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　佐賀女子短期大学や佐賀女子高校などを運営する学校法人旭学園では、今年４月、理事長に内田信子さん、
学長に田口香津子さんが新たに就任されました。
　今回は女性２トップとして活躍されるお二人に話を伺いました。

　　　��　今回、理事長及び学長就任にあたり、決断に至られ
た想いをお聞かせください。

　　　��　４年前に非常勤の理事にはなっていましたが、私自
身はマスコミの出身で教育や経営のプロでもなく、理
事長への依頼があったときには「とんでもない」と思
いました。自分に責任が果たせるのかと、１週間程眠
れないぐらい考えました。

　　　�　実は、１９９５年に北京で開催された世界女性会議に、
私はマスコミの記者として、田口学長は佐賀県の派
遣団員としてご一緒しました。世界中の女性の生き生
きとした姿に刺激を受けたことを機に、「女性だから」
とか「どうせ私は」などの考え方をやめようと言い聞
かせ、できる限り来た仕事は断らないようにしました。
そうすることで、男女の性を超えて、いろんな垣根を
自分の中から取り払えるのではないかと思ってきました。

　　　�　また、将来的に人口が減っていく中で、佐賀で働き、
生み育てる女性を佐賀に残していくために、自分にで
きることをやってみようという想いで決断しました。

　　　��　私は短大だけに納まらず、学外のいろいろな活動に
関わってきたので、地域活動をしている様々な人達と
の出会いが非常に新鮮で、そのような中で佐賀に愛着
が湧いてきました。４年前に副学長になり、いろいろ
なことにチャレンジして自分の殻を破らざるをえない
ことを経験していく中で学長の話をいただき、非常に
悩みました。しかし、卒業生や在学生たちの戻ってく

る場所を残したいし、発展させたいとの思いから引き
受けることにしました。内田理事長と一緒にできるこ
とも、とても心強く感じました。

　　　�　実際、学長になり、女性が連携していくことのプラ
スの効果を非常に感じていて、北京の世界女性会議か
ら２３年経ちますが、このコンビネーションで仕事が
できるとは思ってもいませんでした。

　　　��　女子短期大学として、これからの時代に果たす役割
をどのようにお考えですか。

　　　��　学園訓である順和、礼譲、敬愛、奉仕という創設者
中島ヤスの想いを大切に受け継ぐ一方で、これだけで
は現代社会を生き抜くには厳しいところもあります。

　　　�　女子力は必要なことの一部ですが、全部ではありま
せん。プラスアルファの力をつけるために、まずは人
間力を育てていきたいと思っており、短大では４つの
方向性を示しています。

　　　�　１つ目は学園訓を基にした必要な知識とスキルの習
得をめざす科目「旭の女性とみらい」の設定。２つ目
は多文化共生社会を生き抜くためのグローバル教育。
３つ目は地域の中で活躍できる人を育てるための県内
の地域との連携授業。４つ目は子どもの未来を想像す
る力、次世代育成力を育てる。この４つを様々なカリ
キュラムに落とし込み、この授業は何の為に学ぶのか、
何を身に付けようとしているかを学生に伝えるように
しています。
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02 vol.97



内田 信子
学校法人旭学園理事長

学校法人旭学園佐賀女子短期大学 学長

インタビュアー聞き手

田口 香津子

上野 景三

めざせ！“女性活躍日本一さが”
 ～女性2トップに聞く～

特集

profile

profile

　　　��　そうしますと、２年間ではなかなか短いような気が
しますが、いかがですか。

　　　��　短いですが、学生は２年間、密なカリキュラムの中
で、よく学び、よく遊び、よくアルバイトもしています。
これは単に４年間の半分ではなく、短大でいろいろな
経験をすることで自信をつけ、社会に出て、４大卒に
も負けないような力を身に付けるチャンスの場でもあ
ると思っています。

　　　��　今後の展望についてお聞かせ下さい。

　　　��　「男は」とか「女は」とか二分的なものの見方では
なく、一人一人が自分らしく生きるということをこの
２年間で伝えたいと思っています。

　　　��　私は民間企業で長く働いてきたので、社会に男性の
壁が存在することは実感してきたのですが、実際に理
事長になってみると、男性だから女性だからというこ
とは特に感じることはありません。もしかしたら、私
たち女性が自分の内に目に見えない壁を作って諦めて
いることがあるのではないかと思うようになりました。

