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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2014年度男女平等推進センター主催講座風景 

 
                                                                                              

 

 

▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「大野城市男女共生講座⑤」「情報サポーター養成講座（全 4 回）」 
・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？「41」 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

2015 



 
 
 

 
 

 
 
郷土が誇る俳優・高倉健が 11 月 10 日に悪性リンパ

腫のため死去した。ファン層に人気の高い主演映画

「幸福の黄色いハンカチ」で俳優デビューしたのが、

これまた福岡出身の武田鉄矢である。彼の率いる海援

隊が 13 年ぶりにオ

リジナルアルバムを

リリースした。その

「去華就実～花散り

て次に葉茂り実をむ

すぶ～」の中に収録

された「そうだ病院

へ行こう」が話題になっている。歌詞に「手遅れにな

る前に」とか「どこかにあるはず悪いとこ」とか。笑

い飛ばすには重いテーマだが、向き合わなくてはと思

い始めた今日この頃である。 
人気の男女共生講座も最終章を迎えて、樗木先生の

血圧の講義を拝聴した。医師ほどモチベーションの明

確な職業も珍しい。一般に、とりあえず痛くもない高

血圧ではなかなか

病院には行かない。

この世間の盲点を

正して、一人でも多

くの患者を救おう

とする強い思いが

伝わってきた。血圧

について準備され

たレジュメは、なん

と 52 頁。「なぜ、高  
         血 圧 が い け な  
              いか」…端的に言え  

ば、血管壁のダメージが進み、血液の流れが多い臓器

（脳・心臓・腎臓など）が機能障害となることである。

野球界で国民的英雄の長嶋元監督の不調は、生活習慣

病に根差した不整脈・心房細動と説明された。生活習

慣の修正キーワードは、減塩・脂肪・減量・運動・節

酒・禁煙となる。熱のこもった解説でタイムオーバー

となったが、時間延長で女性医師の現状と九大病院の

取り組みにも触れられた。最後には家族写真のご披露

も。3 人の子育てには並み並みならぬご苦労があった

と推察される。優秀な人材を活用して、且つ又世代の

後継も諦めない…がスタンスだ。更なるシステム整備

が望まれる。 
4 月の新聞で健康とされる基準値が緩められると発

表があり、物議を醸した。要はデータによる修正と言

うことだった。医療費増加に追いつかない健康保険へ

の布石じゃないかと、裏を勘ぐる向きも多かっただろ

う。自身も医療界への不信感から、病院は行かぬに越

したことはないと敷居を高くしていた。が、先日友人

が連合いを亡くした。高血圧でも元気で明るい人柄で、

会って楽しい方だった。このタイミングでの受講は、

購入直後の測定ブームから埃をかぶっていた血圧計

の再登場を生んだ。樗木先生、多謝多謝！ 
講演前の啓

発サポーター

「まどか」は

YES・NO の

札を配って、

会場参加型の

ゲームを準備

してくれてい

た。数字に見る男女 
共同参画は、道 
まだ遠し。来年 
度への期待がふくらみ、大いに啓発されたい。 

（情報サポーター  山口 郁子） 
                          

大野城市男女共生講座 第 5 回 

「もっと知りたい高血圧と心房細動 
               ～医療を支える女性医師～」 
日にち：11 月 18 日（火） 

講 師：樗木 晶子（ちしゃき あきこ）さん 

（九州大学大学院医学研究院 保険学部門 教授） 

 

一口メモ＜正しい血圧のはかり方＞ 

朝 起床後 1時間以内 

   排尿後（排尿前は血圧が高い） 

   座位で 1～2分安静 

   服薬前・朝食前 

晩 就寝前 

   座位で 1～2分安静 

 
※ＪＳＨ 
家庭血圧測定条件設定の指針より 

専門的かつユーモアに富んだ
お話しぶり。気さくなお人柄
に会場も沸く！ 

『子育て期の父親が一日に費や
す育児時間は 50 分。○か×か?』
「結構難しい…」札が分かれま
す。（正解は下記へ） 

正解は×。何と 39 分です。ちなみに家事の時間は 28 分。 

※黄色いハンカチの写真はフリー素材を使用 

■2    男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 1 月号  



 

 

 みなさん明けましておめでとうございます。今年もアスカーラをよろしくお願いします。 

 新春最初のイベントは「林真理子講演会」です。おかげさまで早々に前売り券は完売し 

ております。1月 20 日（火）大ホールで皆様のお越しをお待ちしています。 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・内 容・料  金など 

