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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+スカーラの造語でアスは明日・未来の意味。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歩ず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「男女共同参画条例制定記念講演会」  「託児サポーター養成講座①」 

・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 

・大野城まどかぴあ開館 20周年記念事業 

・相談室のご案内 

・ひとりごと 

・今月のアスカーラ 

アスカーラとは 
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柚木さんは 2015 年、博多大丸では女性初の社長に

就任。経営者になるきっかけ

となったひとつに大丸の「社

員教育制度」がある。性別を問

わず社員をビジネススクール

や海外へ派遣するというもの

で、自身も 27歳の時に研修生

として渡仏。引き続き駐在員

として勤務し、多様な価値観に触れることで多くを学

び、国籍の違いや性差も個性として適材適所に活用す

る考え方につながっていった。帰国後は同社で「女性

初」の管理職を経験していく。43歳で女性初の店長を

任され、47歳で同じく執行役員に就任した。管理職と

いうと世間的には男性のイメージがまだまだ強かっ

た当時、女性管理職が対応することに不満を口にされ

ることも随所にあったが、強い姿勢と信念をもって臨

むことで次第に理解が得られ、結果として店を大きく

成長させることにつながっていった。これらの経験か

ら、国籍や性別に拘らず実力に伴った人材を管理職へ

登用し、多様性受容へと導くのも「ダイバーシティ・

マネジメント」（※注）として大切な役割と考えている。 

 
 

先祖は佐賀の龍造寺家だという講師はアメリカ在

住が長く、在米中はレストラン経営やコンサルタント

が主流。寿司とジャズを組み合わせたレストラン等が

当たり、バブル時代には 16軒の店を開いた。日本に帰

国後、本多機工に入って思ったのは「日本のものづく

り」は世界に十分通用するということ。急速なグロー

バル化で困っているのは、日本企業だけではない。世

界の企業、特に中小企業はどう対応すべきか模索中だ。

2005年に社長に就任すると、世界の人種、宗教に関係

なく外国人を採用。九州は優秀な留学生の宝庫だ。グ

ローバル化戦略の狙いは社員の活性化と新時代に合

う会社風土の構築だ。人材のアイデンティティや自国

文化を尊重し、自社の価値観や業務プロセスを理解し

た自社化人を育てることがダイバーシティ経営のポ

イント。待遇も日本人社員と同

等。グローバル人材の積極採用

に加え、介護育児制度も整え、

2016年に新・ダイバーシティ経

営企業 100選を受賞。現在創業

65 年だが 100 年企業を目指し

ている。100年目の 2050年は日本の内需は大縮退時代

へと移る。九州も人口減少が深刻で、世界と戦える地

域づくりは九州全体の「ダイバーシティ化」が必要。

九州の出島化を構想し、台湾に勝てる九州を確立する。

ＳＮＳを活用し、今後は九州グローバル人材協議会と

して取り組んでいきたいという。 
 

 
龍造寺社長…留学生と企業の機会を増やすため、ＳＮ

Ｓを活用した人材マッチングに取り組んだ。福岡県企

業を中心に 16 社が

参加。これに九州全

土の企業が参加で

きるようにしたい。

弊社では面接の段

階で、会社で培った技術や能力を活かして自国で起業

し、ネットワークを広げて欲しいと伝えている。 

柚木社長…広告や装飾を担当していた若い頃、自身は

納得できないデザインを上司が選ぶたびに心に思い

誓ったのは、選べる立場、すなわち管理職になるとい

うことだった。そして、現在企業を任される社長の立

場として思うのは、従業員やお取引先様だけでなく多

くの地元の方々に支えられているということ。このこ

とを大切にしながら新しいことに挑戦し、これからも

地元に貢献できるようつとめたい。 

林田館長…「大野城市男女共同参画条例」は 10年の節

目を迎えたが、男女共同参画がなかなか進まない。お

二人の話を聞いて各々が新しい社会に向かって風を

起こしていければいい。 
 

毎年この講演会の取材をしてきたが、グローバル化

の波は急速に押し寄せてきている。日本人も負ける

な！と応援したい。   （情報サポーター スピカ） 

男女共同参画条例制定記念講演会 

「新しい社会へ、夢の実現～多様な人材とともに～」 

日にち：5月 21日（土） 

＜講 演＞ 

講師：柚木 和代さん （株式会社博多大丸代表取締役社長） 

龍造寺 健介さん（本多機工株式会社代表取締役社長） 

＜パネルディスカッション＞ 

パネリスト：柚木 和代さん、龍造寺 健介さん 
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

ダイバーシティ・マネジメント（※注） 
性別・国籍・年齢のみならず宗教、嗜好、生き方など、 
様々な価値観をもつ人材を受け入れ活用しようという考え 
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 七夕、山笠、海開き。 夏休みはもうすぐそこですね！ 

夏バテには気を付けて、毎日楽しみましょう。 

暑くてたまらない日は、どうぞ、涼しいまどかぴあ 3階アスカーラに遊びに来てください！ 

                                                  

 

 

日 時・会 場 内  容 講  師とテーマ 

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                   
休 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 300円 

・10か月～ 

小学校就学前まで 

 

http://www.madokapia.or.jp/
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乗り物のおもちゃで遊ぶのが大好き

