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【船橋さん】

男女共同参画社会実現に向けて、市民活動が熱心な千葉

県松戸市のプランは朝日新聞でも紹介されました。まずそ

こで話し合ったことが、市民が主役になって町づくりをし

ていくこと、そのためにどのような目標を立てていくのか

ということです。その具体的な目標値として、行政と企業

と市民が一緒になって活動していくために、まず自治体が

モデルをつくる必要があるというところから出発していき

ました。この5年間の優先課題として、人事課では2003

年までに庁内の女性管理職を30％にするという目標値を

出したり、セクシャルハラスメントをなくすために女性の

一人配置職場をなくしたりしました。保育園でも積極的に

ジェンダーフリー保育を進めました。ある保育園では、食

というテーマで食べることに徹底的に関心を持たせ、子ど

もが自分で考え、選択しながら食べられるような保育をし、

保護者の方にも男女の性別にとらわれないような育て方を

していくように指導しています。このような行動計画を一

人でも多くの市民に知ってもらうために、自治体が動いて

くれるのを待つのではなく、市民の手づくりでフォームを

開き、一部の人だけでなく多くの人に参加してもらうとい

うことを実現させたりしました。また、市民の発案で私と

市長の直接トークを実現させ、本音で直接対談することに

COMS FESTIVAL

2月1日（土）午前10時より、シンポジストに女性学研究者の船橋
邦子さん、富田林市立中央公民館館長の浮穴正博さんをお迎えしてシ
ンポジウムが行われました。はじめに、コーディネーターの立川百恵
さんより、「私たちは大きな時代の変革期を迎えており、地域では市
民がどの程度の力量を持ち、それを発揮できるかで少しずつ差が出て
きているように思います。今日は、拠点づくり・人育てを着実に実践

