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大野城まどかぴあ男女平等推進センターは、平成 25 年 4 月 6 日（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「今こそ輝く地域力 課題解決のためのロジカルシンキング」「子どもの未来を考える講演会」 
・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 

・かるた GAかたる男女共同参画 読み札受賞作品決定！ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

男女共同参画 

読 み 札 表 彰 式 
 

アスカーラとは 



■2    男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 2 月号  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

今回の講座は、事前に渡されていたケース問題を

読んで、自分なりの回答を持ち寄りグループトーク

する形式。これはケースメソッド（まるで実際にあ

ったかのような具体的な物語を教材にして話し合

う）という手法で、新しい体験でした。 

 ケース問題は「リーダーの役割って何だろう?」

登場するのは、委員会のリーダーの美穂子・委員会

メンバー・美穂子の夫・地域。元来、生真面目で与

えられた仕事はきちんとこなすタイプの美穂子が、

委員会内で孤立し、「何のために、この活動をして

いるんだろう?」と悩むケースです。 

設問は 

① 美穂子とメンバーの間には何が欠けているのだ

ろうか 

② 美穂子が今後、この委員会でリーダーを続ける

にはどうすればよいだろうか？ 

事前に自分なりに考えて来た意見をグループ内で

交換。テーブルに広げてある模造紙に、自由に書き

込みをします。今回、偶然同じグループになった 5

～6 人が思いつくままにどんどん書き込みをすると

すぐに模造紙が埋まりました。さらにグループ毎の

発表を聞くと、私が気付かなかった美穂子自身（人

の意見を聞いていない）、委員会メンバー（思いや

り不足）、夫（自立を促す）、地域（前任から引き継

ぎ）などの問題がみえてきました。頭で考えるより

視覚で整理するほうが解りやすいと思いました。 

 

問題解決シートに、①問題（うまくいっていない

こと、現状）②原因（その主な原因）③対策（どう

したらいいか）を記入して考えるのですが、ここで

表題にあるロジカルシンキングの学習です。グルー

プトークに入る前に学習した話し方の中で、私が普

段出来ていないと感じたのは簡潔な話し方です。そ

れは＜PREP法＞といい、次のような内容です。 

Point(要点)⇒最初に結論（主張） 

Reason (理由)⇒根拠が示せること 

Example (具体例)⇒相手のわかる事例(事実) 

Point (要約)⇒最後にもう一度結論  

このことを心がけて話すと、何をテーマに話してい

るかが課題からそれないようになると感じ、これか

らも実践して行こうと思いました。 

他にも 

◆自分の意見を 15秒で簡潔に話す 

◆曖昧ではなく、正確に表現する 

◆あなたの話が伝わらない理由 

論理性←筋が通っていないのでは？ 

  感情←相手の心情を動かせないのでは？ 

◆反論される 2つの理由 

  因果関係が説明できない 

  漏れやダブリがある   

がありました。 

ロジカルシンキン

グは論理的思考、概

念化思考（本質を捉

える能力）など、い

ろんな意味があるよ

うです。今回は、誰

にもわかりやすく、

相手とともに納得し、

協調していくための思考法を学びました。 

 最後に、「課題達成、成功する法則」を教えてい

ただきました。それは、 

◇陽転思考で生きる 

◇他人のせいにしない 

◇人を喜ばそう、助けよう、感謝しよう 

◇成功のイメージを持とう 

◇素直さ、学習 

◇即行動     ですよ!! 

（情報サポーター 森） 

市民活動支援事業 

「今こそ 輝く 地域力 
課題解決のためのロジカルシンキング 
日にち：11月 29日（土） 

講 師：深月 敬子（みつき けいこ）さん 

（人材育成コンサルタント） 

主 催：女性ネットワーク大野城 

深月さんの
お話は 
簡潔明瞭！ 
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 寒さが一段とこたえるこの季節、布団から起きだすのがつらいですね。～冬来たりなば 

春遠からじ～ アスカーラでは、新しい春に備えて、スキルアップな講座がスタンバイ。 

みなさんのお申し込みをお待ちしています！スタートはお早めに(*^。^*) 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・料  金 

