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厳しかった残暑も終わりました。さぁ、清々しい季節の到来です。男女平等推進センターでは、頭も心も大満足の講

座やイベントを用意して、皆さんのご参加をお待ちしています。 

 

日日日日    時時時時・・・・会会会会    場場場場    講座講座講座講座・イベント・イベント・イベント・イベント    講講講講    師師師師・・・・料料料料    金金金金    

10 月 29 日（土）     

会 場：大会議室 

10：00～12：00 

あなたとわたしのためのあなたとわたしのためのあなたとわたしのためのあなたとわたしのための元気塾元気塾元気塾元気塾    （（（（全全全全６６６６回回回回））））    

第第第第６６６６回回回回「「「「市民力市民力市民力市民力からからからから地域力地域力地域力地域力へへへへ」」」」    

明日への活力がむくむくと湧きだす、元気あふれる 

講座です。 

 

①11 月 1 日（火） 

10：00～12：00・会議室 2 

②11月8日・9日（火・水） 

13：30～15：30・パソコン室 

③11 月 15 日（火） 

10：00～12：00・会議室 2 

情報情報情報情報サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座（（（（全全全全３３３３回回回回））））    

みなさんが読まれている、この「すてっぷ」を一緒に

作成する仲間を募集しています。 

好奇心があって、本を読んだり書いたりすることや

情報発信に興味がある方、ぜひ受講してみません

か？いつもの毎日にちょっとスパイスを！ 

詳しくはチラシをどうぞ。    

①瀬川 恭子さん 

（元西日本リビング新聞社編集長） 

②有尾 美穂子さん 

（まどかぴあ生涯学習センター講師） 

③冨岡 郁雄さん 

（NPO 法人日本ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｺｰﾁ協会理事長） 

受講料： 無料 

⑤11 月 10 日（木） 

会 場：多目的ホール 

10：00～12：00 

大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座    （（（（全全全全５５５５回回回回））））        

第第第第５５５５回回回回「「「「食食食食はははは命命命命なりなりなりなり    心心心心はははは味味味味にありにありにありにあり」」」」    

食を真ん中に家族のあり方を楽しく、わかりやすく語

っていただきます。 

 

11 月 12 日（土） 

第 1 部・多目的ホール 

<講演会>10：00～11：00 

<対 談>11：00～12：00 

第 2 部・大会議室 

<パパ交流会> 

13：00～14：30 

男男男男たちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランス    

みんなで仕事と家族のこと、子どものこと、地域のこ

とについて考えてみませんか? 

講演会に対談、交流会と 

盛りだくさんな内容です。 

詳しくはポスター・チラシをどうぞ。 

１0/3 より受付開始 

“どなたでも参加できます！” 

 

１１月 23 日（水・祝） 

会場：多目的ホール 

13：30～15：30 

公開講座公開講座公開講座公開講座    

女性女性女性女性のののの視点視点視点視点をををを活活活活かしてかしてかしてかして防災防災防災防災をををを考考考考えようえようえようえよう！！！！    

～～～～いついついついつ来来来来るかわからないるかわからないるかわからないるかわからない、、、、そのそのそのその時時時時のためにのためにのためにのために～～～～    

東日本大震災の発生は、改めて私たちに日常の危

機管理の重要性を教えてくれました。この機会に、

防災について一緒に考えましょう！ 

この講座は、女性ネットワーク大野城との共催講座です。 

 

★★★★講座講座講座講座、、、、イベントイベントイベントイベント等等等等のおのおのおのお申申申申しししし込込込込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは⇒⇒⇒⇒男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターへセンターへセンターへセンターへ    
〒816-0934 大野城市曙町２丁目３番１号           左のマークのある講座・公演は託児 