してこられたシンポジストお二人の話をうかがい、皆さんと一緒に考えていきたい」との話がありました。
以下、船橋さん、浮穴さんのお話をまとめました。

コムズフェスティバル大特集
～ジェンダーフリーはここちよい風～

シンポジウム

「日本女性会議2004まつやまに向けて」
～男女共同参画推進の鍵を握るのは地方～

開会あいさつ
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より、市長の意識

を変えることの有

効性・重要性を実

感しました。自治

体と市民の壁をな

くし、境界を越え

たネットワークを

作っていくことが21世紀の一番大きな鍵ではないかと思

っています。

【浮穴さん】

公民館活動を通して、10回の女性学講座で講師の話を

聞き、自分では人権問題に関心が深いと思っていましたが、

回を重ねるごとに自分が間違った考えだったことに気づ

き、影響を受けたことが女性問題に取り組むきっかけにな

りました。活動の一部を紹介しますと、公民館と共催で、

富田林市役所の企画課による女性問題のアドバイザー養成

講座が開催され、それをきっかけとして、市民の核となる

人たちが育っていきました。私たちの仕事は場をつくるま

でで、少し後押しする程度だと思っています。このような

講座を開催・継続しているのは、公民館でも市役所でもな

く、結局は人自身の力によるもので、人自身が勉強し、変

化し、殻を破って一線を越えるということが原動力になっ

ているのだと思います。

【船橋さん】

佐賀県で勤務していたときは、どれだけ公平なものとし

て男女共同参画施設が機能していくかということを中心に

考えていきました。例えば何かイベントをしていくときに、

すべて実行委員会形式にし、実行委員が中心となって、本

番を迎えるまでにテーマの学習会をし、多くの人に参加し

てもらいながら、イベントの時にだけ人が集まってくるの

ではなく、むしろそのためのプロセスそのものを大事にし

てやってきました。その結果、女性議員を増やすためのグ

ループや地球規模の問題を考えていく新しいグループが誕

生し、その結果のひとつとして、佐賀県では99年の統一

地方選挙では女性議員の伸び率が全国2位だったんです

ね。生涯学習の目的とは、どれだけ差別を見抜く力をつけ

るか、男女共同参画を実現する学習をしていくか、そして

その学んだことをいかに地域に還元していくかだと思って

います。

【浮穴さん】

ジェンダーエッセイ集の反響はすごかったですね。ほと

んどが共感の意見でしたが、その反応をみながら私が感じ

たことは、男性に全く反応がなかったことです。男は自分

で考えようというふうにならないんですね。投稿も圧倒的

に女性でした。この本がこの春に、ヒューマンライツとい

う月刊誌と一緒になり、部落解放人権研究所から出版され

ます。これはまだ企画段階ですが、この本の中で次のエッ

セイ集の募集をかけますので、みなさんもぜひ応募してみ

てください。「官と民」の関係については、エッセイ集を

作ってきた経過そのものにも表れています。公民館だけで

はなく、地域で活動している女性たちが一緒に相談にのっ

てくれました。タイトルを決めるのにも一人ではなかなか

いい案が出てこなくて、市民の案がとても新鮮でした。こ

のことからも分かるように、一人ではなく、大勢の力、官

だけではなく、民の力を合わせるということが大事です。

例えば、公民館で読み書き教室を10年間やっていますが、

延べ300人近くの人がやってきて、ときには生活の相談

を受けなければならない場合があって、他に相談しに行く

所がないから、公民館にやってくるんです。とても一人で

は対応しきれなくて、同じ教室をやっている仲間や、地域

で活動している国際交流のグループの人たちに助けられ、

彼らにとっても

活動の場がなか

なかないので、

公民館が場所を

提供してくれる

ことが助かりま

す。このように、

官にできるけど、民にはできないこともあれば、官が逆立

ちしてもできないことを市民の人は平気で、しかもボラン

ティアでしたりしています。官と民の壁をなくし、本当に

平らかな関係をつくり、お互いの特性を認め合う場をまず

は持たなければならないと考えています。

（リポート：田中洋子）
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コムズフェスティバル大特集
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分科会報告

昨年の夏から男性問題に関わる若
手3名とシニア3名の6名で立ち上
げ、男性がコムズに足を運んでくれ
るきっかけづくりになればと開催し
た。誰でも参加しやすいインターネ
ットを利用、当初は無料利用できる
掲示板設置を想定していたが、その
掲示板には広告がついてくるため公共施設のホームページ上に置くには
不適切だと判断、急きょオリジナルの掲示板を組む必要が生じた。そこ
でメンバーの知人である強力なアドバイザーをお迎えして７名で運用す
ることになり、各自得意な分野を担当しての開催となった。
掲示板の趣旨は、男性の生き方や考え方など、日頃思っていることを
本音で書き込んでもらうこと。1月24日～2月2日の間でアクセス数
470件、うち書き込みは、男性41件女性12件であった。

「あっしにも　かかわりのあることで…」
～男は　優しさと強さを求められる～

第1分科会

超高齢化社会に向け皆自立して生
きていかねばならない今、“パソコ
ンが手・足・目・耳等の衰えを補っ
て自立を助ける道具となる時代が来
る”“シニアもパソコンを習ったり
趣味を通して仲間づくりをし、元気
に生きていくきっかけに”という実
行委員の思いからこの分科会を立ち上げました。1部では、パソコン指
導を受けながら趣味のグループに分かれホームページを楽しんだりイン
ターネットでゲームをし、2部では、パソコンで疲れたあとのストレッ
チ体操や懐かしいお手玉遊びと内容盛りだくさんでした。皆さん有意義
な1日が過ごせたのではないでしょうか？

「シニアのためのネットワークづくり」Part2
～趣味からはいろうインターネット～

第3分科会

「日本女性会議2004
まつやま」のテーマを広
く集め分科会をPRする
という方針のもと、船橋
邦子さんと浮穴正博さん
をゲストにフロアトーク
を開催しました。
会場に掲げた“ジェン

