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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。 

教育長賞 

市長賞 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート 「ママの元気チャージ★セミナー」   「DV防止講演会」 

・ 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 

 

 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

教育長賞 

アスカーラ賞 
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今年で 5 年目となる子育てママ応援事業。「ママ

の元気チャージ★セミナー」の 2 回目に開催された

子育てママのマネー講座についてご紹介します。 

講師の與賀田 千春さんは診

療放射線技師として18年間医

療に携わった経験と、高校 1年

生の発達障害をもつ子どもの

子育て経験を生かし、ママたち

に寄り添った家計のサポート・

心のサポートを目指しているファイナンシャルプ

ランナー。FP2 級、公的保険アドバイザー、住宅ロ

ーンアドバイザー資格保有者。 

お金の話の前に「あなたの未来予想図」と題した

ワークショップで「あなたはこれからどんな生き方

をしたいですか？」①妻として… ②母として… ③

女性として…を実際に紙に書き出して同じテーブ

ルで発表し合いました。発表を聞く時のコツはあい 

うえおで○あ相手の目を見て ○い良い加減に ○うう

なずきながら ○え笑顔で（口角を上げる） ○おおし 

まいまで聞く、というワンポイントレッスンも。「将

来への備え＝お金の勉強」として具体的に『まどか

さん家の黄金家計簿！』に記入してみて、衣・食・

住を 50％で収めると貯金ができる、貯蓄は少なく

とも 10％。ただし、注意するのは比率を近づけるこ

とが目的ではなく、我が家の現状把握が目的という

事とひとりが抱えこまないで家族で共有したり相

談できる人を作る事、また、落ち込まない事。過去

は変えられないけれど未来は変えられるから、とい

うコツを教わりました。 

 

ひとりのお子さんに必要な教育費は幼稚園から

大学までザックリ見積もって 1500万円とも言われ

ています。一番お金が必要な大学進学に約 800 万円

として、子どもが 17 歳になるまでに半分の 400 万

円を貯めるには月々2 万円で可。（400万円÷17 年

÷12ヵ月＝約 20,000 円） 

子ども手当をそのまま貯めておく、さらに学費の

残り400万円は大学進学後に本人が社会勉強も兼ね

てアルバイトをして稼ぐ等で、決して難しい目標で

は無いそうです。 

最後に心と体とお金の健康こそが三本柱です、と

仰って子育てママのマネー講座は終了しました。 

 

 

 

 

 

 

（情報サポーター 松田 知子） 

平成29年度子育てママ応援事業 

ママの元気チャージ★セミナー（第2回） 

テーマ：「知って安心！ ママのためのマネーの話」 

日 時：11月21日（火） 

講 師：與
よ

賀田
が た

 千春さん 

（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） 

 

①目的別に貯金する 

②自分に合った方法を選択する 

③アドバイザーを味方にする 

貯金のルール三原則 

きちんと目標を立てて 

目的別に貯金する事。 

家計簿の見直し方が具体的に 

わかったので早速取りかかって 

みようと思います。 

今まで家計簿をつけたことが 

なく、お金のやりくりが 

うまくできていなかった。 

具体的な数字を目にすることで 

少しうまくやりくりできそうな 

気がします。 

「講座を受けて役に立ったことは？」 

（受講生アンケートより） 
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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 

