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ヨーガの目的は心の波を静め、本来の自分を実現することです。アーサナ

（ポーズ）や呼吸法、瞑想をすることによって、体は強く健康になり、呼吸が調

節され安定してくることで、安らかな気持ちを感じられるようになります。

今回の体験コースでは、薄暗い部屋の中で精神を集中し、なるべくゆっくり

した動作で鼻呼吸を行いながらいくつかのアーサナ（コブラ、鋤
す

き、魚、ねじ

りなど）を体験しました。初心者の方がほとんどで、「体が硬く、呼吸法が難し

かったけど全身の筋が伸びて心地よかった」「静かなゆっくりした時間がもてて

よかった」「もっと本を読んで勉強したい」などという声がありました。

私自身も体がとても硬く、特に「魚のポーズ」が全然できなくて情けない思

いをしましたが、１ポーズしたあとごとに行う「しかばねのポーズ」はとても

リラックスできました。各ポーズを行うときの緊張感としかばねのポーズを行

うときの全身の解放感の対比がとても新鮮でした。自宅でも毎日静かに瞑想で

きる時間を少しでも作って、本来あるべき自分を見つけていけたらと思いまし

た。続けて行くことで呼吸も深く変化し、心を静めていくことができそうです。

今の世の中では、そんな時間を持つことが大切ではないでしょうか。

リポーター：柏　より子

ヨーガ・サークル

「心と体と呼吸の調和」

相手の思いに応えた会話をしていますか？交流分析の7つのジャンル（スト

ローク、自我状態、対話分析、人生態度、時間の構造、心理ゲーム、人生脚本）

の中から「ストローク」を取り上げて、ワークショップを行いました。

まず、相手の存在を認め、それを言葉や行動（笑顔、握手、抱擁）で表現す

るワーク。「あなたといると落ち着く」「生き生きしているね」「あなただった

ら大丈夫」「あなたに会えてよかった」「握手をしてほしい」など、自分が言っ

てもらうとうれしいことを書き、一人ずつボードに貼り付けます。みんなでそ

の人が要求した言葉を表情豊かに声をかけていきます。私は、最初気恥ずかし

さもあって、何も書けませんでした。かろうじて書いたのは「あなただったら大丈夫」「励ましてほしい」でした。いざ、

豊かな表情で励ましの言葉をかけてもらうとなんともうれしい気持ちになり、一気に気持ちが近づくようでした。人間

関係の最初はコミュニケーションです。良い人間関係を築くためにも、心のやりとりや相手を思い尊重するおしゃれな

コミュニケーションを身に付けたいと思います。

リポーター：渡部　純江

NPO法人日本交流分析協会愛媛支部

～おしゃれなコミュニケーション～
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コムズ5階大会議室にて10月2日(日)、「コムズde遊ぼ

