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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  地域女性リーダー育成講座① 

あなたとわたしのための元気塾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？「83分」  

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 7月号 
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 今回で 3 期を数える本講座は、地域のにぎわいや

ふれあいをつくり、大野城市をもっと住みやすく、

女性の目線を地域に活かす支援をし、平成 26 年か 

ら続く、市の計画の中でも重要な役割を担っている

事業である。 

 年間を通して12回開催される本講座に30名の応

募があり、自己紹介では意気込みを放つ。「地域の

方々が笑顔になれるように」「今まで地域に関わる

ことが少なかったので始めたい」と意欲ある声があ

がる。既に何かの支援活動に携わっている方、自ら

事業を起こしている方など経歴も多岐にわたり、大

野城市在住歴も年齢も様々な女性たちの今後に期

待出来る。 

 「大野城市の現状」では、講座の指針を示す。大

野城市の女性議員は 5 名。全国的な女性議員の比率

は 10％であるのに対して、大野城市は 25％と高く

はあるが、大野城市の人口が男女比ほぼ半々である

のに、区長や校長などの役職に就く女性は少ない。

地域の中で問題意識を持ち、リーダーとして課題解

決に向けて行動できる人、「こうしたらもっとよく

なるかも・みんなの笑顔が増えるといいな・得意分

野を活かして喜んでもらいたい」というきっかけが

地域女性リーダーの意義の基となる。 

活動状況報告（※）を挟ん

で、講演ではサービスの担い

手について。講師の古賀さん

は出産と同時期に NPO を起 

ち上げ、子育てしながら活動

を続け、行政だけでは出来な

いことを“市民”が行う後押

しをしている。冒頭、暴力

（デート DV）、多文化の共生

（在住外国人の増加）、地域コミュニティの崩壊（自

治会等の担い手の高齢化）等、新しく難しい課題が

山積していることを示した上で、実際に活動してい

る事例を紹介。先進事例から得ることも多く、こん

なに多くの方々が活動しているのに、なぜまだ始め

ていないのかという気がしてくる。 

いきいきした人の共通点は、≪心≫仲間ありき・

≪技≫学びありき・≪体≫身の丈（置かれている状

況）ありき。つい頑張りすぎて燃え尽きてしまい、

活動自体を辞めなくてはいけなくならない為にも、

無理はしないように、時間をコントロールしながら、

今いる状況でどれだけのことが出来るだろうと考

えて活動するよう促す。結びには、個々人が抱える

課題や特定の層しか関われていない『声なき声』の

層のニーズをいかに拾い上げるか、とまとめる。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度地域女性リーダー育成講座（全 12 回） 

私たちの目線を地域に活かす！ 

わくわく大野城  （第 1 回） 

日にち：5 月 12 日（土） 

開講式：主催者挨拶 

（大野城市長・男女平等推進センター所長） 

オリエンテーション・受講生自己紹介 

大野城市の現状 

修了生（1 期生・2 期生）活動状況報告 

講 演：「市民の力が地域を創る」 

講師 古賀 桃子さん 

（NPO 法人ふくおか NPO センター代表） 

古賀 桃子さん 

数年後、あのきっかけが今の自分を創ってい 

 るのだと振り返る時があるとしたら、それが今なの

かもしれない。まずは、『声なき声』に耳を傾けて

みてはいかがだろうか。 

 （情報サポーター М美） 

 

メンバー：13 名。南コミで毎月第 4 木曜日に、
コミュニケーション麻雀などの脳トレゲームや
講演会を開催。 
 

メンバー：8 名。中コミで毎月第 4 水曜日に、定
例カフェを開催。パーチメントクラフト展やベン
チーキャップの販売などを行う。 
 

メンバー：5 名。地域企業や介護施設でマルシェ
開催。特技・才能・趣味を活かして社会に参加し、
人と人とをつなぐ場をつくる。 
 

メンバー：6 名。地域の防災訓練や子ども会など
で、パッククッキング（ポリ袋を使った非常食）
の指導、防災啓発活動を行う。 
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 どちらも性別・年齢・住所は問いません 

