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10月22日（金）・23日（土）に松山市で第21回目の日本女性会議が開催されますが、開催ま

であと1ヵ月となりました。実行委員会では遠来の参加者をお迎えするために、大会の運営、進行、

接待等の最終点検に取りかかっています。

日本女性会議2004まつやま
開催まであと1カ月

全国から3000人が参加。男女共同参画社会の早期実現めざす
メイン会場は愛媛県県民文化会館

全国から3000人が参加

■ 日本女性会議2004まつやま開催日程

会場周辺に幟旗が200本

「日本女性会議2004まつやま」の参加申し込みが締め切られ

ましたが、全国から3000人あまりのお申し込みを頂きました。

3000人規模の大会を目指した実行委員会は、所期の目標に達し

たことに安堵するとともに、北海道や沖縄など遠方からの参加を

含め全国47都道府県からくまなく参加申し込みがあったことに勇

気づけられています。地域別に見ると、奈良県から165人、次い

で日本女性会議2003おおつが開催された滋賀県から162人、大阪からは161人の申し込みが

あり、近畿地方が圧倒的に多いのが目立ちます。四国からの参加申込者の数は839人、そのう

ち地元である愛媛県内からは635人の申し込みがありました。

メイン会場となる愛媛県県民文化会館
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2002年7月の発足以来実行委員会では、200余名の実

行委員が6つの部会に分かれ、大会開催に向けて様々な学習

に取り組み、大会事業を企画し、準備を重ねてきました。

そこで「日本女性会議2004まつやま」の見どころ聞き

どころを紹介しましょう。

大会は県民文化会館をメイン会場に2日間にわたって開催

しますが、開催

前から関心を集

めているのがパ

ッチワークキル

ト展。市民参加

で300枚もの色

とりどりのキルトが集まり、会場を飾ります。全体会と分

科会では、1995年に北京で開催された世界女性会議で提

起された課題が、私たちの身近な施策、あるいは職場や家

庭においてどのように取り組まれてきたかを徹底して検証

します。男女共同参画社会の実現こそが21世紀の新しい社

会づくりを可能にするといわれながら、社会・経済の変容

とともに差別の構造はさらに複雑化しています。性別に関

わりなく一人ひとりの個性が光り、その能力を発揮するこ

とができる社会、誰にとってもやさし

く豊かな社会を次世代に受け渡すため

には、その検証が欠かせないところで

す。2日目の分科会では、課題の一つ

ひとつをテーマに問題解決の糸口を模

索します。

参加者にとって楽しみなのが交流

会。第1日目の夕方、2会場に分かれ、

松山の味、愛媛の伝統芸を堪能してい

ただきます。第2日目は19の分科会

が開かれます。松山市議会場を使用し

た政策決定における男女共同参画を考

える分科会や、高齢社会問題を女性問

題ととらえる魅力ある講師を招いた分

科会が人気です。記念講演は女優・演

出家の渡辺えり子さんが講師。全国か

ら参加される方々に満足していただけ

る内容をめざしています。

（文責　日本女性会議2004まつやま実行委員会広報部会）

大会の見どころ聞きどころ

自分らしく、一人ひとりが尊重される社会

男女共同参画社会はキルトと説く。その心は…

交流会会場となる県文真珠
の間と大和屋本館の能舞台

第7分科会の会場となる
松山市議会場

実質的な男女平等教育 家族が支えあう家庭
一人ひとりが地域を支え、

地域を創る

男女がそれぞれの能力を
発揮できる

一人ひとりの個性が輝く
社会をめざして

男女共同参画社会ってどんな社会？
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親その1：「いったい、何分待たせたら気がすむのよ！本当に時間にルーズなんだ
から。いいかげんにしなさいよ。」