う」が開催されました。「コムズde遊ぼう」とは、コムズ

登録団体がパネル展示やステージ発表などを通じて日ご

ろの活動成果を発表するものです。

会場中央では、「池

川ポーセリペインティ

ングサークル松山」に

よる皿の絵付け、「伊

予かすりに親しむ会」

では、伊予かすりを使

った手作りコサージュ

などの体験コーナーが並び説明を受けながら手作りを楽

しんでいました。

女性海外派遣団員を構成員とした「マロニエの会」は、

身近ないろいろな場面で活動している女性たちを取材し

た『愛媛の輝ける女性たち パート2』が発行され、掲載さ

れている女性のみなさんに一層興味を引かれました。

「いきいきシニア21」は平成13年に行われた情報活

用講座の同期会のグループです。毎年コムズフェスティ

バルに参加をしていますが、「コムズde遊ぼう」への参加

は今回初めてです。パソコンをつかってTシャツの絵柄を

デザインして、転写プリントに印刷しました。シニアの

方々も、生き生きとパソコンに向かっていました。

私が興味を引かれたブースのひとつに「全日本作法会

北四国本部」がありました。子どものころ、父に厳しく

箸の持ち方をしつけられましたが、無意識に無作法な箸

の使い方をしていたようで、大豆を箸でつかめませんで

した。正しい箸使いを教えていただき再チャレンジする

と結構つかめるものです。また、箸置きがないとき、紙

を使って即席で作る箸置きも教えていただきました。ふ

くさの使い方、箸の持ち方、冠婚葬祭のいろんな場面で

作法に困った人は多いと思います。知れば知るほど覚え

きれないほどの作法があるようですが、やはりきちんと

した作法は見ていても美しく、思いが伝わってきます。

基本的な作法は知って

おくと便利ではないで

しょうか。

ステージでは、各団

体の発表があり、会場

を巻き込んでの楽しい

発表となりました。ラ

ウンドダンスでは、見知らぬ人と即興でペアを作りお互

い初めてのダンスにチャレンジしました。ステージのス

テップをまねるのが精一杯で相手を見るゆとりはありま

せんでしたが、笑いいっぱいの楽しい時間でした。

ひときわ熱気のあるステージとなったのはサルサダン

スでした。難しいと思っていましたが、ステージで見る

ステップはなんとなくできるような気になり、その後の

サルサダンス体験にチャレンジしました。ステップを教

えてもらって、今度は腰、手、肩、とそれぞれに表情を

付けるともうギブアップです。ステージで踊っている姿

はとてもかっこよく見えましたが、踊っている私はまる

でロボットでした。それでもこんな機会がないとサルサ

ダンスに触れるチャンスはなかったと思います。ちょっ

とだけステップは合ったような、合わないような…。ス

テージでは小さな子どもとの交流、国際的な交流、年代

を超えた交流などが盛りだくさんでした。

いい汗かいて、笑って、踊って、チャレンジして、楽

しい体験となりました。

どの団体もいきいき

はつらつで、元気をい

っぱいもらいました。

これから何かしたいと

思っている人には参考

になったのではないで

しょうか。

リポーター：渡部　純江

コムズで遊びました。

参加団体（19団体　50音順）

アロハスタジオハナ松山ルミアロハ／いきいきシニア

21／池川ポーセリンペインティングサークル松山／生命

の貯蓄体操シード松山支部／伊予かすりに親しむ会／愛

媛県ペタンク連合会／愛媛シニア・パワーアップ協議

会／えひめスクェアダンスクラブ／言語交流研究会ヒッ

ポファミリークラブ／サルサカンデラ／すずかけ句会／

全日本作法会北四国本部／タートル松山ラウンドダンス

クラブ／松山友の会／松山ユネスコ協会俳句会／松山EU

協会／マロニエの会／ヨーガ・サークル／NPO法人日本

交流分析協会愛媛支部
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子どもの頃から元気良く走り回り、運動が大好きだった金谷

