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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「大野城市男女共生講座（第４回）」 「ママの未来チャレンジ（第１回）」 

・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？ 「過労死白書」 

・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。 

これからの人生デザインを考えるトークショー 

私らしく 生きるために

月 日（火）１３：３０～１５：３０ 日時 

会場 大野城まどかぴあ 多目的ホール（１階） 
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大野城市男女共生講座 第４回 
テーマ：「多様性推進への取組み～安川電機の事例～」 

日にち：11月 10日（木） 

講 師：名村 知美さん 

（株式会社安川電機 人材多様性推進室副室長） 

 

 

 

 

 
 

 

 

地球上にはたくさんの動物

や植物が存在し共存している

が一方、それぞれに「個」の生

き方をしている。ビジネスの世

界でも性別や人種、年齢、性格、

学歴、宗教、生活スタイルなど、その個人の多様性

を受け入れ、積極的に広く人材を活用することで生

産性を高めようとする考え方があり、それをダイバ

ーシティという。 

企業がダイバーシティを重視するメリットは 

・多様化、複雑化するビジネス環境への柔軟で迅速

な対応 

・様々な知見による創造性、問題解決力の向上 

・多様な働き方を認めることによるワークライフ

バランスの向上 

安川電機では 2014 年

に人材多様性推進室を設

置し、多様な価値観や考

え方を持った人材を受け

入れ、活かす職場環境づ

くりに取り組んでいる。

安川電機が考える自社の

課題は 2 点。①女性社員が活躍する場、数ともに少

ないこと ②結婚・子育てによるキャリア中断等に

よって昇進機会の平等が確保できていないこと。課

題解決に向けて、人材多様性推進室はダイバーシテ

ィ推進に邁進中であるという。変動の激しいグロー

バル市場に素早く対応するためには企業の進化と

競争力強化が必要。ダイバーシティ推進は、企業の

力を高めていくひとつの鍵であるといえる。 

現在日本の女性

の活躍状況は、国際

的にみてもかなり

低い。10月に世界経

済フォーラム（WEF）

が発表したジェンダ

ー・ギャップ指数

（男女格差指数ラン

キング）で、2016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。日本での男女格差は 66％までしか解消されて

いないということになる。女性の労働力が他のG7並

みになれば一人当たりの GDPが 4％上昇、北欧並み

になれば 8％上昇するというレポートもある。これ

まで、1986年男女雇用機会均等法、2003年次世代

育成支援対策推進法、2015 年女性活躍推進法など

女性活躍の支援が進んでいる。しかし現状は遅々と

して進まない。 

最後に講師の「私からのメッセージ」として 

大切なのは、あなた自身がどうしたいか 

◎ キーワードは「個」 

◎ ダイバーシティは思いやり 

でも、比較したり押し付けたりしない。どんな生

き方を選んでも正解という言葉で締めくくられた。 

（情報サポーター 原田 久） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やれば出来る 

 

（出所）World Economic Forum 

設 立：1915 年（大正 4 年）7 月 16 日 

：福岡県北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号 

：連結 14,319 名（臨時従業員含む） 

：モーションコントロール 

（サーボ、インバータ） 

ロボット 

システムエンジニアリング 

株式会社安川電機 
YASKAWA Electric Corporation 

順位 国名 値 

1 アイスランド 0.874 

2 フィンランド 0.845 

3 ノルウェー 0.842 

4 スウェーデン 0.815 

5 ルワンダ 0.800 

6 アイルランド 0.797 

7 フィリピン 0.786 

8 スロベニア 0.786 

9 ニュージーランド 0.781 

10 ニカラグア 0.780 

11 スイス 0.776 

   

99 中国 0.676 

   

111 日本 0.66 

   

116 韓国 0649 

   

 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

※第 5 回の講座では、今回の講演を受けての館外研修

で安川電機みらい館・工場を見学しました。 
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まだまだ、寒い日が続きますね。 

つい家にこもりたくなってしまいますが、アスカーラには新しい出会いも楽しい学びも満載です♪ 

ぜひ、遊びにいらしてくださいね。 

 

                                                  

 

こ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 

 

