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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。 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート 「市民グループ活動支援事業」   「オトナの男の教養セミナー」 

・ 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 
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医療の発達した日本に住

む私たちの寿命は人生100年

の時代になりました。一世代

前の終身雇用制度が崩れ、猛

烈社員の働き方が見直され

ている今、私たちはどう生き

たらいいのか。男女共同参画の視点から松田美幸さ

んのお話でした。 

 

 

これまでは 20 歳前後で教育を終え、就職。結婚

して家族を支え、仕事をした後は 60 代で引退して

悠々自適の年金生活が人生のモデルでした。しかし

少子高齢社会のこれからは 60 代も働かなければな

りません。定年退職後の第2の人生が長いのです。

つまり、教育・仕事をやり直す時間はたっぷりある

とも言えます。そのためには無形資産が必要だそう

です。有形資産はお金、土地、家。 

無形資産は次の 3 つ。 

・「生産性資産」仕事に役立つスキルや知識 

人間関係や評判 

・「活力資産」 健康、友人、愛 

・「変身資産」 新ステージへの移行を成功させ

る意志と能力 

変身するにはまず自分と向き合うことが大切。今

までの組織やグループの一員ではなく個人として

新しい年代や性別のネットワークを作り、その中で

自分を見つめ直すこと。自分に似た人とばかり交わ

っていたのでは現状を維持するだけです。いろいろ

なタイプの人と出会い、ロールモデルを得ることが

変化のきっかけになります。 

 

 

 

シングル、 高齢者世帯、LGBT 世帯、子どもを持

たない夫婦等が増えて家族構成は急速に変わりつ

あり、少子高齢社会はますます進んでいます。終身

雇用制が崩れた今は家族の誰か一人が大黒柱とし

て働いて家族を養うのは無理になり共働き世帯が

基本になります。どちらかが働いて、どちらかが学

校で学び、それを交代で行うシーソー的な夫婦関係

もあり得ます。 

新しいライフステージで自分の人生設計図を書

き換える時に多様なロールモデルがあるのは素敵

ですね。先生が紹介されたメロウ倶楽部の若宮さん

は現在82歳のスーパー I T おばあちゃん。60歳から

パソコンを独学して自分でアプリを開発するまで

になり、最高齢のアプリ開発者として世界中に紹介

されました。ネットで世界中と

繋がっていて、世界中の動きが

把握できるし自分でも情報発信

している。その源泉は好奇心だ

そうです。見習いたいですね。 

今回の講師松田美幸さんは前福岡県男女共同参

画センター「あすばる」センター長、企業・自治体・

病院・大学などの組織改革やアドバイザーなどを多

数経験して‘17年12月から福津市副市長に就任され

ました。女性が行政に加わることで、男性と女性が

共に働き、共に家事や育児を担う家族の仕組みに対

応する環境づくりのモデルが出来ることを期待し

ます。       （情報サポーター 森 敏子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：「若者が幸せになるために 

超高齢社会を生きる私たちができること」 

日にち：12月9日（土） 

講 師：松田 美幸さん(内閣府男女共同参画会議議員) 

主 催：大野城女性の会 

◇あらためていろんな課題があり、 

みんなで考えていかなければならない

ことを強く感じました。 

◇人生 100年つねに学び続けること、 

チャレンジすることの覚悟が少しでき

たように思います。 
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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ヵ月～ 
小学校就学前まで 

地域女性リーダー育成講座（第 3期） あなたの目線を地域に活かす！わくわく大野城 

大野城をもっと住みよいまち、素敵なまちにするために地域で活動したい「あなた」を応援する講座です。
『やりたい』ことがある人はそのヒントや方法を、『何かやりたい』人はその何かを見つけてみませんか？ 

【時 間】10：00～12：00 ※①回のみ ～12：30  【会場】303 会議室（3 階） ※⑥回のみ 301 会議室 

【受講料】無料   【対象】大野城市内在住・在勤・在ボランティア 

【定 員】30 名   【申込期間】4 月 30 日（月）必着 

平成 30 年度 実行委員・ボランティア説明会 
男女平等推進センターの事業や運営のサポートを 

していただく実行委員・ボランティアスタッフの募集説

明会を行います。経験・性別・お住まい関係なく、興味

のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。 

日時 会場 説明会内容 
4 月 9 日（月） 

13:30～ 
アクティブ 
ルーム（3 階） 

大野城市男女共生講座 
実行委員会 

4 月 10 日（火） 

11:00～ 
アクティブ 
ルーム（3 階） 

男女平等推進センター 

サポーター 

 