ダーフリーの実のなる
木”は、「親の老後は誰
が看る」「夫の死後10年どうやって輝いて生きる」「男女を色分けする
教育が子ども達の個性をなくしている」など、参加者の意見の実でいっ
ぱいに。フロアトークでは、多くの意見を期待してテレビのバラエティ
番組風のノリやテンポで進めていくことを心掛けたり、部員全員で質問
を考えたりしました。
この会での成果は、2004年の分科会につなげていきたいと思い

ます。

「男女共同参画、何が大切？何が違うの？！」

日本女性会議・分科会部会

昨年、ヌエック（国立女性教育会
館）に市民派遣された女性3名が、
公募のテーマ「わたしの社会参画」
と、「ワークショップ」の参加報告
をするために開いた分科会です。
「絵本の中に潜むジェンダーが、気
付かないうちに子どもに刷り込まれ
る問題」「親が子どもにしつけや教育をする時、ジェンダーの刷り込み
はないか」「自己表現トレーニングは、自己理解を深くし支え合う人間
関係づくりを目指す」などが報告されました。参加者は25名で、「メ
ディアリテラシーをもっと知りたい」、「今まで気付かなかった自分を知
る機会になって面白く、楽しかった」など、全員の意見や感想を聞く事
ができました。コーディネーターの岡部先生は、お互いが傷つかない柔
軟な人間関係や社会を目指すことの大切さを話され、この会をまとめて
くださいました。

「わたしたちの社会参画」
～平成14年度女性学・ジェンダー研究フォーラムに参加して～

第2分科会

私たちは、松山で開催される日本女性
会議にどう関わり何ができるのかを探っ
てみた結果、パッチワークキルトで人と
人をつなげてみること、アジアの中で生
きる女性達から生きるヒントを見い出す
ことの2点にたどりつきました。
今回取り組んだフェアトレード（公正な貿易）が女性達の自立を支え
道を切り開くものだと確信し、支援とは何か、なぜ行動につなげなけれ
ばならないかを学ぶ機会となりました。
初参加の部員の方が、この分科会を通して互いの理解を深め支え合い
認め合うこと、又、力を合わせ事業をこなす喜びもあじわうことができ
たと感想を寄せてくれました。大切なのは、楽しみながら学びあうこと
だと痛感、有意義な時間だったと感謝しています。

「世界の女性たちから学ぶ」
～あなたの想い、わたしの想い、つむいでつないで2004～

日本女性会議・関連事業部会

みんなが知っている“しごと”
と“ジェンダーフリー”を考え
る機会を持つために企画しまし
た。
いくつかの職業に対するジェ
ンダーのイメージを参加者に告
白していただき、実際はどうな
っているのか、なぜそうなのか
などを話し合いました。
「もし、自分が男⇔女だったらどんな職業に就きたいですか？」とい
う少し難しい質問にも、会場からはいろいろな楽しい答えが飛び出しま
した。
男女の就業者の割合で見るとまだ圧倒的に女の先生が多い幼児教育現
場ですが、ゲストの若草幼稚園教諭、公原成忠さんと流水元気さんは、
男の先生として自然に幼稚園にとけこんでおられることがお話や映像か
ら伝わってきました。「めずらしい」と思っているのは周りの人なので
あって、ご本人方がご自分の夢に向かっていかれた結果が今こうなって
いるのですね。
なりたいものになれる環境が整ってきた今日、いろんな仕事＝生き方
があるんだと改めて思いました。

「ぼくのなりたいもの　わたしのしたいしごと」

まつやまNPOサポートセンター

SECTIONAL MEETING REPORT
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■ ワールドクッキングショー　　2月1日（土）
今回はタイ料理「パッタイ（タイ風焼きそば）」インドネシア料理「モレン（バナナケーキ）」を留学生の皆さんに教えていただきま

した。まず初めに地図を見ながら国の位置や特長などのお話があり、その後料理作りが始まりました。事前申し込みで選ばれての参加
者は子どもから年配の方まで様々で、皆さん興味深そうにお話を聞き、料理にチャレンジしていました。

