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COMS FESTIVAL

コムズフェスティバル
～みつけよう自分らしさ　ひろめよう男女共同参画～

アトラクション
Attraction

現在多くのイベントで引っ張りだこの松山大
学チアボーイズが登場！キュートで若さ弾ける
ダンスパフォーマンスに、会場のみなさんも思
わず笑顔のオープニングとなりました。

トリノオリンピック終了後に、同じ会場でパラリンピッ

クも開催されます。オリンピックのニュースは1日中流れ

ているのに、どうしてパラリンピックは小さなものなので

しょう。残念ながら、私は日本という国が差別を作ってい

ると感じています。オリンピックの管轄は文部科学省、パ

ラリンピックは厚生労働省という違いがあるためかもしれ

ません。初参加したアトランタ大会では、水着やジャージ

がオリンピック選手とは異なり、紺色のスクール水着のよ

うなものでした。今はだいぶ良くなりましたが、まだまだ

私たちの置かれている環境は、オリンピック選手と比べる

と大きな違いがあります。

アテネパラリンピックのビデオを、まずは見てください。

当日の様子や、アテネまでの4年間が私にとってどのよう

なものであったかも含めて見て欲しいと思います。

（ビデオ上映10分）

「競泳」…運動機能障害と視覚障害の選手が、障害の程度に

分かれて競い合います。私はこの大会で獲得した金メダル

の1つを、今は亡き親友、ドイツのカイ選手に捧げました。

彼女とは同じ障害を持つ者同士、お互い励まし合ってきた

良きライバルでもありました。訃報を受けたころ、私も障

害からくる合併症で入院。薬の副作用で体重が25㎏も増

え、引退も考えました。その時、私を励ましたのは、最後ま

でアテネを目指して、リハビリになればと作っていたカイ

さんの絵やオブジェでした。「カイが生きていたら、絶対泳

ぎたかったはず。その気持ちを引き継いでアテネで爆発し

よう!」こうして私は、再びトレーニングを開始しました。

13歳の中学1年生までは元気に通学し、陸上部とバス

ッケット部を掛け持ちするほど運動が大好き。ところが突

「輝いて生きる」
～アテネへの軌跡～

講師：成田　真由美さん
アテネパラリンピック金メダリスト

1970年神奈川県生まれ。13歳で脊髄炎
を発症し、両下肢麻痺で車椅子生活となりま
した。泳ぐのが大嫌いでかなづちだった成田
さんが、水泳と出会ったきっかけは意外なこ
とでした。「リレーの選手が1人足りない」
と誘われ1度は断ったものの、大会が仙台で
あることを知り「名物が食べられる」と思い

なおし、出場したそうです。その後アトランタ、シドニー、ア
テネとパラリンピックに連続出場し、世界新記録を樹立。テレ
ビ局に勤務しながら、「障害者に対するイメージが変わってく
れれば」と講演活動にも取り組んでいます。