男女共同参画条例制定記念講演会 

「フェミニズムが平等の文化を創る（仮）」 

日本のフェミニズムの特徴とは何か。日本の文

化・歴史・政治がどのように影響しているのか。

「フェミニスト」というコトバに抱かれがちなイ

メージをあらためて考えてみませんか。 

【日時】5 月 19 日（土）10：00～12：00 

【会場】多目的ホール（1 階） 

【講師】野中 貴子 

（フェミニズム研究者・ジャーナリスト） 

【定員】100 名   【受講料】無料 

回 日 時 内  容 

① 5 月 12 日（土） 
開講式・オリエンテーション・講演「市民の力が地域を創る」 

講師：古賀 桃子（NPO法人ふくおか NPO センター代表） 

② 6 月 9 日（土） 
男女共同参画入門講座「わたしが変わると地域も変わる」 

講師：中嶋 玲子（前福岡県男女共同参画センター館長） 

③ 6 月 23 日（土） 
私もあなたも笑顔で活動するための「コミュニケーション術」 

講師：冨岡 郁雄（NPO法人日本ソーシャルコーチ協会代表理事） 

④ 7 月 7 日（土） 
「みんなが活きるチーム作り～成果を出す会議の方法～」 

講師：吉田 まりえ（九州の暮らし創造研究所 代表） 

⑤ 8 月 4 日（土） 演習 

「あなたの『想い』をカタチにして地域で活動する」 

❶ 大野城のコト、知っていますか？ 

❷ 大野城がもっと輝くために、出来ることを考えよう！ 

❸ 私たちが創る！もっと素敵な大野城 

講師：佐々木 喜代美 

（NPO 法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター 上席研究員） 

⑥ 9 月 8 日（土） 

⑦ 9 月 29 日（土） 

⑧ 10 月 13 日（土） 

⑨ 11 月 17 日（土） 

⑩ 12 月 8 日（土） 

⑪ 日時会場未定 『想い』を発表しよう！ ※各グループの演習の成果を発表します 

⑫ 2 月 23 日（土） 閉講式・修了証書授与式・交流会 

 

※募集しているサポーターの内容は 4 ページに記載しています。 

http://www.madokapia.or.jp/
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大野城まどかぴあ 

男女平等推進センター 

 
大募集！ 

双子のしょうへいくんと、ゆう

へいくん（2歳）。部屋いっぱい

にレールを広げて、新幹線を 

走らせました♪ 

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」 

3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 
 

○ 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。 

 

○ 3月のお楽しみ会はありません。 

参考：日本経済新聞  
（1/15 号、1/24 号）  

ご
存
知 

で
す
か
? 

管
理
職
に
な
り
た
い

女
性
の
割
合 

「強い指導力があり、仕事で成果を

出せる人」というイメージがあり、リ

ーダー像と自分とのギャップを感じ

「向かない」と思い込む女性も多く

いるそうです。「リーダーの在り方は

多様でいいとなれば、自分なりのリ

ーダーシップを考えられるようにな

る」と谷口教授はみています。 

女性の活躍度を示すデータは少し

ずつ上向いていますが、働く女性の

実感はまだ乏しいようです。今回の

調査では、自社の女性活躍が進んだ

実感がある女性は2割止まり。6割は

職場改革が進んでいないと感じてい

ます。中でも男性中心の組織風土の

ために活躍できないという声が多く

見られます。男女双方が意識改革し、

役割に対する偏見を変えていくこと

が女性活躍の鍵だと言えそうです。 

国は2016年4月から女性活躍推進

法を全面施行し、2020年までに指導

的地位に占める女性の割合を 3 割に

するという目標を掲げています。で

は、実際に働いている女性は管理職

になることについてどのように思っ

ているのでしょうか。 

日本経済新聞の調査によると、働

く女性のうち「管理職になりたい」と

思う人は2割。そう思わない人は6 割

に達するということが分かりまし

た。現在の仕事にやりがいを感じて

いる女性は4割。しかし、やりがいを

感じている女性の中でも管理職にな

りたい女性は 24.8％にとどまってい

ます。早稲田大学大学院の谷口教授

は「自分は活躍推進の対象ではない

と思っている女性が少なからずい

る」と指摘します。また、管理職は 

男女平等推進センターでは、サポーターとして活動してくださるボラン
ティアさんを募集しています。新しい人との出会いや、今まで知らなかった
自分を発見…そんな経験ができるかも！ まずは、サポーター説明会にぜひ
ご参加ください♪ 18 歳以上の方であれば、お住まい、経験は問いません。 
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70 歳代、遅すぎかもしれないが“オトナの男の教

