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アスカーラとは…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 「あなたとわたしのための元気塾③」 「男女平等推進センター アスカーラフェスティバル」 
・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 

・平成 26 年度 人権を学ぶ講座 

 ・私たちのワクワクが明日をつくる（第 5 回 公開講座）レポート 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

第 17 回男女平等推進センターアスカーラフェスティバルの風景  8/23（土）開催 



 
 
 

 
 

 
「DV をなくすために 私たちができること」原

さんは、まず「DV」とは何かをきちんと理解する

事が大切だと言われた。現実はまだ、身体的な暴力

だけが「DV」だと思っている人が多い。それは身

体につけられた傷痕が実際に目に見えるからだ。し

かし精神的暴力は、目には見えない心の傷として残

り、被害者の人権をひどく損なう。日常生活の中で

当り前のことを当り前にできない理不尽さも「DV」

に他ならない。あなたがもし、夫やパートナーから  
①自分で何かを決めること 
②長年培ってきた経験や趣味 
③正しいと信じてきた価値観 

などを管理されたり否定されたらどうだろう。親・

親戚・友人・同僚との交流を禁止されたら……。食

べるものや着るものまでいちいち許可を受けなけ

ればいけない生活を強いられたら……。一般的には

想像しがたいことだ

が現実に起こってい

ることだ。  
また、DV は被害者

も加害者も周りもそ

れとは認知していな

いことも多々ある。身

体的・精神的暴力に加

えて、社会的暴力・経済的暴力・性的暴力・子ども

を利用した暴力など力で支配する不平等な関係も

DV をわかりにくくしている行為だ。 
 
DV を受けていない人は、被害者がなぜ逃げない

のか、反撃しないのかが不思議でならない。原さん

は被害者の混乱、無力化に原因があると説明する。

その要素として 
○被害者自身が DV だと理解していない（したくない）

○様々な暴力を一貫性なく、組み合わせて強弱をつけ  
て出してくるので、対処法がわからない 

○夫からの暴力、暴言、謝罪、その後に繰り返される

暴力の意味がわからない 

○様々な感情を否定され、自分の気持ちがわからない

○怖いけれど夫への愛情が残っている（怖いけれど家   
にいたい） 

○子どもを父親のいない子にしたくない 
○我慢すること以外にできることがない 
○怒らせた自分が悪い 
○別れ話をすると報復が怖い、もっとひどい暴力にな

るという恐れ 
など個人的な理由があげられる。 
そして、それに加えて 
●封建的、家父長制度のなごり 
●高度経済成長時に強化された性別役割分担意識

●身近なものからの暴力に対する許容的な文化 
●しつけと称した家庭内暴力を容認する家族観 
●DV への世間の理解不足と男女共同参画社会が進

まない社会的背景 
など歴史や通念により長い時間かかってつくられ 
た社会的なものも、ＤＶを温存強化する後押しをし 
ている。 

 
原さんは多くの被害者女性のカウンセリングに

心理士としてあたっており、その事例も報告された。

それは10代から70代まで年齢に関係なく生々しい

暴力の内容だった。 
さてそこで、専門家ではない私たちが被害者に相

談された場合、何ができるのか。それは、まず被害

者と子どもの安全確認をしながら「支援」と「ねぎ

らい」を行うこと。 
■当事者の立場にたってしっかり話を聞く。この時

事実を否定したり責めたりしない。「あなたは悪

くない」というメッセージを伝える 
■暴力を容認しない 
■秘密を守る 
■相談機関な 

どを教える 
大事なことは 
基本的に本人 
の意思を尊重 
し、自分の意 
見を押し付けずに傾聴を心がけること。あまり深入

りすることなく、自分の安全も考えながら関係機関

との連携も視野に入れつつ、支援することが求めら

れる。      （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 第 3 回 

「DV をなくすために 私たちができること」 
日にち：8 月 2 日（土） 

講 師：原 健一さん 

（佐賀県 DV 総合対策センター所長） 

■2    男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 10 月号  



 

 

 いよいよ秋本番！今年も男女平等推進センターでは、多様な講座を企画しています。 

学習のため…健康のため…仕事のため…趣味のため…OK！あなたにあった講座を見 

つけて、ぜひお申し込みください。素敵な一歩を踏み出して、充実の秋にしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

11／12(水)～ 

2015 年 2／13(金) 

（全 28 回） 

 

18：30～21：00 

304 会議室 

（3 階） 

 