パラリンピックを差別しないで

13歳の分かれ道アテネパラリンピックに向けての4年間

基調講演

総合テーマ
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コムズフェスティバル特集

然、ひざの痛みで入院。手術をすることになりました。手

術後も、痛みは増すばかり。結局、背中の脊髄にばい菌が

入り、足が治ることはありませんでした。

入院中、私は母に「何で私なんか産んだのよ。代われる

ものなら代わってよ！」、姉には「妹が入院しているのに、

よく学校に行けるよね」とひどい言葉を投げつけました。

その度に2人は泣きました。その涙を見た時、人の気持ち

も考えずにいた自分に、ものすごく腹が立ったのを今でも

覚えています。高額な医療費のことを詫びると、「子ども

はお金の心配なんかしなくていいんだよ。それより、家族

4人みんなそろってご飯が食べられるようにがんばろ

う！」そう母は言ってくれました。家族のおかげで、ここ

まで来ることができたと思っています。

私にとって車椅子は「めがねを必要としているのと同じ

こと」。でも、車椅子はとても目立ちます。じろじろ見ら

れます。「それならかえって派手なのにしよう」と気持ち

を切り替えました。見てください！私の車椅子、前の小さ

なタイヤがこんな風に光るんです。

電車を利用した時のことです。乗り換えのため、ホーム

への移動を駅員さんに頼むと、35分も待たされました。

しかたなく近くを歩いている人にお願いし、そのうちの1

人が周りの人にも呼びかけてくれて、あっと言う間に4人

の男性が集まりました。ホームに上げてもらいお礼を言っ

ていると、職員が顔色を変えてやってきて「何かあった時

の責任問題は誰がとるんだ。勝手にそんなことされたら困

るんだよ。何で介護者も付けず1人で来たんだ。何で前も

って電話しないんだ。何でこんな忙しい時間に来たんだ！」

と言われました。私も負けじと「誰の責任にもしません。

35分も待たされた私の気持ちも分かってください。あな

ただって歳をとって思うように歩けなくなった時、車椅子

に乗る日が来るかもしれないと思うんですけど」と忠告し

ました。

式場を勝手に予約し、付き合っていた彼に電話でそのこ

とを伝えて強制結婚に踏み切った私。大成功でした。でも、

彼の両親には反対されると思っていました。「やっぱりお

嫁さんになる人は健康で歩ける人がいいはず。そう思われ

て当然。障害のことをどう言えば分かってもらえるだろう

か」と、とても悩みました。ところが、「本人同士が良け

ればそれでいいじゃない。幸せになりなさい」と言ってく

れたのです。すごくうれしかった。彼は男3人兄弟なので、

お嫁さんが3人います。その嫁同士を、「この嫁にできて

どうして真由美にできない」といった比べ方を一切しませ

ん。ひとりの人間として「真由美は真由美」とすごく尊重

してくれます。いつも車で遊びに行くので、彼のお父さん

とお酒が飲めません。すると、「今度うちに泊まりにおい

で。一緒に飲もう！」とお父さんが言ってくれました。泊

まりに行く前日、彼のお母さんから「真由美へ　我が家は

バリアフリーじゃなくてごめんね。でも心でカバーするか

らね」という温かいメールが届きました。そして2人は、

私のために新しいパジャマを用意してくれました。私は彼

の両親に愛されて包まれているんだって思います。夫もそ

ういう両親に育てられたので、とても穏やかな人です。仕

事をする母の姿を見て育った私は、結婚しても仕事を続け

ると彼に言いました。みなさんと出会ってパワーをいただ

ける講演会活動もしたい。彼は同意してくれました。基本

的な家事はしますが、布団干しはできません。私がやると

引きずってしまうからです。もちろんできない部分の手助

けは、彼がやってくれます。結婚できたことはすごくうれ

しいです。今住んでいる所のご近所の人たちとも仲良しで

す。おかずのやりとりをしたり、知らぬ間に近所の子ども

たちが私の家で遊んでいます。こうして私は、いろんな人

に支えられ、毎日楽しく明るく過ごしています。

私を救った家族の絆

前向きに生きていこう

車椅子にも優しい社会に

私を支えた人々

「幸せの金メダル」
今の明るく元気な成田さんからは、車に追突されて両手にも

障害を負ってしまったことや、入院中、同室の子どもたちの前
で泣いてはいけないと、タオルを口にはさんで声を出さず泣い
た話など想像もつきませんでした。自分だけでなく障害を持つ
仲間のことまで考え、理不尽なことにはとことん立ち向かう成
田さんに、真のたくましさを感じました。そんな彼女だからこ
そ、素敵な家族や仲間にめぐり逢えたのでしょう。講演の最後
に6つの金メダルを回してくれました。今の幸せも、彼女自身
がつかみとった金メダルだと思います。

（リポート　朝比奈嘉世子）
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「わたしにもできるDV防止への取り組みＰart2」

昨年度に続き、DV（ドメスティック・バ
イレンス）の実態から防止への取り組みにつ
いて3名のパネリスト（心理相談員・大学
生・警察）による発表を軸に、参加者との意
見交換をはさんで学習を展開しました。客野
久子コーディネーターは「DVは人権侵害で
あり、いかなる理由があろうとも暴力は犯罪
であることをすべての人が認識し、DV撲滅に動かなければならない」と結ばれ
ました。DV防止活動は自分にもできることがあると、脳裏に残る役立つ情報が
得られ、DVへの認識を高めることができました。