試食しての感想は…
「今まで味わったことのない味だけれど、食べやすくておいしかった」とのことです。「タイ風焼き
そばセット」という商品が売られているそうですので、皆さんも試してみてはいかがですか？

■ ちびっこワールド大作戦～特別編～　2月2日（日）
様々な国のゲーム・歌・遊びを在住外国人の皆さんに教えてもらいました。言葉が分からなくて
も、お互いのコミュニケーションはバッチリ！お礼に日本の歌を教えてあげたりして、とても楽し
い時間を過ごせました。

コムズフェスティバル大特集

まつやまファミリー・サポート・センター

■ 1階

■ 2階

クラフトコーナーでは、鬼のお面、缶バッチ作り
をしていました。食べ物コーナーには、毎年人気の
駄菓子屋さんに加えて、チョコバナナやフランクフ
ルトが登場。たくさんの子どもが集まっていました。

景品つりゲームは大好
評！お兄さんやお姉さんが
たくさんいて、子どもたち
はみんなとても楽しそうで
した。いつもと違ったトラ
ンポリンも人気でしたよ。

（リポート：友岡郁江）

親子で楽しんでもらおうと「ペンシルバルーンコーナー」を設けていました。自分の作
りたいなと思う動物や植物を、アドバイザーの方からやさしく丁寧に教えてもらい、出来
上がりのあまりのかわいさに、次々とチャレンジしている子どももいました。私もワンち
ゃん作りに挑戦しましたよ。
また、周囲には提供会員の救命講習の様子や日頃の
活動の様子が写真で分かりやすく展示されていまし
た。一番印象的だったのは、写真の中で子どもが成長
していく様子です。同じ提供会員がずっと見てくれる
そうで、つながりの密接さがよく分かりました。アド
バイザーの方の説明も丁寧で、安心してお任せできる
と実感できました。
これからももっと多くの方に知っていただき、会員の輪が広がってほしいと思います。

ま つ や ま
国 際 交 流
セ ン タ ー

今回はこれまで比較的
参加の少なかった20代、
30代に焦点をあて、様々
な問題を含む「結婚」に
ついて語り合い、これか
らの新しい男女共同参画
の形を模索することを目
的としました。
前半は朗読劇で、結婚を巡ってゆれる男女の姿や親の本音、社会環境
などを織り交ぜ、日頃よく耳にする会話を題材にしました。後半のグル
ープ討議では、講師の工水戸先生、コーディネーターの大河内さんにも
参加して頂き、結婚の意味や世代、男女による結婚観の違いなど意見交
換を行い、「身近な話で面白く、問題点を見つけ易かった」と好評でした。
全体的に「違う世代の意見が聞けて有意義だった」という声が多く、

老若男女を問わず話し合える場を提供でき、又その必要性を再認したこ
とが今回の成果だと思います。

「結婚物語」

運営推進委員有志の会

このコースは、受講生自らが決めたテ
ーマについて調査研究後、得た成果をフ
ェスティバルで発表するというもの。各
グループのテーマは「住基ネットって
何？」「家庭や職場におけるジェンダー」
「教育現場におけるジェンダーフリー」
「生き生き中年」「介護におけるジェンダ
ー」「総合的な学習と情報リテラシーの実践」「メディアリテラシーの学
習」です。
夜間にもかかわらず20数名の参加があり、皆さん真剣に私達の初め

ての発表を受けとめてくださいました。感謝と共に感動を覚えた素敵な
2時間で、特に皆さんからの暖かい励ましや鋭い指摘にうなづいた終わ
りの30分間は、先につながる貴重な時間となりました。
私達は男女共同参画推進セミナーの一期生です。一期生たり得た幸運
に感謝しつつ「やって良かった、さらに学ぼう」と後日話し合ったこと
もつけ加えさせていただきます。

「人材養成ステップアップコースⅡ研究発表会」

ステップアップコースⅡ

ジェンダーフリーかるた　表彰式
昨年に引き続き、松山市内の小学生（3年～6

年）を対象に募集した男女平等をテーマにした
標語（応募数296点）の表彰式が行われ、入選
した8名の小学生がフェスティバル参加者から
の祝福を受けました。これらの作品は「かるた」
になって学習資料として利用される予定です。