ＴＥＬ（０９２）５８６－４０３０             が利用できます。開催日の 1 週間前 

ＦＡＸ（０９２）５８６－４０３１                        までにお申し込みください 

開館日時／月曜日～金曜日  9 時～19 時                  ・1人 1回 600 円 

        第 2・4土曜日  9 時～17 時                  ・満 1歳～小学校就学前まで 

閉 館 日／第 1・3水曜日、第 1・3・5 土曜日  

日曜日・祝日、年末年始            ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 

林田 スマ（まどかぴあ館長） 

受講料： 無料 

※啓発サポーターの学習会も 

あります。 

脇山 順子さん 
（元長崎県男女共同参画審議会会長 

・料理研究家） 
受講料：無料 

<第 1 部講師>   
瀬地山 角さん（東京大学大学院教授） 
田畑 竜介さん 
（RKB 毎日放送アナウンサー） 

<第 2 部> 
宮原 礼智さん 
（ファザーリング・ジャパン九州） 

前園 敦子さん（エルマー代表） 

受講料：無料 
テレビでおなじみ 

田畑さん 

村野 淳子さん 
（大分県社会福祉協議会専門員） 

 
※大野城市職員の現地派遣報告 

や防災関連のパネル展示もあります 
 

受講料：無料 



 

 

 

 

 

 

 

第第第第 1111 部部部部////メッセージメッセージメッセージメッセージ    共共共共にかがやきにかがやきにかがやきにかがやき続続続続けようけようけようけよう！！！！    
 3 月 11 日の東日本大震災から半年が過ぎ、日本中で

復旧、復興が声高に叫ばれているにもかかわらず、

遅々として進んでいないのが現状。当地で頑張る被災

された皆さんへ送る実行委員による群読劇。 

★2011・03・11 東日本は思いも寄らぬ大災害に襲われ 

すべてを失った。あの日から全ては止まり、毎日、 

毎日、被災地の惨状がテレビに映し出され、寒さ 

の中、ただたたずむばかり。 

☆その日から、私たちに出来る事は何かを考えている。 

★これまでに幾度も戦争はあった。時は流れても記憶

の底に刻まれた戦争の傷跡。絶望の中でも人々は悲

しみから立ち上がる。平和な世界をつくるために。 

☆心豊かで幸福な暮らしについて考えてみよう。老若 

男女、ともに輝く男女共同参画社会をつくるために。 

★男女の役割はなんですか。今の社会、男女の固定的 

な役割分担の見直しが必要。 

☆これから大人になっていく子供たちに男女で協力

しあい、理解を深める学習の機会をもっと増やそう。 

★子供を安心して生み育てることができる、男女の対

等な関係。 

☆世界平和や男女平等社会実現には、政府や国際社会

の協力が必要。 

★みんなの気持ちは同じ。手をつないで、一歩前へ進

もう。 

 

 

 

第第第第 2222 部部部部////トークトークトークトーク＆＆＆＆コンサートコンサートコンサートコンサート    つながるつながるつながるつながる明日明日明日明日へへへへ！！！！    
オープニングの『INORI～祈り～』は広島平和記念