パープルリボンの会（DV防止啓発活動グループ）

「和食であったかホームパーティー」
～みんなでつくろう“さんかく”料理パートⅢ～

これまで「中華」「イタリアン」と回を重ねてきた“さんかく”料理の分科会。今回は和食に取
り組みました。メニューは「がんもどき」「粕汁」「ひじきのおもぶり（愛媛の伝統料理）」「菜飯」
「そばサラダ」の5品。参加者は31名で男女比は1：2でした。中には第1回から参加のご夫婦や
新婚のご夫婦もいらっしゃり、「共に作り共に食べる」楽しみが少しは伝わったかな？とメンバー
一同うれしく感じる分科会となりました。

サ行の会（元コムズ運営推進委員有志の会）

S E C T I O N A L  M E E T I N G  R E P O R T

「みつけよう自分のウォーキング」

誰もが健康でいきいきと生活できるために、この1年間、骨粗しょう症の予防に取り組んでき
ました。今回、講師に健康スポーツ研究所所長盛實省二さんを迎えて、骨づくりに必要な安全で
いつでもどこでもできる自分にあったウォーキングを33名の参加者のみなさんと一緒に体験、学
習しました。盛實さんの「達人ウォーキング」はスポーツ科学の理論に裏づけされた歩き方で、
からだの根幹を整え、からだの内面エネルギーを充実させれば、健康だけでなく生き方まで変え
られることを、ひきこもりの子どもが立ち直った例などを交えて、的確にまた、ユーモアをふんだんに取り入れて教えていただきました。笑
い声の絶えない中、参加者のみなさんから「だたの歩き方だと思っていたのに、自分の生き方まで考えさせられた」とか「1回だけでなく継
続して欲しい」との要望や「とても楽しく有意義な2時間でした」という感想が一番多かったです。私たち実行委員一同も参加者のみなさん
に喜んでいただけたのが最大の成果と、うれしく思っています。

楽々ライフ（健康を考える会）

「やってみよう！身近なことから
私にできる男女共同参画」

平成17年8月、ヌエック
（国立女性教育会館：埼玉県）
で開催された「女性学・ジェ
ンダー研究・交流フォーラ
ム」に派遣市民として参加し
た3名による報告と、「女性
のパワーアッププログラム」
のワークショップを開催しま
した。仕事に対する考え方により分析型、管理（行動）型、協調
型（友好）型、自己顕示型の4つのグループ分かれての話し合い
では、活発な意見が交換され盛り上がりました。身近なことから
自分を見直し、一歩を踏み出す機会となりました。

ヌエック2005（コムズ市民派遣事業）

人権劇
「見つめてみよう　身の回りにある男女不平等」

「フロンティア北条」と名称
を変更し、男性14名、女性14
名の塾生でスタートした今年、
フェスティバルで分科会を開催
しました。 村典子コーディネ
ーターを中心に、身の回りにあ
る男女不平等を人権劇で上演し
ようと練習を重ね、本番に臨みました。班別協議も熱心かつ活発
に意見がかわされ、有意義な話し合いができました。男女の対話
や立場の理解、情報の収集など、これからもアンテナをめぐらせ
広い視野を持って男女不平等についてお互いに力を合わせて考え
ていきたいと思います。

フロンティア北条（元北条市生活文化女性塾）
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「ありがとうのこころをのせて」

5周年を迎え、地域で支え合う子育て・介護の思いやりの輪が広がりました。「ファミサポがあ
ってよかった」「私にもお手伝いすることができてよかった」とありがとうのこころでいっぱいで
す。本当に会員さんの温かさに支えられてここまで来ることができました。ファミサポの輪にも
っと多くの方々に入っていただきたくて、アドバイザー手作りの影絵「花さき山」を上映しまし
た。参加された方々はもちろん、会場は温かい心でいっぱいとなりました。これからもファミサ
ポをよろしくお願いします。

まつやまファミリー・サポート・センター

「ゲームコーナーに挑戦！」

パズルやドキドキルームなど6つの「ゲームコーナーに
挑戦！」では、たくさんの子どもが何度も挑戦していまし
た。遊戯室にはトランポリンの滑り台が登場。こちらもヤ

ミツキになっていたようです。集会室では雪の結晶が見える万華鏡を作るコーナーが大人
気。親子で協力して作っていました。事務室前にオープンした駄菓子屋は、子どもたちに
はもちろん大人にも大好評。夕方からは抽選会も行い大いに盛り上がりました。