前期 4/2～6/11 

中期 7/30～10/29 

後期 11/26～2/4 
（全 30回＋健康講話 2回） 

全回木曜日 

 

多目的ホール（1階） 

303会議室（3階） 

昼の部 13：30～15：00 

夜の部 19：00～20：30 

ヘルシーエクササイズ講座 

毎年大好評のアスカーラ長寿講座です。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。なかなか運動する機会が

ない方にオススメの講座です。お友達や家

族・知人を誘って参加しませんか？ 

今年度は年間一括募集のみとなります。 

※申込期間 2/2（月）～3/6（金） 

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 

対  象：一般女性(高校生不可) 

定  員：70名（昼・夜の部とも、多数の場合抽選） 

受講料：7,500円（年間一括お申し込みのみ） 

※ソフトジム代金 1,200円（もっていない人のみ） 

託 児：昼の部のみ（1回1人300円） 

※詳しくは、HP・チラシをご覧ください 

4/7（火）～6/2（火） 
（全 8回・毎週火曜日） 

18：30～21：00 

306会議室（3階） 

＜主 催＞ 
筑紫地区商工会職業訓練会 

 

 

 

カラーコーディネーター講座（3級） 

色彩の知識を身につけて、ビジネスシーンに

活かしませんか。日商カラーコーディネーター

検定試験（3 級）対策と、演習によって実際に

色彩を活用するための講座です。 

この機会にチャレンジしてみませんか? 

※申込期間 2/17（火）～3/17（火） 

※大野城市以外の方でも受講できます 

講  師：佐々木 智子さん（カラーアナリスト） 

対 象：スキルアップをめざす男女 

定 員：20名（先着順） 

受講料：18,000円（テキスト代・資料代含む） 

申込先：筑紫地区商工会職業訓練会 

TEL581－3412／FAX581－3703 

※大野城市内在住・在勤で児童扶養手

当等を受給されている方を対象に受講

料減額制度があり。詳細は男女平等推

進ｾﾝﾀにお問い合わせください 

4/27（月）～7/2（木） 
◆パ ソ コ ン講習 22回 

（検定試験日 3回含む） 

202会議室（2階） 
◆再就職準備講座 2回 

   301会議室（3階） 

 

9：30～12：00 

（第 2回より 9:00から 

30分の自習時間あり） 

 再就職チャレンジ講座 
～本気でパソコン！本気で就職！～ 

 結婚・育児などの理由で退職し、再就職を

めざす方のために日商ＰＣ検定（Eｘcel）3級資

格取得対策講座を行います。履歴書にかける

資格を取得しましょう！再就職フォローアップ

講座も充実していますよ。 

※申込期間 2/10（火）～3/31（火） 

※この講座に限り、託児は無料です 

講  師：パソコン実習 竹中 ひとみさん 

    再就職準備講座 園田 博美さん 

対 象：結婚・育児などを理由に退職し 

再就職をめざす方 

定 員：20名（応募多数の場合抽選） 

受講料：11,000円（テキスト代含む） 

※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。 

詳細はお問い合わせください 

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 

 

力 

          ☆平成 27年度ボランティア実行委員大募集☆ 
          興味のある方はお気軽にお問い合わせを。きっと新しい出会いや発見がありますよ！ 
            

3/19（木）13：30～ 

大野城市男女共生講座実行委員会 

男
男女平等推進ｾﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 

申込方法：電話・ＦＡＸおよび男女平等推進ｾﾝﾀｰ窓口にて受付。詳細は HP・館内チラシをご覧ください。 

3/16（月）13：30～ 

※両日ともまどかぴあ 3階アクティブルームで行います 

http://www.madokapia.or.jp/
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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！ 

 

お腹の中にいた時からキッズルームに

遊びに来ていた、達矢君（7 か月）と涼

介くん（5 か月）。お外は楽しいこといっ

ぱいだね。お兄ちゃんたちみたいに元

気に大きくなってね。 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○２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 
 
○２月２５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、 
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。 

第１～第４木曜日１０：３０～１２：００は、 
託児サポーター“ママ・ポケット”の見守り 
があります。 

 
 
ママ・ポケットの見守りの日です。 
 
 
 
