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コムズで開催されている最新の講座を、
リポーターがそれぞれ取材してきました。
みなさんも講座を体験してみませんか？

7月18日（金）に開催された人材養成基礎コース第

5回目に、コムズリポーター田中も参加させていただき

ました。女性問題研究会：吉田真理子さん、NPOパソ

コン活用支援ぴんぐ代表理事：仲尾聖子さん、公認

NPOフラワーセラピー研究会松山：青野ヤエ子さん、

以上、三人の講師の皆さんも昨年の講座修了生だった

そうです。今年の受講生の皆さんも来年の今頃は講師

として活躍されているかもしれませんね。

【吉田さんのお話】

病気がきっかけとなり、さまざまなものが見えてき

ました。また、人間関係においても新たな思いを抱くよ

うになり、今まで何のために頑張ってきたの？これで

よかったの？と悩んでいましたが、自分の思うように

納得のいくように生きたいと考えるようになりました。

自分探しからカウンセリングボランティアに参加す

るようになり、主婦・妻という立場以外で社会とのつ

ながりを持ち、自分自身の変化を感じています。

カウンセリングにおいて重要なことは、「アサーティ

ブな態度…相手の気持ちも大切にしながら自分の気持

ちを素直に伝える」こと。これを普段から心がけるこ

とでコミュニケーションも随分良くなってくるのです。

一歩前に出たら視野が広がり、自分自身が豊かになれ

ることを私自身、実感しています。

【仲尾さんのお話】

子育てを終え、パソコンか介護の仕事をしたいと思

い、職業訓練校で勉強し、パソコンインストラクター

の資格を取得しました。その後デジタルデバイト（世

代格差）を少しでもうめたいという思いから、NPOパ

ソコン活用支援ぴんぐを発足し、現在に至っています。

平均年齢60歳以上を対象としたＩＴ講習やその後の

フォロー講習などでは、定員を大幅に超えるたくさん

の方に参加していただきました。講師には60歳以上の

方もいて、習ってきた人の立場で教えてくれるのでと

てもわかりやすい、という感想を多数いただきました。

これから先、パソコンはもっと身近な存在となり、

同時にまた未来のパートナーとなるでしょう。思うだ

けでなく、まず行動を起こすことが大切だと実感しま

した。たくさんの人と知り合えたことも私の原動力と

なっています。

【青野さんのお話】

フラワーセラピーは、「花が好き！」という気持ちが

原点となります。花の不思議な力で一人一人に備わっ

ているエネルギーを引き出すプログラムがフラワーセ

ラピーです。フラワーセラピーを通して花の知恵（不思

議な力）を学びながら、自分自身と人と人との関係、

社会との関係を考え、行動につなげることができるよ

うになります。同じ材料を使っていても皆さんそれぞ

れ違ったものになったり、どこに飾ろうかととても楽し

みにされ、私自身も毎回楽しみながら活動しています。

フラワーボランティア活動を通して感じたことは、

私にもできる、私にもできたという喜び、人と出会う

喜び、知らなかった世界を知ったこと、言葉の重要性

などとても多くのことです。

これからの展開としては、ストレスを抱えている人の

ために癒しの空間作りをしていきたいと考えています。

（田中洋子リポーター）

「学び」から「行動」へ～ボランティア活動の可能性を探る～
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7月19日（土）11時から約2時間、男の料理教室が

