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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」   「アスカーラ共生フォーラム」 

・ 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？「裁量労働制」 

 

 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

平成 29年度 元気塾の様子 

詳細は３ページに掲載 
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県内の市町村議会に席をおく女性議員によるト

ークが 301 会議室でおこなわれた。「 女性会議大

野城支部」が主催し、男女 21 人が参加。二人の女

性議員から、議員をめざした理由、選挙や議員生活

について話を聞くことが出来た。 

 
 

議員をめざした

理由として、5 期目

のベテラン議員で

ある 本さんは「子

どもがしっかり育

つ環境を作りたい」と思う気持ちがあったとのこと。

そのキッカケは 11 年間の生協活動を通して、子ど

も達に安全な物を食べさせたいとの思いからだっ

たそうだ。議会でも学校給食、水やゴミの問題など、

男性議員にはなかなか理解してもらえなかった。そ

の時、手助けしてもらったのは女性議員だったと話

す。やはり生活に密着している女性が決めなければ、

ダメだという信念を強くした。新人議員の宗さんは

「築上町の男女共同参画ネットに、参加している時

に声をかけられて・・・」がキッカケだそうである。

何でも男性議員が決めている。生活に密着すること

が決まっていないと云う思いからである。その当時、

築上町議会議員選挙の立候補者は男性ばかりだっ

たとのこと。 
 

 

選挙については 本さん曰く、「クルマからの連

呼はしない」とのこと。クルマを止めて喋る、それ

も普段と変わらない服装で選挙活動はするそうで

ある。事務所には電話機は 2 台、最初のポスターは 

 

エプロンスタイルで電話を掛けている写真だった

とのこと。選挙にはよく「看板・鞄・地盤」という

が、資金はカンパと手工芸品の販売。最初の選挙は

応援する会の 88 人みんなでつくっていった選挙で、

今までの男性候補とは違うものだったと語る。 

宗さんは「立候補はしたものの、思うように人が

集まらなかった」と話す。公職をもっている友人が

多くて、選挙応援をしてもらえなかったと漏らす。

そこに現れた「近所のおいちゃん達 4～5 人」に助

けられたという。彼らが次々と人を紹介してくれた

そうである。ポスターやチラシは普段の写真が良い

と話す。写真と本人が近い方が良いらしく、よそ行

きの写真にすると後ろで「あの人本人？」と云う声

が聞こえてくるそうである。資金は供託金が要らな

かったので、ポスターやチラシに 10 万、事務所代

に 30 万、選挙カーに 10 万、うぐいすさんはボラン

ティアで 0 円、但し公費助成が有る所と無い所があ

るとのこと。選挙が終わって、応援してくれた「お

いちゃん達」が言った。「女の選挙はわからん」と・・・。 

 
 

議員生活について、宗さんが話すには「議会で

色々言うが、のれんに腕押し。男性が言うのは通る

が、女性はなかなか・・・」。議員になって良かった

ことは、法律を勉強出来たこと。法律を守らないと

施策が進まないからだ。 本さんは一貫して、これ

まで男性議員が持ち出さなかった生活関連の事を

訴え続けた。当初、男性議員がいまさら議会で聞け

ない質問事項を、代わりに質問してくれと言ってき

たこともあったと、舞台裏の話もしてくれた。最後

に 本さんは「筑紫野が大好き。海はないけど、野

原がある。こういう所で暮らし続けていけたら幸せ」

と語った。 

こういう地方議員さんが沢山でてきて、昔からの

名誉職的な考えを徐々に払拭してくれることを願

うのは私だけであろうか。 

（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：「女性議員は見た！ 議会は何をやれる？」 

日にち：1月28日（日） 

パネリス ト： 本 美惠子さん（筑紫野市議会議員） 

宗 晶子さん   （築上町議会議員） 

コーディネーター：松﨑 百合子さん（大野城市議会議員） 

主 催：  女性会議大野城支部 
アイ 

アイ 
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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 

託児サポーター養成講座～あなたにできる子育て支援ボランティアです～ 
まどかぴあ主催のイベントや講座利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」の養成講座です。 