　　　�　これからは、女性がトップになることが当たり前に
なり、ニュースにならないような社会をつくっていけ
ればと思います。

　　　��　最後に、お二人だからできること、また何か新しい
ことにチャレンジしてみたいことはありますか。

　　　��　知の拠点として、例えば、政治の分野など、主婦や
社会人も参加できる地域教育のような講座をやってみ
たいと思っています。私たち二人が一緒になれば、“女
性活躍日本一さが”みたいなことができるような気が
します。

　　　��　そのときは、アバンセと一緒にやれたら、１＋１が
２にも３にもなりそうですね。

　　　��　そうですね。女性の社会進出は、みんな頭では分かっ
ていても、具体的な手立てが意外と少ないように感じ
ています。まずはどのような学習の機会をつくるかと
いうことが大事で、それは佐賀女子短期大学だけ、ま
たはアバンセだけでもできないので、一緒に取り組む
ことで女性が活躍できる佐賀の社会をつくっていくこ
とができればと思います。

　　　�　今日はありがとうございました。
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田口

上野

田口

内田

上野

内田

田口

上野

学生を率いて国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）の研修に参加。
（後列右：内田理事長、前列中央：日本ユニセフ協会会長　赤松良子さん）

教壇に立つ田口学長

１９８３年佐賀女子短期大学助手。講師、助教授を経て、
２００５年より同学こども学科（現こども未来学科）教授。
２０１４年、副学長。
２０１８年、学長就任。

学校法人旭学園
佐賀女子短期大学�学長�
田口�香津子さん

アバンセ事業統括
佐賀大学大学院
学校教育学研究科教授

インタビュアー聞き手

上野�景三

１９８０年サガテレビ入社。アナウンサー・記者を
経て、２０１２年より報道制作担当部長を務め、
２０１４年に早期退社。同年より旭学園理事。
２０１８年、理事長就任。

学校法人旭学園�理事長

内田�信子さん
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　父親と子どもの積極的な家事参加を促すことで働く母親
の家事負担を減らし、母親のより良いワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調和）を支援することを目的に、父子料
理教室を開催しました。
　講師に筋肉料理人　藤吉和男さん（料理ブロガー）をお迎
えし、父子11組が参加しました。父子のチームで、夏休みや
お休みの日のお昼ごはんにオススメの紙パック入りの食材
を使ったカンタン・おいしいメニュー4品を作りました。

アバンセ3階　調理実習室

平成30年7/29 10：00～13：00日

会 場　アバンセ４階　第３研修室 （定員80名・先着順）
対 象　どなたでも

日 時 2018年12月２日 日 13：30～15：30（開場13：00）

「ワタシサイズの一歩」 ～意外と社会は変えられる～

講 師 池田 恵子さん
（                       　　　　 　　　　）減災と男女共同参画  研修推進センター  共同代表
静岡大学教育学部教授／静岡大学防災総合センター兼任教員

会　　場　アバンセ４階　第３研修室
対　　象　どなたでも
定　　員　30名程度
申込方法　電話・FAX・E-mail・アバンセ窓口のいずれかで①お名前と②電話番号をお知らせください

日　　時 2018年11月11日 日 10：00～12：00

講　　師 末岡　暁美さん（郷土史研究家）
南里早智子さん（郷土史研究家）

日　程　11月10日(土)  13:30-16:30 「変化を生み出す側になろう！」～意外と社会は変えられる？～
　　　　          　　　　講師　内田　信子さん（学校法人旭学園理事長）
　　　　12月 ２日(日)  13:30-15:30 公開講座「誰もがよりよく生きるために」～多様な視点で考える防災～
　　　　          　　　　講師　池田　恵子さん
　　　　12月16日(日)  13:30-16:30 「ワタシサイズの一歩 ～課題発見編～」
 　　　　１月19日(土)  13:30-16:30 「ワタシサイズの一歩 ～創造編～」
 　　　　２月 ９日(土)  10:00-14:00 「ワタシサイズの一歩を届ける ～共感編～」＆交流会
対　象　①②③の全てにあてはまる女性
　　　　①佐賀県内に在住・在勤・在学中の方　
　　　　②原則として全回参加できる方　
　　　　③地域やグループなど将来リーダーとして活動したい方、またはスキルアップしたい方