みんな集合！！アスカーラまつり   4月 14日（土）開催！！ ≪事前申込不要≫ 

今年も恒例のアスカーラまつりを開催します！ 

笑顔がいっぱいで、多くの市民の皆さんにご利用いただいているアスカーラにあなたも遊びに来ませんか。 

10:00～     ドキドキつかみどり ・・・・ 3階 情報交流ひろば ※なくなり次第終了 

 10:00～12:00 大野城子ども劇場こども市 … 1階 ギャラリーモール 

 10:30～11:30 わくわく工作体験 ・・・・ 3階 情報交流ひろば 

 10:30～15:30 アスカーラマルシェ ・・・・ 3階 303会議室 

10:00～16:00 市民団体によるバザー ・・・ 1階 ギャラリーモール ※商品がなくなり次第終了 

 11:00～13:00 みんな DE遊ぼう ・・・・ 3階 302会議室 

 11:00～15:00 わくわくカフェ ・・・・ 3階 情報交流ひろば 
 

◇写真でつづるアスカーラの一年…１階 ギャラリーモール、3階 情報交流ひろば 

 ◇壁新聞「ほっぷ」の一年 ・・・ 3階 アスカーラギャラリー 

 ◇新聞掲示物「窓」の一年 ・・・ 1階 ギャラリーモール 

再就職チャレンジ講座 ～なりたい自分をめざして 本気でパソコン！本気で就職！～ 

再就職を本気でめざす女性のためのスキルアップ講座です！ 
日商 PC検定 3級（データ活用）の資格取得に向けて、一緒に頑張ってみませんか。 
※女性の就業支援のため託児は無料です。受講決定後 4 月 13 日（金）までにお申し込みください。 

【期 間】全期間 4月 20日（金）～7月 19日（木）※全 25回 主に月・火・金曜日 

〈パソコン実技〉4月 24日（火）～7月 2日（月） 

〈パソコン検定日〉7月 6日（金）・9日（月）・13日（金） 

〈再就職準備講話〉4月 20日（金）・7月 17日（火）・19日（木） 

【時 間】9:30～12:00（再就職準備講話の日は 10：00～12：00） 

【講 師】竹中 ひとみ、中園 久美子、藤重 知子、他 

【対 象】結婚・育児を理由に退職し、再就職を希望する女性 

【会 場】202会議室（2階）、306会議室（3階） 

【定 員】20名（申し込み多数の場合は抽選） 

【受講料】11,000円（テキスト代含む）※検定料は別途 5,140円 
※講座開始後の返金は致しません。 

※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方を 

対象に、受講料免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。 

【申込方法】2 月 1 日（木）10:00

より電話・FAX・総合

案内・ホームページお

よび男女平等推進セン

ター窓口にて受付開始  

【申込期限】3月 19日（月）必着 

【決定通知】申込者全員にお知らせ 

市民グループ活動支援事業 平成 30年度募集説明会を開催します！ 

地域で活動する市民グループ・団体が、企画・運営・実施する男女共同参画社会に関する事業（講演会、 

講座、ワークショップ、展示会）を今年も募集します。まどかぴあがみなさんの舞台です！ 

【日時】4月 19日（木）10：00～12：00  【会場】301会議室（3階） 

http://www.madokapia.or.jp/
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れんくん（３歳） 

大好きな電車のおもちゃで遊

んで、元気いっぱいな笑顔を見

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  

※予約は必要ありません 
※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☀ 

○おひざでだっこ「おはなしのへや」 

2月 6、13、20、27日（火）10：30～ 

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 

○お楽しみ会 

・2月 22日（木）10：30～ 

担当：大野城子ども劇場 

・2月 26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”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。 

※市長賞・教育長賞・男女平等推進センター所長賞の作品は本号表紙に掲載しています 

大野城市内の小中学生から「男女共同参画」をテーマにした図画ポスターと標語を募集しました。 

たくさんの作品の中から選ばれた入賞者は以下のとおりです。おめでとうございます！  

作品をご応募いただいた小中学生のみなさん、誠にありがとうございました！ 

2月 13日（火）まで、まどかぴあ 1階・ギャラリーモールに作品を展示しております。ぜひご覧ください！ 
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暴力とはいろんなパワーを使って

相手をコントロールすることで、社

会のあらゆるところで対等でない関

係がある。家庭の中で起きる暴力に

は、ＤＶの他にも、児童虐待、障害

者や高齢者への虐待などがあります。 

 

１.暴力の原因はストレスや飲酒ではなく『暴力をして

もよい』という考え方に原因がある。 

２.暴力を受ける側の努力で暴力は減らせない。 

３.暴力があっても、生活の不安、恐怖や脅しで、逃げ

たり離れたりできないことが多い。 

４.『謝罪して許す』を繰り返すと暴力が激化すること

が多い。 

５.相手の了解がなくても別れて良い。別れるかどうか

は相手ではなく、自分が決めること。 

６.夫婦間で暴力がある環境で子どもを育てることは、

児童虐待防止法の「心理的虐待」にあたる。また、

子どもの脳にも影響を与える。 

 

