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・事業レポート 「あなたとわたしのための元気塾①」 ・「あなたとわたしのための元気塾②」 

・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？ 「JKビジネス」 

・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。 
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講師の村山氏は、自分の就職

体験から語り始めた。大学を卒

業した後、化粧品メーカーのOL

として3年間働いて退職。その

後、市役所の3ヶ月が期限の臨

時職員に採用され、ショッキングな体験をした。そ

れは職員の為のお茶くみ、50 人の職員に6人の女性

で一日 4 回。後は清書やたばこ買いなどの雑用。い

みじくも、その年は男女雇用機会均等法が施行され

た年だったが、企業や社会は急には変わらなかった

と回顧する。そこで、偶然に手にしたミニコミ誌の

編集部へ飛び込み、嘱託社員として雇われる。仕事

は広告営業をして記事を書くことだった。そこで、

人に会えて話が出来る仕事が面白いと思い、他の会

社の女性たちと意見を交わす、女性だけの食事会や

ツアー企画をしたと云う。フリーペーパーのはじま

りだった。「女性はデキル」を実感し、やがて、1993

年に情報誌「アヴァンティ」を立ち上げたと振り返

る。講師はようやく「自分らしく活躍できる社会」

を見つけたわけである。 

 

講師は「自分たちの就職活動時代は 4 大卒女性を

採用する企業はほとんどなかった。時代や国によっ

て大きく違いを感じたのは、2000 年にニューヨー

クで開催された世界女性会議に参加した時だった」

と語る。日本中、世界中に私と同じ思いをしている

女性がいると気づいたそうである。 

 

 

 

講師は日本社会に対して疑問を呈する。「男は仕

事、女は家庭。家事や育児は女性が主としてする」

は日本の伝統的価値観か？ と… 価値観はその人

その人にあり「正しい」「間違い」はない。しかし、

「家事や育児を女性が主としてするものだ」という

価値観のまま女性活

躍を推進すると、女

性だけに負担がかか

り、少子化も歯止め

がかからない。「価値

観」は、時代とともに

変容する。この寛容

さが必要と講師は述

べる。1985 年に男女

雇用機会均等法が成

立したが、いまだに

日本は世界の中での

男女平等順位は、144

ｶ国中111 位である。これが我が国の現状ですと講

師は訴えたいのだろう。 

 

それではどうすればいいか？ 講師は講演の最後

にこう訴えた。「現状を知り、歴史を知る、社会を知

る」そして「女性が自信をもって一歩前に出る」さ

らに「男性が理解者になる」それで、会社を変え、

地域を変えようと…… 

(情報サポーター 倉町 賢一郎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたとわたしのための元気塾 第1回 

テーマ：「自分らしく活躍できる社会へ 

～わたしたちの未来に向けて～」 

日にち：5月20日（土） 

講 師：村山 由香里さん 

（株式会社アヴァンティ代表取締役社長、 
元福岡県男女共同参画センターあすばる館長） 

ショッキングな実情 

男性が理解者に 

やる気のある女性 

111位の意味する事 

順位 国名 

1 アイスランド 

2 フィンランド 

3 ノルウェー 

4 スウェーデン 

5 ルワンダ 

6 アイルランド 

7 フィリピン 

8 スロベニア 

9 ニュージーランド 

10 ニカラグア 

11 スイス 

  

99 中国 

  

111 日本 

  

116 韓国 

  

 

男女格差指数ランキング 

（2016年 10月、世界経済フォーラム発表） 

… … 

… … 

… … 

… … 
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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 

※8/11～15までの窓口受付は、9 時～17時とさせていただきます。 

このマークのある講座・イベントは 

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 

【期 間】9 月 25 日（月）～11 月 16 日（木） （全 15 回 月・木曜日） 

【時 間】18：30～21：00 【会 場】301 会議室（まどかぴあ 3 階） 【定 員】35 名（先着順） 

【講 師】筑紫地区商工会工業振興協議会契約講師 

【受講料】17,000 円（テキスト代別途 4,860 円）※商工会員の方はご加入の商工会にお尋ねください。 

【申込方法】電話・FAX  ※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 をご記入の上「福祉住環境セミナー」係まで。 