全体コーディネーター 岸　智子さん（通称 ひめさん）
（                       　　　　 　　　　   ）福岡女子大学社会人学び直し大学院プログラムプログラムコーディネーター
わくわく記録家

石井筆子 黒田チカ日下部米鶴大橋リュフクーデンホーフ光子江木欣々鐘ヶ江録子

このページの
講座のお申込み・お問い合わせ先

佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）
TEL:0952-26-0011　FAX：0952-25-5591　E-mail danjo@avance.or.jp主催　公益財団法人佐賀県女性と生涯学習財団〔佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）〕

共催　特定非営利活動法人全国女性会館協議会・日本テトラパック株式会社

地域女性リーダー養成セミナー【公開講座】のお知らせ公益財団法人
佐賀県女性と生涯学習財団自主事業

働く母親を応援する男性・子どもの生活自立支援事業
（男性・子どもの料理教室）報告

11/10（土）よりスタート！「地域女性リーダー養成セミナー」（全５回）

--　講師からのメッセージ　---
明治維新150年の佐賀の歴史を調べる中で、多方面にわた
る様々な壁を乗り越えて生き抜いた佐賀に縁ある女性たち
のことを知りました。今まで佐賀で語られることの少なかっ
た彼女たちのことをお伝えしたいと思います。

参加無料
要事前申込

参加無料
要事前申込

参加無料
要事前申込

一時保育有り
（無料）

まずは身近なこと、自分自身

が気になることに目を向けて、

私たちだからこそできるアイデ

アをカタチにしていきましょう。

幕末から明治生まれの佐賀に縁
ある女性たち7人の活動や功績、
生き方の一端を紹介します。

明治維新150年
関連講座

激動の時代を生きた

 佐賀に縁ある
女たち

講師プロフィール　富山県生まれ。一橋大学大学院修了（社会学）。青年海外協力隊などを経て2000年より静岡大学教員。「性別や多様な人々の視点からの地域の防災
体制作り」「防災・復興とジェンダー」などについて研究をしている。東日本大震災後、被災地への支援活動に女性の視点を取り入れるための調査、研究などを行ってきた。
内閣府防災担当「ジェンダーと防災に関する有識者懇談会」、静岡県「避難所のあり方検討委員会」などの委員を務める。

「誰もがよりよく生きるために」 ～多様な視点で考える防災～

パパと子どもで
たのしくクッキング

パパと子どもで
たのしくクッキング

＊ 場所 ＊

＊ 日時 ＊

・あっさりハヤシライス

・チキンベジタブルサラダ

・冷製豆乳クリームスープ

・牛乳わらびもちのフルーツポンチ

メニュー

レシピは、
アバンセのホームページで

紹介しています

＊手作りのハヤシライスがとてもおいし

　く、子どもと楽しく作ることができた。

＊メインメニュー以外はとても手軽に作

　れそうで、ぜひ、また作りたいと思った。

＊父親だけでなく、子どもと一緒に参加

　できた点がよかった。

参加者の感想
（一部抜粋）

子どもたち
も

がんばりま
した

後片付けも
バッチリ！

ママにはメ
ッセージカ

ードを、

パパにはメ
ダルをプレ

ゼント！

がんばった
子どもたち

にも

アバンセか
ら賞状をプ

レゼント

パパと子ど
ものチーム

で

協力して作
りました！

講師：藤吉和男さん

紙パックの

リサイクル
に

ついて学び
ました

防災に多様な視点はなぜ必要？あなたの視点が災害の備えに！
※一時保育（6ヶ月～就学前）をご希望の方は、11月21日までにお申し込み下さい。

男女共同参画センター
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幕末から明治生まれの佐賀に縁
ある女性たち7人の活動や功績、
生き方の一端を紹介します。

明治維新150年
関連講座

激動の時代を生きた

 佐賀に縁ある
女たち

講師プロフィール　富山県生まれ。一橋大学大学院修了（社会学）。青年海外協力隊などを経て2000年より静岡大学教員。「性別や多様な人々の視点からの地域の防災
体制作り」「防災・復興とジェンダー」などについて研究をしている。東日本大震災後、被災地への支援活動に女性の視点を取り入れるための調査、研究などを行ってきた。
内閣府防災担当「ジェンダーと防災に関する有識者懇談会」、静岡県「避難所のあり方検討委員会」などの委員を務める。

