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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。 

まどかフェスティバル まどかぴあステージの様子 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート 「台湾に学ぶ男女平等」   「身近な暮らしの中の法律」 

・ 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？「日本 114位」 

 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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 日本と台湾の男女平等をテーマにした講演会が

303 会議室で行われた。「ふくおか県翼の会大野城」

が主催し、19 人が参加。日・台の事例を紹介しなが

ら、政治の参画や結婚による姓のあり方とその法制

度などについて紹介があった。 

 

 福岡大学で教鞭をとる富永講

師からは、日本の現状についての

話があった。その一つが「女性の

仕事の中断」。女性は妊娠・出産・

子育ての為、仕事の中断があると

指摘された。これは社会全体が考

えなければならない問題である

と説く。少子高齢化が進む中、35 から 39 歳に表れ

ているそうである。同年代は、一番キャリアを積む

時であり女性個人にとっても、社会にとってもマイ

ナス要因だと私も共感する。それには待機児童問題、

育児と介護のダブルケア問題など山積みである。生

活が大事なことは確かだが、ガンバロウとする人に

は仕事も大事であると思う。 

 

 次に、印象に残ったのは男性の家事の自立を訴え

る講師の言葉である。若い男性には、家事や育児に

ついて関心が高まっているが、中高年男性が問題だ

と指摘される。家事の自立が出来てないと。特に 65

～70 歳になっても女性の無償労働が長いのは、夫

が退職して家に居る時間が増えているからだと講

師は指摘する。そこで、私は世の男性高齢者に言い

たい、「家の他にも自分の居場所をつくろう」、「一日

一食位は自分で炊事を実践しよう!??」と。思い当た

る男性にとっては耳の痛い話かもしれない。特に高

齢男性にとっては・・・。女性達も家庭からの定年

退職を求めたいのであろうと、察することが出来る。

現役時代、女性は「仕事も家庭も」

男性は「仕事・仕事」で終わって

いる。そこで定年後は、男性にも

家事の自立が求められているので

ある。女性側から・・・ 

 

 台湾出身の王講師からは、女性

の政治参画に関して台湾の事例

が紹介された。前段の富永講師も

日本の政治分野における、女性議

員の少なさを指摘されていたが、

台湾においては「ジェンダー・ 

クオータ制」が以前から導入され

ていると云う。2014 年の統一地方選挙では女性首

長は 36 名で男女の割合は 15.8％になっているそう

である(日本では2013年、24名で1.3％)。なおかつ、

現在の台湾はマダム・プレジデント（女性の総統）

である。キーポイントである選挙制度のジェンダ

ー・クオータ制は、第一段階の憲法の「婦女保障名

額（女性定員保障制）」があり、さらに 1996 年に台

湾民進党に端を発し、国民党に

も広まった第二段階の政党ク

オータ制。現在は、第三段階の

憲法改正の法的クオータ制ま

で進んでいるとのことである。 

 

 話を聞き終えてふっと思ったこ

とは、日本と台湾とでは国の制度

上での大きな違いがある。台湾に

おいては、男性の兵役という義務がある。これが男

女平等とか参画にどう影響しているのか？との話

が聞けなかったのが残念だった。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

平成29年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業 

テーマ：「台湾に学ぶ男女平等」 

日にち：9月30日（土） 

講 師：富永 桂子さん(福岡大学・西南学院大学非常勤講師) 

王 貞月さん(九州大学・西南学院大学非常勤講師) 

主 催：ふくおか県翼の会大野城 

富永講師 

王講師 
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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 

【日 時】2月 6 日（火）14：00～15：30 

【定 員】60 名（先着順）  【受講料】無料 

【講 師】中島 のぶよ（高山病院 女性泌尿器科医師） 

熊丸 真理 （高山病院 理学療法士） 

【会 場】303 会議室（3 階）  【申込み】12月 1日（金）より受付開始 

【日時】2 月 2日（金）10：00～12：00  【会場】301会議室（3 階）   

【講師】藤高 昌子（社会保険労務士、行政書士、他）、伊藤 健太郎（税理士） 

共催 
事業 

【日時】2 月 15 日（木）10：00～12：00  【会場】306 会議室（3 階） 

【講師】島田 和子（整心師、アンガーマネジメントファシリテーター） 

【受講料】無料 【対象】現在就業中の方、就職が決まっている方 【申込み】12月 1日（金）より受付開始 

回 日時・会場・定員 テーマ・講師 内容 

1 

2 月 10 日（土） 
10：00～12：00 

202会議室 
40名 

 