さん。中学、高校とバスケ部に所属し、高校時代は四国1位とい

う強豪チームに在籍。「何にでも耐えられる精神力は、この時の

厳しい練習の日々があったからこそ」といいます。高校卒業後、

西条市内で就職しテニスと出会いました。もっとパワフルにな

りたいとスポーツジムに通い始め、ジム仲間に誘われたパワー

リフティングの大会に出場し、初挑戦にして県大会2位。その後、

ボディビルに転向し四国大会2位になるなど、20代前半は筋肉の

美しさに磨きをかけ、体脂肪率9%という肉体を作り上げていき

ました。

23歳の時、同僚男性と結婚し退職。新居浜で生活しながら、

マシンジムインストラクターとして松山に通いました。そこで

ラケットボールと出会い、半年後、コーチに「徳島のスポーツ

クラブに来ないか？」と誘われました。「コーチの指導を受けて

腕を磨きたい」と夫に相談。夫の実家が徳島だったこともあり、

彼女の生き方を応援してくれました。夫が会社を退職し共に徳

島へ移った後も、ラケットボールの存在は大きく膨らみ、コー

チが姫路に移る時も「強くなるためについて行きたい！」とい

う気持ちを止められませんでした。「彼（夫）の事は嫌いじゃな

いけど、もっとスポーツにのめり込みたい。家事もきちんとで

きないし、自分は家庭向きではない。お互いに自由になろう」

子どもがいないこともあり、3年間の結婚生活に終止符を打ちま

した。「離婚は人生の通過点と捉えています」離婚後はトラック

の運転手をして生計を立てながら、大好きなラケットボールに

打ち込みました。

姫路では、昼間はラケットボールの練習、夜間は大型トラッ

クの運転手として働きました。女だからといって特別扱いがな

い世界ですが、パワーリフティングで鍛えた身体が荷物の上げ

降ろしで役に立ったそうです。途中、東京へも行きましたが、6

年間この生活を続けました。その後、ラケットボール日本ラン

ク8位まで登り詰めた彼女は、念願のコーチとなって東京で働き

ました。

松山市内のスポーツクラブでインス

トラクターをしています。残念ながら

ラケットボールのコーチはしていませ

んが、バーベルやステップ台を使用し

たコース、ボクシングを取り入れた太

極拳・ヨガ・ピラティスをベースにし

たコースなど自分がレッスンを受けて

楽しいと思ったものを選び、担当して

います。保障や給料面で格差はありま

すがパートとして働いています。マネージメント的な仕事は私

に合っていないと思うし、自分で選んだ道なので不満はありま

せん。大好きなスポーツをみんなと一緒にできるので幸せです。

美しい動きを見せられなくなり、疲れが次の日まで残るよう

になったら、この仕事を辞めようと思っています。その時に備

えて今は、整体の勉強をしています。体の調子を良くして、皆

さんに元気になってもらいたいからです。

自分らしく生きるために
人は皆、誰かに必要とされたいと思い、自分の生きている意味を知りたいものだと思います。そして「自分が何をやりたいのか」

「自分が今できることは何か」「自分を最大限に生かしきれているのか」今もなお、その答えを探し続けている人も多くいるでしょう。

今回は、それぞれの分野で自分らしく生きておられる方々をご紹介します。

～あなたが本当にしたいことは何ですか？～

スポーツ大好き

結婚そして離婚

大好きなことを続けるために

現在の私　これからの私

大好きなことが仕事に
スポーツジムインストラクター

金
か な

谷
た に

美
み

穂
ほ

さん（40）

松山市にあるスポーツクラブに「鉄人」と呼ばれる女性イン

ストラクターがいます。男性インストラクターが必死で持ち上

げているバーベルを軽々と持ち上げほほえむ彼女はさぞかし筋

肉隆々の…と思いきや、身長160cm、体重56kg。その「鉄人」

と言われるパワーがどこで培われたのか探るべく、お話を伺い

ました。

インタビューを終えて

スポーツを極めるため各地を転々とし、生計を立てるた

め大型トラック運転手として働くなど、困難な時期もあっ

たと思われますが、金谷さんからは「苦労」という言葉は一

度も聞かれませんでした。優しさと強さを兼ね備えたとこ

ろに「鉄人」と呼ばれる由縁があるのでしょう。「もし、生ま

れ変われたとしても、今のこの体と心で生きる人生は一度

だけ。だから好きなことをしたい！」印象的な言葉でした。
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5歳を頭に子ども3人と妻の5人家族。仕事は建設業・土木建築