「誰もがよりよく生きるために」 ～多様な視点で考える防災～

パパと子どもで
たのしくクッキング

パパと子どもで
たのしくクッキング

＊ 場所 ＊

＊ 日時 ＊

・あっさりハヤシライス

・チキンベジタブルサラダ

・冷製豆乳クリームスープ

・牛乳わらびもちのフルーツポンチ

メニュー

レシピは、
アバンセのホームページで

紹介しています

＊手作りのハヤシライスがとてもおいし

　く、子どもと楽しく作ることができた。

＊メインメニュー以外はとても手軽に作

　れそうで、ぜひ、また作りたいと思った。

＊父親だけでなく、子どもと一緒に参加

　できた点がよかった。

参加者の感想
（一部抜粋）

子どもたち
も

がんばりま
した

後片付けも
バッチリ！

ママにはメ
ッセージカ

ードを、

パパにはメ
ダルをプレ

ゼント！

がんばった
子どもたち

にも

アバンセか
ら賞状をプ

レゼント

パパと子ど
ものチーム

で

協力して作
りました！

講師：藤吉和男さん

紙パックの

リサイクル
に

ついて学び
ました

防災に多様な視点はなぜ必要？あなたの視点が災害の備えに！
※一時保育（6ヶ月～就学前）をご希望の方は、11月21日までにお申し込み下さい。

男女共同参画センター
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DV防止啓発展示に足をお運びください。

女性の皆さん護身術を習ってみませんか。

　「こんなこともＤＶなの！？」「もしかしたら、今までされたことってデートＤＶかも･･･！？」等
知っているようで意外と知らないＤＶやデートＤＶのこと…。そして性暴力に関すること等の啓発展示を行います。
　また、被害に遭われた方のための相談窓口についてのチラシやパンフレット等の展示も行います。
　併せて、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんだ
パープル・ライトアップも実施する予定ですので、是非ご覧ください。

護身のための技と安全確保や意思表示等についての講演がセットになった毎年人気の講習です。

11月10日（土）13:30～16:30
佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）２階　音楽スタジオ
県内在住の16歳以上の女性

NPO法人ライフライツ インパクト東京代表 森山奈央美さん
20名（先着順）※定員になり次第締め切らせていただきます。
無料
佐賀県ＤＶ総合対策センター（アバンセ内）
TEL：0952-28-1492　FAX：0952-25-5591　E-メール：dv@avance.or.jp

詳しくは、佐賀県ＤＶ総合対策センターのホームページをご覧ください。
http://www.avance.or.jp/dvsougou.html

女性の皆さんのあらゆる悩みについて女性の相談員が一緒に考えます。一人で悩まず相談してみませんか。

アバンセの女性総合相談員を下記の市町に派遣しています。是非ご利用ください。  

※相談日が変更になることもあります。詳しくは各市町へお問合せください。 

多久市役所

吉野ヶ里町東脊振庁舎

基山町役場

上峰町役場

玄海町役場

大町町総合福祉保健センター（美郷）

江北町役場

白石町役場

太良町総合福祉保健センター（しおさい館）

2０ 日(水)

７ 日(木)

1３ 日(水)

2８ 日(木)

2７ 日(水)

６ 日(水)

1４ 日(木)

８ 日(金)

1５ 日(金)

1６ 日(水)

2５ 日(金)

９ 日(水)

2４ 日(木)

2３ 日(水)

４ 日(金)

1０ 日(木)

1１ 日(金)

1８ 日(金)

19 日(水)

6 日(木)

12 日(水)

27 日(木)

26 日(水)

5 日(水)

13 日(木)

14 日(金)

21 日(金)

橘ジュンさん

青野 雅
世さん

日 時

会 場

対 象

講 師

定 員

参加費

申込先

女性のための市町巡回相談（相談時間10:00～16:00）

会 場 2月 1月 12月 

「女性に対する暴力をなくす運動」を知っていますか？

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

※託児サービスご希望の方は、11月16日(金)までにご連絡ください。(６ヵ月～就学前)