新玉児童館

「だれだって自分らしくでいいじゃない」 椿　　　小・5年　河野　夏希

「あやとりを女子より知ってる男子たち」
「息合わせおみこしかつぐ女子男子」
「生まれたよ最初はみんな赤ちゃんだ」
「父さんも育児休かをとる時代」
「名前見て男と思うのおかしいよ」
「むしめがね男女みんなでのぞきこむ」
「よびかたも『さん』でよぼうよ平等に」

さ く ら 小・6年　清家　周作

さ く ら 小・5年　神津　健吾

清　水　小・3年　加藤　貴大

椿　　　小・5年　河野果奈美

小　野　小・5年　瀬田　　光

新　玉　小・3年　高須賀千裕

たちばな小・6年　本多　将典

コムズ
大賞

優秀賞

他15点入選作品があります。
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私が産婦人科医になって30年が経

ちました。最初は、広島の大学病院で

10年近く研修をしました。そこは他

の病院などから回されてくる重症の、

特にがん患者さんがほとんどで、私は

ここで“命の重み”“生きることの重

み”を学びました。「生きたい生き続

けたい、でも、病に命を奪われる。そ

して一度奪われた命は、もう二度と戻ってこない。どんなもの

にも代えがたい。」ということを学びました。もう一つ、家族

の誰が倒れても大変ですけれども、特に一家の主婦であり母親

でもあるがん患者さんと、その家族のぎりぎりのところまで追

い込まれた姿から、男と女、夫婦、家族って何なのだろうと考

えさせられました。今でも私の心の原点となっているのは、初

めて主治医として看取った若い患者の死です。その方が悪くな

るにつれ、幼い子ども達の表情がどんどん暗くなっていきまし

た。母親の亡くなった朝、私の前をすり抜けて母親の元へ必死

に駆け寄って行った子ども達を見た時、この患者さんにせめて

もう少し長く生き長らえてもらえなかったかと、医療に携わる

者として本当に情けなさを感じました。また、闘病中に夫の浮

気を知り自殺した患者さん、6年間毎日欠かさず黙々とお花を

持って来られた方、様々な方が今でも私の胸の中にしっかりと

生きています。

これらのがん患者さんからたくさんのものを学ばせて頂きま

した。そして次の赴任地、Ｔ病院の産婦人科医師としての生活

が始まりました。ここでは若い患者さんからたくさんのものを

教わりました。若い人は、真っ直ぐで、純粋で、パワーがあっ

て、「いいな！」って思います。若くして身ごもったけれど頑

張って産みたい、という患者さんがたくさん来られましたが、

それに反対する大人社会とのぶつかり合いが必ず起こりまし

た。赤ちゃんを産むということは、決してファンタジーの世界

でなく、とても厳しい現実なのです。たとえば、出産費、住む

所、生活費、仕事等、具体的経済的な事も含めて生活そのもの

なのだと実感しなければ。それでもこれらをやってやり抜くカ

ップルも中にはいます。二人で、大地にしっかりと足をつけ、

貧しくても実に生き生きと子育てをして、ゆるぎない家庭を築

く。そんな若い人たちからも、このたくさんのことを学びまし

た。

しかし、ほとんどの若者は説得され納得しないまでも、人工

中絶をせざるを得ませんでした。決して一部の非行少年少女の

問題ではないのです。成績も優秀、スポーツ、生徒会等でも活

