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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート 「あなたとわたしのための元気塾③」 ・「WORD・EXCELを使った簡単 POP・チラシ作成講座」 

・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 

・「わたしを活かす場を作る。託児付コワーキングスペースを生み出す学びの 6 ヶ月」 参加者募集！ 

・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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仲間をつくるにはコミュ

ニケーションが不可欠です。

うまくコミュニケーション

をとるためには、相手の考え

を知ることも重要ですが、ま

ず自分が何を考えどのよう

な人間なのか自分自身を知ることも大切です。それに

は、自分の思っていることを「言語化」して確認する

事が有効です。たとえば、ワクワクするもの、興味の

ある事などを書き出してみます。思いつくままに書き

記していくと、現在の自分の向いている方向や要望な

どがよく見えてきます。それから、相手の事を知るた

めに「対話」が必要になってきます。これは信頼関係

を築くためのコミュニケーションで、お互いを理解す

るために本音で話し合いますが、意見を闘わせるわけ

ではありません。話を聞くときは相手が気分よく話せ

る雰囲気やしぐさを心掛け、否定的なことを言わない

など、いわゆる傾聴することが相手の心を開くポイン

トです。相手が何を考え何をしたいのかを、理解して

いく事が大切です。 

 

 

自分から地域づくりをはじめ

るには、①自分の関心テーマを

知る ②情報を得る ③仲間を作

る、もしくは仲間に入る ④勉強する（正しく学ぶ） ⑤

行動する という風に段階的に進めます。しかし、私

にも相手にも違う常識や枠組みがあり、それがコミュ

ニケーションエラーをおこす事があります。自分にど 

 

のような常識や枠組みがあるか、役割で私を「言語化」

してみます。例えば「妻である私は」「ボランティアで

ある私は」「娘である私は」どのようにその立場で行動

しているのかを知る事で、自分の思い込みや傾向を認

識します。それを普通だと思っていないだろうか。自

分を基準にして他の人にも〇〇すべきだと押し付け

ていないだろうか。相手に我慢させたり強要したりす

るとコミュニケーションエラーをおこし、地域づくり

もうまくいきません。私と相手の違いを知って認め合

う事が地域づくりの基本です。 

 

 

周囲に振り回され

ることなく「自分はこ

ういう人間だ」「自分

のしたいことはこう

だ」と自分自身で認識

でき、さらに表現できている。暮らしていて窮屈では

なく、自分で決定して行動することができる。言葉に

するとたやすいようですが、なかなか難しいのが現実

です。地域で自分らしく生きることは、困難なことも

あります。しかしお互いが多様性を認め、自分が自分

らしく生きるとともに、他の人もその人らしく生きる

ことで、みんなが暮らしやすい地域づくりができるの

ではないでしょうか。私の意見をみんなで共有し、相

手の意見を受け入れる事。私と相手の違いの先にある

三つ目の「私たち」を思い大切にするのが、仲間づく

りすなわち自分らしく過ごせる地域づくりです。 

（情報サポーター ちびまま） 

 

 

 

 

 

 

 

あなたとわたしのための元気塾 第1回 

テーマ：「男女の壁をこえて 

～自分らしく過ごせる地域づくり～」 

日にち：7月1日（土） 

講 師：吉田 まりえさん 

（九州の暮らし創造研究所 代表） 
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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 

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 

【会 場】301 会議室（3 階）【受講料】無料【定 員】30 名（先着順）【対 象】興味・関心がある方 

相手に伝わりやすい簡潔な文章の書き方を学べる講座です。情報誌「すてっぷ」の編集や掲示物作成を行うボ

ランティア「情報サポーター」募集のための講座ですが、講座内容に興味を持った方の参加も大歓迎です。 

【受講料】無料  【定 員】30 名（先着順）  【対 象】小学生までの子どものママ 

回 日 時 テ ー マ 講 師 

1 10 月 23 日（月）13：30～15：00 取材・文章作成をする上での心構え 

有村 千裕 

（有村文章塾主宰） 
2 10 月 30 日（月）13：30～15：00 写真や図形を文章で説明してみよう 

3 11 月 6 日（月）13：30～15：00 四コマ漫画を文章で要約してみよう 

 