　内閣府は、毎年11月12日から11月25日（女性に対する暴力撤廃国際日）の
２週間を女性に対する暴力をなくす運動期間と定めて、女性に対する暴力の
根絶を呼びかけています。
　佐賀県ＤＶ総合対策センターでも、毎年この期間に合わせて、女性に対する
暴力の防止啓発に向けた講演会や護身術講習、そして、ＤＶや性暴力に関する
パネル展示やパープルライトアップ等を実施しています。
　県民の皆さんにもっと暴力について知ってもらえるように、女性に対する
暴力根絶への意識向上のための活動を続けています。

　今年度は、10代～20代の生きづらさを抱える女の子の支援をされているBOND
プロジェクト代表の橘ジュンさんと、岡山県で子ども達の自立を支援するための活動を
されている子どもシェルターモモ理事の青野雅世さんをお招きして、講演会を開催します。
　また、講演後には佐賀女子短期大学学長の田口香津子さんにコーディネーターとして参加して
いただき、「若年女性に対する暴力の現状と課題」と題して、パネルディスカッションを予定しています。

NPO法人BONDプロジェクト代表

認定ＮＰＯ法人子どもシェルターモモ理事

学校法人旭学園佐賀女子短期大学学長

橘 ジュンさん
青野 雅世さん
田口 香津子さん

認定ＮＰＯ法人子どもシェルターモモ理事　青野 雅世さん

NPO法人BONDプロジェクト代表　橘 ジュンさん 

講　演

内　容

パネル
ディスカッション

テーマ

テーマ

漂流する10代の子どもたちへの支援と居場所づくり
～聴く・伝える・繋ぐ～

若年女性に対する暴力の現状と課題

コーディネーター

パネリスト

演　題

演　題

お問い合わせ・お申込み等
佐賀県ＤＶ総合対策センター（アバンセ内）
TEL：0952-28-1492　FAX：0952-25-5591　E-メール：dv@avance.or.jp

主催：佐賀県　　主管：佐賀県ＤＶ総合対策センター

日時

会場

11月24日（土）  13：30～16：30（開場13：00）
平成30年

（佐賀市天神三丁目2-11）

（託児サービス・手話通訳・車イス席有り）

佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）１階　ホール

定員 300名 入場 無料　要申込（先着順）

平成30年度　女性に対する暴力防止講演会を開催します。

会 場 開催日時 

佐賀県庁1階　県民ホール

アバンセ1階　展示ギャラリー

11/3（土）10時 ～ 11/9（金）16時まで

11/14（水）9時 ～ 11/29（木）22時まで

「家にも学校にも、居場所のない女性たちの声を聴く」

「子どもシェルターから見た子ども達」

29年度の展示の様子

佐賀県DV総合対策センター
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始めようと思い立 ったきっかけは！？始めようと思い立 ったきっかけは！？

　昨年度、小城市と小城公民館桜岡支館とアバンセが３者協働で、地域の課題を考える講座を
開催しました。第３回目の講座で、講師の中村洋子さん（香蘭女子短期大学准教授）が地元の
福岡県宗像市で開催している異業種交流「バー洋子」の手法を取り入れ、地域の人が一品持ち
寄りワイワイ食べながら子育てについて語り合ったことをきっかけに、小城市に人が集まる場
所が新しく生まれました。仕掛け人は、講座に参加していた圓城寺 真理子さん。

　SNSを見て「なんだか面白そう!?」と好奇心を抱えてきた人や、「なんだかわからな
い！」、だけど何かが始まることを期待してきた人など、年代や職業等を飛び超えて人がワサ
ワサ。決まりごとは一品持ち寄りということだけ。手作りでも買ってきたものでもOK。誰も
が自由に参加できる場所は、笑いが絶えません。まだ開催して半年あまりですが、集うこと
で、人もイキイキ、地域もピカピカになりそうな予感です。

プロフィール
2010年～2015年まで小城市
の公民館にて社会教育指導員
として勤務。
2016年～NPO法人ようこそ小
城（小城市市民活動センター）
へ、現在に至る。
プライベートでは、2016年に保
育園でつながったママたちと、
子どもに関わる大人の居場所
「ま・まんでぃ」を立ち上げ、代表
を務めている。