躍している少年少女たちが起こしている行動でもあるのです。

人生の中で一番輝いている時、どうしてこんなに苦しまなけ

ればならないのか？どうしてこんなに傷つかなければならない

のか？その答えは、彼らが“無知”だからです。「性」という

のは、「知識が無くても行動はとれる」のです。なぜこんなに

情報のあふれる社会で彼等は無知なのか？それは、私達大人が

若者に真正面から性について伝えていないからです。では、な

ぜこんなに大切なことを、私達は若者に伝えていないのでしょ

う？私達大人が性を真正面から若者に伝えられる大人ではない

からではないでしょうか。セックスはいやらしいもの、恥ずか

しいものなのでしょうか？この世のあらゆる生き物にとって、

性は命を次世代に伝えるためのもの、種を保存するためのそれ

こそ命懸けのものなのです。それが人間にとってのみなぜいや

らしいもの、恥ずかしいものなのでしょうか。日本では、明治

以来子どもは天皇の赤子とまで言われ、終戦までは、性＝生殖

でありました。女性の平均寿命、昭和の初期には43歳、昭和

20年は50歳。子どもを産み続けて末っ子を産んでほどなくし

て死ぬ、それはまさに生殖人生でした。それが今や、多くのカ

ップルが産まない選択をするようになりました。日本女性の合

計特殊出産率は1.32、少子高齢化が進んでいます。今や女性の

平均寿命は80歳を越え、生殖のための性はわずか2年数ヶ月、

圧倒的に生殖に結びつかない性の比重の方が大きくなっていま

す。では、なぜみんなセックスをするのか？それは性が良いも

の、ステキなものだからでしょう。ここで“性のもつ快楽性”

から目をそらさずに、しっかりと見つめなければなりません。

でも、私はその快楽を、単なる肉体のみ、下半身のみのものと

してとらえたくはありません。もっと心を伴った、トータルな

もの、共に生きていく二人が、二人で生きていく上で本当に二

人で性を楽しみ合い、喜びあって生きていけるのならば、二人

で生きるということはもっともっと充実して楽しいものになる

でしょう。そんな大切なもの、ステキなものとして“性”を前

向きにとらえるべきだと思います。

実際、日本の夫婦の性は貧しいと言われています。けれども

私は“夫婦の性”が貧しいその前に“夫婦”が貧しいのでは、

と思っています。日本人は、家族ぐるみ、親子ぐるみで物を考

えられるけど、“夫婦”という単位で考えることが、なかなか

出来ないできています。夫は高度経済社会と家計を支えるため

に仕事一筋、残業につぐ残業、単身赴任、挙句の果てには過労

死。一方家庭をつくるのは妻の役目。夫不在の子育て、介護等

に奮闘する。そんな性別役割分担のひずみの表れの一つが熟年

離婚なのです。熟年離婚は、妻の方から離婚を言い出すのが特

徴です。

コムズフェスティバル　基調講演

「女性の性と生」
講師：河野美代子さん （産婦人科医師）

「さらば悲しみの性」をはじめ、多数の著書を持つ産婦人

科医師である河野美代子さんの基調講演が、フェスティバ

ル2日目の2月2日（日）に開催されました。当日残念なが

ら参加できなかった方のために、私コムズリポーター森元

優子が、素敵な先生のお話をご紹介します。
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夫：なぜ？俺が何をした？

