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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「大野城市男女共生講座（第 3回）」 「行列ができる講座のチラシづくりの法則を学ぶ講座」 

・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？ 「日本＝111位」 

・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 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。 

11 月 5 日（土）大野城まどかぴあ 1 階ギャラリーモール特設ステージにて 

 

男女平等推進センター 啓発・事業サポーター 

まどかフェスティバル 
まどかぴあステージの様子 
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大野城市男女共生講座 第 3回 
テーマ：「超高齢社会を明るく生きる 

～国際比較から見た日本～」 

日にち：10月 4日（火） 

講 師：松田 美幸さん 

（福岡県男女共同参画センター あすばる 館長） 

 

 

 

 

 
 

 

 

社会情勢の変化でもの

の価値観や見方も変わっ

てくる現在、今の安倍内閣

が推進する１億総活躍時

代というのは、女性はもち

ろん高齢者も従来にとら

われず自分自身の可能性

を見いだす社会をめざしている。男女平等指数は国

際的に比較すると日本は 145カ国中 101位だ。（※） 

女性活躍では中央政府も地方も後進国といえる。日

本の国会議員の女性比率は 70 年前と変わっていな

い。遅れている理由は、国内市場が大きいためにグ

ローバル化は必要ないという考えが根底にある。ア

ジアの中で日本より低いのは韓国やマレーシアぐ

らいだ。一方高齢者は 105 歳の聖路加国際病院名誉

院長の日野原重明さんをはじめ、スポーツ界でも

100 歳以上の方の活躍が目立つ。高齢者活躍では日

本は先進国？ 

★日本全国で100歳以上の高齢者は現在、約65,000

人。日本は 1970 年に 65 歳以上の人口が総人口

の約 7％を超えて高齢化社会入りしたが、今やそ

れが約 27％と、超高齢化社会になっている。 

★ものの見方や価値観が大きく変わっている時代 

・「従来の高齢者像」にとらわれない 

・異なる世代と交わり、お互いの強みを出し合う 

・コミュニケーションは、縦型ではなく横型に 

★誰もが活躍できる高齢化社会の前向きな変革と

促進 

・異世代が一体となった取り組み 

・職場の多様性の最大化 

・高齢女性の能力開発の仕組み 

・女性の社会への貢献を評価 

・国内外の戦略や好事例 

★ＷＷＡＳ国際会議の課題としては 

・「課題先進国」から「課題解決先進国」へ 

・2025 年の問題（日本）は団塊世代の全員が 75 歳

を迎える。第 2 の人生、介護、地域の活動、生き

がい 

後期高齢者に占める女性の割合＝高い一人暮ら

し率、仲間や家族がいるかどうか、社会的につなが

りのある人の方が長生きの確率が高い。 

 

 

成長する高齢者市場のユーザーとしての知見、長

年の経験豊かな生活者・消費者の目利き力。資金も

少なくスマホ 1 台で起業できる時代。 

★シニア向けの資金調達方法 

①創業補助金 

②金融公庫のシニア向け創業資金 

③クラウドファンディングサービス 

これから急増する高齢化社会、生きがいを見つけ

た人もこれからの人も前向きに取り組みたい課題

だ。        （情報サポーター スピカ） 

(※)2015 年版のデータ。最新版は 4 ページに掲載。 

 

ＷＷＡＳ国際会議福岡宣言 

＜５つの前向きな変革＞ 

・高齢労働者に対する世の中の見方を変え

ると共に高齢者が自分自身の可能性に対

する見方を変える 
 

・誰にとってもより良い高齢化社会に向け

て、労働における年齢やジェンダーの問

題の重要性についての意識を高める 
 

・仕事やワークライフバランスの選択につ

いて高齢女性の声を聞き、ワークライフ

バランスについての社会の考え方をデザ

インし直す 
 

・高齢女性の地域への貢献を促し、広める 
 

・困難を抱える女性たちの貧困をなくす 
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  さぁ年末がやってきます。今年もお世話になり、ありがとうございました！ 

  クリスマス気分を楽しみながら、来年の計画を立てるのもわくわくしますね。 

 新しいカレンダーにはアスカーラ主催講座の予定もお忘れなく！ 

                                                  