スキルアップのための 

簿記講座（日商簿記 3級） 

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。簿記を

学んで経理事務に必要な会計知識

を身につけましょう。 

講  師：高島喜代美さん 

     （福岡地区職業訓練会講師） 

受講料：17,000 円（テキスト・資料代含む） 

※大野城市内在住・在勤で生活保護等の受給され

ている方を対象に受講料減額制度があります。託

児料も無料になります。 

申込先：筑紫地区商工会職業訓練会 

      電話 092（581）3412 

      FAX 092（581）3703 

＜主催＞筑紫地区商工会職業訓練会 

①11／18（火） 

  館外研修 

場所：１階総合案内前 

時間：13：00 

②11／27（木） 

③12／ ４（木） 

  301 会議室（3 階） 

13:30～15:30 

④12／ 9（火） 

  202 会議室（2 階） 

13:30～16:00 

情報サポーター養成講座（全 4 回） 

キラリ☆私発信 
男女平等推進センターが毎月1回発

行する情報誌「すてっぷ」や掲示物

「窓」を作成する情報サポーターの養

成講座を開催します。 

・講座やイベントに参加する事が好き 

・楽しいことはみんなに教えたい 

・好奇心は星の数ほど 

・何かやりたい 

・ウンチク語らせたら止まらない 

そんな「あなた」を待っています！ 

①「大野城市の史跡を訪ねよう！」 

三兼池、梅頭遺跡、水城跡、他 

※マイクロバス使用 

②③「見学記を書こう」 

馬場 周一郎さん  
（西日本新聞社企画委員・元同社編集局文化部長） 

④「パソコンは楽チン 

～世界で一つだけのページを作ろう～」 

竹中 ひとみさん(有限会社アキラ企画） 

 

受講料：無料   定 員：30 名 

原則全 4 回参加できる方 

期間  

12/11（木）～ 

2015 年 3/26（木） 

（全 11 回・木曜日） 
 

昼の部 13：30～15：00 

夜の部 19：00～20：30 

多目的ホール（1 階） 

ヘルシーエクササイズ講座

（後期） 
毎年大好評のヘルシーエクササイズ

講座の後期のみの募集です！ 

年齢や経験に関係なく、自分のペー

スで出来るエクササイズです。 

※申込期間 

10/6（月）～10/30（木） 

講  師：昼の部 藤
と う

 像救子
み ち こ

さん・船越 光子さん 

夜の部 土井 孝子さん 

募 集：若干名（昼・夜の部とも） 

受講料：2,640 円 

対  象：一般女性(20 才以上) 

※ソフトジム代金 1,200 円 

（持っていない方のみ） 

託 児：昼の部のみ 

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 

 

耳より 

情報 
  

        

 

 

＜時 間＞18 時 30 分開演／18 時 00 分開場 

＜会 場＞大ホール（まどかぴあ 1階）全席自由 

＜料 金＞500 円（当日券 600 円） 

＜チケット発売日＞ 

友の会 10／14（火） 

一 般 10／21（火） 

まどかぴあ 
総 合 案 内 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 10 月号 3■ 
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～人権について、色々と考えてみませんか～ 
 ※第 1回目は 9月 20日に終了しましたので掲載しておりません。時間は全て 10：00～12：00です。参加無料 

 

 

 

 

 

回 日にち・会場 テーマ 講師 内容 

2 

10 月 25 日（土） 

北コミュニティセンター 

視聴覚室 

現場から見た孤立死防止 

速水 靖夫さん 

（NPO 法人 

孤立防止センター 理事長） 

高齢者の

人権 

3 

11 月 15 日（土） 

南コミュニティセンター 

視聴覚室 

子どもの声に耳を傾けて 

三宅 玲子さん 

（NPO 法人チャイルドライン 

  「もしもしキモチ」 事務局長） 

子どもの

人権 

4 

1 月 17 日（土） 

中央コミュニティセンター 

視聴覚室 

一歩成長の喜び 

星先 薫さん 

（NPO 法人 

コミュニケーション・アート理事） 

障がい者

の人権 

5 

2 月 21 日（土） 

東コミュニティセンター 

研修室 1・2 

女性の人権と女性への暴力 

石本 宗子さん 

（久留米市男女平等推進センター 

相談コーディネーター） 

女性の 

人権 

6 

3 月 21 日（土） 

大野城まどかぴあ 

202 会議室 

大切な人を自死でなくすと云う事

～子どものグリーフサポートの   

現場から～ 

田口 寛子さん 

（こどもグリーフサポートふくおか  

代表理事） 

自死問題 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○１０月７、１４、２１、２８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 
 