公園の原爆の子の像をモデルに作られた曲で、クミコ

さんのまさに祈るような抑制の利いた歌声が会場い

っぱいに流れた。昨年末の｢紅白歌合戦｣にもこの曲で

初出場を果たしている。大野城は初めてという彼女は、

井本市長が出身大学（早稲田）の先輩だと聞いて、身

近に感じてくれたのか、ちょっと安心した面持ちだっ         

た。３曲目の『１本の鉛筆』の歌詞では｢１本の鉛筆

があれば、戦争は要

らないと書く」とい

う部分が好きだと

いう。クミコさんの

話し声はちょっと 

かすれたハスキーな声だが、歌声は透き通って力強く 

会場全体を感動に巻き込む力がある。クミコさん自身 

も宮城県石巻市の市民会館でコンサートの最中に東 

日本大震災に遭い、衣装等は泥に埋まったそうだ。状 

況もつかめぬまま、車の中で一夜を過ごしたとき、ラ 

ジオから聞こえた「ひとりの人はいませんか。居たら 

声をかけてあげてください」という呼びかけがすごく 

印象に残り、みんなと一緒なんだという気がして心強 

かったと静かに語った。 

 ゲストの智子さんは鹿児島市生まれ。現在、福岡で

活動を続けるミュージシャンだ。クミコさんとは同年

代で、３人の子どもの母親でもある。４年前、ドキュ

メンタリードラマを見ていて作った曲『ブラボー』が、 

2008 年『クミコ』NEWALBUM に収録されたのがきっか

けで付き合いが始まった。第１幕、黒と白の衣装から

一転、第２幕のクミコさん 

の衣装は赤味がかった鮮や 

かなオレンジ色。このドレ 

スは震災の時、泥に３ヶ月 

間埋まっていてだめになり、           

周りの人達の協力で同じものを再生してもらったも

のだ。すっきりとした立ち姿で、智子さんのギターに

合わせて歌う「ブラボー」も息が合ってとても素敵だ。

会場は、通路の補助席はもちろん、階段に座る人や立

ち見も出る程の 

超満員。RKB 毎 

日放送やケーブ 

ルテレビの取材 

カメラも回って、一層 

拍車をかけた。 

最後に実行委員を舞台上に呼んでともに歌った、

「きっとツナガル」。会場がひとつになり、いつまで

もいつまでも鳴りやまない拍手の中、皆で紡いだ『絆

の宴』は終了した。 

                       （情報サポーター T.S） 

第 14 回      ＊＜大ホール事業報告＞＊ 

男女平等推進センターフェスティバル 

祈り「絆、そして明日へ」 
今、私たちにできること  

つながること 支えあうこと 

  日 にち：8 月 21 日（日） 

－INORI－  



 
    

    

    

    

    

    