 

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 

遊んで楽しく学ぼう♪男女共同参画カルタ大会 

お正月といえばカルタ！ 大人数での勝負は一味違います。みんなでわいわいにぎや

かな時間を過ごしましょう。読み札は男女共同参画についての内容ですが、自然と

耳に入ってきて楽しく学べます。子どもも大人もどなたでも、ぜひご参加ください！ 

日 時 平成 29年 1月 21日（土）13：30～16：00 

会 場 多目的ホール（1階） 

参加料 無料 

定 員 100名 

☆個人・団体申込可能！みなさんの応募をお待ちしております！ 

育休カフェ＆トーク 

育児休業を取得し、仕事を継続する女性が増えています。 

子育て、仕事、家のこと…こなしていけるか、不安を感じるときもありますね。 

前向きな気持ちで「働くママ」になるための講座です。講演の後には交流会があります。 

皆で講座の感想を共有したり、楽しくお話しましょう♪ 

日 時 平成 29年 1月 14日（土）、28日（土）13：30～15：30 

講 師 第 1回：田中 彩、第 2回：中山 淳子（NPO法人ママワーク研究所） 

会 場 306会議室（3階）  受講料 無料 

 

 

大会はトーナメント形式で行い、 

上位３名には賞品が贈られます！ 

めざせ優勝！ 

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！ 

参考：世界経済フォーラム 

「ジェンダー・ギャップ 2016」より 

男女共同参画カルタ パネル展示をしています！ 

現在、大野城まどかぴあ３階の情報交流ひろば、および

アスカーラギャラリーで「男女共同参画カルタ」のパネル

展示をしています。１月にはこのカルタを使ったカルタ大

会を開催しますので、ぜひ見にいらしてください！ 

平成 26 年度に読み札を全国公募し、平成 27 年度に大野城

市立中学校美術部の生徒さんに絵札制作をしていただいて、

みなさんの力で完成したオリジナルのカルタのことです。 

男女共同参画カルタって？ 

 ☀今月のお楽しみ情報☀ 

○12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 

 

○12月 5日（月）10:30～ 
担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 

 
○12月 14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。 

 パネル展示で予習して、大会では 

ぜひ上位をねらってくださいね！ 

アスカーラギャラリー（3階）のパネル展示 

右：りなちゃん（２歳）は、ブロック

遊びが大好き！ 

左：きいちくん（２歳）は、車のお

もちゃがお気に入り！ 

初対面でもすっかり 

仲良くなりました。 

が挙げられます。例えば、「国会議 

員における男女比率」122位、「官民

の高位職における女性比率」113位、

「女性の専門的技術的労働者の比

率」101 位。さらに、女性の首相が

これまで一度も出ていないことも

低評価の一因です。 

今年のジェンダー・ギャップ指数

の結果からわかるとおり、日本の男

女平等は遅れているのが実情です。

この結果を細かく分析することで、

今の日本が抱えている男女格差の

改善すべき点が明確になります。国

際社会の潮流との差をどのように

縮めていくかが、これからの日本の

大きな課題となりそうです。 

10 月に世界経済フォーラム

（WEF）が、男女格差指数（ジェン

ダー・ギャップ指数）を発表しまし

た。これは、世界各国の男女格差を

数値化しランク付けしたものです。

今年の日本の順位は、世界144ヵ国中

111位。これは主要7 ヵ国（G7）の

中では最下位で、前年の 101 位より

も順位を落とす結果となってしま

いました。 

調査された分野は「経済」「教育」

「保健」「政治参加」の4つ。日本は

「経済」や「政治参加」の分野で低

い評価を受けています。その原因と

して、経済と政治の分野における女

性の進出が著しく遅れていること

ご
存
知 

で
す
か
? 

