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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート 「“パパ時間”充実セミナー①」 ・「大野城市男女共生講座①」 

・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？「全国労働衛生週間」 

・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。 

大野城市男女共生講座 
第 1回 8月 25日（金） 

「少子・超高齢社会とこれからの子育て」 
＊ 記事は 5 ページに掲載しています 

≪今後のラインナップ≫ 

第 3 回：10 月 5 日（木）「身近な暮らしの中の法律」 

第 4 回：11 月 7 日（火）「仕事と育児の両立支援 

～トヨタ自動車九州の取組み～」 
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 産前・産後に分断されてしまいがちな夫婦の関係。

家事や育児、働き方のことなどで衝突する機会が増え

ることも。その理由の一つに「夫婦でキャリア（今後

の人生）を考える機会の不足」があります。どんな自

分・夫婦・家族でいたいか…「両親学級 世帯経営セ

ミナー」に参加して一緒に考えてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師の長廣ご夫妻は 
 

・より良い社会は、より良い家庭から。 

より良い家庭は、より良い夫婦から。 

・子どもたちが最初に触れる社会、それが「家

庭」です。より良い家庭環境を創り出してい

くための鍵は、わたしたち「夫婦」が握って

います。 

・未来を担う子どもたちのために、産後の危機

を乗り越え、より良い家庭環境を創り出して

いける夫婦で溢れる社会を目指す。 

 
をモットーに産後の夫婦のパートナーシップ支援を

中心とした事業を営んでいらっしゃいます。 

 悲しいことに厚生労働省データによると、子持ちの

離婚経験者の35％が子どもが 2 歳になるまでに離婚、

56％が5 歳になるまでに離婚に至っています。（2011

年度データ）この現実を長廣ご夫妻は人生を共に創

る！と誓い合った割に「産後の働き方や暮らし方」に

ついてきちんと話し合えていない夫婦が多いからだ。 
  

       

だからこそ、夫婦会議（対話）が必要であると強調さ

れていました。ここでいう対話とは「価値観の違いを

尊重し、互いに納得のいく結論を導き出すコミュニケ

ーション」と定義されています。 

 具体的にはまず、自分の心の声と対話して自分の在

りたい姿・目指したい未来を考えてみます。次に夫婦

会議の基本テーマ「世帯経営領域」（※）を参考に話し

合い、パートナーの希望を叶えるために「自分に出来

ること」は何かを考え、動く。それが、夫婦のパート

ナーシップのはじまり。さらに、お互いが抱える「不

安や不満（課題に思うこと）」について率直な気持ちを

伝えあう。「わたし」だけでなく「わたしたち」という

姿勢で人生を創っていくことで「夫婦のパートナーシ

ップ」を大切にできれば、夫婦・家族の未来が明るい

ものになっていくでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 「言えば喧嘩になる」「気まずくなる」と思っても、

それを口にする勇気を持って、自分の感情や考えをき

ちんと伝えることこそ「夫婦の信頼関係」を深めるた

めにとても重要なことだそうです。 

 まずは「日常生活」の実態把握から始めましょう。 

（情報サポーター 松田 知子） 

“パパ時間”充実セミナー 第1回 

テーマ：「パートナーシップを強くする 

両親学級 世帯経営セミナー」 

日にち：7月22日（土） 

講 師：長廣
ながひろ

 百合子さん、長廣 遥
よ う

さん 

（Logista株式会社 共同代表） 

※ 世帯経営領域 

…夫婦が共同で世帯を経営する際に課題となる領域のこ

と。特に、子育て期夫婦の対話では「家事」「子育て」

「仕事」「お金」「住まい」「セックス」「自由時間」「美

容と健康」の 8つがテーマとなることが多い。 
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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 