①2 月 6 日（金） 

    10：00～12：00 

②2 月 13 日（金） 

    13：00～16：00 

③2 月 20 日（金） 

    10：00～11：30 

④2 月 27 日（金） 

    10：00～11：30 

※306 会議室（3 階） 

②のみ 

多目的ホール（1階） 

託児サポーター養成講座 
～あなたにできる 

子育て支援ボランティアです～ 

 
まどかぴあ主催のイベントや講座の託児サー

ビスをお願いする「託児サポーター」の養成講

座です。年齢・性別に関わらず受講できま

す。現在 66 名の方が登録し、活動していま

す。あなたも皆さんと一緒にイキイキと活動し

ませんか？ 

※2/9（月）～2/23（月）の間に 

託児実習を 1 回必ず体験してください 
 

 

①「ボランティアと託児について学ぼう！」 

講師：古賀桃子さん 

（ＮＰＯ法人ふくおか NPO センター代表） 

②「子どもを守るための幼児安全法」 

講師：日本赤十字社福岡県支部職員 

③「子どもと保護者とのコミュニケーション 

    ～よりよい託児をめざして～」 

   講師：吉塚和美さん（福岡子ども短期大学講師） 

④「子どもと遊ぼう！ふれあおう！」 

講師：田中厚子さん 
（子育て支援アドバイザー） 

＜定員＞ 30 名  ＜受講料＞無料  

①2 月 21 日（土） 

    10：00～15：00 

②2 月 28 日（土） 

    10：00～15：00 

※303 会議室（3 階） 

 

女性のための起業応援セミナー 
～夢をカタチに！ 

アスカーラでスタート！～ 

 

起業を考えたり、起業して間もない人。新しい

働き方を求めて模索している人。そんなあな

たへの応援セミナーです。夢をカタチにするた

めにまずは 1 歩踏み出してみませんか。 

中小企業診断士や公認会計士、税理士、社

会保険労務士の資格を持つ講師が丁寧に指

南します。起業経験者の話もあります。 

<1 回目＞ 

①「後輩たちへのメッセージ」 

②｢私の起業体験と取り組み｣ 

③「起業の準備と心構え」 

④「起業のための資金調達」 

⑤交流会 

＜2 回目＞ 

①「知らないと損をする税金のいろは」 

② 「知っていると得をする起業時の助成金 

③ 「売上・利益計画の立て方」 

④ 「ビジネスプランの立て方・まとめ方」 

＜定員＞ 30 名  ＜受講料＞2,000 円  

3 月 7 日（土） 
多目的ホール 

10：00～12：00 

13：30～15：30 
 

＜バザー＞ 

ギャラリーモール 

 10：00～16：00 

 ※詳細は館内等の設

置チラシをご覧く

ださい 

第 19 回大野城男女共生フォーラム 

「輝き はばたく！ 明日へつなぐ」 

 

女性も男性も共に活き活きと共同参画するコ

ミュニティ都市づくりをめざして、今年も男女

共生フォーラムを開催します。 

 

※小・中学生図画ポスター・標語作品はギャ

ラリーモール(1 階)に展示（2/28～3/10） 

※活動団体によるパネル等はアスカーラギャ

ラリー（3 階）に展示（3/7～3/14） 

※詳細はまどかぴあ総合案内、男女平等推

進センターまで 

○10：00～12：00（多目的ホール） 

開会式および「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 

○13：30～15：30（多目的ホール） 

講演「マスメディアと男女共同参画」 

講師：阪井俊文さん（九州女子大学非常勤講師） 

パネルディスカッション 

「女性アナウンサーと共に考えるメディアの 

これまでそしてこれから」 

パネリスト：古山和子さん（シネマコーディネーター） 

安田瑞代さん（RKB 毎日放送コンテンツ制作部長） 

福田典子さん（RKB 毎日放送アナウンサー） 

コメンテーター：阪井俊文さん 

コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

参加料：500 円（1 月 20 日発売） 

       男女平等推進センターにて販売 

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 

 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 1 月号 3■ 

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


         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
（参考：消費生活に関するパネル調査：公益財団法人家計経済研究所） 

 

                  
 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

＜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
? 