コムズ調理室で開かれました。若い愛媛調理製菓専門

学校の男子学生さんもお手伝いに加わり、35名ほどの

男性が参加しました。

無洗米はどのように扱うのか？1番だしのとりかた

は？などの質問も出て熱心で真剣です。ワイワイと楽

しそうにそのうち良い香りも漂ってきました。つやの

良いきんぴら、ふっくらとした出し巻き卵など良い出

来です。皆さん“薄味で、おいしい！おいしい！”と

満足なご様子でした。参加者の方は「妻に食べさせて

喜ばせてあげたい」とか「今度は酒の肴や寿司を作っ

てみたい」とか言っていました。

普段は料理をされない男性ばかりでしたが、手際も

よく、お料理のセンスもなかなかで“料理は女性の範

疇”などとは絶対に決められないと、私も参加させて

いただき感じました。

（森元靖子リポーター）

恒例の”男の料理教室“開かれる！

8月に「元気になれる子育て講座」がコムズで行われ

ました。この講座は、過去に受講された方達が企画し

たものだそうです。8月9日（土）に開催された第2回

の「絵本ってこんなにおもしろい」を受講してきまし

たのでご紹介します。

部屋に入ってみると、すでに手遊び歌で和やかな雰

囲気になっていました。時間になると、日本児童文学

協会会員の松江みどりさんのお話から始まりました。

好きな絵本は自分の好きな世界があるという個性の

表れだともいえます。最近は少子化、活字離れなどに

より、出版業界は不況だといわれますが、絵本はあま

り関係ないようです。それは、絵本は繰り返し読まれ、

息の長い宝物になるからです。大人になっても絵本を

読むことによって子どものころの純粋な部分が出てき

て気持ちがPureになり、癒し効果があるのです。そし

て、人間の基本的な部分に帰ることが出来るのです。

この後、いろいろな絵本を実際に見せながら紹介して

くださいました。また、参加者の方達の好きな絵本の

紹介もありました。

次に絵本作家でもある佐伯美与子さんのお話があり

ました。佐伯さんは「絵本は言葉のだっこです」とい

う言葉を大事にされています。「読み聞かせ」とよく言

われますが、佐伯さんは「読み語り」とおっしゃって、

絵本を読むときの聞き手の立場に立った読み方を教え

てくださいました。また、ご自分の経験から、「書き手

の伝えたいことが絵本には込められているけれど、読

み手は自由に受け取ってよいのでは。」とおっしゃいま

した。年齢に応じて感じて読めばよいのです。そして、

実際に絵本を読んで下さいました。

絵本というと、子供のために大人が与えるものと思

われがちですが、この講座を通して大人でも十分に楽

しめることを実感し、またとても穏やかな時間を過ご

すことができました。

講座は4回開かれ、第1回「自分にやさしくなれる呼

吸の贈り物」第3回・第4回は親子参加で「フィールド

ビンゴ～五感を使って遊ぼう～」「親子でクッキング・

交流会」となっています。託児もあり、参加しやすく

なっていますよ。参加者の中にご夫婦の方がいらっし

ゃいました。いつも二人で参加されるそうです。初め

は男性一人のときは抵抗があったそうですが、今は一

緒に参加するのが当たり前になったそうです。こんな

ご夫婦が増えると素敵ですね。

（友岡郁江リポーター）

絵本ってこんなにおもしろい

■今日の献立
●鯛の炊き込みご飯

●ハマグリのお吸い物

●きんぴらごぼう

●出し巻きたまご

●みょうがと

きゅうりのおひたし
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8月22日～24日の3日間、国立女性教育会館（ヌエック）にお

いて開催された「女性学・ジェンダー研究フォーラム」。21世紀

の男女平等、開発、平和“わたしの権利”をテーマに100を超え

る自主企画のワークショップに1,000人を超える参加者が全国か

ら集まりました。

コムズからも一般公募により選ばれた3名の市民が参加しまし

た。この方々がこの体験をもとに今後の活動をどう充実させてい

くか、楽しみですね。

今回のフォーラムに参加して、私た

ちが抱えている問題について、本当に

たくさんの方々がジェンダーや人権な

ど様々な視点から真剣に考え、活動的

に取り組まれていることを知りまし

た。活気に満ちた3日間のワークショ

ップで学ぶ事も多く、新たな力を得た

気がしています。改めて私自身も、ジ

ェンダーフリーや自分らしく生きると

いう事についてきちんと向き合い、自

分のできることから実践していきたい

と思っています。

吉田真理子

たくさんの人との出会い、たくさん

語り、時には涙して…刺激的な3日間

でした。参加した5つのワークショッ

プの中で一番興味をひいたものは「フ

ァシリテーターってなあに？参加しな

がら、心も体もエンパワーメント」。

参加型の学習機会が増えている中でフ

ァシリテーターの果たす重要性を再認

識し、松山でもファシリテーターの養

成が必要であると感じました。フォー

ラム参加で得た栄養でどんな花を咲か

せるか？勉強と挑戦は続きます。

田中好江

「女性学・ジェンダー研究フォーラ

ム」に参加した3日間、身体ぐるみジ

ェンダーフリーを体験していると感じ

ました。女・妻・母を意識することな

く“私”として学び共に語り合う心地

いい開放感！ヌエックで出会った女性

の多くがオープンで率直だった理由が

うなずけます。今年度、フォーラムの

サブテーマは「わたしの権利」です。

この心地よさを権利としてジェンダー

フリーな社会の実現のため私からでき

ることが何かと考えています。

中内美和子

市民派遣報告 「女性学・ジェンダー研究フォーラム」が開催されました
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急速に進んでいる情報化社会の中で、パソコン・イン