女性が一定期間お付き合いする「月経」。毎月のリズムは正しいですか？リズムに伴う

不調に悩んでいませんか？女性の身体を良く知る二人が、皆さんのパフォーマンスを

もっと向上させる「ツボ」を教えます。 

【日時】12月 7 日（木）19：00～20：30  【会場】303 会議室（3階） 

【定員】60名（先着順）  【受講料】無料 【受付】10月 1日（日）より 

【講師】窪田 真知（筑紫クリニック 産婦人科医師） 

籾井 康代（筑紫クリニック 助産師・鍼灸師） 

【日時】11月 24日（金）10：00～14：00   【会場】多目的ホール（1 階）  【定員】60名  

【講師】福岡友の会筑紫方面会員  【受講料】午前の講習会のみ 400円、午後の体験コーナーは無料 

【日時】10月 31日（火）14：00～15：30  【会場】303会議室（3 階）  【定員】50名程度 

【講師】矢野 大和（鷹鳥屋神社宮司・大分県人権問題講師団講師）       【受講料】無料 

【日時】12月 1 日（金）10：00～12：00  【会場】301 会議室（3階）  【定員】20 名  

【講師】福岡友の会筑紫方面会員                      【受講料】無料 

【日時】11月 16日（木）13：30～15：30 【会場】303 会議室（3階） 【定員】40名 

【講師】倉富 史枝（NPO法人 福岡ジェンダー研究所 理事）                 【受講料】無料 

共催 
事業 

【日時】11月 11日（土）13：30～15：30  【会場】306会議室（3 階）  【定員】30名 

【講師】吉崎 邦子（福岡女子大学名誉教授）                 【受講料】無料 

Ⅰ

http://www.madokapia.or.jp/
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電車のおもちゃで遊ぶのが 

好きなけいたくん（１歳）。 

トーマスを動かして、トンネル

にくぐらせて… 夢中で 

遊んでいました♪ 

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 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

 

○10月 3、10、17、24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。 

参考：厚生労働省ホームページ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

仕事をしているそうです。病気を理

由に仕事を辞めざるを得ない人、仕

事を続けていても職場の理解が乏し

いなど治療と仕事の両立が困難な状

況に直面している人も多くいます。

また、職場におけるメンタルヘルス

不調や過重労働、化学物質を原因と

する健康障害なども重要な課題とな

っています。 

このような現状を踏まえ、治療と

仕事の両立支援推進、化学物質によ

る健康障害防止対策の徹底、ストレ

スチェック制度を含むメンタルヘル

ス対策や過重労働対策推進、職場の

熱中症予防対策の周知などが実施さ

れます。詳しい取組みは厚生労働省

ホームページに掲載されていますの

でチェックしてみてくださいね。 

毎年10 月1日～10月7日は「全国

労働衛生週間」です。この週間では、

労働者の健康管理や職場環境の改善

などの労働衛生に関する国民の意識

を高めること、また、職場での自主的

な活動を促して労働者の健康を確保

することなどを目的としています。

昭和25年から毎年実施されており、

今年で68回目となります。 

今年のスローガンは「働き方改革

で見直そう みんなが輝く 健康職

場」。このスローガンは、働き方改革

を契機にそれぞれの職場における健

康管理や職場環境を見直し、誰もが

輝くことのできる職場をめざすこと

を表しています。現在の労働者の健

康に関する問題を見ると、労働人口

の３人に１人が病気を治療しながら 

平成２９年度 情報サポーター養成講座 

 

☆この講座は、男女平等推進センターのボラン
ティア「情報サポーター」として活動して
くださる方の募集と現サポーターのスキルア
ップを目的とした講座ですが、講座内容に興
味がある方や大野城市以外の方のご参加も
歓迎します。 
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 子育て中の親を取り巻く環境について、多目的ホー

ルでパネルディスカッションが行われた。パネリスト

は、当事者で育児休暇取得経験者・保育園・行政より

それぞれの立場で参加した。企画・運営は市民による

「大野城市男女共生講座実行委員会」である。若いお

父さん・お母さんにとって、少子・超高齢社会に向か

っている中での子育てはたいへんな課題である。そこ

で今回は、関連する人たちに集まってもらって体験を

語ってもらった。 

 

 当事者で、育児休暇取得経験が

ある中島氏は「育児には正解はな

い。授乳以外は私がやった」と熱く

語る。また「職場の若い人にも感謝

を忘れずに、将来は自分が若い人

を助けられるようにしたいと思う

し、自分はしているつもりだ」と信

念を語り、周りへの感謝の気持ちを行動に表すことを

強調した。聞いていて興味を引いたのは、パートナー

も同時に育休を取ったそうであるが、育児ばかりでな

く休暇中に尚且つキャリアアップを計画し、資格修得

にチャレンジされたそうである。 

 