業者などの会員の集合体の管理をしています。ライフワークと

して、愛媛キャリアコンサルタント研究会（副会長兼事務局長）

でボランティア活動をしています。好きな言葉は「初志貫徹」。

尊敬する人は父。人のために働く父の姿を見て育ち、その存在

は私の人生に大きく影響を与えています。将来自分も人の役に

立ちたいと思っています。小さい頃大病をし、多くの人に助け

られ今の自分があることを聞き「今度は自分が人の手助けとな

りたい！」と思いを強くしました。「人の役に立ちたい、手助け

をしたい！」という思いは小さい頃からの夢であり、今もこの

夢に変わりはありません。

平成16年10月に立ち上げ、現在、正会員35名。自らが生涯に

わたり主体性を持って能力や特性に合わせたキャリア形成がで

きるよう、就業者、求職者、児童、生徒、学生、企業、団体等

に対する支援や雇用等就業機会の拡充を支援する活動やキャリ

アコンサルティングの研究活動を行い、広く社会貢献に寄与す

ることを目的としています。豊富な人材があらゆる情報・経験

を生かし、ボランティアで相談を受け付けています。ライフワ

ークについて相談していただいても結構です。私たちの力だけ

で解決できないと思われる事例も、他の機関を紹介するなど、

相談者の最初の窓口になってもいいと思います。「親身になって

相談に乗ってくれる団体」と思ってくだされば嬉しいです。

雇用能力開発機構の創業経営改革セミナーを受けた際、職員

の方からキャリアコンサルタント養成講座を勧められました。

話すことは得意ではありませんが、人の話を聴くことは苦では

ないので、相談者が気分良くすっきりと感じ、悩みのひとつで

も解消できればとの思いから、受講しました。また、私自身の

キャリアを見つめ直したいという思いもありました。平成15年

秋、仕事をするかたわら5ヶ月間ほぼ毎週土日、講座を受け3期

生として卒業しました。

私には本業もありますし、夫であり、父親でもあります。3足

のわらじを履いていますから、かなりきつい時もあります。寝

る間もないといったところでしょうか。私自身、悩みがあって

も他人には相談せず内に秘めてしまうタイプ。その分ストレス

も多くありますが、活動していくことで一時的でも解消されて

います。キャリアカウンセリングのテーマのひとつに、傾聴＝

自己理解があります。色々な方の悩みを聴くことで自己理解

（自分を見つめ直す）につながり、知識も備わってきます。皆さ

んのお役に立てればと思うと大変やりがいがあります。とはい

え、休みの日まで出かけて欲しくないというのが家族の本音だ

と思います。子どもたちはまだ小さく、忙しいことを理由にか

かわらないわけにもいきません。この点に関しては反対に誰か

に相談したいくらいです。

今持っている資格だけでは多方面のカウンセリングに対応で

きないと思うので、交流分析や社会保険労務士の資格を取りた

いと考えています。まだまだ自分の生き方に満足はしていませ

ん。

会社では弱みを見せられず、ひとりで悩みを抱え込んでしま

う男性が多くいます。若年層では、ニートや仕事に就いてもす

ぐに辞めてしまうなどのミスマッチを解消する必要があります。

身近な人に相談できない時はぜひ私たちのところに来てくださ

い。一緒に解決できる部分もあるかもしれません。

リポーター：朝比奈 嘉世子

自分らしく生きるために
～あなたが本当にしたいことは何ですか？～

まだ見ぬゴールを
目指して走り続ける
愛媛キャリアコンサルタント研究会

中
な か

村
む ら

禎
て い

司
じ

さん（38）

人の役に立ちたい！
次のステップ

悩める人へのメッセージ

愛媛キャリアコンサルタント研究会とは？

私を発奮させたもの

子育て・仕事・ボランティア活動と三足のわらじを履いて、

今を精一杯生きている人がいます。「皆さんが、好きなこと、打

ち込めること、没頭できることを見つけて欲しい」そんな気持

ちで始めたボランティア活動。自分自身もまだゴールは見えな

いけれど、いつかその時が来ると信じて、今日も走り続けてい

ます。