 

キッズルームで行われた「お楽しみ会」

の様子です。フェルトで作ったケーキや

ドーナッツ、バナナ etc。今日は何のお

買いもの？ごちそう作って、みんなで

パーティしよう！。 

い行動の時間を約 35 分、趣味や

娯楽、交際の時間を約 20 分と自

分の時間を減らし、働く時間を捻

出していた。一方で夫の仕事の時

間は 3 分増の 9 時間 53 分、育

児・家事が 2 分減の 41 分とほぼ

変化がなかった。妻が仕事の時間

を増やすと妻自身に家事や育児

の負担が集中し、夫による家事や

育児の補填は得にくい状況であ

ることがうかがわれる。夫に平日

の家事・育児に関わる余裕のない

ことがうかがわれ、企業が男性の

働き方を変える努力をしなけれ

ば、この構造は変わらないといえ

るのではないか。 

※妻の平均年齢は約 43.0 歳 

41    

共働きの夫婦で、妻の仕事の時間

が増えた場合、家事・育児にかけ

る時間の負担はどうなるのか。

2014 年 10 月 15 日に発表され

た公益財団法人・家計経済研究所

の調査で確認された。調査は、24

から 54 歳の共働きをしている女

性 683 人が対象で、女性自身や夫

の時間の使い方などを尋ねた。

2012 年と 13 年を比べ、働く時

間が増えた 212 人の回答を分析

した。平日の 1 日平均でみると、

13 年の妻の仕事の時間は 7 時間

51 分で 1 時間 12 分増加。これ

に対し、家事・育児の時間は 19

分減って 3 時間 59 分だった。睡

眠や食事、入浴など毎日欠かせな

 

第 13 回福岡県男女共同参画表彰受賞者が決定しました！ 
福岡県では、生産年齢人口の減少など社会情勢の変化に対応し、活力ある社会を築くため、女性が生き生きと働き

活躍できる男女共同参画社会の実現をめざしています。そこで男女共同参画の推進に著しい功績があり、地域や職

域における県民の皆さんの取り組みの模範となるような活動を行っている県民、団体及び企業を表彰しています。今

回の表彰は下記のとおり決定しました。 

 

【社会における女性の活躍推進部門】 

◆水落 重喜さん（農事組合法人きのこの里理事長） 

・・・女性農業者の育成、女性の農業経営参画の支援 

◆佐川急便株式会社久留米営業所（運送業）・・・女性が働きやすい環境の整備 

【困難な状況にある女性の自立支援部門】 

◆特定非営利活動法人 女性エンパワーメント福岡・・・DV 被害女性の自立支援 

【女性の先駆的活動部門】 

◆林 弘子（宮崎公立大学学長、弁護士）・・・女性の労働問題、権利侵害などへの取り組み 

◆嶋井 元子（ガルヴァ助産院 助産師）・・・助産師として、地域や海外で幅広く活動 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○１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 
 
○１月２８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。ゆっくり子どもさんと遊ぶ時間を楽
しんでください。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

アスカーラの支援団体、女性ネットワーク大野城の登録団体でも 

ある女性エンパワーメント福岡の代表の松崎さんの受賞の様子。 

受賞おめでとうございます 

■4 男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 1 月号  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 月 18 日から 12 月 9 日までにかけて 3 パター