I N T E R V I E W P E O P L E
きっかけは
課題解決支援講座

活動して気づ いたことは！？活動して気づ いたことは！？活動して気づ いたことは！？

これからの 展開は！？これからの 展開は！？これからの 展開は！？

First Story ～私の一歩～

夜 朝

　募集や定員などの枠にとらわれない、誰でも集まれる場所をつくりたいと思ってい
ました。そんな時に、アバンセの講座で講師の洋子先生がされていた「場づくり」の
手法が、自分の考えていたものとピッタリ合ったので、すぐに「バー洋子」を暖簾わ
けしてもらい「Bar真理子」を立ち上げました。

　小城市内の店舗や事務所や公共施設の場所を知ってもらうために、毎月、場所を変えながら
開催しています。仕事でも家庭でもない「第３の居場所サードプレイス」として、参加者誰も
が主役となり、みんなで作り上げていく「場」となっています。「Bar真理子」前半は子ども
連れのママたちの参加が多く、準備から手伝ってくれ、夜も深まると仕事や会合帰りの親父た
ちがやってきて、上手くいろんな世代が行き交います。

　毎月開催していく中で、小城市外の参加者の中から「自分の地元でママをやってみたい！」という方が数人
いらっしゃいます。これからは、やってみたい方の応援をどんどんしていきたいと思っています。小城から佐
賀県内のあちらこちらに、こういう集まり方をする「場」がどんどん増えていくことを期待しています。

 あなたの

 サードプレイス
（第３の居場所）に
 なりますように！

▲平成29年度課題解決
　支援講座の様子
  （小城公民館桜岡支館）

B a r 真 理子
毎月第2水曜日18:00～22:00まで開催。アルコールOK。
場所はその時々で変わる。

おぎ桜のまち  サンデーブランチ屋
毎月第3日曜日10:00～12:00まで開催。朝ごはんをみんなで食べる。

場所はゆめぷらっと小城。

　「Bar真理子」に来たくても夜は出られない子育て中のママやお酒を飲めない方のた
めに、アバンセの講座で開催したブランチを日曜の朝に始めました。食べ物を一品
持って地域の人や子どもたちが集まり、情報交換をしながら一緒に過ごします。そこ
で出た地域の話題や課題・問題などを、後ほど小城公民館桜岡支館と共有し、青少年
健全育成の活動に活かしてもらうようフィードバックしています。

　サンデーブランチ屋は、３月までの期間限定で小城市の協力のもと開催できているので、今後は、
私がプライベートで活動している「ま・まんでぃ」の事業として、日曜のブランチから月曜の放課後
の居場所づくりに移行して、地域の人とつながる「場」づくりをしていけたらと思っています。せっ
かくいただいた、講師の洋子先生やアバンセと築いてきたご縁を、ずっとつなげていけますように‼

　日ごろから「地域で子どもを育てたい」「地域とコミュニケーションを取りたい」と考えていました。
みんなの集まる「場」には、ほっこりお腹も心も温まる「食べ物」があったほうがいい！【持ち寄り】
の精神は、相手を思いやることです。喜んでもらえるかな、量はこれくらいで足りるかな、と心配り
を持ち寄って、食べ物を通して人とつながる「場」になっています。

Mariko  EnjojiMariko  Enjoji
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Bar
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始めようと思い立 ったきっかけは！？始めようと思い立 ったきっかけは！？
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へ、現在に至る。
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「ま・まんでぃ」を立ち上げ、代表
を務めている。

I N T E R V I E W P E O P L E
きっかけは
課題解決支援講座

活動して気づ いたことは！？活動して気づ いたことは！？活動して気づ いたことは！？
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私がプライベートで活動している「ま・まんでぃ」の事業として、日曜のブランチから月曜の放課後
の居場所づくりに移行して、地域の人とつながる「場」づくりをしていけたらと思っています。せっ
かくいただいた、講師の洋子先生やアバンセと築いてきたご縁を、ずっとつなげていけますように‼

