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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「子育てを楽しもう！パパ応援講座①」  「あなたとわたしのための元気塾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 

・ご存知ですか？「えるぼしマーク」 

・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 

夏の大野城～牛頸川上流周辺広場にて～ 
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子育てを楽しもう！パパ応援講座 

第 1回 「パパと遊ぼう！～親子で運動遊び～」 
① 0歳～2歳  ② 2 歳以上 

日にち：6月 25 日（土） 

講 師：矢野 咲子（福岡こども短期大学准教授） 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

パパたちが緊張していたのか、静かに始まったこ

の講座。父親が嫌々だったり、恥ずかしいと感じて

いたりすると子どもにわかるそうですが、NHKの子

ども番組で人気の

「バスにのって」の

曲に合わせて♪バ

スに乗って揺られ

てるゴーゴー！右

に回ります！♪と

パパのお膝で運転

していると子ども

に笑顔が見られるようになりました。 

講座の中では、身近な

ものを使った遊びを紹

介。バスタオルに子ども

を乗せてパパが引っ張

る“船”。タオルをくるく

ると細長く巻いて結ん

だ“ボール”。タオル二枚で“電車ごっこ”と、アイ

デア次第で面白い遊びが出来ると感心しました。 

 

大きなテントのような丸い布で大人がドームを

作り、中を子どもが通り抜ける。フラフープで電車

ごっこやいす取りゲームのように先生が言う色の

フープに入るなど会場いっぱいを走り回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パパの後ろから恥ずかしそうに見学だけすると

言って入ってきた女の子。いつのまにか先生のそば

から離れなくなり、帰りのお片付けを積極的に手伝

っていました。 

アンケートでは妻に勧められて参加したパパが

多かったですが、いつのまにか皆さんノリノリで子

どもと楽しんでいました。 

（情報サポーター 森 敏子） 
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みなさん、夏を楽しんでいらっしゃいますか？ 暑さに疲れてしまったら、涼し～いアスカーラ 

にぜひお越しください！ ゆっくり過ごせるスペースや子どもさんと遊べるキッズルーム 

もありますよ。お待ちしています♪ 

                                                  

 

 

日 時・会 場 内  容 詳  細 

 

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 
8 月 12日・15日の窓口受付は、9時～17時とさせていただきます。 

 

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 

 

土曜の総合相談のご案内 

http://www.madokapia.or.jp/
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

女性活躍推進法に基づく 

認定マーク「えるぼし」 
（最も優良な企業に与えられる 

       3段階目のマーク） 

ご
存
知 

で
す
か
? 

今年の 4 月 1 日から「女性活躍推

進法」が全面的に施行となった。厚

生労働省は大企業（常時雇用労働者

数 301 名以上の企業）を対象に、行

動計画の策定・届出を義務としてい

る。義務対象となる企業の届出率は

4 月末日時点で 85.0％。対象企業数

15,398 社中 13,087 社に留まってい

る。厚生労働省は今後、届出をして

いない企業に対して個別に直接的に

働きかける「ローラー大作戦」を実

施し、確実な履行確保を図ることを

決定した。 

また、同法に基づいて女性の活躍

状況が優良な企業については厚生労 

働大臣の認定を受けられる制度が創

設されている。認定は一定の基準を

満たす項目数に応じて 3 段階ある。

認定を受けた企業は、認定マーク（愛

称「えるぼし」）を商品や広告、名刺、

求人票などに使用することができ、

女性の活躍を推進している事業主で

あることをアピールできる。4 月末

日までに「えるぼし」企業として認

定された企業は全国で 46 社。今後

「えるぼし」マークが優良企業を見

極めるうえでの一つの指標となるこ

とだろう。 

 

（参考：厚生労働省ホームページ） 

今月の元気キッズ！ 

対  象：18歳以上（学生不可） 性別・住所問わず 

活動期間：平成 28年 9月～12月（予定） 

活動内容：合同事業の名称や実施内容（メインイベン

ト、バザー等）の検討 

申し込み先：男女平等推進センター アスカーラ 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○8月 2、9、16、23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 

 
○8月 1 日（月）10:30～ 
担当：HAND IN HAND 

○8月 24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”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。 