ビジネスコーチング 

ほめる技術、叱る技術、伝える技術 
 

野津 浩嗣 
（国際コーチ連盟マスター認定コーチ） 

真剣に叱っても思いが伝わらなかったり

同じ間違いを繰り返されたりすることは

ありませんか。思いを上手に伝えると、

チームや部下が動き出します。 

2 

2 月 24 日（土） 
10：00～12：00 

303会議室 
32名 

 

問題解決につなげよう！ 

レゴ®・シリアスプレイ® 
 

深月 敬子（株式会社ウイルブレイン 

代表取締役 人事教育コンサルタント） 

問題や思いを整理したり、形や言葉にし

たりすることは実は難しいこと。でもレ

ゴブロックなら簡単です。解決のアイデ

アもやりたいことも見えてきます。 

 

【定員】20名 

【受講料】300 円 

【定員】30名 

【受講料】200 円 

中島 のぶよ 熊丸 真理 

女性の 4人に 1人が経験者とされているのに、なかなか相談しにくい尿漏れ。

全国でも珍しい「女性泌尿器科」の医師や理学療法士と共に、症状改善に向け

て一歩踏み出しませんか。知識があるだけでもとっても安心ですよ！ 

現在就業中の方、就職が決まっている方向けのセミナーです。チームメンバーへの伝え方を学び、アイデア力を

身につけて、ビジネススキルの更なる向上を目指しませんか。どちらか片方だけの受講も可能です。 

http://www.madokapia.or.jp/
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とした主な理由です。「経済」では前

年より 4 つ順位を上げ、114 位とな

りましたが依然として低い水準で

す。「教育」では 74位。識字率は世

界 1 位ですが、高等教育の進学率の

低さが足を引っ張りました。「健康」

の分野では、40 位から 1 位へと一

気に浮上。出生時の男女のバランス

が改善されたことが理由とされて

います。 

世界と比べてみると、日本の問題

点が浮き彫りになってきます。国際

社会との潮流の差をどのように縮

めていくかを、引き続き考えていか

なければなりません。 

11月に世界経済フォーラム（WEF）

が、男女格差指数（ジェンダー・ギ

ャップ指数）を発表しました。これ

は、世界各国の男女格差を数値化し

ランク付けしたものです。今年の日

本の順位は、世界144ヵ国中114位。

前年よりも3つ順位を落としたばか

りでなく、過去最低の順位となって

しまいました。 

調査された分野は「経済」「教育」

「政治」「健康」の4つ。その中でも

日本は「政治」の分野で遅れを取っ

ており、前年より20位も順位を落と

しました。女性の閣僚や議員の少な

さが目立っており、それが順位を落 

フリルのスカートがとっても

似合う、えなちゃん（2歳）。 

「アンパーンチ！」とポーズを

決めてくれました。 

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 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○12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 

○12月 4日（月）10:30～ 
担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 

○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。 

月 日（ ） 

13：00 開演（12：30 開場） 

【会 場】大ホール（1 階）全席自由 

【料 金】一般 800 円（当日 1,000 円） 

参考：世界経済フォーラム 

「ジェンダー・ギャップ 2017」より 

ご
存
知 

で
す
か
? 