“ママ・ポケット”の見守りがあります。 
 

  担当：ハンドインハンド 
     
○４月２４日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城子ども劇場 

 

 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ麻雀 DE 脳トレしよう！ 

202会議室（2階）・10：30～12：00 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ麻雀って知ってますか？ 

お弁当箱くらいの木で出来た大きな牌を使って、 

2～3 人 1 組でチームになって行う麻雀です。 

みんなでワイワイガヤガヤ、初心者だって大丈夫！ 

ためしに 1 度やってみませんか？ 

参加無料です。お申し込みはアスカーラへ。 

 

10：30～11：00 認知症予防ミニ講座 

11：00～12：00 コミュニケーション麻雀 

 

わくわくカフェ 

情報交流ひろば・306会議室（3階） 

10：00～12：00 

のんびり～と、わくわくカフェでなごみませんか？ 

  

            ◇オカリナ演奏 
             ◆折り紙コーナー 

            ◇焼き菓子販売 
 

            楽しい出会いがあるかも 

             参加自由です！ 

大野城をもっと住みよいまちにするために集まった仲間たちが、1 年間の講座の成果を

発表します。どなたでも参加できますよ。さあ、寄ってらっしゃい！見てらっしゃい！ 

 

＜メニュー＞ 

コーヒー・紅茶・日本茶 

 +手作りお菓子のセット 

無料です！ 

❤詳しくは、ホームページ・館内チラシをご覧ください。❤ 

 

 

 

男女平等推進センター アスカーラでは、平成 26年 8月 1日（金）から 9月 30日（火）の期間、男女共同参画の視

点を取り入れたカルタの読み札を募集をしました。福岡県内外から 1229 首ものご応募をいただき、選考委員会に

よる厳正な審査の結果、44 首の受賞作品が決定しました。たくさんのご応募ありがとうございました。そして、受賞

者の皆さん、おめでとうございます(*^_^*)  

来年度は、この読み札に絵札をつけて、『アスカーラ男女共同参画カルタ』が完成する予定です。お楽しみに！ 

市長賞（最優秀賞） 三好 真代さん（大野城市） 

            育てよう ｢その人らしさ｣を 見る心  

教 育 長 賞  米田 遥さん（大野東中）    わかちあう 仕事、子育て 明るい未来 

まどかぴあ賞  中嶋 正信さん（福岡市）      夢でなく 女性総理の 日は近し 

かるた GA かたる男女共同参画 読み札受賞作品決定！ 
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「2時間、無事に話をすることができました。」栁

さんは、心底ほっとしたように講演を終えられた。

そこで冒頭にご自身の病気の事を話されたことを

思い出した。それほど、この 2時間はエネルギッシ

ュで熱い時間だったのだ。７月の手術後、今日のた

めに抗癌治療を

80％に抑えられた

とのこと。まさに

命をかけてこの講

演を引き受けられ

たのだ。「この想い

を伝えたい」－そ

の強靭な精神力に

は驚かされる。 

折に触れ、「皆さんは評論家にならないように」

と何度も繰り返された栁さん。講演会に参加して

「良かった悪かった、この講師知ってる」などと言

うばかりで、行動しない人たちは多い。それどころ

か、人権問題や男女平等を熟知していると勘違いし

ている人たちも。そんな人たちへ苦言を呈されたの

だと思う。学んだら、そこにある問題を自分のもの

としてとらえる。そして自分に出来ることは何かと

考え、行動しなければならない。知っているだけで

は何も変わらないのだ。 

 

 