○１０月２７日（月）１０：３０～ 

 担当：HAND  IN  HAND 
 
※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！ 

今回の地域女性リーダー育成講座は「まちづくり」のいろいろな事例をなるべくたくさん 

の方に聴いて頂きたい想いから公開講座として開催しました。講師は、九州大学大学院 

人間環境学研究院専任講師の田北雅裕さんです。田北さんは、教鞭をとる傍ら、デザイ 

ナー、まちづくりプランナーとして様々な地域のプロジェクトに関わっていらっしゃいます。 

講座の大半を占めたのは、自ら移住して住民の立場から深く「まちづくり」に関わった熊 

本県杖立温泉街の取り組みでした。まちづくりとは、①地域社会の広がりの中で、社会的 

に孤立している人たちを支援する事 ②居合わせ 

た人たちと共に日々の暮らしの中の問題を解決し、 

次世代に希望をつないでいくことだそうです。そして、1 から始めるイメージでは

なく、今ある地域活動をしっかり反省し、改める勇気や柔軟性を持つことが大切

とのこと。そして、「好きな事」ではなく「なんとなく気になってほおっておけない」

ことを皆でつながって活動することが大事と話されました。地域活動、まちづくり

に関して「心」と「技」両面で素敵なヒントをいただきました。 

今日は、地域貸出文庫さんのお楽しみ会。

布のおもちゃがいっぱいです。音が出る不

思議なマットも登場。フェルトで作ったおか

しやハンバーガー、ケーキを並べてお店 

屋さんごっこ。布のお金を持ってみんなで 

お買いもの、楽しいね！ 
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振袖から作ったという華やかな袴姿は貴公子のよ

うだ。浅野祥さんは宮城県仙台市の出身で 5歳のとき

から三味線を始めたという。津軽三味線の全国大会に

おいて、各クラスの最年少記録を塗り替え、殿堂入り

を果たした 24 歳の若き津軽三味線奏者だ。たった 3

本の絃で無限に表現する繊細で豊潤な調べは会場の

聴衆を魅了する。「津軽三味線を聞いたことがありま

すか？」冒頭の問いかけに、今時の若者にない爽やか

さがある。3 本の絃の 1 本 1 本の響きにこだわり「三

味線１本でどこまでできるか？」2007 年にメジャーデ

ビュー以来、プレイヤーとしての彼の挑戦が始まった。

民謡・古典芸能はもちろんのこと、演歌やクラシック、

ポップ･ミュージック等と共演。そんな無限の好奇心

が独特の響きを奏で、ずば抜けた表現力はジャンルを

超えて活動の幅を広げている。津軽三味線で最もスタ

ンダードな民謡の一つ「津軽あいや節」の元歌は熊本

県天草の「牛深ハイヤー節」にあるそうだ。そういえ

ば節回しが似ている。皆

さんと一緒に楽しむのが

一番好きだと言い、演奏

の前半から観客を巻き込

んでの楽しい舞台運びは

彼独特のスタイルだ。後

半は地元の福岡で活躍し

ているピアノ奏者國友章

太郎さんやテレビの情報

番組でも活躍中のフルー

ト奏者中西久美さんとのセッション。クラシックや映

画音楽の「第３の男」、民謡など３者共演のコラボレ

ーションが見事だった。 

 

福岡は都市の近くに海も山もあっていい街だと、本

日の講師、福岡県出身の倉田眞由美さんは言う。大学

卒業時は就職氷河期で就職できなかったが、“ヤング

マガジンギャグ大賞“に応募して、見事大賞を受賞。

2000年にダメ男を好きになる女たちを描いた漫画「だ

めんず・うぉ～か～」がブレイクし人気を集める。23

歳でデビューしたが、例にもれず底辺の生活が続く。

28歳ぐらいからやっと生活できるようになった。有名

漫画家の中には税金で道路ができるくらいの人もい

るそうだ。結婚は 2度目で夫は 3度目。自己破産した

ダメ亭主だが、いい加減な夫に救われている部分があ

り、5 年続いている。周りの評価はうるさいが世間体

は自分の中にあると思うので気にしない。夫婦仲が悪

くなったら別れの時だし、幸せの定義は人それぞれだ。

社会は変わっても、日本の結婚観はずーっと変わって

いないと思う。また、日本の少子化の原因は①パラサ

イトシングル ②婚外子への差別 ③女性の仕事・子

育ての難しさ と分析。最後に、「人間は幸せな人の

傍にいると 25％貰えるらしい。それを他の人に伝染し

ていくと幸福は広がっていく」とメッセージがあった。 

 