養”に魅かれ、挑戦した。 

講師の福田さんの写真は、一眼レフカメラで撮っ

たかのようでスマホの写真とは思えない出来で

あった。“私たちにも出来る？”と、参加者 14 名が

挑戦。 

先ずは、基本の ①レンズをふく ②しっかり脇を

固めシャッターをきる ③ズームは原則使用しない 

④撮りたい被写体に焦点（ピント）を合わせる ⑤基

本的に、フラッシュは使用しないで撮る を心掛け

る。次に撮影目的を意識して、構図をきめて撮るの

がいい写真が撮れるとのこと。その他の色々なテク

ニックを実践形式で

教えて頂き、皆さん

満足の時間だった。 

ガラケー派の私も

スマホデビュー時は

実力発揮できそうだ。 

介護福祉士で現場実践経験豊富な田上さんに学

んだ。 

介護を担う者の労働は大変だ。少しでも負担を軽

くするため、ボディメカニクス（人間の体のつくり・

動きの仕組みを知り、力学的原理を活用し少ない力 

で動かすこと）を知ると “寝ている人を指一本で起 

 

こせます”本当かな？ 

早々に実践“仰向けに寝ている人の膝を立てさせ

横向きに、肩に手を添えて起こす”指一本とはいか

ないまでも楽に起こせた。その他に「車いすの使い

方」「認知症」について習った。 

介護が他人ごとでなく大いに参考になった。また、

先生の「介護は、一人では出来ない。協力者が必要

です」が心にのこった。 

 

 

 

 

料理ブロガーの藤吉さんから料理メニューと手

順を聞き、料理自慢の人・初めての人 9 名が 3 班に

分かれて挑戦。 

＊スモークサーモン添え 

カプレーゼ 

＊ペンネ・アラビアータ 

＊アジのアクアパッツァ 

＊イタリアン卵スープ 

この 4 品が各班とも先生の指導で、手際よく料理

でき 2 時間弱で完成。 

素人が作ったとは思えない出来に大満足。試食会

で料理談義に花が咲いたのは言うまでもない。また、

“魚のさばき方”まで指導頂いた。 

初めての“イタリア料理”が意外と簡単に作れた

ことに感動したセミナーだった。 

家に帰ると新鮮な魚が買ってあった。なんと云う

タイミング。復習をかね「アクアパッツァと卵スー

プ」を作った。“ワーッおいしい、家でイタリア料理

が食べられるなんて”と大いに喜ばれた。よく考え

てみると、まんまと“策略”にはまったような・・・。 

今回のセミナーで、私も少しは教養に磨きがか

かったかな・・・。 

（情報サポーター しもおおりいもだんしゃく） 

2017.5.1発行 第 218号 すてっぷ 5月号 

「今から準備、家族にやさしい介護のキホン」 

講師：田上さん （5ページ：森 敏子さん記事） 

合わせて読んで頂ければ⇒右の QR コードより 

オトナの男の教養セミナー 3回シリーズ 

テーマ 「プロにきく！スマホを使った写真撮影術」 

日にち：1月13日(土) 

講 師：福田 一也さん（株式会社新通エスピー 営業部） 

テーマ 「ソノ時に備えて！楽々介護テクニック」 

日にち：1月18日（木） 

講 師：田上
た の う え

 美里さん 

（麻生医療福祉専門学校非常勤講師） 

テーマ 「旨いものを作って食す！男の料理」 

日にち：1月27日（土） 

講 師：藤吉 和男さん（料理ブロガー「筋肉料理人」) 
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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☆ 

3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 

 

*ひとりごと* 
 

道路脇のわずかな隙間から小さなすみれの花が

のぞいている 日ごとに春めいてきていてもまだ

肌寒い日が続く ▼1975 年歌手イルカで大ヒット

した「なごり雪」 「汽車を待つ君の横で 僕は時

計を気にしてる … 東京で見る雪もこれが最後

ねと寂しそうに君はつぶやく … 」 学校を卒業

して遠くへ旅立ってしまう惜別の歌だろうか ▼

甘い思い出やほろ苦い思いが聞く人歌う人それぞ

れにあるのだろうが… いま正に直面している人 

これから先もっともっと希望に満ちて突き進もう

としている人  羨ましくもあるがなんとも微笑ま

しい  遠い昔 切なく淡い思い こんなこともあ

ったのかな～と年を重ねた今でも思い出される 

▼憂きことは喜びに変え喜びはさらに膨らませて

一歩も二歩も前に進みたい  

▼「灯りをつけましょ ぼんぼ 

りに お花をあげましょ 桃の 

花… 」こんな歌を無邪気に 

歌ってた幼心に返ってみたい 
 

（情報サポーター 原田 久） 

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