ノーベル賞を最年少で受賞したマララ・ユスフザ

イさん。彼女はなぜノーベル「平和賞」を受賞した

のか。彼女は平和運動（平和の実現を目的とした政

治的な運動）をしているわけではなく≪子どもや女

性にも教育を受ける権利がある≫と訴えているの

だ。 

そういわれれば…なぜなのか？そんな事思って

もみなかったという雰囲気が会場中に漂った。なぜ

「平和賞」なのか。ノルウェーの政治学者ヨハン・

ガルトゥングは、戦争のない社会を消極的平和、貧

困・抑圧・差別などの構造的な暴力のない社会を積

極的平和と説いている。その説から考えるとマララ

さんの平和賞は妥当だといえるのだ。選考委員会で

も「平和」の概念を広く解釈しており、受賞対象者

は国際平和、軍備縮減、平和交渉だけでなく、人権

擁護、非暴力的手法による民主化や民族独立運動、

保健衛生、慈善事業、環境保全などの分野にも及ん

でいるそうだ。また、ノーベル賞の中でもこの賞だ

けは、単にこれまでの実績だけでなく、受賞後への

期待を込めて贈られる場合が多いとも聞く。人権が

守られていてこそ、本当の平和だといえる。 

 

 

教育の場において男女平等を進めるために私た

ちができることは・・・。 

学校での取り組みをもっと知り、先生と手をつなぎ

エールを送る。 

そのために 

■学校の公開授業を見る 

■公開質問状を出す 

■教育委員会の担当者から話を聞く 

■市長・市議会議員などの選挙の時に、男女平 

等にどのように取り組むかを質問し、答えを

公開する 

■意見書を出す 

どこまでも自分自身の課題として考え、出来得る限 

り行動する。栁さんは最後まで力強く、行動の大切 

さを唱えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この講演会が終わった後、更につらい 100％ 

の抗癌治療を始められるという｡敬愛を込めて 

病気の治癒と、ますますパワーアップされて復帰さ 

れることを切に祈る。（情報サポーター ちびまま）                          

市民グループ活動支援事業 

「子どもの未来を考える講演会 
～教育の場における男女共同参画について～」 

日にち：12月 13日（土） 

講 師：栁 淑子さん（やなぎ よしこ）さん 

（えがりて代表、元久留米市男女共同参画審議委員） 

主 催：大野城女性の会 

主 催：男女平等社会の実現を推進する「チームＦ」 

小
柄
な
身
体
か
ら
あ
ふ
れ
出
る

力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
参
加
者

の
顔
も
凛
と
… 
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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＞ 

2 月 3 日（火）、5・12・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 日 市民グループ活動支援事業（大野城子ども劇場） 

2 月 簿記 3級（夜）㉕ 

3 火  

4 水 休館日 

5 木 ヘルシーエクササイズ（後期）⑥ 

6 金 

ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

託児サポーター養成講座①  

簿記 3級（夜）㉖ 

7 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

8 日  

9 月 
簿記 3級（夜）㉗  

託児サポーター定例会 

10 火 啓発サポーター定例会 

11 水  

12 木  

13 金 

ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

託児サポーター養成講座② 

簿記 3級（夜）㉘ 

14 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

15 日  

16 月 情報サポーター編集会議 

17 火  

18 水 休館日 

19 木 ヘルシーエクササイズ（後期）⑦ 

20 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

託児サポーター養成講座③ 

21 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

女性のための起業支援セミナー① 

22 日  

23 月  

24 火  

25 水  

26 木 ヘルシーエクササイズ（後期）⑧ 

27 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

託児サポーター養成講座④ 

28 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

女性のための起業支援セミナー② 

*ひとりごと* 最近の若者たちが頻繁に使う「リス

ペクト」に、未来への希望を見る。「この人のここ

が凄いよねッ」は自己の確立なしには語れない。世

代へのチャラチャラ感を返上して見直している。筆

者が編集の洗礼を受けたのは、上の子の小学校入学

時に推挙を受けた PTA 活動だ。当時の広報委員長

は、地域を統括するリーダーとして会議・商談に奔

走する職業婦人でもあった。その彼女から基本中の

基本として叩き込まれたのが、オリジナリティの尊

重。原稿に対する最低限の礼儀であると諭されて、

渡り歩いた各学校の紙面でも肝に銘じてきた。子育

てが一段落してパートで潜り込んだ出版社でも、若

年の編集員たちに多々教えられた。すてっぷの編集

会議がまたしかり。人生の先輩たちが来し方の経験

に胡坐をかくことなく、貪欲に吸収する姿に舌を巻

く。欲を言えば増員、殊に 

若い世代へ繋ぐことができ 

ればなぁ。リスペクトの心 

でWELCOME！   (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/ 
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