インタビューを終えて

自身を飾ることなく率直に話してくださり「この人にな

ら何でも話せる」という印象を持ちました。大きな岩のよ

うに不動の人生を歩む人もいれば、風や川の流れのように

さすらっている人もいます。人それぞれの生き方がありま

す。点と点が結ばれ線となってつながっていくことを信じ、

見えないゴールを目指すのも一つの方法です。やりたいこ

とがあっても今はできない人も、今は長い研修期間だと思

ってくじけずにいて欲しいと思います。

3足のわらじを履いて
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8

コムズに遊びに
来ませんか？

いよいよ、コムズフェスティバルが開催されます。
第７回となる今年は、基調講演にアテネパラリン
ピック金メダリストの成田真由美さんをお迎えい
たします。障害を持ちながらも、強い精神力とた
ゆまぬ努力で、常に前向きに生きておられる成田
さんのお話は参考になると思います。昨今、女性
アスリートの活躍が目立ちます。最近、運動して
ないなあという方も今年は何かチャレンジしてみ
ませんか。

（Ｔ）

編集後記

■住　所：松山市三番町6丁目4番地20 ■ＴＥＬ：(089)943-5777
■休館日：毎週月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）・年末年始

学習・情報・交流・支援な
ど、様々なかたちで男女共
同参画社会を目指す皆さん
を応援します。ぜひ一度お
立ち寄りください。

男女共同参画社会づくりのた

めの交流・ネットワークづく

りや学習機会・情報の提供、

また、女性問題や男女の自立

促進に関する相談を通して、

市民のさらなる男女平等意識

の醸成やよりよいパートナー

シップづくりに努めます。

【協力】松山手話サークル椿の会　マネキネマ

観るだけでも楽しいけれど、今回は、ト
ークも加えた映画祭。講師には、子規記念
博物館館長天野祐吉さんをお迎えします。
春まだ浅いこの時季、ご家族やお友達と
「優しさ・元気」にふれながら心あたたま
る1日をコムズで過ごしてみませんか？

都会っ子のサンウは母親
の仕事の都合で夏休みの

間、貧しい山村に一人で住む祖母の
ところに預けられる。不自由な田舎

の生活に不満を爆発させるサンウはわがままし放題。しかし、決して
叱らず、サンウの願いを一心に叶えようとするおばあちゃんに、サン
ウは少しずつ心を開いていく…。

Ⅰ部　●映画上映「おばあちゃんの家」（87分）
●トーク　テーマ「ありがとう」（40分）

講師：子規記念博物館館長　天野祐吉さん
Ⅱ部　●映画上映「マーサの幸せレシピ」（105分）

■日時：平成18年2月19日（日）
Ⅰ部 9：45～＜トークは11：30～＞　Ⅱ部 13：00～

■場所：コムズ5階　大会議室　■定員：各100名程度

■内容：

「おばあちゃんの家」
2002年・韓国

申し込み時に子ども（1歳～就学前）の氏名と年齢をお知らせくださ
い。ただし、午前・午後ごとに、子ども1人200円が必要です。※
予約制（定員各15名）

託児

2月11日（土）までにハガキ（電話・ファックス可）にて住所、氏名、

電話番号、希望イベント（Ⅰ部・Ⅱ部）をお知らせください。
申込
方法

〒790‐0003 松山市三番町6丁目4‐20
松山市男女共同参画推進センター

「コムズ de 映画
シ ネ マ

」係
TEL：943‐5777
FAX：943‐0460

お申し込み先

腕のいいシェフで、職場
でも一目おかれるマーサ。

しかし悩みは尽きずカウンセリング
に通う日々。そんな時、姉の突然の

死で幼い姪を引き取る。真面目なマーサは一生懸命尽くすが、姪は反
発するばかり。イタリアの父に会いたいと言われ、どうしてよいか分
からず悩むところへ、軽薄なイタリア男がシェフとして職場へやって
くる。

「マーサの幸せレシピ」
2001年・ドイツ

松山市男女共同参画推進センターの基本的な考え方
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