 もう一人の当事者である坂本

氏は、化粧メーカーに勤務で育休

は実家で過ごされたとのこと。

「前半は市の行事などに参加し

たり、子どもと行ける市の施設を

利用して自分のしたい事もした」

「後半は、復帰後の仕事生活に慣

れるように規則正しい生活に戻した」と体験を語り、

復帰後の家庭生活においては「朝型にして家事をこな

した。夫には、食事の後片づけやゴミ捨て等をしても

らった。手が荒れる家事を代わってもらっている」と 

嬉しそうである。しかし、その一方で「育メンは協力          

 

でなく、中島さんのように参加を…女性が仕事を続け

ていけるように育メンは増えてほしい」とお願いがあ

った。なお、会社には託児所が設置されていて、昼食

は子どもと一緒だそうで、なかにはパパと食事をする

子もいると話されていた。 

 

 保育士の中山氏は「保護者は子ど

もを保育所に預ける間、多くの時間

を子どもと離れることになる。そこ

で園側では、子どもの様子を伝える

ことに努力をしている。園側と家庭

側の情報交換が必要だ」と話す。こ

れからの課題としては「少しずつではあるが、確実に

子育てしやすい社会になって行っていると思う。理想

は夫婦一緒にやっていく時代になってほしいし、子育

てが終わってスムーズに職場復帰できる社会に早く

なってほしい。しかし保育所への子どもの送迎は、ま

だまだお母さんが多い」とのことである。 

 

 行政側の若山氏からは、大野城

市の子育て支援の現状説明が行わ

れ、子育て支援センターでの様々

な親子教室のほか、地域の公民館

での親子サロン、各コミュニティ

センターや子ども情報センターで

の広場（交流）事

業のお知らせがあった。また主に妊

娠期から就学前までの子育て支援情

報を集めた「こんにちは赤ちゃん」

（写真①）というパンフレットを手

に取って、こちらもぜひ活用して欲

しいとの案内があった。 

 

 要は女性が産後、職場復帰をスムーズにするにはパ

ートナーである男性が良き理解者となり、育児には

「協力者」でなく「参加者」になることが必要。その

上で、会社を変え、地域社会を変えようとしなければ

ならない。私にとっては頭の痛い問題である。しかし、

これを解決しなければ、これからの少子・超高齢社会

を乗り越えられないと思う。今回ふっと思ったことだ

が、パネリストにじぃじ・ばぁばの孫育て経験者も入

れて欲しかった。近年、実家の両親への戦力依存度は

高まるばかりと思われるからである。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

大野城市男女共生講座 第1回 

テーマ：「少子・超高齢社会とこれからの子育て」 

日 に ち：8月25日（金） 

パネリスト：中島 宏昭さん（福岡市役所職員） 

坂本 梨沙さん（株式会社アシュラン社員） 

若山 純哉さん（大野城市役所こども部子育て支援課長） 

中山 泰彰さん（筒井保育所 保育士） 

コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

（
写
真
①
） 
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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☆ 

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖ 

*ひとりごと* 
 

動物写真家岩合光明さんの「ネコライオン」という

写真展に行った。「ネコは小さなライオンだ、ライオ

ンは大きなネコだ」ということばに納得しながら見

ていくと、確かに百獣の王もネコに見えてくる。ど

の作品からも写真家の動物に対する愛情があふれ出

ている。岩合さんがネコを撮影している様子がテレ

ビ放映されている。その姿勢からは、ネコに対する

敬愛すら感じられる。魅力ある作品が生まれる訳

だ。ネコ好きの著名人は多い。アメリカの文豪ヘミ

ングウェイの６本指のネコたちは世界的に有名だ。

日本では「バカの壁」の著者養老孟司さんとネコの

「まる」のほほえましい姿をブログで見る事ができ

る。仕事の邪魔をされようが、大切な資料の上で寝

ようが目を細めて見守る作家兼解剖学者。そうさせ

るネコの不思議がそこにある。うちの小さなライオ

ンたちも、思い思いの場所で夢の中。 

邪魔にならないように掃除は後回し 

にして、このささやかな幸せと平和 

な時間に私も便乗しようｚzz  

(情報サポーター ちびまま) 

月の男女平等推進センター 
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