毎日、子育てや家事に頑張っているママ。少しだけ子どもと離れ、自分を見つめ直したり、元気を充電した

りする時間をつくってみませんか。家族の笑顔のために、ママが元気になりましょう。 

回 日 時 ・ 会 場 テ ー マ ・ 講 師 

1 
11 月 14 日（火）10：00～12：00 

多目的ホール（1 階） 

自分も家族も癒せる！台湾式足ツボ 1dayレッスン 
井手 隆子（アロマヒーリングハウス greenleaf オーナーセラピスト） 

2 
11 月 21 日（火）10：00～12：00 

306 会議室（3 階） 

知って安心！ママのためのマネーの話 
有限会社エフピーコンサルタントファイナンシャルプランナー 

3 
11 月 28 日（火）10：00～12：00 

306 会議室（3 階） 

1 日 1 時間得をする！片付けのプロが実践する家事の時短テクニック  

つのじ ちよ（ライフオーガナイザー） 

 

【日時】11 月 25 日（土）13：30～15：30 

【会場】301 会議室（3 階） 【定員】40 名 

【講師】中田 慶子（NPO 法人 DV 防止ながさき 代表） 

【期間】11 月 24 日（金）～ 

平成 30 年 2 月 19 日（月）（全 36 回） 

【時間】18:30～21:00 

【講師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師） 

【受講料】42,000 円（テキスト代・資料代含む） 

※大野城市内在住・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。 

【定員】20 名（先着順） 【会場】304 会議室（3 階） 

【申込方法】10 月 31 日（火）までに、筑紫地区商工

会職業訓練会へお申し込みください。 

電話 092-581-3412 FAX 092-581-3703 

共催 
事業 

11 月 12 日から「女性に対する暴力撤廃国際日」の

11 月 25 日までの 2 週間は、「女性に対する暴力を

なくす運動」の実施期間です。 

今年度は DV、デート DV に関する講演会を開催しま

す。まずは正しく理解することを学びましょう。 

http://www.madokapia.or.jp/
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まおちゃん（7か月）は好奇心

旺盛な女の子。気になったもの

にはハイハイで近づきます！

ママが読む絵本も 

大好きです(*^^*) 

 

1回 300円、要申込 
生後 3ヶ月～ 
※まどかぴあの託児とは 
異なります。 

コワーキングスペースとは、各自が自分の仕事や自己啓発、リフレッシュに集中できるオープンなワークスペース。

同時に、情報・知見の共有ができ、自由なコミュニケーションが図れ、互いに貢献し合えるワーキングコミュニテ

ィでもあります。 

わたしたちはコワーキングスペースに託児を付けることの必要性を感じ、実現をめざします。 

「想い」を「カタチ」にする面白さを一緒に体験しませんか？ 6ヶ月の講座を終えた後、きっと自分の可能性の大

きさに気づくはずです！ 講座内容にご興味がある人ならどなたでも応募 OKです！ お気軽にご応募ください。 

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☀ 
 

○ 9月 5、12、19、26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 

 

○ 9月 7 日（木）10:30～ 
担当：大野城子ども劇場 

 
○ 9月 11日（月）10:30～ 
担当：HAND IN HAND 

 
○ 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。 

準備中 

わたしを かす を る。 

コワーキングスペースを 
生み出す学びの

平成 29年度 福岡県「女性による元気な地域づくり応援講座事業」 

  

  

  

10：00～12：00        会場：303会議室 10：00～12：00＋交流会     会場：小ホール 

10：00～12：00＋交流会    会場：303会議室 10：00～12：00＋交流会    会場：303会議室 

10：00～14：00        会場：301会議室 10：00～14：00        会場：303会議室 

申し込み方法 
右 QR コードから入力フォームに必要事項（氏名・年齢・メールアドレス・電話番号・ 
応募動機・受講講座・託児希望の場合は子どもの月[年]齢）を入力して送信してください。
または、以下の電話番号かメールまで、必要事項をお知らせください。 
メール:mamaile.smile@gmail.com   TEL:080(1728)2560（担当：三好） 