簿記３級講座 

経理事務に欠かせない会計知識を学びましょう。

簿記初心者の方でも大丈夫です。 

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 

実践！JW-CAD 中級講座 

コンピュータを使って製図を行う CAD ソフト

「JW-CAD」の講習会です。 

共催 
事業 

共催 
事業 

※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人を対象に受講料一部補助制度があります。詳しくは

男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。 

【期 間】8 月 27 日（月）～9 月 10 日（月） 

（全 5 回 月・金曜日） 

【時 間】18：30～21：30 

【講 師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役） 

【受講料】8,000 円（テキスト代・資料代含む） 

          ※商工会員の場合は 5,000 円 

【会 場】202 会議室（2 階） 

【定 員】20 名（先着順） 

【対 象】「実践！JW-CAD 初級講座」を受講した方 

またはある程度 JW-CAD の操作ができる方 

【申込方法】郵送または FAX にて受付 

【申込期間】7 月 17 日（火）から 8 月 3 日（金） 

【申 込 先】大野城市商工会 

        電話：092-581-3412 FAX：092-581-3703 

住所：大野城市瓦田 2-6-12 

【期 間】8 月 17 日（金）～11 月 9 日（金） 

（全 28 回 月・水・金曜日） 

【時 間】18:30～21：00 

【講 師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練協会講師） 

【受講料】23,000 円（テキスト代・資料代含む） 

【会 場】304 会議室（3 階） 

【定 員】30 名（先着順） 

【申込方法】電話または FAX にて受付 

【申込期限】7 月 25 日（水）まで 

【申 込 先】筑紫地区商工会職業訓練会 

電話：092-581-3412 

FAX：092-581-3703 

住所：大野城市瓦田 2-6-12 

 

今年で開講 30 周年を迎える、毎年大好評の男女共生講座が 8 月からスタート！ 

今年も素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。 

大野城市男女共生講座 

 どちらも性別・年齢・住所は問いません 

回 日にち テーマ・講師 

１ 8月 3日（金） 

分かちあって夫婦円満 

～人生１００年時代をハッピーに暮らす秘訣～ 

新垣 誠（沖縄キリスト教学院大学人文学部長） 

2 9月 6日（木） 

「適材適食」 

～あなたに合った食べものを、あなたに合った食べ方で。～ 

小園 亜由美（管理栄養士、野菜ソムリエ上級プロ） 

3 
①9月 25 日（火） 
②10月 1 日（月） 

（予定） 

館外研修 
九州大学伊都キャンパスツアー 
男女共同参画推進室などを見学 

4 11月 20 日（火） 

誰でもできる防災術 

～もしもに備えるいつも～ 
柳原 志保（歌うママ防災士）、林田 スマ 

 

【時 間】10：00～12：00 

（第 3 回のみ 9：30～15：30 予定） 

【受講料】無料（第 3 回のみ別途必要） 

【会 場】 

第 1・4 回：多目的ホール（1 階） 

第 2 回：小ホール（2 階） 

【定 員】100 名 

（第 3 回のみ 各日 50 名予定） 
 

※第 3 回の館外研修の申込は、第 1
回の講座終了後に受け付けます。
なお、館外研修のみの参加はでき
ません。 

http://www.madokapia.or.jp/
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対象 大野城市内に在住・在勤・通学している概ね 5 名以上のグループ。 

講師 
内容に応じて一緒に考えます。講師料は無料です。 

（ただし、材料費等は利用者のみなさんでご負担ください） 

会場 
会場の手配や準備は利用者のみなさんでお願いします。 

場所は大野城市内です。 

時間 30 分～2 時間。（9 時～21 時の間でお願いします） 

申込 開催希望日の 1 ヵ月前までに申し込みをお願いします。 

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」 

7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。 

○ 7月のお楽しみ会はありません。 

参考：「平成28年社会生活基本調査」 
（平成29年度9月・総務省） 

ご
存
知 

で
す
か
? 

るためには、職場や男性を取り巻く

人たちを含めた、男性の働き方や意

識の改革を進めることが必要です。

また、子どもの頃からの男女共同参

画への理解に向けた取組や国民的広

がりを持った広報・啓発活動の展開

が重要です。 

男性の家事・育児の参画を推進す

るため、国や地方公共団体において

「おとう飯
はん

始めようキャンペーン

（内閣府）」や「みえの育児男子プロ

ジェクト（三重県）」などの取り組み

が行われています。また、仕事と子

育てとの両立を目的として、働き方

に応じた多様で柔軟な保育サービス

を提供する「企業主導型保育事業」

を利用した企業内保育所などが広が

りつつあります。 

2016 年、6 歳未満の子どもをもつ

男性の家事・育児関連時間は、2011

年に比べて 16 分増加し、83 分にな

りました。 

夫の家事・育児関連時間は増加傾

向にありますが、妻と比較すると圧

倒的に短い状況です。また、諸外国

と比較すると他の先進国よりも低い

水準にとどまっています。 

男性が家事・育児などに積極的に

参加するために、どのようなことが

必要と思うかの調査では、「夫婦や家

族間でのコミュニケーションをよく

はかる」「職場における上司や周囲の

理解を進める」「家事・育児への男性

自身の抵抗感をなくす」ことが上位 3

つに挙がりました。 

男性が仕事と家事・育児を両立す 

83

分 
アスカーラおでかけ教室とは・・・ 

詳しくは 

チラシ・ホーム

ページをご覧 

ください！ 

地域や学校、職場や仲間のみなさんの「学びたい！」「深めたい！」「解決したい！」を応援するために  

ご希望の内容に合わせて講師を選定し、ご指定の会場まで出張して講座を行います。 

を活用してみませんか？ 

人見知りが始まったしん君 

（1歳 10ヵ月）。 

マグネットをみつけて、はがし

て並べていました。 



男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 7 月号  ５■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 右も左も分からない新入社員の頃、労働組合の青