親その2：「どーせ、あなたのことだから約束の時間にくるとは思わなかったわ。」

「自分の気持ちを素直に話そう」
～アサーティブに話そう～

男女共同参画社会の実現に向けてリーダーとして活動していく人たちの

ための「人材養成基礎コース」が開催されました。第1回はコムズ職員の西

岡恵子さんを講師にアサーション（自己表現）トレーニングの講義がありました。昼の部の参加者は20名(女性19

名、男性1名)でした。当日の様子を紹介します。

まず、軽いストレッチ運動の後、参加者全員でペアを組み、お互いの長所を見つけて、全員の前で相手の紹介をし

ます。場の雰囲気が和やかになり、みなさんの表情も緩んできました。

次に、アサーティブチェックリストで自分の行動パターンを少し学習しました。

それから、ロールプレイ（役割劇）です。あなたは、子どもと待ち合わせをしています。しかし、約束の時間になっ

ても現れません。「遅れてごめん。待った？」40分遅れてやっと子どもが現れました。こんな時あなたならどう反応

しますか？お互いがそれぞれの役になりきって演じてみました。

リポーターとして講座に参加してみて、ロールプレイが特

に面白く思いました。アサーティブ（主張的）な表現は、自

分の考えや欲求、気持ちを大切にすることができ、相手も同

じように大切にすることができます。そして、自分も他人も

尊重し、自立した生き方につながっていきます。

参加者のみなさんの反応も好評で「自分の主張パターンがわかりやすかった」

「友だちになれそうな方がいた」「もっと勉強してみたい」などの意見が出ました。

自己表現トレーニングは、練習と体験の繰り返しのようです。私も、アサーティブを身につけ、まわりの方たちと

より良い人間関係を築いていきたいと思います。

コムズでは、いろいろな参加型の企画が開催されています。身近なもの、少し手ごたえのありそうなもの、みなさん

もどうぞ一度参加されてみませんか。

リポート：三好　久美子

※これらの表現は講座の中で出た一例です。

攻撃的なパターン 威圧的で有無を言わせない雰囲気

親：「ううん、大丈夫よ。来れてよかったわ。」

非主張的パターン 相手の気持ちや状況を優先して
自分を主張できていない

親：「急な用事でもできたの？来られなくなったのかと心配したわ」

主張的パターン（アサーティブな表現） 相手を視野に入れながら自分の
意見を伝えることができる

人材養成基礎コース

感想
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～話し合い、みんなの声を聞くことで、軽くなる心～

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

肩が凝る、わけもなくイライラする、頭痛
が続くなど女性に多いからだや心の不調を
スッキリ解消する方法やアイテムを紹介します。まずは、あな
た自身の総合的なタイプを知って、不調解消のヒントにしまし
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）

「女性ホルモン塾」
吉川千明・対馬ルリ子著

1992年6月11日、リオ・デ・ジャネイ
ロで開かれた国連の地球環境サミットで
カナダ人の12歳の少女が世界の首脳を前
にスピーチをした。その言葉は、人々の
強い感動を呼び、世界中をかけめぐり、
いつしか「リオの伝説のスピーチ」を呼ばれるようになった。