主催：コワーキングラボおおのじょう実行委員会（ままいる・大野城まどかぴあ男女平等推進センター・大野城市） 

共催：福岡県男女共同参画センター「あすばる」 

場 所：大野城まどかぴあ 
参加費：1,000円（全講座分） 
※公開講座は無料で参加できます 

定員：20 名 

申込締切 
9 月 10 日（日） 

TEL:080(1728)2560
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今思えば、未曽有の豪雨災害の前日でした。二日目

の講座は台風 3号の影響が案じられたものの、一人の

欠員もなく、熱心な技能習得の2時間となりました。

大野城市商工会サービス業部会主催・まどかぴあ男女

平等推進センターアスカーラ共催で企画運営された

支援事業です。ビジネス現場での発信力強化と、再就

職への後押しにも期待を込めました。受講者は男性 5

名に女性15名のランダムな構成で、女性優位や引退者

席巻の講座に慣れた身にはビックリの新鮮さです。こ

こ数年のアスカーラの取り組みには、裾野拡充の効果

が顕著です。高く評価していますが、商工会の目指す

効果がアスカーラと一致するこのコラボはさらに上

を行く戦略だと感心しました。 

受講者の半数ほどは仕事で

POPやチラシを作成する機会が

あるそうですが、今や様々な職

場で求められる技能となってい

ます。最初に簡単なPOPをWORD

で作る指導がありました。PC 操

作の程度がバラバラなため、商工会とアスカーラ職員

の助っ人が効果的でした。その後座学に移りましたが、

さすが商工会で企業や事業主にアドバイスする立場

の内村先生、ビジネス現場の戦術に「さもありなむ」

と納得。曰く「商品の差別化」「コメントの重要性」「集

客すること」「客単価をあげること」等々。極めつけは

「顧客は何も知らないということを念頭に作成する

こと」、これは発信する側すべてに当てはまる基本姿

勢と思います。翌日は、チラシを実際に作成する実技 

 

編となりました。最後に机の上の完成作をお互いに見

て回りましたが、プロ級センスの力作には脱帽でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
個人の「？」に対応してくれるサポーター3人の構成

は、実力の飛躍に貢献しました。筆者自身も苦手意識

を払拭し「ひょっとしたら好きかも……」と軌道修正

に至りました。アンケート調査で「今後手書き編が行

われるとしたら参加したいと思いますか？」の設問に

何と14名が参加したいと回答。分かりやすい説明の内

村先生の魅力に加えて、楽しかった二日間の成果があ

ればこそです。主催者側が思い描く社会への布石と、

それに応える者の向上心は、近い将来、災害で傷つい

た日本に反映することでしょう。 

（情報サポーター 山口 郁子） 

再就職応援事業 

WORD・EXCELを使った 

簡単POP・チラシ作成講座 

日にち：7月3日（月）・4日（火） 

講 師：内村 明子さん 

（内村明子商業施設コンサルタント事務所 代表） 

ボランティアで 

使えそう 

 

せっけん 
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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☆ 

*ひとりごと* 

残暑が過ぎてもまだまだ寝苦しい夜が続きそうです。  

そこで涼しくなる話を…と言っても博多の幽霊は怖く

ありません。それでは旧博多部に伝わる、博多弁を喋る幽

霊話を一つ。場所は御供所町で、博多で一番古いと言

われる聖福寺の隣にある圓覚寺というお寺の山門前です。

日も暮れて辺りが薄暗くなった頃、和尚さんが外出先から

帰ってくると、門のところに提灯をさげて立っている人が

いたそうです。その人が「も～し、そこに行きよんなさる

とは、圓覚寺の和尚さんじゃござっせんな」「あの～、あ

たきゃ蔵本町の山岸から来たとばってん、あさって山岸の

法事ばってんどうぞ忘れんごと、来てつかーさい」「う

ん、行くばい」と返事したけど、不思議に思い「あんた誰

な？」と聞くと「あたきゃ、蔵本町の山岸の惣右衛門です

たい」という。「ぞうたん云いなんな」と言って、ハッと

気づいて振り向いた時には、もう男は提灯ともども消えて

いたという。惣右衛門は 6 年前に亡くなって 

いたそうです。自分で七回忌の法事の念押し 

に来るなんて念のいった幽霊です。この様に 

博多の幽霊話は、ちっとも怖くなくて博多 

にわか擬きが多いようです。 

(情報サポーター 倉町 賢一郎) 

月の男女平等推進センター 
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