日本 

111 位 
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情報サポーター養成講座 特別公開講座 

「あなたにも作れる！行列ができる講座の 

チラシづくりの法則を学ぶ講座」 
 

日にち：10月 20日（木） 

講 師：坂田 静香さん 

（NPO法人男女共同参画おおた理事長） 

 

 

 

 

 
 

まずは、このすてっ

ぷを読んでいただいて

いるあなたに感謝しま

す。たくさん並んでい

るチラシの中から手に

取ってもらえたのはど

うしてでしょうか？ 今回の講師は、企画した講座

に定員オーバーが続くカリスマプランナーの坂田

静香さん。創意工夫と努力を重ねて得たチラシづく

りのノウハウを教えていただきました。 

 

 

 

手にとってもらえるチラシづくりのポイントは、 

〇ターゲットの心に響くキャッチーな言葉を探る 

対象者をしぼり、行きたくなるタイトルをつける 

〇認知率の低いカタカナ語や専門用語は使わない 

専門用語の意味がわからない講座は敷居が高い 

〇タイトルは紙面の上から３分の１が勝負 

チラシは縦入れのスタンドラックに入っていて

上しか見えない 

〇対象者によって、文字の大きさ、言葉遣い、広報

媒体、申込方法が異なることを理解すること 

若い人たちは FAX よりも携帯電話やホームペー

ジから申込みが多いかも。 

なるほど、たかが募集チラシ、されど募集チラシ

ですね。目から鱗が落ちました。 

今回の募集チラシに書いてあったフレーズ「めざ

せ！満員御礼」、その通りに会場はほとんどの席が

埋まり大盛況でした。これは講師監修のわかりやす

い募集チラシの効果でしょうか。情報サポーター養

成講座は毎年開催していますが、託児を利用する年

代の参加者が例年より多かったように感じます。 

 

人の集まらない講座の言い訳トップ 3 は、 

１ 位 こんなに良いことをしているから 

やることに意義がある 

２ 位 市民の意識が低い 

３ 位 天気が悪かった 

番外編 東京とは地域性が違う 

講師によると、人が来ないのは「企画力」と「広

報・PR力」が不足しているだけだそうです。うーん、

「足元の悪い中、参加いただいてありがとうござい

ます」よく聞く言葉ですね。ドシャ降りでも行きた

くなる講座の魅力ってなんですかねぇ。 

私も今後イベントや講習会の主催スタッフにな

るときには、今回勉強した最も大切なこと「対象者

を徹底的に絞る」 「対象者の心に響く、ゴールが見

えるタイトルをつける」 「担当者の熱意と努力」を

参考にしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

私はいろいろな講座に参加していますが、いつも

同年代の女性が多く、定年後の男性がチラホラです。

ところが今回は 20 代の男性が隣の席でした。資料

のチラシを見ながら意見交換するグループトーク

ではサークルの会員募集チラシの勉強のために参

加した若い女性、仕事で広報担当の男性などいつも

と違う年代の意見が聞けて新鮮でした。 

（情報サポーター 森 敏子） 

 

 

 

 

 

 

参画を｢さんが｣と読む人に来て欲しい 
今
回
の
講
座
は
、 

ま
さ
に
「
満
員
御
礼
」
状
態
！ 

めざせ！ 

参加者のコメント（アンケートより抜粋） 

・今後の企画、チラシ作成に役立てたいと思います。

集客アップできそうです。 

・導入から実用的な部分まで分かりやすかったです。 

・とても楽しくタメになる講座でした。チラシによっ

て集客力がこんなにかわることに驚きました！ 
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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*  恐ろしい夢を見た。海からたくさん

のゴジラが上陸してくる。ズシンズシンと地面が揺

れる。大きな足に奇跡的に踏みつぶされないように

と祈りながら押し入れに隠れる事しかできない。ど

うしようもない恐怖と絶望感に襲われたところで

夫に起こされた。人は突拍子もない夢を見ると、原

因を突き止めたくなる。どうしてこんな夢を見たん

だろう。あれこれ考えを巡らして思い当たることを

見つけた。熊本地震の時のどこにも逃げられない無

力感に似ていた。震災後 4 か月が経って訪れた熊本

はまだ復興の兆しも感じられなかった。今は仮設住

宅もできて、これから来る寒さくらいは凌げるだろ

う。一刻も早く普通の生活に戻れることを願ってい

る。来年は災害がない年に 

なりますように。 

（情報サポーター ちびまま） 

12月の男女平等推進センター 
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