団塊世代、これから定年を迎える方） 

今年もやります！毎年好評です 

「あなたとわたしのための元気塾」（全 5回） ※詳細は 5 月号で！ 

①6/7 ②7/5 ③8/2 ④9/6  

⑤10/18 全回土曜 10：00～12：00 

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 

 

平成 26 年度地域女性リーダー育成講座
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○４月１、８、１５、２２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 

 

○４月２３日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城子ども劇場 

 
※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。 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜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
? 

パパにだっこされておはなしのへやに

来てくれた、ねねちゃん（6 ヶ月）。「子育

ては楽しい」と優しい笑顔のママとパ

パ。絵本は楽しかったかな？ 

すくすく大きくなあれ！ 

ている。日本の全就業者に占める 

働く女性の比率は欧米並みの 4 割 

程度だが、管理職への登用が遅れてい 

る。労働政策研究・研修機構による 

と、政治家や公務員などを含む「管 

理的職業従事者」に女性が占める割合

は 11.9％にとどまり、3～4 割を占め 

る欧米に比べ少ない。国立社会保障・ 

人口問題研究所の推計によれば、働き

手の中核にあたる 15 歳から 64 歳の 

「生産年齢人口」は 13 年の 7919 万 

人から 27年には 7000 万人を切る。 

人口減をふまえ働く女性を増やすに 

は、女性の登用を進めることが不可欠

になってくる。 

※内閣府「女性の活躍『見える化』 

サイト参照 

日本経済新聞 3 月 1日号一部引用 

4.9 
 ％ 

 上場企業 1150社の管理職に占め

る女性の割合が 33業種全体の平均

で 4.9％である事が分かった。保

険、空運、金融など一部の非製造

業種で 10％を超すが、欧米先進国

と比べ登用は進んでいない。政府

は指導的地位の女性の割合を 2020

年までに 30％に増やす目標を掲げ

ている。数値目標を掲げて女性登

用を進める企業が増えているが、

子育て支援など政策面の後押しも

重要になりそうだ。管理者とは原

則部下を持つ役職についている人

を指し、課長級以上にあたる。登

用比率トップは保険業（19.4％）

で、女性の客室乗務員が多い空運

（10.9％）など、女性活用を早く

から進めた業界は登用でも先行し 

  

アスカーラでは、下記の事業を企画・運営していただく実行委員さんを大募集しています！ 
市民力を発揮して、素敵なイベントをつくり上げませんか？ 
※興味のある方はアスカーラまでお問い合わせください。実行委員会の開催日のご案内をします。 

アスカーラ フェスティバル実行委員会 
＜目 的＞男女平等推進センターの開設を記念して毎 

年 8 月に開催しているフェスティバルを企

画・運営する委員会です 

＜対 象 者＞18 歳以上（高校生除く）であれば住所・性 

別関わらずどなたでも 

＜活動内容＞講師の人選やチラシ・ポスター作成、当日の 

進行や準備など、開催に関する全般 

 

※活動に対する報酬はありません 

※当日のみのサポーターも同時に募集します 

 大野城市男女共生講座 実行委員会 
＜目 的＞7 月から 11 月に月 1 回開催予定の大野城市

男女共生講座の内容について企画・実施す

る委員会です 

＜対 象 者＞18 歳以上（高校生除く）であれば住所・性 

別関わらずどなたでも 

＜活動内容＞講師の人選や準備、講座当日の進行、報告

書作りなど、講座開催に関する全般 

 

※活動に対する報酬はありません 

※当日のみのサポーターも同時に募集します 
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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＞ 

4 月 1 日（火）、3 日・10 日・17（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 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級① 

2 水 休館日 

3 木 ヘルシーエクササイズ講座① 

4 金 パパ・ママのための読書タイム 

5 土 
リニューアルオープン 1周年イベント 

パパ・ママのための読書タイム 

6 日  

7 月  

8 火 
啓発サポーター定例会  

ｽｷﾙｱｯﾌﾟｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級② 

9 水 アスカーラ市民グループ活動支援事業説明会 

10 木 ヘルシーエクササイズ講座② 

11 金 パパ・ママのための読書タイム 

12 土 パパ・ママのための読書タイム 

13 日  

14 月 
託児サポーター定例会 

情報サポーター編集会議 

15 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級③ 

16 水 休館日 

17 木 ヘルシーエクササイズ講座③ 

18 金 パパ・ママのための読書タイム 

19 土 パパ・ママのための読書タイム 

20 日  

21 月  

22 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級④ 

23 水  

24 木 ヘルシーエクササイズ講座④ 

25 金 パパ・ママのための読書タイム 

26 土 パパ・ママのための読書タイム 

27 日   

28 月  

29 火  

30 水  

４月の男女平等推進センター 

*ひとりごと* 「つくる」の向こうに・・・ 
 多くの方が何かしらの趣味をお持ちのようです。 
ひとつのことを追求される方、多くのことに挑戦 
される方と千差万別のことでしょう。 
自分は、後者のほうでバドミントン・木工遊 etc、 

それにボランティアと浅く広く楽しみ、特に木工

は時間を忘れ熱中します。時折、孫とおもちゃを

一緒に作って遊ぶことがありますが、その一こま。

たまに指を切った時などは大声で泣きます。でも、

しばらくすると母親らに「ほら、じいちゃんと○

○を作っていて、ここ切ったよ」と勲章をもらっ

たかの如く笑顔です。その姿をみると、自分の父

が色々なものを手作りする側で遊んでいたことを

懐かしく思いだし、少々器用なのはそのお陰では

と感謝します。 
ゲームもいいのですが、若い 

お父さん・お母さん、そして 
おじいちゃん・おばあちゃんへ…。 
子どもたちと「ものつくり」を 
一緒に楽しんでみませんか。 

（情報サポーター しもおおりだんしゃく） 
 
   ＜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/ 
   

 

「パパ・ママのための 
読書タイム」は、 
4 月から毎週金・土に 
行います！ 
どうぞご利用ください。 
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