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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「私らしく生きるために」 「男の教養セミナー」 

・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？ 「マタハラ防止対策義務化」 

・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。 

「アスカーラまつり」の記事は来月号に掲載します 
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元気塾は、男女平等推進セン

ター アスカーラで定期的に開

講される講座だが、今回は特別

編としてトークショーで「夢を

叶えたい！ 将来について考え

たい！ そんなあなたに向けて･･･」という思いを込

めて行われた。参加したのは、アイスクリーム・ブ

ラックモンブランを製造する佐賀の竹下製菓社長

竹下さん、太宰府天満宮権禰宜の高山さん、地元の

RKB や KBC のテレビ番組でも活躍中の福岡女子大

学准教授和栗さん。 

今回の講座で、コーディネーターの和栗さんから

は「二人の人生・仕事について私らしく生きるため

についてこれから語っていただく。私らしく生きる

には思いが必要で、これから何がしたいか？ 何が

できるか？ きっかけ創りにしてほしい」と助言が

あった。 

和栗さんの進行で、ロールモ

デルの二人にそれぞれの自己

紹介と仕事内容や「自分のキャ

リアをどう描いていたか? 」な

どの問いかけから始まった。最

後の問いは「これからは、何を目指しているか？」。

竹下さんからは「人を幸せにする会社を目指してい

る」という答えが返ってきた。その思いを「三方良

し」の発想で説明がなされた。三方とは、お客様・ 

 

社員・協力業者だそう

である。何とも、若い

経営者からこんな言

葉が出ようとは驚き

である。これからも地

域に根差した温かみのある会社に育つことと思う。

一方、高山さんも地域の人たちと共にまちづくりに

も関わり、地域が一体となってまち全体の魅力を向

上させることができるようにとの思いで取り組ん

でいる。 

竹下さんは、両親が将来のパートナーと一緒に、

家業を継いでもらいたいという思いを。高山さんは、

母親の実家が代々神社の宮司を務めて来たが、ある

きっかけで何か導かれるように、外資系企業から大

きな転身をした。二人に共通して云えることは、親

や先祖の家業に対する一生懸命な姿が、投影されて

いるように思われる。 

(情報サポーター 倉町 賢一郎) 

 

 

 

 

平成 28年度 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 

日にち：2月 21日(火) 

コーディネーター：和栗 百恵さん 

(福岡女子大学国際文理学部准教授) 

ロ ー ル モ デ ル：竹下 真由さん 

(竹下製菓株式会社代表取締役社長) 

高山 博子さん 

(太宰府天満宮 権禰宜) 
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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 

 

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円の 

託児利用券が必要 

・満 10か月～ 

小学校就学前まで 

【総合相談受付日時】 

平日および第 2・4土曜日 9：00～17：00 
※ただし、毎月第 1・3水曜日（祝日の場合はその翌日） 

および年末年始はお休みです。 

【相談専用電話】 

０９２-５８６-４０３５ 

平日に加え、毎月第 2・4 土曜日も総合相談を受け付けています。 

専任の女性相談員があなたの抱えている問題や悩みをお聴きします。 

電話もしくは面接でご相談いただけます。 

子育て中は、ゆっくりと本を選んだり、読書をする時間がとれなかったり･･･ 

そんなパパとママのためにお子さまをお預かりし、まどかぴあ図書館で自分の時間を楽しんでい

ただくためのご提案です。自分のための素敵な時間をつくりませんか。 

ご希望の方は、図書館で読書相談も承ります。（読み聞かせの方法、年齢に応じた本の選び方など） 

お申し込みの際に、お知らせください。 

【日  時】毎週金・土曜日 10：00～11：30 

【会  場】まどかぴあ図書館（1 階）、お子さまは託児ルーム（2 階） 

【対  象】満 10 か月～小学校就学前のお子さまとその保護者 

【定  員】毎回親子 7 組（定員になり次第締め切ります） 

【費  用】お子さま 1 名につき 1 枚 300 円の託児利用券が必要 

【申込方法】各回 1 週間前までに、総合案内もしくは男女平等推進センターにて 

お申し込みください。 

http://www.madokapia.or.jp/
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参考：厚生労働省ホームページ 

大野城まどかぴあでは、まどかぴあ主催の講座・イベントに参加される方

のためにお子さまをお預かりする有料サービスを行っています。 

きょうごくん（２歳）は電車

が大好き！ カメラを見て少

し緊張ぎみでしたが、遊んで

いるうちに素敵な笑顔を見せ

てくれました☆ 

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 

＼私たちが、お子さまをお預かりします！／ 

 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○5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 

 
○5月 29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。 

方針の明記」「相談窓口の設置」「苦

情対応体制整備」などがあげられて

います。 

規則が定められても、実際に現場

で運用されるのは少し先のことに

なるかもしれません。現在マタハラ

に悩んでいる人や「これってマタハ

ラ？」と不安を抱えている方は、厚

生労働省の出先機関である都道府

県労働局の総合労働相談コーナー

に相談することができます。また、

アスカーラでも「総合相談」や「お

しごと相談（要予約）」などを設け

ておりますのでご相談ください。 

2017年1月に全面施行された改正

男女雇用機会均等法および改正育

児・介護休業法により、妊娠や出産

を理由とした嫌がらせである「マタ

ニティー・ハラスメント（通称：マ

タハラ）」の防止対策が企業に新た

に義務付けられました。 

これまでも、企業が妊娠や出産を

理由とした解雇などの不利益な扱

いをすることは違法とされていま

したが、新規定はさらに踏み込んだ

内容となっています。厚生労働省に

よると、企業に求められるマタハラ

防止対策の例として「就業規則等へ

ご
存
知 

で
す
か
? 