年婦人部から「生理休暇を取ろう」のポスター作製

を依頼された。絵心のある弟（高校生）に描かせた

ことを思い出す。労働基準法には女子保護が盛り込

まれていて、法制に温かさを感じたものだ。が、男

女雇用機会均等法の制定・改正により女子保護規定

は撤廃された。 

 国会で紛糾の働き方改革関連法案の行方も気に

なるが、そもそもの性差を伺いたく講演に臨んだ。

性差医療のフレーズは初めて耳にした。果たして女

性に救いはあるか？ 米国には 20 年前からあった

と言うが、日本ではここ 10 年まで土壌がなかった。

「女らしくと言わないで！」から性差を把握して医

療も社会も…スタンスは移ってきていると樗木先

生。 

まずは人口ピラミッドの解説、当然ながら女性高

齢者が多い。平均寿命を見ても、男女差は 6.3 年と

上位国では日本が断トツ。病気の性差では細菌感染

も循環器系も男性が高い。社会的要因もあって自死

も男性に多く、精神的にも実は弱い。癌の死亡率も

男性の数値が高い。女性、なかなかしぶとい。女子

保護は不要なのか？薬開発の動物実験後の被験者

はこれまで男性のみで来たが、薬の効き方にも性差

がある。女性は脂肪組織が多いため脂溶性薬剤は蓄

積しやすい。このような薬は効きやすく、副作用も

おこりやすい。即ち、女性は弱い男性を大事にしな

きゃ…となる。 

生物学的にすべての臓器に性差があることを考

慮されずに、男性を対象として医学・医療が確立し

た。古代においては女性が医療の重要な担い手で

あったのに、中世以降は医学界から追放された。性

差に基づいた医学・医療が浸透するためには女性外

来の普及や女性医師の活躍が鍵となる。我が国の質

の高い医療は過重労働の医師が支えている。医療現

場では子育てで離脱した女性医師の復帰が課題だ。

医師の労働条件を改善し、男女ともにワークライフ

バランスを維持できれば現状打破も夢ではない。先

生は九大きらめきプロジェクトで女性医師のキャ

リア継続の支援に取り組んでいる。患者側も期待す

る処だ。 

白水所長の

開講挨拶では、

「人生 100 年

と恐ろしい時

代を迎えてい

る」の表現に

会場が…（笑）。

世代を超えて

健康と老後の

あり方を模索

する昨今である。この元気塾第一回は放送大学との

コラボ公開講演会となっていて、放送大学の菊川さ

んから挨拶と勧誘があった。縁がないものと敷居が

高かったが、福岡学習センターは春日公園近くの九

大筑紫キャンパス内にあるそうだ。学びの道は、人

口減の労働社会に光明となるか？ 

（情報サポーター  山口 郁子） 

 

受講生の感想（一部抜粋） 

樗木 晶子さん 

あなたとわたしのための元気塾 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？～ 

日にち：5 月 26 日（土） 

講 師：樗木 晶子（ちしゃき あきこ）さん 
（九州大学大学院医学研究院保健部門 部門長・教授） 
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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☆ 

⑳
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7 月の男女平等推進センター 
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*ひとりごと*  
 

 今年の春は、百歳を目指しながら十数年前母の下

に逝った父の庭に、早々と賑やかな春を届けてくれ

ました。例年よりさくらんぼの白い花がたくさん咲

き、目白が嬉しそうに飛びかい美味しそうにミツを

吸って、あっという間に赤い実がたわわに実りまし

た。いつも鳥たちに先取りされて、仏壇にあげる分

がやっと残される状態でしたが、今年はカラスにみ

たてた黒い袋や、目玉の人形などでツリー状態にし

て、知恵比べで実を守りたくさん収穫する事が出

来、デイサービスやご近所、友人達に届ける事が出

来ました。もちろん鳥たちにもおすそ分けし、一粒

のこさずたくさんの種のみ残して去って行きました。 

“鳥たちと分け合う亡父のサクランボ” 

サクランボの後は藤の花。名所の所よりも早く咲

き、道行く人にも楽しんでもらえました。父が元気

な頃は、サツキ、月下美人等色々な花がありました

が、歩行が困難になってからは花をへらして、ベラ

ンダを作り、ベランダの椅子に座って庭を楽しんだ

父の笑顔が浮かんで来ます。狭い庭だけど思い出を

連れて来てくれる春に感謝の日々です。“お父さん、

今紫陽花が咲いていますよ” 

（情報サポーター 市瀬 主充子） 

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