＜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 

アスカーラでは、一大イベントである「男女平等推進センターフェスティバル」の実施、大野城女性の会が主催する

「大野城男女共生フォーラム」の支援などをしてきました。今回、事業の見直しを行い平成 29 年度より 2 つの事業を

統合してフェスティバル・フォーラム合同事業として開催することになりました。 そのために名称や実施内容などを検

討していただく準備委員会を立ち上げますので、ご興味がある方はぜひご参加ください！ 

※事業を企画・運営するための実行委員会ではありません 

今日のキッズは、ふたりとも、パパと

遊びに来てくれました。 

ゆきのちゃん（右：1歳 5カ月）はテレ

ビが大好き！ 

和泉くん（左：5 歳）はプラレールや

仮面ライダーごっこで遊ぶのがお気

に入りです★ 
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「狼なんか怖くない」

（石野真子のヒット曲、

1978 年 3 月発売）と歌っ

た少女たちは、着実に力

をつけて来た。女性活躍

推進ムードにも背中を押

されて、職場での指導的

地位を席巻しつつある。一方、牙を抜かれた狼たち

は草食男子や絶食男子世代を増殖させ、10 代の若者

たちの4割以上に恋愛経験がないと言う由々しき事

態を招いている。講師の菊川さんは 1974 年に県庁

に入庁し、丁度この間の推移の中で教育関係の仕事

に従事された。2008 年に退職し、独立行政法人国立

青少年教育振興機構理事を 3 年間務めた。福岡に戻

り、現職の外に中央教育審議会委員も務めている。 

不快指数の高かったこの日、いずれも男女共同参

画に精通した熱心な受講者が集った。演題に沿った

基礎基本の説明では、2002～2003 年のバックラッ

シュ（※）で条例を作り直した自治体もあったと聞

く。「男女の役割分担でこれと言った不都合もない

のに、何が悪いの？」と言う訳である。真摯に取り

組んできたからこそ、あえて話題に挙げたのだろう。

1975年の国連国際婦人年から順風満帆で今日があ

る訳ではないのだ。 

レジュメに見るデータは、我が国を取り巻く危機

的状況を物語っている。かねてからのキーワードで

あった高齢化・情報化・国際化の三本柱も、AI（人

工知能）の影響や昨今のグローバル化状況から内容

に変化が否めない。社会の予測や指針もなく漫然と

時代を送っては、誰もが納得する公正な未来は望め

ない。国も地方自治体も躍起になって模索するはず

である。人口構造のグラフでは、2060 年に 65 歳以

上の高齢化率が 39.9％になっていた。高校の PISA

調査では数学は男子、読解力は女子の成績が良いが、

大学の専攻分野別に見た分布は男女の平板化が進

んでいる。工学部の比率は相変わらず男子に偏って

いるが、女子から就職が決まるらしい。今問題視さ

れているのは、生涯未婚率（50 歳時点で一度も結婚

したことのない人の比率）の拡大である。2010年の

データでは男性 20.14％、女性 10.61％で、今後急

速な上昇が予想される。女性が結婚に求める条件も、

昔 3K（高学歴・高収入・高身長）から「正社員と料

理が出来る」に移ってきているそうだ。 

菊川さんがいみじくも言った「シンデレラは不味

い」は、現代の結論ではないか。生い立ちを振り返

り、親の背を見て理想を組み立てる時代は終わった。

少子化原因の9割は結婚と指摘する学者もいる。「ゆ

く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」

…方丈記・鎌倉時代初期に書かれた鴨長明の随筆…

予想もつかぬ変動が次々と起こる転形期と言うな

ら、今がまさにそれである。凝り固まった価値観が

通用しないことを肝に銘じて、明日の日本を考えた

い。      （情報サポーター  山口 郁子） 

 

 毎
年
参
加
の
常
連
さ
ん
の
ほ
か
、 

初
参
加
だ
と
い
う
大
学
生
も
！ 

あなたとわたしのための元気塾 第 1回 

「誰もが活躍する社会へ私たちのチャレンジ 

            ～男女共同参画の基礎基本～」 

日にち： 7月 2日（土） 

講 師： 菊川 律子さん  

（放送大学特任教授・福岡学習センター所長） 

（※）バックラッシュ 

〔逆回転，反動の意〕 特定の社会現象に対する反対

運動。フェミニズムに対する女性差別の主張など。 

（参考：大辞林 第三版） 
 

ま ず 

http://ord.yahoo.co.jp/o/dic/_ylt=A2RimVKbbX5XHTsA9yBUmfd7/SIG=1550mo28n/EXP=1467989787/**https%3a/kotobank.jp/word/%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%3fdic=daijirin
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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 

*ひとりごと*   

「京屋！」いい場面で“かけ声”がかかる。 

6月博多座の公演は、五代目中村雀右衛門の襲名

披露である。「京屋」とは中村雀右衛門の屋号の

ことだ。気になって調べてみると、歌舞伎にはな

んと108もの屋号があるという。そして、24人が

歌舞伎俳優として人間国宝になっている。そのう

ちの現役は 6人。 

公演前に歌舞伎入門の講座を聴いた。古典芸能

の歌舞伎の世界を知る機会となった。身体を動か

し、セリフを語り役柄の心情や他の役者との人間

関係を見事に表現していることを改めて認識し

た。屋号を発する観客に対しては、セリフの言い

回しや間の取り方などに工夫をこらしているこ

とを講座で学んだ。今では一端の歌舞伎通になっ

た気がしている。 

さて、まどかぴあ開館 20 周年真におめでとう

ございます。私からの応援の“かけ声”を。 

『よぉッ まどかぴあ！』 

（情報サポーター 暮淡） 

８月の男女平等推進センター 
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