【申込期間】8 月 1 日（火）～8 月 31 日（木） 

【申 込 先】筑紫野市商工会 電話：092-922-2361 FAX：092-921-1029 住所：筑紫野市湯町 3-2-5 

「福祉住環境コーディネーター」とは、高齢者や障がいのある方が安心できる住環境づくりをコーディネート
する人材です。自分や家族のために役立つ知識を学び、検定に挑戦してみませんか。 

共催 
事業 

大野城市在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料一部補助制度があります。 

詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。 

【日時】8 月 3 日（木）10：00～12：00  【講師】福岡友の会筑紫方面会員 

【会場】調理実習室（2 階） 【定員】親子 15 組  【参加料】大人 300 円（5 歳以上 100 円、5 歳未満 無料） 

【日時】9 月 28 日（木）10：00～12：00  【講師】福岡友の会筑紫方面会員 

【会場】303 会議室（3 階） 【定員】40 名 

【日時】8 月 23 日（水）10：00～12：00  【講師】山根 佑介（パパママちかっぱ応援団 代表） 

【会場】304 会議室（3 階） 【定員】28 名 【対象】子育て中のママ・パパ 

【日時】9 月 30 日（土）10：00～12：00  【講師】永⽥ 健太郎、早⽥ 蛍（気象予報⼠） 

【会場】303 会議室（3 階） 【定員】親子 30 組  ※ただし子どもさんの年齢は 2 歳以上の未就学児 

【日時】9 月 30 日（土）13：30～15：30 【会場】303 会議室（3 階） 【定員】40 名 

【講師】富永 桂子（福岡大学・西南学院大学非常勤講師）・王 貞月（九州大学・西南学院大学非常勤講師） 

 

共催 
事業 

http://www.madokapia.or.jp/
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参考：STOP JK ビジネス！「ほんっとに、
ヤバいよ。そのバイト。」 
（東京都ホームページ） 

産業経済新聞（2017.6.17） 

スイカ柄の夏らしいお洋服で

遊びに来てくれた、りんとくん

（６か月）。ママのおひざの上

で楽しく遊んで 

いました♪ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス 

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☀ 

 

○8月 1、8、15、22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 

 
○毎月第 4水曜日 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。 

 
※8月の「お楽しみ会」はお休みです。 

ことも。被害事例は多数あり、性犯罪

被害の温床となっています。 

東京都では、JKビジネスに関する

店で青少年を働かせることや客とし

て営業所等に立ち入らせることを禁

止する「特定異性接客営業等の規制

に関する条例」を平成29年7月から

施行しました。また、被害を防ぐため

に危険性を発信するウェブサイトも

開設しています。女子高校生に人気

のタレント・藤田ニコルさんを起用

し“ほんっとに、ヤバいよ。そのバイ

ト。”をキャッチフレーズに若者への

啓発を行っています。 

まずは、若者自身が JKビジネスの

危険性を知り、被害を未然に防がな

ければなりません。友達もやってい

るからと安易な判断はせず、自分の

身は自分で守ることが大切です。 

JKビジネスとは、女子高校生など

の接客を売りにするサービスのこと

です。サービスには様々な種類があ

ります。女子高校生が客に添い寝や

ハグ、マッサージなどをする「JKリ

フレ」。客との散歩や観光案内などを

する「JKお散歩」。テーブルやカウン

ター越しに客と話す「JKカフェ」。制

服や水着・コスプレ撮影などをする

「見学・撮影」。客と同席し、会話、

占い、ゲームなどをする「JKコミュ」。

散歩するだけ、話すだけ…など健全

なサービスを装っていますが、実際

は「裏オプション」と称して性的なサ

ービスを提供させることもありま

す。短時間で高収入が得られるとい

う謳い文句に誘われ、若者は割の良

いアルバイトのような軽い気持ちで

JKビジネスに足を突っ込んでしまう 

準備中 

少子・超高齢社会 
と 

 
これからの子育て 

 

 

８月２５日（金） 10：00～12：00 

少子化を解消できれば、高齢社会問題解消への糸口も

見えてくる？！ 少子化の一因は、安心して子どもを

産み育てる環境が整っていないこと。子育て中の方を

取り巻く環境について知って、考えてみませんか。 



男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ８月号  ５■ 

 

 

 

 

 

 
芸能界では「ニューハーフ」や「オネエ系」が一

つのジャンルになり、踊りや生け花、美容家などそ

れぞれの個性を活かして活躍する人が大勢います。

でもそれはテレビの中だけの事と思っていません

か？ 今回は性の多様性の現状を学びました。 

 

 