ン 4 回の情報サポーター養成講座が開催された。 
 

 
情報サポーターの活動は毎月 1 回。午前中は情報

誌「すてっぷ」の校正や次回の取材者をきめる編集

会議。「すてっぷ」は毎月発行され、まどかぴあの

ほか大野城市内の各施設や他市の公共施設にも配

布される。勿論まどかぴあホームページにも掲載さ

れ、インターネットでも見ることができる。 
午後は新聞切抜き掲示物「 窓 」の制作。出来上

がりは 3F のアスカーラ情報交流ひろばにお出でに

なれば一目瞭然。壁面いっぱいに展示してある。2
ヶ月毎に男女共同参画を視点に置いた問題を中心

に取り上げ、皆さんへの問題提起。お子さんにも喜

ばれているようだ。なにしろ小学校の図工の時間の

ようにみんなで生き生きとした作業。集まりは楽し

い話題と笑顔に満ち溢れている。 
 

 
 ＜第 1 回 資料作りの楽しいお散歩＞ 

「三兼池、梅頭跡、水城跡」を学芸員の説明を聞

きながら歩く。6
世紀後半からの

須惠器の窯跡。

唐や新羅からの

防衛のための水

城跡。初冬の穏

やかな日差しの

中を古代へタイ

ムスリップした。 
＜第 2 回・3 回 黄金の 3 分割＞ 

いきなりの実践講義。第 1 回の見学記を含め計 4
編の文章作成作業。 
※「短文は名文なり」：見

え透いた飾り文はすべ

て切り捨てる。「案内文

にあるようなことは極

力省略」。 
※「黄金の 3 分割」：起承

転結よりも 3 分割で構

成を考える方が文章を作りやすい。 
※「自分の主観、主張を大事に」：このことを繰り

返し強調されていた。 
さらに、欲張らない・幹を一本明確に・シンプル・

整理・読み手に頭を使わせない……。 
提出した400字の文章には3行の寸評が付されて

いた。「たった 3 行でも十分に思いを伝えられる」

と云うメッセージだと受け止めた。厳しい課題をこ

なしながらも、会場は元バスガイドの「阿蘇の恋歌」

が披露されるほどの和やかなものになっていた。 
＜第 4 回 作品作りに満足感＞ 

パソコンの基

本操作にワード

で原稿を作って

編集。写真イラス

トの挿入やデザ

インなども。短時

間にもかかわら

ず、肩こりを気に 
しながら熱心に取り組んだ。 
  
 
「百聞は一見にしかず」と

いいます。ぜひとも 3F の

アスカーラにお越しくだ

さい。 
誰でも何時でも気楽に

参加できます。情報サポーターの様子を見れば、自

分もやってみようかなと思うこと間違いなし。楽し

さルンルン気分になれますよ！！「きらり☆私発

信」しよう！  （情報サポーター  原田 久） 

情報サポーター養成講座 

「キラリ☆私発信」しませんか？ 

①日にち：11 月 18 日（火） 

  「大野城市の史跡を訪ねよう！」 

  講 師：大野城市ふるさと文化財課学芸員 

②③日にち：11 月 27 日（木）・12 月 4 日（木） 

    「見学記を書こう」 

講 師：馬場 周一郎さん 

（元西日本新聞社編集局文化部長） 

④日にち：12 月 9 日（火） 

  「パソコンは楽チン ～世界で一つだけのページを作ろう～」 

  講 師：竹中 ひとみさん（有限会社アキラ企画）  

 

中にはパソコン初心
者も…。学ぶ受講生の
目はキラキラ☆ 

                                   男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 1 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  ☆ 
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＞ 

1 月６日（火）、８・15・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 木 休館日 

2 金 休館日 

3 土 休館日 

4 日 休館日 

5 月  

6 火  

7 水 休館日 

8 木 ヘルシーエクササイズ（後期）③ 

9 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム  

簿記 3級（夜）⑰ 

10 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

11 日  

12 月  

13 火 啓発サポーター定例会 

14 水 簿記 3級（夜）⑱ 

15 木 ヘルシーエクササイズ（後期）④ 

16 金 

情報サポーター編集会議 

ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級（夜）⑲  

17 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） 

18 日  

19 月 簿記 3級（夜）⑳ 託児サポーター定例会 

20 火 林真理子講演会 

21 水 休館日 

22 木 ヘルシーエクササイズ（後期）⑤ 

23 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級（夜）㉑ 

24 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

育休カフェ＆トーク 

25 日  

26 月 簿記 3級（夜）㉒ 

27 火  

28 水 事業サポーター定例会 簿記 3級（夜）㉓ 

29 木  

30 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム  

簿記 3級（夜）㉔ 

31 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

*ひとりごと* 私の姪（2歳）にはＡちゃんという仲

良しがいる。皆で遊んでいた時の事。Ａちゃんが姪の

持っているおもちゃをすぐ取るのでＡちゃんの母親

は悪いと思い、姪に新しいおもちゃを渡す。それを見

たＡちゃんがまた姪のおもちゃを取る。そんなやり取

りが 4回ほど続いて、とうとうＡちゃんの母親が大声

で叱った。するとＡちゃんは火がついたように泣き出

した。その様子をじっと見ていた姪が、Ａちゃんにス

ッと自分のおもちゃを差し出した。Ａちゃんは泣き止

み、姪に向かって「ニコッ」と笑いかけた。そしてい

つもは誰にも貸さないお気に入りのおもちゃを姪に

渡した。 

この話を聞くとＡちゃんはわがままのように思え

る。だが、姪も独占欲が強く、母親（私の姉）の前で

はやりたい放題で心配させるが、前文のように優しい

一面もある。Ａちゃんだってきっと同じだろう。たっ

た 2年と少ししか生きていない 2人だが、遊んで喧嘩

して、一丁前に心の触れ合 

いまである。この話を聞いて、 

私の心はとてもほっこりした。  

(情報サポーター ゴールド) 

 

＜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/ 

 

１月の男女平等推進センター 
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