 あなたとわたしのための元気塾 特別講座 これからの人生デザインを考えるトークショー 

「私らしく生きるために」  

女性がイキイキと活躍するための秘訣を、3 名の素敵な女性にお話しいただきます。 

 日時：2 月 21 日（火）13：30～15：30 会場：多目的ホール（1 階） 

受講料：無料   定員：100 名（先着順） 

 コーディネーター：和栗 百恵（福岡女子大学 国際文理学部 准教授） 

 ロ ー ル モ デ ル ：竹下 真由（竹下製菓株式会社 代表取締役社長）、高山 博子（太宰府天満宮 権
ごん

禰宜
ね ぎ

） 

今から始める男の教養セミナー ～第 2の人生をステキに！豊かに！～ 
 セカンドライフを、より充実させるためのヒントを学ぶセミナーです。 

回 日 時 会 場 内 容 ・ 講 師 

1 
3 月 12 日（日） 
10:00～11:30 

303 会議室 

（3 階） 

男性復権！男性ホルモンのヒ・ミ・ツ 

柳瀬 敏彦（福岡大学 教授） 

2 
3 月 18 日（土） 
13:30～15:00 

301 会議室 

（3 階） 津止 正敏（立命館大学 教授） 

3 
3 月 25 日（土） 
10:00～13:00 

調理実習室 

（2 階） 

男の洋食 デザートまで作ってみよう！ 

熊丸 杏美（料理研究家） 

4 
3 月 29 日（水） 
10:00～12:00 

306 会議室 

（3 階） 

今から準備！家族にやさしい介護のキホン 

田上 美里（麻生医療福祉専門学校非常勤講師） 

 

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 

人気講座  
募集開始！  

ヘルシーエクササイズ講座（全 20回） 

楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！ 

期間：4 月 13 日（木）～平成 30 年 2 月 22 日（木） 

受講料：5,000 円 

再就職チャレンジ講座（全 25回） 

再就職をめざす女性のためのパソコン講座です。 

期間：4 月 17 日（月）～7 月 13 日（木） 

受講料：11,000 円 

毎年大人気の講座が、2 月 2 日（木）より受講生募集を開始します。 

詳しくはチラシをご覧ください。 

 

受講料：無料（第３回のみ材料費 1,000 円が必要） 定員：各回 30 名（先着順） 

対象：おおむね 50 歳以上の男性 ※対象以外でご興味のある方はお問い合わせください 

http://www.madokapia.or.jp/
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際的にも知られているほどです。長

時間労働の理由について、過労死白

書では「業務量が多い」「人員不足」

「顧客対応」が圧倒的に多いと分析

されています。長時間労働は労働者

の能力が問題ではないのです。 

2015年 12月に大手広告代理店の

女性社員(当時24歳)が長時間に及ぶ

残業やパワハラ等が原因で自死し

ました。くしくも、白書が閣議決定

された同日にこの女性社員の死が

過労死として労災認定されていた

ことが明らかになりました。今後

「長時間労働は当たり前」という文

化の根絶・根本的な意識を変えてい

く必要があるといえます。 

昨年 10 月に「平成 28 年度版過労

死等防止対策白書（通称：過労死白

書）」が閣議決定されました。これ

は、2014 年に施行された「過労死

等防止対策推進法」に基づき、毎年

厚生労働省が過労死の現状等の調

査結果をまとめているもの。長時間

労働や過労死問題の実態が可視化

されています。 

日本では、週49時間以上の労働を

している労働者の割合が男女合わ

せて 21.3％。欧州諸国と比較すると

その割合は約10％も高いものとな

っています。働きすぎの日本人を象

徴する「過労死」という言葉は、ロ

ーマ字で“KAROSHI”と表記され国 

ご
存
知 

で
す
か
? 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

今月の元気キッズ！ 

＜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☀ 

○2月 7、14、21、28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 6 日（月）10:30～ 
担当：HAND IN HAND 

 
※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。 

参考：平成 28年度版過労死等防止対策白書 

東洋経済オンライン 

託児 

あり 

 

 

次々にやってくる避難者の状況や要望を考慮しながら、 

迅速かつ適切に対応する術を 

学ぶゲームです。 

会場：多目的ホール（１階） 会場：202会議室（２階） 

お茶を飲みながら、ゆっくりと 

名作を楽しみませんか。 

 

 

災害時の被災者支援のために使われる 

『移動式炊き出し用かまど』の紹介と 

ポリ袋で作る非常食のデモンストレー 

ション。試食もできます♪ 

会場：303会議室（3階） 

※全て無料でご参加いただけます。託児は有料（300 円・要予約）です。 

O-NOJO マルシェ 

いろんなジャンルのお店が集合！ 

ハンドメイド雑貨やアクセサリーなど、あなたのココロ

をくすぐる８つのブースを用意してお待ちしています。 

会場：304会議室、情報交流ひろば（３階） 

2月 11日（土） 
10：00～12：00 

幸福の黄色いハンカチ 

3 歳のよしき君（右上）・8 ヶ月の

まさき君（右下）兄弟と、5 歳のそ

うたろう君（中央）・2 歳のゆうせ

い君（左）兄弟は、とても仲良し。 

ママ同士もお友だち 

です☆ 
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ママの未来チャレンジ 

テーマ：「落ち込んだとき、イライラしたときの、 

セルフセラピー」 

日にち：11月14日（月） 

講 師：松井 美由紀さん（ココリセセラピー 代表） 

 