男女平等推進センターに所属するボランティア、託児サ

ポーター“ママ・ポケット”がまどかぴあ 2 階の託児

ルームでお預かりします。毎年託児に関する研修を受け

ていますので安心してお子さまを預けていただけます。 

託児のご案内 
「シネマランド」で 

たまにはゆっくり 

映画を楽しみたい… 
生涯学習センターで 

習い事をしたいけど、 

子どもがまだ小さいし… こんな時に、 
託児をご利用ください！ 

【対象年齢】 満 10か月～小学校就学前まで 

【費  用】 お子さま 1人につき 1枚 300円の 

託児利用券が必要（各回窓口にて販売） 

【申込方法】 講座・イベント開催日の 1週間前までに総

合案内、各講座・イベント担当までお申し

込みください。 

※託児サポーターはまどかぴあに常駐しておりません。キャンセルの

場合は必ずご連絡をお願い致します。また、お申し込みいただいた

お子さまの人数によってサポーターの人数を決めておりますので、

急な託児のご依頼には対応致しかねます。ご了承ください。 
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戦後生まれのいわゆる団塊世代は、去年還暦を迎

えた私の人生でいつもロールモデルだった。それぞ

れの老後をどう楽しんでいるのか？ 今回の講座の

副題「第２の人生をステキに！豊かに！」のフレー

ズに惹かれて取材に行って来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この講座は健康、介護、料理と続き、取材したの

は最後の介護（実技）です。講師の田上美里さんは

介護福祉士。いつも介護福祉専門学校で学生に教え

ているように丁寧に楽しく教えてくださいました。 

先生が介護の職場で働き始めたころ、今は禁止さ

れている拘束が普通に行われていました。そのこと

に疑問を持ち、在職中にアクティビティーワーカー

などの資格を取得。その人の人生で得意なことを活

かすためにどう関わればよいかを考えています。 

介護の専門職として一人での在宅介護はお勧め

しないそうです。24時間365日いつ終わるのか分か

らないのが介護、周囲の協力は必須です。先生も自

分の親を一人で介護する気はなく、介護疲れを起こ

さないようにプロに手伝ってもらうそうです。 

例えば寝ている人を起こすのは大変です。介護者

が膝や腰を痛めたり、2 人掛かりでしかできないこ 

 

ともプロなら専門的な知識で指一本でできます。実

技でやってみましたが、あおむけ⇒膝を立てる⇒横

向きにする⇒肩を押し上げると簡単にできました。 

生活便利グッズも触

ってみました。一人でで

きない食事も福祉用具

を使えば自分のペース

で好きなものが食べら

れます。自分でできることは自分でする。専門用語

でいう残存機能を見極めることが大切ですね。 

先生が学生に紙おむつをして生活をする課題を

出した時のレポートで「おむつをして車を運転して

みたが、クッションが効いて快適だった」には思わ

ず笑ってしまいました。 

 

誰もが避けて通れない

のが認知症。認知症になる

と全てを忘れてしまう

の？ いいえ、記憶の整理

整頓ができないだけでタ

イムマシンに乗っている

感じだそうです。思いの強いことはいいことも悪い

ことも比較的覚えています。介護者としての適切な

対応は受容と共感で否定しないこと。私が原稿の締

め切りに追われる流行作家気取りになっても皆さ

ん否定しないでね。 

超高齢化社会の日本でもはや老後ではないシニ

アライフを楽しむ人生の先輩たちに、後に続く私か

らエールを送ります。 （情報サポーター 森 敏子） 

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！～ 第 4回 

テーマ：「今から準備！ 家族にやさしい介護のキホン」 

日にち：3月 29日（水） 

講 師：田上 美里さん 

（麻生医療福祉専門学校福岡校非常勤講師） 

寝ている人を指一本で起こす！！ 

認知症はタイムマシンに乗っている 

プ
ロ
の
技
術
を
持
ち
帰
る
た
め
、 

熱
心
に
見
学
す
る
受
講
生
た
ち
。 
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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 

＜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 

〒816-0934  福岡県大野城市曙町 2-3-1  ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 

ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 相談専用電話／092（586）4035 

 

めん 

*ひとりごと* 能面は一般的に「怖い」とか「無表情」

だという人がいます。しかし、観る人の受け方・演じ

ての技術・囃子や謡の効果・光の具合で笑っているよ

うにも、泣いているようにも、時には何ともいえない

色気を感じさせ、あるいは凄まじい怒りや怨みの表情

をみせる能面は無限の表情を持つといえます。 

その能面を制作することを「面を打つ」と云います。

材料は、伐採から 10～20 年経つ木曾檜を使い、室町か

ら桃山時代の古面（本面）を忠実に模写する「写し」

が基本で、代表的な「小面」は、タテ七寸、ヨコ四寸

五分、奥行二寸三分の角材から、鋸・斧・のみ・木槌・

彫刻刀で型紙を使って、寸法を測り、細部まで確認し

ながら彫っていきます。形ができたらいくつかの工程

を経て、胡粉と膠で下塗り、顔料を加え上塗り、彩色、

すすなどで古色を付けて出来上がりです。 

私も数年前から挑んで5面ほど打ちましたが、実に楽

しく奥深いです。能面師と聞くと職人という職業イメ

ージから年配の男性を想像しがちですが、二代堀安右

衛門という名前からは想像もできない若い女性もいま

す。私たちの仲間にも女性がおられます・・・ほとん

どが、定年をすぎています・・・ 

みなさんも“日本の古典芸能”に触れてみて 

はいかがでしょう。 

（情報サポーター 下大利いもだんしゃく） 

う 

5月の男女平等推進センター 

 

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