妻：いいえ、あなたは何もしなかった。

どっちもどっちで寂しいことですよね。最近、更年期医療を受

ける人が増えています。これまでの半生が濃縮されて突きつけ

られる時なのです。身体が変化して子どもが巣立っていく一方

で、これまでの夫婦の関係を思い知らされ、そこから先どう生

きていくか、真剣に考えざるを得ません。それでも女性はたく

ましく、それまでに生きる足場をしっかりつくっている。リタ

イア後の準備のできなかった男性は、「粗大ゴミ」「濡れ落ち葉」

などと言われ、本当にお気の毒です。これまで「ふたりで生き

る」ことができなかった。それは、社会的責任も大きいと思っ

ています。それから、日本の男性はつくづく愛情表現が不器用

なのです。「いちいち言わなくても分かっているだろう。」愛情

は放っておいたら育ちません。言葉や身体で表現をしてこそ、

愛情は再生産されるのです。「ご飯おいしいよ」の一言で、胸

の中がホッコホッコとあったまり、また頑張るぞ、とやる気に

もなるものなのです。二人の間にできたひずみも、小さいうち

に修正ができるものなのです。子どもの目から見て仲のよいカ

ップルは、本当に少なくなりました。大人が変わり、しっかりと

胸を張って性や身体のことを子どもに伝える姿勢が大切です。

「お父さんとお母さんは愛し合っているよ。本当にお互いを

大事にし合っているよ。性もセックスも二人が大事にしながら

仲良く生きているよ。」と。

コムズフェスティバル大特集

自分の身体のことについては、どの年代の女性も全く無知だ

と思います。子育ての中で、身体についての情報はどんどん積

極的に子どもに与えることが必要です。身体に命が宿るのです。

自分の身体のことをきちんと知って、自分で自分の身体を管理

できる大人になってほしい。パートナーにも自己主張し、自分

の身体の管理はき

ちんと自分ででき

るように。それが、

自立のためにとて

も大切なことだと

思います。

女性の身体はリズムを持っています。それは生殖のリズムで

もあり、ホルモンによる影響が大きいのですが、私はこのリズ

ムが現代のストレス社会や文化に破壊されていることに危機感

を持っています。自然のリズムをしっかり認識して、もっと大

事にされるべきだと思います。

まず初めに行われた席決めゲームで皆さん一気に打ち解け、お互い
の自己紹介後に各団体の活動報告が行われました。各テーブルには収
益の一部がNPO法人の「えひめグローバルネットワーク」と「ピー
スウインズ・ジャパン」に寄付されるケーキなどが置かれ、飲み物は
節水のためマイカップ持参と工夫されていました。あちらこちらから
笑い声が聞こえ、終始なごやかな雰囲気でコムズを通してお互いのネ
ットワークの輪がより一層強まっているという印象を受けました。

「あなたとわたし　出会いの風はコムズから」

交 流 会 2月2日（日）
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交流会会場に「手作り絵本」が展示されていました。これは、コムズで開
かれた「世界でひとつ“私の本”を作りましょう」の受講生の作品で、手描き
の絵や写真を貼り付けたもの、様々な大きさのものなどバラエティーに富み、どれも親しみやす
い作品ばかり。受講生に感想を聞いてみると、第一声は「とても感動した！！」でした。自分だ
けの本が製本され出来上がっていくのは、とてもワクワクしたそうです。
また、作っていく過程で子どもが絵を描いてくれたりと、親子のコミュニケーションが活発に
なり、出来上がりを見た子どもがとても喜んだという受講生も。次は自分史や子どもの成長過程
を作品にしてみたいと意欲的な方もいました。

講師は平成4年に結成された市民グループ「青い国」の佐伯さんと松江さん。「青い国」では“心を育てる本作り”をテーマ
に講演会などを行っているそうです。
皆さんも、自分や家族のために“世界にひとつしかない私だけの本”を作ってみませんか。きっと心に何か残ると思いますよ。

（リポート：友岡郁江）

絵本展示 2月2日（日）

スライドを見ながら

コムズフェスティバル　基調講演

「女性の性と生」
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8 この冊子は再生紙を使用しています。

今回は、１号丸ごとフェスティバル

大特集となりました。市民の方々が企

画から立ち上げ、力を出し合って大成

功に終わったコムズフェスティバル。

みんなの集まったパワーはすごい！こ

の力が男女共同参画旋風を巻き起こし

てくれることに期待します。

（S）

編集後記お便りコーナー
この一年間、たくさんの方からいただいたお便りの一部をご紹介します。

これからもいろんなご意見をお待ちしています。

● もっとページ数を増やしてほしい　

● DVに関する専門講師を招いてほしい

● 専門書もいいが、リラックスできる本も置いてほしい

● コムズができて、愛媛も少しずつ進歩ですね

● 特集は分かりやすくおもしろいが、字が小さいのが残念

● 政治分野で活躍されている女性を紹介してほしい

COMS FESTIVAL  PRE-EVENTS コムズフェスティバル　プレイベント
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