 

 

 

 

今回の講師は新聞・ネッ

トでコラム連載中の心理カ

ウンセラー。自身の家族の

病気や気になる症状を機に

心理学を学び、現在はお母

さんたちの心のサポートと

子どもたちの笑顔を増やす

ために子育て心理講座を開催。子ども二人が泣き出

す夕方が嫌いだったという自身の経験談には会場

の皆が共感し、内容もいつのまにか引き込まれるよ

うなお話でした。 

 
 
まず初めにグループに分かれて身近な話題のハ

ッピーニュースを発表。話す順番は誕生日の早い人

や早く起きた人などユニークな決め方でした。講師

は夕食前に家族で話すそうです。あえてハッピーを

探すようになると雰囲気が変わり、心と体の栄養に

なるとか。 

次は悩み別のグループトーク。拍手や質問・アド

バイスはせず、ただ聴くだけ。ここだけの話の約束

で始まりました。落ち込んだりイライラしたりの話

はためこまずに放さないと腐るそうです。（なるほ

ど私のストレス解消は友人とおしゃべりです。） 

 

同じ出来事でも受け取り方はハッピー、落ち込み、

イライラと人によって違います。不安やイライラを

検証すると『～べきである』『～でなければならない』

と自分以外（親や先生や社会など）の価値観・思考・

行動様式などを丸ごと鵜呑みにしていることが多

いそうです。いったん取り出して、本当に必要なも

のだけを取り入れて自分を知り、助けるチャンスに

しましょう。 

 

 

悩みは生活に影響があるかないかを考えると解

決しやすいようです。影響がないケースは思考チェ

ンジにトライ。『どれだけ叱ってもスローペース』は

人に左右されない強さと裏返して考えれば魅力に

感じます。影響があるケースは創造的調整にトライ。

『片付けない』は整理しやすいグッズ作戦。『時間に

間に合わない』は競争を楽しんでみるなど、「思い通

りにならない」を受け入れるためにいろいろ工夫す

るのがセルフセラピーだと感じました。 
 

今回の講座は子ども、夫、その他の悩み別、子ど

もの年齢別などに分かれてのグループトークが主

でした。自己紹介は本名でなくても OK。エリザベス

とか今日呼んでほしい名前はいつもと違う自分に

なれて心が軽くなりますね。参加者は同じ環境に置

かれている人の考え方を知り、自分の問題を話すこ

とで今まで気がつかなかった「本当の私」が発見で

きたのではないでしょうか。 

最後はこんな私・相手の OK な部分をメモ用紙に

書き、ランダムに向き合った

人と名刺交換の要領で読み

あいます。次々と出会う言葉

は自分を癒し、少し休めるよ

うに自分を大切にする言葉

として、スーっと受け入れられたと思います。 

アスカーラではこれからも子育てママ応援事業

が続きます。私も、たくさんの人と出会えるのが楽

しみです。    （情報サポーター  森 敏子） 

思考チェンジで自分に  

講
師
の
話
に
聞
き
入
る 

受
講
生
の
み
な
さ
ん 
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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 

㉒
㉘

㉙

㉚

㉓ 
㉛

㉜

㉝

㉔
㉞

㉟

㊱

㉕

2月の男女平等推進センター 
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ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 相談専用電話／092（586）4035 

 

*ひとりごと*  「魔法の言葉」 
 

秋も深まる、ある朝のことだった。コーヒーを飲

みながら何気に窓の外を眺めていると、登校中の小

学生の女の子が三人、道にしゃがみこんでいた。「ど

うしたのかな。お腹でも痛いのかな」と様子を見て

いたが、いっこうに立ち上がらない。気になった私

はお店を出て、その子たちに声をかけた。「どうし

たの」と訊くと「この子が転んだの」と二人が心配

していた。見るとひざから血が出ていたため、私は

絆創膏を取り出そうとしたが、すでに必要なし。ケ

ガをした子のお姉ちゃんと言う三年生位の子がラ

ンドセルから「応急セット」を取り、手当てをして

いたのだ。それだけでなく、手の状態を見るために

「グーパー、グーパーして」と妹に手を動かさせて

いた。私はその、しっかりとしたお姉ちゃんの「グ

ーパーして」が「痛いの飛んで行け」という魔法の

言葉のように感じた。妹も安心したのか、三人は立

ち上がり「ありがとうございました」と言って学校

へ向かった。お姉ちゃんのとっさの判断と温かい思

いやり、そして優しいお友達。お礼を 

言える女の子。三人の姿に心がホッと 

温まったのを鮮やかに覚えている。 

（情報サポーター 櫻井 紀子） 

http://www.madokapia.or.jp/