松山市新玉児童館

「NPOと地元企業の連携」

市民生活の課題解決者であるNPOと企業が連携し、より良い地域・社会を築くきっかけづくり
を行いました。参加者が自己紹介を行った後、事例として「愛媛信用金庫でのNPO紹介ロビー展
示」を発表。その後、NPOと企業にわかれて相手にできること・してほしいことをまとめ、連携
できる分野を考え、意見交換を行いました。企業とNPOは連携できるとの意見が多く、まずはお
互いを知り合い、よい関係を築くよう、取り組んでいきます。そのためには、企業へのNPO認知
度向上を基本に相互理解を深め、連携の仕組みとモデル作りに取り組んでいきます。

まつやまＮＰＯサポートセンター

5

コムズフェスティバル特集

「魅力的に年を重ねよう」～男女共同参画時代の高齢者像～

高齢期をいかに主体的に魅力的に生きるかをテーマに、前半では参加者によるトーク＆トーク
「高齢社会なんてこわくない」、後半には松山市社会福祉協議会地域福祉課課長の白方雅博さんの
講演「ここが問題　これからの高齢社会」を行いました。4人に1人が高齢者という超高齢社会で
は、これまでの高齢者モデルや社会システムをなぞるだけでは安心・安全、心豊かな高齢期を過
ごすことは難しいです。これまでの高齢期への意識やシステムを問い直すことを主眼に参加者と
ともに話し合いました。

ウェルエイジングクラブまつやま・高齢社会を考える会

「文明の衝突を考えよう」
～平和な世界を作るために！～
世界平和を目指す道を求めての討論会でしたが、キ

リスト教、イスラム教、仏教の宗教世界の立場から、また、戦争体験者の立場から、若い
お母さんとしての立場からなどなど、平和の問題について3時間に渡り、参加者16名が、
熱い論議を交わしました。平和への道で肝要なのは「子どもたちへの教育」「他者を認め
る寛容さ」が重要との意見に達しました。

まつやま国際交流センター

パネル展示

1階ロビーにて、人材養成ステップアップ
コースⅡ受講生、2004を受け継ぐ会
（国際理解グループ、高齢社会を考える会、
データを考える会）によるパネル展示を
しました。

コムズ1Fホール
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「はーと・ねっと・くらぶ」代表田中啓文さん、「2004を