○ 心への暴力…無視、脅し、暴言、ケータイ・スマホ

チェック、束縛、行動の監視、付き合いの制限。 

○ 体への暴力…殴る、ける、物を投げつける。 

○ お金にかかわる暴力…生活費を渡さない、仕事を

させない or 強いる。 

○ 性的な暴力…合意のない性行為、避妊をしない、逆

らうと怖い、リベンジポルノ。これらは性感染症、

妊娠、中絶など、若い人の将来へも不安を残す。 

 

 

 

 

・ガマンをしない…NO 

・逃げる、離れる…GO    基本であり原則 

・相談する…………TELL 

 

暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦、強制わいせつ罪、 

ストーカー規制法（2000 年）、配偶者暴力防止法≪DV

法≫（2001 年)。 

地方裁判所の保護命令 

・6 ヶ月間は妻、子、親族への接近禁止 

・2 ヶ月間加害者の自宅退去 

・ストーカー的行為の禁止 

※違反者は通報により即逮捕（別件逮捕もあり） 

罰則…100 万円以下の罰金か 1 年以下の懲役 

 

・被害・加害を自覚する。被害の深刻化を防ぐ 

・相談の大切さと相談先の情報を知らせる 

・性行動が相手の命や未来へ影響すると伝える 

・友人から相談された時に間違った対応をしない 

・「交際＝性交渉 OK」という風潮の中で、相手の性、

命、未来までを大事にする意識を持つ 

☆学校で実施することの有効性 

・多くの生徒が同時に DV の知識を持つことが出来る 

・学校全体で教師と生徒がDVについて情報を共有し、

相談しやすい場を作る 

 

・「怖い、いやだ」という気持ちと自分の感覚を信じる 

・暴力を選択しない 

・暴力を見過ごさない 

・相談をする。相談をすすめる 

※知識を持つこと、予防啓発の大切さ 

一言で DV と言っても言葉では表せない複雑なモノ

がある。今後も暴力について知り、無くすようにして

いく必要がある。   （情報サポーター スピカ） 

平成29年度DV防止キャンペーン事業 

「DV、デートDV 

～暴力が子どもに与える影響を考える～」 

日にち：11月25日（土） 

講 師：中田 慶子さん(NPO法人DV防止ながさき代表) 

DV って何だろう

暴力についての考え方 

社会にはいろいろな暴力がある（複合して起きている） 

暴力に出遭った時は？ 

友人・家族から相談を受けたら？ 

DV 被害と法律 

DV 予防教育の必要性 

暴力をなくすために 
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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☆ 
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2月の男女平等推進センター 
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〒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 

 

*ひとりごと* 昭和は遠くなりにけり 
 

 平成がまもなく終わろうとしている。昭和の時代

に「明治は遠くなりにけり」と詠んだのは中村草田男

だった。文豪気取りで昭和を振り返ってみたら「三公

社五現業」と「ラジオ体操」がうかんだ。 

専売公社・電電公社・国鉄が三公社。五現業は、郵

政と後はなんだったか忘れたので、中学校社会科の

先生の顔が思い出されて申し訳なく思う。いつの間

にか横文字の JT・NTT・JR・JP になっている平成の

今はもう習わないのだろうか。 

夏休みの一日は、眠い目をこすりながら出席カー

ドを首からぶら下げてする子ども会のラジオ体操か

ら始まった。小学校１年の孫は夏休みのラジオ体操

に行かなかったので出席カードが出印で 

いっぱいになる喜びや夏の朝のすがすが 

しさを知らないのは可哀想だと思う。 

次はどんな時代になるのだろうか？  

わが子をおんぶして山登りをする皇太子 

様を微笑ましく感じた私はもうすぐ始ま 

る次の御世を楽しみにしている。 

…次の天皇陛下は私よりも年下か～… 

（情報サポーター 森 敏子） 

み よ 

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