※6 月 7 日（木）～6 月 25 日（月）の間に託児実習を 1 回行います。 

【定員】30 名（先着順）   【受講料】無料   【受付】４月２日（月）より受付 

あなたとわたしのための元気塾 性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす

社会づくりに向けて学ぶ講座です。 

受講料は無料です。ぜひご参加ください。 

回 日 時 会 場 内 容 

１ 6 月  5 日（火） 10：00～12：00 303 会議室 （３階） ボランティアで活き活きと 

２ 6 月 15 日（金） 10：00～13：00 多目的ホール （1 階） 子どもを守るための幼児安全法 

３ 6 月 22 日（金） 13：30～15：00 303 会議室 （3 階） 保育時の子どもとの遊び方とケアの実践 

４ 6 月 26 日（火） 10：00～12： 00 301 会議室 （3 階） 
子どもへの寄り添いと保護者との 
コミュニケーション 

 

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つくる」 
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（先着順）  【受講料】無料 

第 1 回「共に健やかに生きるために。 

～性差医療をごぞんじですか？～」 

男女の生理的・社会的な違いを考慮して、病気の治療
や予防に役立てていく性差医療。医師であり、九州大
学で男女共同参画担当を務める講師に、男女の違い
や互いに豊かに生きる秘訣を聞いてみましょう。 

【日時】5 月 26 日（土）10:00～12:00 
【会場】303 会議室（3 階） 【定員】40 名（先着順） 
【講師】樗木 晶子（九州大学大学院医学研究院教授） 

第 2回「経験者に学ぶ！不安に打ち勝つ防災の備え」 

熊本地震の時、あなたはどこで誰と何をしていました
か？自身も被災者である講師から、いざというときに
自分や家族を守り、災害への不安に打ち勝つヒントを
教えていただきます。 

【日時】6 月 16 日（土）10:00～12:00 
【会場】301 会議室（3 階） 【定員】40 名（先着順） 
【講師】德丸 宏美（RiTa iSM 代表） 

女性のための起業支援セミナー「小さくはじめる！わたしのプチ起業」 

子育てしながら… 今の仕事を続けながら… まずは自己資金で「プチ起業」を始めてみたい。 
興味はあるけれど何から始めたらいいの？という方。参加してイメージをふくらませてみませんか。 

【日時・会場】セミナー 6 月 16 日・30 日（土）10：00～14：30 … 303 会議室（3 階） 
 

相談会・交流会 12 月 15 日（土）10：00～12：00 … 301 会議室（3 階） 

【講師】松永 幸子（ハロー代表）、北田 貴司（株式会社日本政策金融公庫福岡西支店融資第三課長） 

【定員】30 名（事前申込制／先着順）【受講料】500 円（全講座分）【受付】４月２日（月）より受付 

http://www.madokapia.or.jp/
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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」 

4月 3、10、17、24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。 

 

○4月のお楽しみ会はありません。 

 

参考：産経ニュース（2018.3 .1）  
THE PAGE（2018.3 .6）  

ご
存
知 

で
す
か
? 