日本 

114 位 
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憲法において「すべての国民は、

個人として尊重される」とされてい

る。しかし「男女平等」の視点で考

えると今もなお法律の中では不平

等なことが少なからずある。少しず

つではあるがその不平等に、目を向

け改正されている分野もある。とはいえ、まだ不十分

でその決定は裁判官の判断に負う事が多々ある。 

第 1 性犯罪への法規制の変化（平成 29 年 7 月 13 日

施行） 

●親告罪から非親告罪へ 

従来の「強姦罪」「準強姦罪」な

どについて被害者の告訴がなく

ても加害者を起訴できる。 

●被害者の範囲と犯罪様態の拡大 

「強姦罪」は「強制性交等罪」、「準強姦罪」は「準

強制性交等罪」となり被害者は女子と決められ男

性は被害者となり得なかったが、被害者の性別を

問わず、暴行又は脅迫を用いて性交等を行う者は

処罰される。 

●性犯罪に関する法定刑の引き上げ 

「強姦罪」（3 年以上の有期懲役）→「強制性交等

罪」（5 年以上の有期懲役） 

「強姦致死傷罪」「準強姦致死傷罪」（無期又は 5

年以上の有期懲役）→「強制性交等致死傷罪」「準

強制性交等致死傷罪」（無期又は 6 年以上の有期

懲役）など 

●監護者による強制性交等罪等の新設 

18 歳未満の者に対し被監護者に対する監護者の

暴行又は脅迫を用いない場合でもわいせつな行

為、性交等をした者は処罰されうる。 

現行法は明治 40年に制定されたものであるが、 

ではなぜ放置されてきたのか。 

当時女性は権利の主体ではなく家父

長制のもと、妻や娘は所有者である父

や夫の利益を保護するためにあり、性

暴力被害は被害者の落ち度が原因とさ

れる社会で、訴えることは自らの落ち

度を告白することになるという意識が定着していた

からである。 

第 2 民法における男女平等 婚姻時の姓 

結婚をすると夫の姓、または妻の姓になるという夫

婦同姓制度。明治時代の家制度を引きずる民法の規定

を最高裁が合憲としたのは、平成 27 年である。百年

以上も、当然のこととされてきた法律。しかし、近年

女性の社会進出は著しく、同姓を強制されている者の

諸々の不利益・苦痛や別姓を貫くことの困難性を、残

念ながらまだ日本では社会的に理解されない。憲法で

も自己の氏名を自由に決定・使用する権利の保障がさ

れているのに、である。 

人権思想の根源は、個人の尊厳の理念即ちあるがま

まの個人を、確立した人格として不可侵の存在として

とらえること、その感性にある。夫婦別姓制度の導入

は、我が国の同質性社会のマイナス面の克服につなが

ると期待される。   （情報サポーター ちびまま） 

大野城市男女共生講座 第３回 

テーマ：「身近な暮らしの中の法律」 

日にち：10月5日（木） 

講 師：岩城 和代さん 

（岩城法律事務所 弁護士） 

時代は変わる。法律は… 

受講生の感想 アンケートより（原文まま） 

○女性の視点からの法律。女性の労働権の確立。様々

な社会問題は、やはり女性への差別意識からくると

思う。裁判官が女性という事が、まだ少ない。あらゆ

る場面で、女性の意見をくみ取ってほしいと思う。 

○身近な問題を聞けて良かったです。 

○新聞で読むくらいで、身近にわかりにくい事を、 

よく詳しく説明していただき、ありがとうございま

した。わかりやすかったです。 

○男女平等を考えるとき、歴史的な男女の不平等を解

消しないと前にはすすめない。習慣、慣行は一人 

ひとりの行動によって、変わっていくのだろうけど

…!! 
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相談のご予約・お問合せは・・・ 
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☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

*ひとりごと* 
 

ジャガランタ・シティと呼ばれる南アフリカの首都

「プレトリア（ツワネ）」は行政の中心地で、各国の大

使館や大学・研究機関が多く集まる。 

日本の大使館もこの地にある。町はのんびりした雰囲

気で花を眺め、写真を撮りながら歩いても落ち着け

る。春真っ盛りの 10 月は町中が紫色に染まる。この

街を訪れた日はお天気も良くジャガランタの花が満

開だった。日本の桜に比べると地味な存在だが、他に

も彩り鮮やかな赤や白い花もあって静かな住宅街に

マッチしている。原産地はブラジルだそうだ。2 年前、

南米の旅の途中アルゼンチンの首都ブエノスアイレ

スでジャガランタの並木があったが、季節が秋で花を

見ることはできなかった。 

 出発時の飛行機のトラブルで南アフリカケープタ

ウンのテーブルマウンテン 

ハイキングが中止になり、 

気分は下降気味だった。旅 

の後半はこの花の静かなた 

たずまいに心が癒された。 

（情報サポーター スピカ） 

月の男女平等推進センター 
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