受け継ぐ会」代表本田美紀さん、「NPO法人GCM庚申庵倶楽

部」専従職員渡部佳子さんをお迎えして、シンポジウムが開催

されました。最初にコーディネーターの鎌田サチ子男女共同参

画推進センター館長より「松山市が目指している男女共同参画

社会とは、男らしく・女らしくという縛りではなく、男女が性

別に関わりなく個人として尊重され、本人の意志により生き生

きとその個性と能力を十分に発揮できる社会です。男性・女性

の生き方に対する固定的な概念、決めつけを解消することが男

女共同参画社会づくりの目的のひとつととらえております。そ

こで今日は3名の方にお話をお伺いしながら、みなさんと一緒

にテーマに迫っていきたいと思います」とお話がありました。

以下3人のお話をまとめてみました。

田中さんは、障害児と健常児が互いに助け合いながら自炊キ

ャンプを通じて、助け合いの心や社会性を育てることを目的と

している「あいあいキャンプ」を毎年主催されています。この

キャンプでは、ボランティアスタッフの若者たちも毎回すばら

しい成長を遂げています。この活動を始めるきっかけとなった

のは、大学時代に参加したボランティア活動でした。そのとき

の感動が忘れられず、今日につながっているそうです。会社経

営とボランティアの両立は外から見たら大変だと思われるよう

ですが、ボランティア活動のおかげで色々なヒントやアイデア

を与えてもらい、それがいい相互作用・相乗効果となり、どち

らもうまくいっているとか。活動を通じて、最高の仲間ができ、

子どもたちのすばらしい笑顔に接する方がお金儲けよりずっと

うれしいそうです。将来は、会社経営と「はーと・ねっと・く

らぶ」の活動を融合させてよりすばらしいものにしていきたい

と力強く話して下さいました。

本田さんは「日本女性会議2004まつやま」の実行委員とし

てご活躍され、大会を成功裏に終えられました。その中で「協

働」という言葉がキーポイントになると実感されました。それ

はキルトへの市民ボランティアの参加であったり、舞台上の学

生と会場の参加者との一体感であったり、いろいろな場で感じ

ることがあったそうです。その活動をそのまま終わらせるので

はなく、さらに実践させたいと「2004を受け継ぐ会」を立ち

上げられました。生き生きと活動されている本田さんにも、結

婚、出産、介護などに日々追われ、深まる孤立感の中、24時

間家族と向き合う自分が怖くなった時期があったそうです。こ

のままではいけないと近所の方に相談しました。「仕事は完璧

でなくていいから、地域に出て行ってごらん」と肩をたたかれ、

一歩を踏み出されたそうです。この経験から「若い人たちにも

肩の力を抜いて生きて欲しい」と伝えていくことが自分のライ

フワークだと思われているとか。自分のことを見極めながら自

分らしく、したたかに生きていきたいそうです。

渡部さんは、庚申庵の管理やイベントの企画などをされてい

ます。庚申庵は江戸時代の俳人栗田樗堂が1800年に建てた草

庵です。老朽化が進んだことから、2000年、新たに復元され

ました。子ども教室、夕涼み会、コンサート、観月会、湯豆腐

忌などさまざまなイベントを通じて、訪れた人たちやボランテ

ィアのみなさんと交流を深めておられます。大学卒業後、就職

したものの、煮詰まった渡部さん。このままでは過労死するの

ではと思い、それなら自分の好きなことをしたいと大学時代の

恩師に相談し、今の仕事に就かれました。小さい頃から文化財

に興味があり、学生時代には発掘のアルバイトも経験されたと

か。今の仕事は、通勤に往復5時間かかりますが、前の仕事で

は感じられなかった、力を合わせてやり遂げるすばらしさを知

ることができたそうです。今後は、作られた箱物に人をどう生

かしていくか、人々にどう楽しんでもらうかを考えながらやり

がいを見つけていきたい。それが喜びにつながるということで

した。

3人とも活動内容は異なりますが、それぞれ自分の努力はも

ちろん、周囲の理解を得ながら、仲間たちと支え合い、常に鋭

い視点を持ち、色々な情報をキャッチしそれを生かすことで、

輝いていらっしゃるのではないでしょうか。会場からも3人に

たくさんの温かいエールが送られました。この思いをみんなで

共有し、次世代の人たちへもつなげていけたらとてもすばらし

いことだと思いました。

（リポート　柏より子）

シンポジウム 2月5日（日）

「自分らしく輝いて生きる」
■シ ン ポ ジ ス ト：田中啓文さん（「はーと・ねっと・くらぶ」代表）

本田美紀さん（2004を受け継ぐ会代表）

渡部佳子さん（NPO法人GCM庚申庵倶楽部専従職員）

■コーディネーター：鎌田サチ子（松山市男女共同参画推進センター館長）
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今日の映画はよかったです。淀川長治さんなら「面白いです