ターネットはますます身近なものになってきました。実

際に私達は各自治体主催のＩＴ講習などにインストラク

ターとして参加してみて、決められたカリキュラム・時

間の中での成果には疑問を感じました。現状は専門用語

が多く、習得するまでの継続的な学習というのは、容易

では無いからです。

誰もがＩＴを上手く活用し、個人の能力を十分に発揮

できる機会均等な社会を構築できるよう支援活動してい

ます。

昨年（財）男女共同参画推進財団主催の市民活動支援

事業「もっとパソコンを使えるようになろう」講座では、

定員20名のところ200名近くの応募がありました。ま

た、お問合せや応援の声も多数いただき、そうした中で

シニア・主婦の方々のパソコンへの関心の高さ、興味深

さを実感すると共に、私達自身、活動していく上で励み

となりました。

9月からは企業の協賛を頂き、パソコン相談窓口を兼

ね、毎月二回「ぴんぐ広場」を開催しています。回を重

ねるごとに参加者は増え、世代を超えた交流の場、情報

交換の場として楽しんでいただいています。

1月には会の情報発信を目的とした会報誌「ぴんぐく

らぶ」を発行、2月には東京から「コンピュータおばあ

ちゃんの会」の大川加世子さんをお迎えし、『パソコン

は未来のパートナー』を演題に、年齢に関係なく、パソ

コンと付き合って欲しいと、意識啓発できる機会を設け

る事ができました。

私達はＩＴ普及の為、個別の活動だけを見れば限られ

ているかも知れませんが、小回りが効き機動力に勝る活

動により、行政の対応が難しい分野を補い、行政ととも

に公益を担っていく可能性を持っていると考えていま

す。1月には県からの認証を受け、ＮＰＯ法人として今

まで以上の信頼性を持ち、より一層のＩＴ普及を目指し

頑張っていきたいと思っています。

～より一層のＩＴ普及のために私達ができること～

このコーナーでは、松山市内で活躍している団体・グループの方を随時紹介しています。自薦・他薦は問いませんので、ぜひみなさんも自分
たちのグループをこのコーナーでアピールしてみてください。 情報担当 （089）943‐5777まで

「ありのままの自分を受け入れていると、

子どもに接するのが楽になります」「1日に15

分、子どもとだけの時間をとると、子どもの心は落ち着きます」など

など、子育てのヒントがたくさんつまっています。悩みを抱えながら

子どもと向き合っているお父さん、お母さんの一助となるでしょう。

●図書コーナーのお知らせ

こころ、からだ、結婚・離婚、家族、生き方といった様々なジャン

ルの図書を収集しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

●利用時間

火～土曜日／9：00～20：30 日・祝日／9：00～17：00

休館日／毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

「親」を楽しむ小さな魔法
エリザベス・クレアリー著　田上時子／三輪妙子＝訳

「いい子」を演じていたと気がついた著者

が、カウンセリングを受け、しっかりと「ほ

んとうの私」と向き合い、「生きなおし」をし

ていった記録。「いい子でなくていい」「頑張

らなくていい」「私はわたしでいい」と今では

はっきりと言える著者。著者にとって大きな

存在だった母親との関係についても赤裸々に

語っています。

〈私〉はなぜカウンセリングを受けたのか
～「いい人、やめた！」母と娘の挑戦～
東ちづる著

特定非営利活動法人　NPOパソコン活用支援ぴんぐ
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日本女性会議2004まつやま実行委員会事務所
（松山市男女共同参画推進センターコムズ内）
TEL：089（943）5772 FAX：089（943）5809

e-mail info@njkm2004.coms.or.jp

実行委員会では、8月12

日の松山まつりに有志70

名が「日本女性会議2004

まつやま」連として参加。

シンボルマーク入りのそろ

いのＴシャツにそろいのパ

レオとバンダナ姿で「野球拳おどり」を披露。敢闘賞

を受賞しました。2004年にヨヨイのヨイッ！

●実行委員会は10月17・18日大津大会参加、2月7・8

日のプレイベント準備、あわせて2004年10月の大会

開催をめざし企画・運営を始めています。

●実行委員会では実行委員を募集しています。みなさん

の参加をお待ちしています。

●松山まつりで「日本女性会議2004まつやま」をPR

連　絡　先

この冊子は再生紙を使用しています。

●シンボルマークが決まりました。
みんなの気持ちがつながるイメージをパズルで表現

（きりとり線）

まだまだ厳しい残暑がつづきます。

先日、情報誌担当のSさんにかわいい女の

子の赤ちゃんが誕生し、職場に復帰しました。また私は初めて

松山野球拳踊りに「女性会議2004松山連」の一員として参加。

緊張と汗の中、団結力が益々強くなったようで感動しました。

そして、Sさんの赤ちゃんが成長するにつれて、男女共同参画

が自然で誰もが自由に自分らしく生きることができる社会にな

るように頑張ろうと、みんなで心を新たにした次第です。

（Mリポーター）

編集後記

「60代後半まで親の自宅介護に終始した人間

を社会に羽ばたかせる、還元できる道はない

ものでしょうか。」 （松山市・Kさん）

■館長より
あります！ Kさんの貴重な体験やご助言を現在、

在宅介護で苦労したり思い悩んだりしている方々

に聞かせてあげていただきたいと思うのです。在

宅介護女性たちの集まりなどがあれば、主催者に

申し出てみられたらいかがでしょうか。参考まで

に、コムズでも行っている催しをご紹介します。

「在宅介護者の集い」参加者募集！
現在、在宅介護されている女性の方、介護の中で感

じる悩みや喜び、また発見など、みんなで自由におし

ゃべりしませんか。

●日時：11月15日（土）午後1時30分より

●場所：コムズ4階和室
詳しくは、10月15日号の広報まつやまをご覧ください。

シンボルマーク 表彰式風景

大会テーマ決定を受けて、「新たな関係
か た ち

」をパズルで

イメージした済美高等学校美術科2年の豊田泰弘さん

（松山市久米町）のデザインがシンボルマークのデザイ

ンの原画として採用され、8月28日、実行委員会で表

彰式を行いました。
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