「あなたが世界を変える日」
セヴァン・カリス・スズキ著　
ナマケモノ倶楽部＝編・訳

在宅介護をする方たちが集まり、精神的な悩みや不安

を話しあうことで少しでも精神的なストレスが解消でき

るのではないかと思い、平成15年11月に発足しました。

2カ月に1度の割合で定例会を開き、今年の8月で6回目

となります。現在の会員数は15名で随時会員を募集し

ています。

在宅介護をすることによりいろいろな問題が起き、悩

んだり落ち込んだりすることもあります。また、いいこ

とがあるときもあります。そんなことを同じ在宅介護を

している人たち同士で話したり、聞いたりすることでい

ろいろなことがわかってきます。すぐには解決につなが

らないかもしれません。しかし、悩んでいるのは私ひと

りではない、皆それぞれにがんばっているんだと思える

ことでふんばれることもあります。

定例会に参加することで何でも話せてホッとする。今

まで見えなかったものが、みんなの話を聞くことで見え

てくる。心が軽くなる。みんなに会えて良かった。また、

がんばろうと思える…というような会でありたいと願っ

ています。

9月25日(土)13時30分～コムズにて「介護の中で私

は？」というテーマで、花と絵を通して「心のケア」に

取り組んでいるアトリエピエロ主宰友近千鶴さんと吉村

典子館長の対談があります。いろいろな選択を迫れた時、

自分らしく生きるには？自分らしい息抜きや楽しみと

は？について考えていきたいと思います。是非、ご参加

ください。

代表者：松本　TEL（956）6239

在宅介護者の集い　さくらグループ

coms_20  04.9.16 7:38 PM  ページ 6



前号（Vol.19）の年間事業案内で、「男女共同参画
推進セミナー“公開講座”」は、9月開催予定として
案内をしておりましたが、1月末の開催に変更させ
ていただくことになりました。詳細が決まりました

ら、「広報まつやま」等を通じ、お知らせしますのでよろしくお
願いします。

この冊子は再生紙を使用しています。

（きりとり線）

「集い、語り、ともに拓こう！新しい関係
か た ち

」いよいよ「日本女

性会議2004まつやま」が10月22～23日、愛媛県県民文化会館

をメイン会場に開催されます。樋口恵子氏をコーディネーターに

迎えるシンポジウム、市内12会場で開かれる19の分科会などに

全国から3000人を超える参加申し込みがあったそうです。

コムズでは、男女共同参画について学ぶための様々な取り組み

をしています。例えば、男女共同参画関連講座の開催や学習資料

の貸し出し、市民派遣事業や男女共同参画活動支援事業など市民

のみなさまにご利用いただいております。「まだ、コムズに来た

ことのないあなた」お友だちを誘って遊びに来ませんか？

（Ｔ.Ｙ）

編集後記

「『私たちがんばってます』で紹介してほしい」

「情報誌置いてもいいですよ」

「定期的に発行しているミニコミ誌おいて下さい」

そんな方、グループを募集中です。お気軽にお問合せください。

情報担当　　089（943）5777

8月27日～29日の3日間、国立女性教育会館（ヌエッ

ク：埼玉県）において「女性学・ジェンダー研究フォー

ラム」が開催されました。21世紀の男女平等、開発、平

和「今、私たちはつくる」をテーマに100を超える自主

企画に全国から1,000人以上もの参加者が集まりました。

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が楽しみです。

様々な分野で活躍している方々が全

国から集まるフォーラムへの参加に、

期待で胸を膨らませています。そこで、

どれだけ多くの情報とパワーと気づき

を持ち帰ることができるか…を目標に

して楽しみにしています。そのために

は、自分自身のアンテナも大きくして

がんばりたいと思います。そして、そ

こで得られたことを「日本女性会議

2004まつやま」や「コムズフェスティ

バル」など、今後の活動にも生かして

いきたいと思います。

今回フォーラムに参加させて頂くこ

とになったきっかけは、人材養成講座

の受講です。回を重ねる毎に今までさ

ほど深く考えなかった事柄について、

自分なりにじっくり考えるいい機会を

与えてもらいました。

女性学もジェンダーもこれまで私に

はなじみがなかった言葉ですが、実は

生きている上でとても重要なテーマな

のだと気づかされました。フォーラム

では貴重な情報をたくさん吸収して帰

りたいと思います。

阿南　環

人々は、個々に違うモノサシで判断

行動し、多様な価値観を持っているこ

とと思います。ジェンダー問題の多く

は、私たちの日常的な行動や意識によ

って生み出されておりおり、政治・経

済・慣習・道徳などの分野においても

影響を及ぼしていると私は考えていま

す。今回の市民派遣では多くの人たち

の様々な視点に出会えるものと期待し

ています。そして、私自身のモノサシ

のキャパシテーを拡げる機会に恵まれ

たことに感謝しております。

佐藤　妙子

「女性学・ジェンダー研究フォーラム」が開催されました

市民派遣
報告
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