「遊ぼう」っていうと「遊ぼう」っていう。「ばか」

っていうと「ばか」っていう。……3.11の震災後に繰

り返されたＡＣジャパンの広告は、日本中に大反響で

した。「そうだ。忘れていたけど、『なかよし』の基本

はこれだよね」と、金子みすずの新鮮な感覚に誰しも

心を洗われたことでしょう。正直、講演のテーマ「“な

かよし”な人間関係のつくりかた」もそんな感じかな

ぁと、宗教訓話でも聴くスタンスで臨みました。 

当日、「大型台風 12号がまもなく高知県に上陸」の

ニュースを尻目に会場へ到着。講師の長阿彌さんから

も「中止かと思っ 

ていました」と 

冒頭にコメント 

がありましたが、 

30人もの出席者 

を得ました。世代 

も性別もいい具合 

に入り乱れて、関係者はホッと胸を撫でおろしたよう

な次第です。机の上には、関係のレジュメ及びパンフ

レットが異例の 7枚という多さ。そこには、訓話の域

を超える幅広い活躍の場が伺われました。 

明るく切り出した「長阿彌」の苗字にまつわる自己

紹介では、三人のお嬢さんはどうも別姓になりそうで    

珍しいこの苗字は廃絶の危機に瀕

しているとのことでした。サラリー

マン生活も佳境に入った単身赴任

の折に、その三人がそれぞれ中 2・

中 1・小 5で不登校（その頃は登校

拒否と呼ばれていました）状態にな 

り、妻もまたうつ病を抱え込んでしまいました。職場

と違って一家の中で父・夫の代わりはいないとアドバ

イスされたことから、介護休職から退職へと駒を進め

て現在があります。 

その頃思い悩んで受けた福教大のカウンセリ

ングで「お父さん、あなたが悪い！」と、きっ

ぱり言われて紆余曲折が始まりました。4 日間

ほどの不眠を経て、どうにも納得が行かない状

況を友人たち 8人に SOS、忌憚のない意見を求

めました。その中の一人に「一人くれ！必ず幸

せになる。なぜなら、我が家では居るだけでい

いから」と言われて、ありのままの子どもを受

け入れていない事に気付かされました。そこか

ら、心中で「自分は正しい」と思っている自分

を自覚しました。人は誰しも、「絶対に正しい」

と言い切れないまでも「まあ、間違ってはいな

い」と思っているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、倒立したモナリザの顔登場。ひっく

り返せば不機嫌な顔を、周知の微笑みのままで

認識してしまう「不確かさ」を受講者は思い知

らされました。だからこそ、『寄り添う・助け合

う・認め合う』で“なかよし”な人間関係を構

築するのです。最後に長阿彌さんがいつも意識

している言葉のプレゼントがありました。……

「自分は怪しい」ですって！  

質疑応答の中で、お嬢さんの近況を話しなが

ら「ただ生きていて欲しかった」と声を詰まら

せるおとうさんを垣間見たとき、その壮絶な苦

悩に思いを巡らせました。想像する生き様に寄

り添ってみれば、「自己開示」できる強さは個人

にも社会にも必要不可欠と感じました。  

11 月に研修ツアーを企画している幸福度世

界一のデンマークについても長阿彌さんの思い

入れを是非ともレクチャーしていただきたいし、

悩めるお父さん・お母さんの駆け込み寺的機能

も持つ「なかよし塾」や「おとうさん研究会」

の今後の活躍にも期待したいものです。 

（情報サポーター I.Y）    

*報告* あなたとわたしのための元気塾 

＜第 4回講座＞ 

家庭・地域・職場で活かせる 

“なかよし”な人間関係の作り方 

日 にち：9 月 3 日（土） 

講 師：長阿彌
ち ょ う あ み

 幹生さん 

「雨にも負けず風にも負けず、 
皆さん、ご参加ありがとうございました。」 

講師の長阿彌さん 

モ
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は
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相談相談相談相談のごのごのごのご予約予約予約予約・お・お・お・お問合問合問合問合せは・・・せは・・・せは・・・せは・・・    

����０９２０９２０９２０９２－－－－５８６５８６５８６５８６－－－－４０３５４０３５４０３５４０３５へへへへ 

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    「「「「２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年３０３０３０３０％」％」％」％」目標目標目標目標ってってってって何何何何？？？？    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆
社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地

位に女性が占める割合を少なくとも 30％程度とする目
標のことです。ちなみに指導的地位の定義は、以下が適
当と決定しました。（平成 19年男女共同参画会議） 

①①①①議会議員議会議員議会議員議会議員    ②②②②法人法人法人法人・・・・団体等団体等団体等団体等におけるにおけるにおけるにおける課長相当職以上課長相当職以上課長相当職以上課長相当職以上
のののの者者者者    ③③③③専門的専門的専門的専門的・・・・技術的技術的技術的技術的なななな職業職業職業職業のうちのうちのうちのうち特特特特にににに専門性専門性専門性専門性がががが高高高高
いいいい職業職業職業職業にににに従事従事従事従事するするするする者者者者                状況はいまだ厳しく、衆

議員議員は 10.9％、参議院議員は、18.2％。（2011年
データ）都道府県本庁課長職以上の職員は 6.0％、弁護
士は 16.3％。（2010年データ）100人以上の従業員の
民間企業で 6.5％、医師は 18.1％（2009年データ）に
とどまっています。現時点で 30％を上回っているのは、
国の審議会等委員と薬剤師のみ。誠に、残念です。 

（ 女性の政策・方針決定参画調べより） 

       

 

 

 ☆☆☆☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆☆☆☆    
        相談は無料です。まずはお電話してください。 

■総合相談総合相談総合相談総合相談・・・・・・・・・・・・月月月月曜曜曜曜～～～～金曜金曜金曜金曜    9999 時時時時～～～～17171717 時時時時    

※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。 

■臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士によるによるによるによる相談相談相談相談・・・・・・・・・・・・火曜火曜火曜火曜・・・・木曜木曜木曜木曜    月月月月 4444 回回回回 

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。 

＜＜＜＜今月今月今月今月のののの相談日程相談日程相談日程相談日程＞＞＞＞    

10101010 月月月月 6666 日日日日・・・・20202020 日日日日・・・・27272727 日日日日（（（（木木木木））））、、、、18181818 日日日日（（（（火火火火））））    