な康輔（こうすけ）くん。 

今日は、キッズルームの電車のおも

ちゃがお気に入り 

でしたね★ 

開館 20周年の感謝をこめて、まどかぴあの歩みと未来へのメッセージをお届けするステージです。 

日 時： 月 日（日） 10：00開演／9：30開場 

会 場：大ホール（1階） 自由席 

料 金：無料（要整理券） 

※7月 2日（土）より、総合案内にて整理券配布開始 

【プログラム】 

◇第 1 部（10：00～10：30） 

記念式典 

◇第 2 部（10：40～12：30） 

記念イベント 

①RKB アナウンサーによる朗読会 

②坂東 眞理子 講演会 

③大野城市民吹奏楽団アンサンブル 主催・共催  大野城市・公益財団法人大野城まどかぴあ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

今月の元気キッズ！ 

日時：７月２７日（水） １３:００～１６:００ 
★制作時間は１人あたり３０分程度です 

会場：ギャラリーモール（まどかぴあ１階）    参加費・材料費：無料 
 

コーディネーター：小林 京子（大野城市美術協会会員） 
 

展示期間：７月２７日（水）～７月３１日（日） 
★作ったスイーツデコは展示期間終了後お持ち帰りいただけます 

7月 27日は、大野城まどかぴあの誕生日です！プリンカップ大のスイーツデコ

のケーキをたくさん作って、大きなバースデーケーキに仕上げます。 

ぜひご一緒に、楽しくお祝いをしましょう！予約なしでご参加いただけます。 

主催 大野城まどかぴあ開館 20周年記念事業実行委員会 

＜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 

 ☀今月のお楽しみ情報☀ 

○7月 5、12、19、26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 

 
○7月 27日（水）10:30～ 
担当：大野城市地域貸出文庫連絡協議会 

 
※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”サポーターの見守りがあ
ります。子どもが遊ぶ様子を見ながら、
いろんなお話しをするのもいいものです
よ。 
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大野城まど

かぴあには、ま

どかぴあ主催

の講座やイベ

ント等に参加

される方向け

に、10ヶ月から

小学校就学前までのお子様をお預かりする託児サー

ビスがあります。託児を行うのは、まどかぴあ託児サ

ポーター“ママ・ポケット”のみなさん。現在 38名の

方が活躍中です。このサービスは平成 8年から始まり、

サポーターの中には開始当初から現在まで活動を続

けているボランティア歴 20 年のベテランの方もいら

っしゃいます。 

 

 

今回は全 4回講座の第 1回目。受講者 25名のほか、

現在活動中の 6名のサポーターも参加されました。託

児の手順、ママ・

ポケットの活動

等運営について

の説明の後、林

田館長による講

演がありました。

パートナーの転

勤による東京で

の 9 年間の孤独

な子育ての体験と、その後福岡での復職によりお母様

の助けを借りての日々。20才になった子どもたちから

贈られたのは、おばあちゃんには「おかげさま」とい

う感謝の言葉。しかし母である館長には「お母さんは

私たちを上からおさえつける漬物石だった」という厳

しい一言。そんな苦労話を時折博多弁を交え軽妙な語

り口で笑いに変えていました。 

 

 

 

人は健康・お金・生き

がい・人間関係、この 4

つのことを気にして生

きているそうです。“人

と会う”“笑う”といっ

たコミュニケーション

は脳が喜び、中でもボ

ランティアによる社会

参加はわくわくする時

間を持つことができます。この託児サポーターの活動

は、ボランティアだけでなく利用した子ども達も母親

も幸せになり、次のステップへのきっかけとなること

でしょう。 

 

 

最後に 6 グループに分かれ、交流会がありました。 

現在活躍中の方が 1名ずつグループに入り、体験談や

活動のきっかけ等で会話がはずんでいました。参加者

の中には若い男性、母親と一緒の大学生、独身の方等

の参加もあり、幅広い年代の関心を集めていることに

少々驚きました。次回の託児実習の日程決めで、第 1

回の講座は終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆さん。難しく考えないで、世の為人の為、そして

自分の為に一歩を踏み出して、ボランティアを楽しん

でみませんか。 

（情報サポーター 市瀬主充子） 
 

託児サポーター養成講座（第 1回） 

「ボランティアってなあに？」 

日にち：5月 27日（金） 

講 師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 
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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  ☆ 
日 曜 予      定 

７月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと*  ♪アルハンブラの思い出♪…… 

このギターの名曲が頭の中を巡り続けている。テ

ロの心配をよそに、5 月下旬に無事終了した伊勢

志摩サミット。会場となった志摩にはスペイン村

がある。彼の地イベリア半島において 800年続い

たイスラム王朝の最後の砦となったのがグラナ

ダ王国のアルハンブラ宮殿である。この時の無血

開城に学ぶべき人類の英知を覚える。サミットの

会議後には、71年の時空を超えて現職米大統領が

広島を訪問した。歴史の瞬間であった。原爆投下

時の子どもに思いを馳せるスピーチは、「はだし

のゲン」を彷彿とさせた。～オバマ氏も読んでく

れたでしょうか？～ 謝罪を求めない被爆者には

美学があった。世界中が過去ではなく未来を見据

えれば、核廃絶のターニングポイントとしてこの

日を記憶に刻印し続けるかも。ともあれ、燦々と

降り注ぐ陽光と島々が織りなす風光 

明媚は楽園さながら。伊勢志摩、再 

訪したい観光地である。 

（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 
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