　日ごろから「地域で子どもを育てたい」「地域とコミュニケーションを取りたい」と考えていました。
みんなの集まる「場」には、ほっこりお腹も心も温まる「食べ物」があったほうがいい！【持ち寄り】
の精神は、相手を思いやることです。喜んでもらえるかな、量はこれくらいで足りるかな、と心配り
を持ち寄って、食べ物を通して人とつながる「場」になっています。
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　まもなくパパ・ママになる皆さん！出産後の生活をイメージできていますか？
　出産前の「プレパパ・プレママ」である時期に産後の生活について、しっかりと夫婦で話し合う
ことは非常に重要です。
　そこで、産後も夫婦円満でいるために、家事や育児に対する夫婦間の意識ギャップを解消し、夫
婦でともに子育てを楽しんでいただくためのセミナーを開催します。
　以下の日程のとおり、県内各地で開催しますので、これから出産を控える御夫婦の皆様、参加を
お待ちしております。

■対　　　象　|��・今後子どもを持ちたいと考えている夫婦（一人目、二人目等問いません）　（各回２０組程度）�����・妻が妊娠中の夫婦
　　　　　　�����・男性のみの参加も可

■スケジュール

講　座　名 日　　付 時　　間 開催地 場　　所

夫婦で取り組む家事のコツ １１月４日（日） １０時～１１時３０分 佐賀市 メートプラザ佐賀　多目的室

パパを楽しむための心得 １１月１０日（土） １０時～１１時３０分 基山町 多世代交流センター　憩の家

パパを楽しむための心得 １１月１１日（日） １０時３０分～１２時 鹿島市 鹿島市民交流プラザ「かたらい」

産後の暮らしシミュレーション １１月１7日（土） １０時～１１時３０分 基山町 多世代交流センター　憩の家

パパを楽しむための心得 １１月１８日（日） １０時～１１時３０分 唐津市 唐津市子育て支援センター

産後の暮らしシミュレーション １１月２５日（日） １４時～１５時３０分 みやき町 みやき町コミュニティーセンター
（こすもす館）

パパを楽しむための心得
産後の暮らしシュミレーション １２月２日（日） １０時３０分　　　　　～１２時３０分 佐賀市 佐賀市文化交流プラザ交流センター

（エスプラッツ３F）

産後の暮らしシミュレーション １２月８日（土） １３時３０分～１５時 有田町 生涯学習センター　

産後の暮らしシミュレーション １２月９日（日） １０時３０分～１２時 小城市 小城市まちなか市民交流プラザ
ゆめぷらっと小城

パパを楽しむための心得 １２月１５日（土） １０時～１１時３０分 鳥栖市 鳥栖市社会福祉会館

家事ギャップ解消講座 １２月１6日（日） 未　定 佐賀市 未定

マイナス１歳からのイクカジ推進事業

佐賀県男女参画・女性の活躍推進課からのお知らせ

■主　　　催　|　佐賀県
■企画・運営　|　�特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン九州
■申 し 込 み　|　WEBサイト
■お 問 合 せ　|　特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン九州
　　　　　　  TEL：０９０-９１6８-6３76�（担当：森島）　　E-mail：info@fjq.jp

佐賀　マイナス１歳 検　索 ➡

受講料

無料
先着順

県内各地で“プレパパ向けセミナー”を開催中！！
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行 事 名 第６回えいぶる事業「ベイビー・ブーうたごえ喫茶音楽会」
　～童謡から歌謡曲まで日本の名曲を唄う～ 会　場 鹿島市生涯学習センター

エイブルホール 鹿島市

開 催 日 時 11月17日 (土)　開演18：30（開場18：00） 対　象 どなたでも

参 加 費 大人2,000円　高校生以下1,000円
エイブル倶楽部会員各500円引き　当日各500円増し

申込締切 9月29日（土）販売開始
定　員 298人

主 な 内 容 ベイビー・ブーは若手５人のアカペラコーラスグループ。一度は聞いたことのある数々の曲を圧倒的な歌唱力と美しいハーモ
ニーで歌い、話題を呼んでいる。

問い合わせ 一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 TEL 0９５4-63-2138 E-mail able1@po.asunet.ne.jp

行 事 名 囲碁サミット2018 in 鹿島 会　場 鹿島市生涯学習センター
エイブルホール 鹿島市

開 催 日 時 11月22日 (木) 13:00～17:00 対　象 どなたでも

参 加 費 無料
申込締切 申込不要
定　員 298人

主 な 内 容 今回で11回目を迎える「全国囲碁サミット」。佐賀県では初めて鹿島市で開催されます。
テーマを「囲碁による子どもの育成」と題し、囲碁からできる子どもの健全育成に関する講演・パネルディスカッションが行われます。