■■■■法律相法律相法律相法律相談談談談・・・・・・・・・・・・毎月第毎月第毎月第毎月第 1111～～～～4444 木曜日木曜日木曜日木曜日 13131313 時時時時～～～～16161616 時時時時    

    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。 

■おしごとおしごとおしごとおしごと相相相相談談談談・・・毎月第毎月第毎月第毎月第 2222 水曜日水曜日水曜日水曜日 10101010 時時時時～～～～12121212 時時時時 

    面接相談のみ。予約してください。 

福岡県福岡労働者支援事務所の労働相談員、 

就業アドバイザーが相談を受けます。 
                                     
  

   

    

日 曜 予 定 

1 土 
ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2 級    

あなたとわたしのための元気塾⑤ 

2 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

3 月 福祉住環境 2 級③ 

4 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級    

5 水 休館日休館日休館日休館日 

6 木 
大野城市男女共生講座④ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑭ 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 福祉住環境 2級④    

7 金 親子のためのブックタイム① 

8 土 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑭ 

9 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

10 月 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

11 火 
啓発サポーター定例会 

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3 級① ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級    

12 水  

13 木 

ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑮ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級  

福祉住環境 2 級⑤ 

「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとわたし」講座① 

14 金  

15 土 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    佐藤陽子佐藤陽子佐藤陽子佐藤陽子コンサートコンサートコンサートコンサート 

16 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

17 月 
託児ｻﾎﾟｰﾀｰ定例会 福祉住環境２級⑥ 

情報ｻﾎﾟｰﾀｰ編集会議 

18 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3 級②    

19 水 休館日休館日休館日休館日    

20 木 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 福祉住環境 2級⑦ 

21 金 親子のためのブックタイム②     

22 土 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 

23 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

24 月 福祉住環境 2 級⑧ 

25 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3 級③    

26 水  

27 木 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 福祉住環境 2級⑨ 

「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとわたし」講座② 

28 金  

29 土 
ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2 級 

あなたとわたしのための元気塾⑤    

30 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

31 月 福祉住環境 2 級⑩    

****あとがきあとがきあとがきあとがき**** 8 月のある日、まどかぴあで用件を済
ませ 1 階の玄関ドアから出ようとすると、若いお母さ
んと 1 歳くらいの子どもが、真ん中でしゃがみこんで
何かのぞき込んでいます。『通り道で何をしているんだ
ろう…？』とチラッと見ると、息も絶え絶えの（？）
蝶が床にじっとしています。「クロアゲハね」と声をか
けるとそのお母さんは「そうなんです。このままだと
踏まれそうで・・・。でも私触れなくて・・・」と少
しなさけなさそうにつぶやいたのです。そうか・・・
今にも消えそうな小さな命が踏みつぶされないように
守ってあげていたのか。 

それならと、私は蝶の羽をつまんで、玄関ドアの脇
の大きな植木の根元にそっと移しました。お母さんは
本当に『ほっ』とした顔で、私に「ありがとうござい
ました」と言って、傍らの子どもに「よかったね」と
優しく微笑みました。子どももお母さんの笑顔を見て
何だか『ほっ』としたように見えました。   

暑い夏の日のほんの小さな出来事でした。でもそれ
は蝶の命の大切さをも見つめることができる優しい心
の目を持っている若いお母さんに出会えた 
ここちよい出来事。そしてそんなお母さん 
に育てられる子どもの幸せを思い、私の心 
も『ほっこり』したひとときでした。 

（情報サポーター Ｋ．Ｍ） 
    

「「「「すてっぷすてっぷすてっぷすてっぷ」」」」のバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがＨＰＨＰＨＰＨＰでごでごでごでご覧覧覧覧いただけいただけいただけいただけますますますます。。。。    

（（（（☎☎☎☎555588886666----4034034034030000 男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターセンターセンターセンター））））    

１０月の男女平等推進センター 