人間に限らず動物も植物も、男と女、

オスとメス、オシベとメシベの二つの

性に別れるものだと多くの人が思い込

んでいます。しかし生まれた時の足の

付け根で割り当てられた性を自認できない人がい

ることも分かっています。民間の調査では日本人の

13 人に1 人が性的少数者であると言われています。

日本でも地域によってはパートナーシップや戸籍

の性別変更が認められ、セクシャルマイノリティや

LGBTQ の言葉もよく使われるようになりました。 

例えば 

🍀 L レズビアン(女性を好きになる女性) 

🍀 G ゲイ(男性を好きになる男性) 

🍀 B バイセクシャル(女性も男性も好きになる人) 

🍀 T トランスジェンダー（体の性別と違う性で生

きたい人） 

🍀 Q クエスチョニング(自分の性がまだ決まって

いない、考え中の人) 

🍀 アセクシャル(恋愛感情や性的な欲求をもたない

人) 

🍀 ヘテロセクシャル(異性を好きになる人) 

など、性的指向・性自認はまさに十人十色です。一

人ひとりが自分の色で輝けば虹のようにグラデー

ショナルな美しさがうまれると思いました。 

 

 

多様な性を考えるとき、皆さ

んは    の中にどんな言葉を

入れますか？ 私は「認め合う」

でした。「受け入れる」の人もい

ました。それぞれの考え方だか

ら正解はないそうですが、今回

の講師、石﨑杏理さんは「慣れる」でした。石﨑さ

んの第一印象は“さわやかなイケメン”です。電車

で隣に座っただけだったらそのまま気がつかなか

ったと思います。石﨑さんは小学生の頃から「他の

人とちがうけど、別にいい」とモヤモヤした思いを

抱いていました。中学校のセーラー服や「女の子ら

しさ」の強制は苦痛に。高校生の時は「普通になり

たい」と努力しました。高校 3 年生でカミングアウ

トして身近な人が「そのままのあなたが好きだよ」

と言って寄り添ってくれるまで、二つの性に当ては

まらない自分に悩んでいたそうです。子どもたちに

「こんなつらい思いをさせたくない」と思い「差別

をなくすのは教育だ」という信念のもと教師をめざ

しました。小学校教員を経て今は居場所作りや啓発

活動、相談支援などLGBTQの子どもや若者をサポー

トする活動をしています。 

最後に紹介された詩が素敵でわかりやすいので

一部抜粋ですが記載して今回のまとめとします。 

（情報サポーター 森 敏子） 
 

 

あなたとわたしのための元気塾 第2回 

テーマ：「一人ひとりが自分らしく生きるために 

～性の多様性を知ることから～」 

日にち：6月3日（土） 

講 師：石﨑 杏理さん （FRENS 代表） 
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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☆ 

*ひとりごと* 

先日『夫婦げんかは疲れたよ』という TV を観た。 

①夫婦げんかの時に生じた感情が 

｢怒り｣なら赤色の輪ゴム 

｢悲しみ｣なら青色の輪ゴム 

｢焦り｣なら白色の輪ゴム 

をそれぞれ軽く手にはじく。(これはコーピングという

手法。“コーピング、輪ゴム”で検索すると出てきます) 

②夫が何に興味関心を持っているのか、何が好きなのか

日々観察する。 

③｢愚痴ルール｣をつくる。(詳細を知りたい方は、NHK

｢夫婦げんかは疲れたよ｣で検索してください) 

とくに講師(？)の方が言っていた｢普段の対話ができ

ていれば、けんかも深刻になりません｣という言葉が印

象的だった。当たり前といえば当たり前の事だが、なか

なか難しい。｢これくらい、言わなくてもわかるだろう｣

や｢こんな事を言ったらカドが立つ、言いにくい｣などな

ど…。｢対話｣がスムーズでないと夫婦関係だけではな

く、人間関係全般しんどくなる。｢対話｣がどうしてもで

きないと言う状況もあるだろう。でもやはり｢対話｣がな

ければ、人間は｢人間らしく｣生きられないのではないの

だろうか…？ とも思う。 

8 月はお盆や夏休みで人との交流が盛んになる季節。

勇気を出して、いろんな人との「対話」を深める夏にし

たい。        (情報サポーター  ゴールド) 

月の男女平等推進センター 

 

＜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 

 

※市民グループ活動支援事業の詳細は 3 ページを

ご覧ください。 

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