ね」「面白いですね」と5、6回言うくらいいい映画でした。彼

は決して映画をけなさない人です。どんな映画でも見ようによ

っては、面白いところがあるんだ。それを見てあげることが大

切だという考えの人です。これは人間関係も同じで、人間もち

ろんそれぞれいいところがあるので、それを発見するのがとて

も大事なことです。この映画は子役以外はほとんど素人を起用

し、その素人の持っている力を100％監督が活用して、すばら

しいフィクションの世界が生まれています。映画が成功した

90％はあのおばあちゃんを見つけたということに尽きる気が

します。

この映画は僕みたいに東京で暮らしている人間には、非常に

身近な問題です。これはソウル(都会)と田舎＝人工と自然がテ

ーマになっています。あの子どもは人工的な世界に住んでいて、

自然とは無縁の生活です。一方あのおばあちゃんは、100％濃

縮還元の自然の中で暮らしています。100％人工の世界と

100％自然の世界がそこで衝突している。最終的には人工と自

然をつなぐものはなんなんだということになります。

映画の最後におばあちゃんが坂を上って行く姿を見て、この

映画は、ただコミュニケーションのできなかったおばあちゃん

と孫が、最後には心が触れあった美しくも悲しい映画というだ

けではなかったことに気づきます。「人間の一生って何だろ

う？」、「生きるってことは一体何なんだ！」ということを最後

のおばあちゃんの孤独な姿が感じさせます。でもおばあちゃん

の孤独は今や孤独ではないという風にも見えます。それはあの

子どもが“はがき”（字の書けないおばあちゃんが会いたくな

ったとき出せるように）を作っていったからです。あの“はが

き”を書いたということがもう時間、空間を超えて家族が繋が

ったんだ、だからおばあちゃんは決して孤独じゃないんだって

思えます。あのおばあちゃんを見ていると、あれは自分のおば

あちゃんでもあるんだなあという気持ちも出てくる。ああいう

おばあちゃんがもう30年もしたらいなくなるかも知れない。

「いいんですかそれでも」と社会意識を振りかざさず、さりげ

なく温かく終わりながら“みなさんで考えてね”とあの映画は

語っていると思います。

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…。

「おばあちゃんの家」

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」

Ⅰ部　映画上映「おばあちゃんの家」（2002年・韓国）&トーク

Ⅱ部　映画上映「マーサの幸せレシピ」（2001年・ドイツ）

テーマ「ありがとう」 講師：子規記念博物館館長　天野祐吉さん

男女共同参画週間（毎年6月23日～29日）にちなんで、女性の生き方を描いた作品を上映します。詳しくは、コムズ

館内ポスター・チラシ、広報まつやま等でお知らせします。お楽しみに。

ビデオ上映会のご案内 6月23日（金）コムズ視聴覚室にて

この映画を見て本当にお金で買えない大切なものがあること

をつくづく再確認しました。バスの中から孫が“ごめんなさい”

の手話をしているシーンは、監督が自分の祖母に言えなかった

“ありがとう”の気持ちもこもっているような気がしました。

天野さんの温かい口調の講演とすばらしい2本の映画で1日と

ても澄み切った気分で過ごすことができました。

（リポート　柏より子）
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コムズに遊びに
来ませんか？

コムズフェスティバル（2月4日・5日）とコム
ズde映画

シ ネ マ

（2月19日）。いかがだったでしょうか。
今年も、たくさんのみなさんにご来館いただきあ
りがとうございました。3日間のイベントを通し
て、さまざまな生き方について触れることができ
たのではないでしょうか。フェスティバル総合テ
ーマ「みつけよう自分らしさ　ひろめよう男女共
同参画」。あなたの「自分らしさ」はみつかりま
したか？それぞれの能力を発揮し、互いの良さを
認めあう社会でありたいと思います。

（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。

4月15日～受付開始

平成18年度男女共同参画出張講座

：平成18年5月～平成18年12月末まで

：申し込み者の希望する日時・場所で開催します。（ただし、会場の確保・準備は申し込み者で）

：20人以上の各種団体・グループ

：講師派遣に伴う費用（講師謝礼・交通費）は、財団が負担します。

：下のテーマからお選びください。それ以外に希望するテーマがあれば、ご相談ください。

：開催希望日3週間前までに、電話でお申し込みください。15グループ受け付け次第締め切ります。

実 施 時 期

日時・場所

対 象

費 用

テ ー マ

申し込み方法

■

■

■

■

■

■

男女が対等なパートナーとして参画する社会の実現に向けて、一緒に考えてみませんか。
希望するグループなどに講師を派遣します。

男女のより良い関係を目指して
これからの生き方を考える

セクシュアルハラスメントを考える
家族のための法律講座（家族法等）
女性と労働（パート労働、年金等）
家庭内の暴力を考える
（夫婦間で、親子間で、恋人同士で）

働く女性のための健康管理
（無理なダイエット・むくみ・低血圧等）
中高年の健康
（更年期障害・骨粗しょう症・肥満を防ぐ）
女性特有の病気に備える（乳がん・子宮がん等）
女性の性を考える（妊娠・出産・避妊・思春期）

育児ストレスを乗り切る
中高年を豊かに過ごす
（空の巣症候群・過労死・ストレスを防ぐ）
コミュニケーション講座

支えあう老後（夫婦で介護）

松山市男女共同参画推進センター・事業係（TEL：943‐5777 FAX：943‐0460）申し込み先

調理実習、ダンスやリラクゼーションで体を動かす講座も開催
できます。ぜひご相談ください。

男女共同参画 こころとからだ

介　護

法律・制度

健　康

テーマ
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