浅野…三味線楽器の

棹に使われて

いるのは輸入

の高級木材で、

鼓の部分は猫

の皮や犬の皮、

糸は絹糸。貴重な材料が使われているので大事

にしている。芸事の世界は厳しいが、色んな

人々との出会いがあり、ジャパンオリジナルを

大事にしながら頑張っていきたい。 

倉田…予測だけで考えるのではなく、ライブに行かな

きゃわからないことがある。どんどん人を巻き

込んで乗せていく力がある。子どもは 2人いる

が夫が家事をやってくれているし、自分自身は

ありのままに生きてきたというのが本音。これ

からは「私たちはもう○○だ」と言わずに「ま

だ○○だ」と言って生きていきたい。 

林田…嫁・姑の関係も昔から変わっていない。変化の 

嫁に対し姑は戦後からそのままだ。諍い（いさ

かい）を避けるには距離を置くのもいい。人と

人が手を取り合って行くには、自分をしっかり

持って生きるしかない。 

フィナーレはマイクなしで「津軽じょんがら節」を演

奏。にぎやかに幕を閉じた。最後になったが、このフ

ェスティバルに尽力された実行委員の皆様、お疲れ様

でした。        （情報サポーター 昴） 

第 17 回男女平等推進センター ｱｽｶｰﾗフェスティバル 

夏の Rondo(輪舞)～共生の輝き～ 

日にち：8 月 23 日（土） 

＜第 1 部＞津軽三味線「伝統と挑戦」 

＜第 2 部＞講演＆ミニトーク「自分らしくありのままで」 
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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  ☆ 
全て相談は無料です。 

まずはお電話でお問い合わせください。 

■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＞ 

10 月 7 日（火）、9 日・16 日・23 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。予約時に①か②をお申し出ください。     

①男女不問：賃金未払いや雇用形態、セクハラ等仕    

事の事なら何でも労働相談員が受けます 

②再就職を目指す子育て中などの女性：就職全般の            

アドバイスを就業アドバイザーが受けます 

 

 

日 曜 予      定 

1 水 休館日 

2 木 福祉住環境 2級⑤ 

3 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑱ 

4 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

市民グループ活動支援事業（福岡友の会） 

変わってしまった女と変わりたくない男 

5 日  

6 月 託児サポーター定例会 福祉住環境 2級⑥ 

7 火 
啓発サポーター定例会  

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級⑤ 

8 水 簿記 3級午前の部⑲ 

9 木 
福祉住環境 2級⑦ 

大野城市男女共生講座④ 

10 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑳ 

11 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

わたしたちのワクワクが明日をつくる⑥ 

12 日  

13 月  

14 火 簿記 3級午前の部㉑ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級⑥  

15 水 休館日 
16 木 福祉住環境 2級⑧ 

17 金 
情報サポーター編集会議  

簿記 3級午前の部㉒ ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム  

18 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

あなたとわたしのための元気塾⑤ 

19 日  

20 月 福祉住環境 2級⑨ 簿記 3級午前の部㉓ 

21 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級⑦ 

22 水 簿記 3級午前の部㉔  
23 木 福祉住環境 2級⑩ 

24 金 
簿記 3級午前の部㉕  
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

25 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

市民グループ活動支援事業（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏちかっぱ応援団） 

市民グループ活動支援事業（チーム F） 

26 日  

27 月 福祉住環境 2級⑪ 簿記 3級午前の部㉖ 

28 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級⑧ 

29 水 
簿記 3級午前の部㉗  

ママの未来チャレンジ① 
30 木 福祉住環境 2級⑫ 

31 金 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

*ひとりごと*  キキョウは大野城市の花。6 月末に

市役所で頂いた苗は予想に反して、茎は直径 1 ミリ

位、茶色みを帯びて草というより木の苗に見える。2、
3 日もすると緑みを増してきた。7 月の終わりに先の

方にちっちゃな花芽らしきものが出来、卵型の蕾が 
日増しに大きくなる。やがて「大」の字の線を包み 
込むように 5 角形に膨らんできた。これでようやく 
キキョウの花が見られるとホッとした。8 月 5 日待 
ちに待った開花。早朝薄明かりに蕾が色づいている。

１片がほころび次々に花冠の先が 5 裂、桔梗色の「大

の字」に開く。大きな柱頭も見える。 ◆「桔梗の花 咲
く時ぽんと言ひそうな」加賀千代女  ◆花言葉は「清

楚、気品」 ◆秋の七草「萩の花、尾花、葛花、撫子

の花、女郎花、藤袴、朝貌（ききょう）の花」（万葉

集）◆根のサポニンは去痰鎮咳作用 ◆絶滅危惧種◆

朝鮮半島の民謡「トラジ」とはキキョウのこと…季節

は正に実りの秋｡色鮮やかな空気に包まれて大いに楽

しみたい。         （情報サポーター 原田 久） 

＜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/ 

 

10月の男女平等推進センター 
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