問い合わせ 囲碁サミット2018 in 鹿島実行委員会
（事務局：鹿島市教育委員会生涯学習課） TEL 0９５4-63-212５ E-mail shougai0９@city.saga-kashima.lg.jp

行 事 名
鹿島市明治維新1５0年記念鍋島直彬顕彰事業
鹿島市民図書館開館100周年記念事業

「鍋島直彬と鹿島の蔵書文化」　記念講演 ロバート キャンベルさん
会　場 鹿島市生涯学習センター

エイブルホール 鹿島市

開 催 日 時 12月1日 (土) 　開演13：00（開場12：30） 対　象 どなたでも

参 加 費 無料（要整理券）
全席自由

申込締切 11月1日（木）9：30～　鹿島市民図書館、エ
イブル2階事務局で整理券を配布開始します。

定　員 298人

主 な 内 容 歴代藩主が収集した書物を地域に公開する為の図書館設立を願った、幕末維新期の鹿島藩主鍋島直彬の志を継ぎ、大正７年に
藤津図書館が設立され、今年で100年です。

問い合わせ 鹿島市民図書館（一般財団法人　
鹿島市民立生涯学習・文化振興財団） TEL 0９５4-63-4343 E-mail kashimal@theia.ocn.ne.jp

市町・CSO行事案内【生涯学習】

■セミナー概要
〇家事ギャップ解消講座
　　・家事ギャップ解消セミナー
　　　家事の負担感、家事のやり方、家事に対する不満など、夫婦が抱える家事のギャップを目

の当たりにしてもらい、そのギャップを解消する手法を伝えます。
　　・皿洗いワークショップ
　　　“夫の食器洗い力”が試される「皿洗いセンター試験」を体験し、皿洗いをきっかけに夫婦で

家事に対する意識のギャップを実感してもらいます。
〇パパを楽しむための心得
　　　パパという役割を楽しむために、産前産後の妻の状況や対応の手法等、妻を大事にして、

パパであることを楽しむ。これらのポイントをお伝えします。
〇産後の暮らしシミュレーション
　　　赤ちゃんのお世話が始まる産後の暮らしのシミュレーションを行い、どのような育児スタ

イルを選択するのか夫婦で考え、実用的な知識やスキルを習得します。
〇夫婦で取り組む家事のコツ
 　　　家事・育児がママに偏る原因に、“名もなき家事”が挙げられます。インスタグラムのフォ

ロワーが２８万人、テレビや講演等で活躍中の『おさよさん』を講師に、ちょっとしたコ
ツやアイデアできれいな家をキープする整理整頓術を伝授します。

11vol.97



ACCESS

株式会社 音成印刷　小城市小城町253番地4　TEL0952-73-4113
Vol.97 2018.11月号

アバンセでは、日頃アバンセを練習等でご利用の個人やグループのみなさまが活動成果を発
表する「アバンセ感謝祭」を開催します。たくさんのご来場をお待ちしています。

ア バ ン セ 映 画 祭ア バ ン セ 映 画 祭
平成31年2月2日（土） アバンセホール

【一日券】  前売券 500円 11月下旬発売予定　当日券 700円

12/8（土）▶12/9（日）

12/8（土）「ブックリサイクル」も同時開催！
アバンセ 指定管理者（公財）佐賀県女性と生涯学習財団 管理部
TEL 0952-26-0011　E-mail daihyo@avance.or.jp

個人やグループの活動展示
（館内１階展示コーナー、ロビーなど）

12/8（土）10：00～17：00
12/9（日）10：00～16：00

ホールでの発表（アバンセホール） 12/9（日）10：00～16：00

お問い
合わせは

Ⅰ. 10:00～11:47 「銀河鉄道の夜」(1985年)  原作：宮沢賢治
Ⅱ. 13:00～14:50 「長靴をはいた猫」(1969年)  脚色：井上ひさし
Ⅲ. 15:00～16:28 「西遊記」（1960年）  演出・構成：手塚治虫
Ⅳ. 16:45～18:07 「太陽の王子　ホルスの大冒険」（1968年）

　　　　　　　　　　　　　 演出：高畑勲・場面設計：宮　駿 初期の共同作品
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