裁
量
労
働
制 

実際、不動産大手の企業がこの制

度を違法適用していたとして 2017

年に厚生労働省の特別指導を受けて

います。さらに違法適用されていた

男性社員が自殺し、長時間労働によ

る過労が原因として労災認定されて

いたことも明らかになっています。 

3 月の国会で安倍政権は裁量労働

制の範囲を拡大する法案を提出する

予定でしたが、様々な問題が明らか

になり断念。そのことで「海外と比べ

て日本は遅れている」という意見も

ありますが「現在の日本企業の状況

では導入や運用が難しいため断念し

たのは妥当だ」という意見もありま

す。まずはさらなる議論を行い、対策

を練ってふさわしい形で導入できる

ような体制を整えることが重要だと

考えられます。 

「裁量労働制」とは、実際の労働時

間に関わらず、あらかじめ決められ

た時間だけ働いたとみなして給与を

支払う仕組みのことです。現在は一

部の職種に限定されています。 

この制度のメリットは柔軟な働き

方が可能となり、生産性向上にもつ

ながる点です。業務遂行の方法を労

働者の裁量に任せる方式なので、う

まく機能させれば働き方改革を実現

する手段として有効です。 

一方、デメリットは時間内に仕事

が終わらなかった場合でも基本的に

残業代は支払われないという点です

（ただし、法定労働時間を超えた場

合や 22 時以降の深夜労働、休日出勤

に関しては手当を支払う必要あり）。

場合によっては、際限ない長時間労

働を誘発する危険性もあります。 

平成 30年度地域女性リーダー育成講座 

ママと一緒に木のブロックで遊

んでいた、はるとくん（11か月）。

おうちではトトロの曲がお気に

入りだそうです♪ 
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女子柔道の草分け的存在

の山口香さんは昭和 39 年東

京生まれ。柔道がオリンピッ

ク種目になったのはその年

の東京オリンピックからと

いうから、何とも象徴的だ。

それにつけても、何でまた柔

道か？ 筆者の父は青春時代に柔道で人格形成し、

やがて柔道 4 段まで昇段した警察官だった。幼児期

に足技のいくつかは手ほどきを受けたように記憶

するが、父には長女に柔道をやらせる発想はなかっ

たと思う。山口さんは姉弟に挟まれた次女だったこ

とで、「女だてらに」「女のくせに」の世間の障壁を

乗り越えられたと分析する。小学 1 年生から柔道場

に通ったそうだ。標題の「夢をあきらめない生き方」

は淡々と語られる。筆者と一線を画するのに、身体

能力と胆力の強さがあったのは言うまでもない。 

講道館柔道が女子部の試合を

禁じていた時代にも男の子に混

じって試合に出場していたとか。

結果 13 歳の時に最年少で第一回

全日本女子体重別選手権大会優

勝、以後同大会 10 連覇。世界選手権では 4 個の銀

メダル、昭和59年には日本女子として初の金メダル

を獲得した。ソウルオリンピックでは銅メダルと

数々の栄光を残して現役引退。今では、柔道のみな

らずスポーツ全般の普及に尽力の毎日である。 

スポーツを通じて学ぶことは何だろう。2月の平
ピョン

昌
チャン

オリンピックでは、冬季五輪史上最多のメダル

13 個に日本中が沸いた。アス

リートの異次元のメンタルと

執念には、国籍を超えて感動

に震えた。この精神力こそス

ポーツの醍醐味だと思っていたが、山口さんは発信

力だと言う。思っていることを相手に伝える強さが

精神面を鍛えて、結果にも繋がると思い至った。は

きはきとした語り口で、随所で笑わせて聴衆を飽き

させない。自らが実践するスポーツ効果だ。その爽

やかさに、「男前」…おっと、差別用語かな？…を感

じた。 

一昨年までの男女共生フォーラムとアスカーラ

フェスティバルが、この第 1 回アスカーラ共生

フォーラムに生まれ変わった。その構成に、実行委

員メンバーの強い想いが伝わる。講演前にはアス

カーラの紹介、続いて小中学生たちに「男女共同参

画」の図画ポスター・標語コンクールの表彰式が執

り行われた。閉会宣言の後にも、ディズニー映画

「ズートピア（※）」のスペシャルプレゼントを配し

ていた。参加者全員が長丁場に付き合う訳ではな

かったが、映画は気に入った！ 帰宅後即ネット注

文したが、見逃した人は残念無念。第二回以降は、

周知の徹底等の進化・改善に期待する。 

(情報サポーター 山口 郁子) 

第 1回 アスカーラ共生フォーラム 

講演会「夢をあきらめない生き方」 

日にち：2月 3日（土） 

講  師：山口 香さん 

（筑波大学体育系教授・女子柔道オリンピックメダリスト） 

「ズートピア」 とは・・・ （あらすじ）
※ 
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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☆ 

4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* 
 

 今年の春は今まで生きてきた中で一番待ち遠し

かった。愛息の幼稚園入園を無事に迎えることがで

きたからだ。と同時に「人生 100 年時代到来」で残

りの人生をどう生きるかの選択を迫られている気

がする。育児と家事だけ頑張って歳を重ねるには家

電製品の進化のおかげで時間とエネルギーを持て

余す。かと言って若い時のように自由に仕事も選べ

ない。 

 これからは人工知能のさらなる進化で仕事の効

率化が進み、労働力としての人間はますます必要無

くなるらしい。 

 まずは読みたくて買ったのに読めずにいた本を

読んだり、チャレンジしたものの中途半端に終わっ

た資格の勉強を再開したい。時には美味しいものを

食べながら…。そして、日々の心の充実を一番の目

標に掲げて過ごしていきたい。 

（情報サポーター 松田 知子） 

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

