
編集後記

～男女共同参画は未来を創る力～

大切にしよう、
あなたのこころ・からだ・生き方

なくそう！ドメスティック・バイオレンス
チャレンジする女性たち
報告：女性のための情報活用ワークショップ ほか
案内：自分発見ワークショップ ほか
リポーター体験隊が行く
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リポーター このコーナーでは、市民活動の拠点でもあるコムズを中心に

様々な活動をしているグループ、団体を紹介します。

〜私たちも体験してきました〜

8 情報発信「コムズ」 

体験隊が行く！ 

踊る 中四国ハワイアン協会

ハワイアンの調べにのって
ゆったりと踊ります。色鮮やか
な衣装と首にかけた、花や葉
や貝や木の実で作ったレイが
素敵です。腰から下は、横に
動くステップ、上半身で、美し
い風景や心の動きを表現しま
す。「自然を大切にする」「人を愛する」というハワイアンスピリッツ
を感じることができました。皆さんフラを始めてから、健康で身体の
線がきれいになったとか。ゆったりとした動きなので年齢が高くなっ
ても楽しめます。笑顔で踊っている姿は、魅力的でした。ひょうたん
で作ったイプという打楽器も、素朴で心地よく癒されました。（山内）

いつでもＯＫ
だれでもＯＫ
毎月第1、3木曜日　13:00 ～14:30
コムズ多目的室にて
高橋さん（TEL:964-2246）
1回 1,500 円

Information 

観る マネキネマ

定期的にすぐれた映像を紹介
する活動をされていますが、
今回は、コムズの男女共同参
画市民活動支援事業として、
松井久子監督トーク『映画に
想いをのせて』を企画・運営。
監督の「男女それぞれが描く
作品があっていい。大切なのは、自分が何をしたいかというビジョ
ンの有無とそれを伝えること」というお話は、次回作「レオニー」へ
の想いと重なり、熱いメッセージとなって伝わってきました。マネ
キネマと監督。どちらも前向きな生き方の提案で、パワーをもらい
ました。（村松）

Information 

語る コスモスの会

今回、町田政明さん（ギャンブ
ル依存ファミリーセンター・
ホープヒル代表）を招いての研
修会に参加しました。ギャンブ
ル依存症は、進行していく病
気であることを初めて学びまし
た。そして、誰にも相談できず、
長い間苦しむ家族の存在も。病気だと理解して正しい対応をすること
が大切ですが、その一歩は、家族が行動を起こすことです。正しい情
報と支えあう仲間のいる家族会の活動が重要だと知りました。それに
しても依存症を大量に生み出そうとしているかのような社会のあり様。
私たちは、どう向き合っていけばいいのでしょうか。（村松）

Information 

表紙について

知る エナジーカフェ

エナジーカフェのベースは、コ・
アクティブ（協働的）・コーチ
ングです。「一度きりの人生を
自分らしく、よりよく生きた
い。」という強い願いが込めら
れており、個人が人生やキャリ
アにおいて自らが望む目標を
達成することをサポートするコミュニケーション方法です。このワー
クショップでは何かを学ぶのではなく感じることが大切。本当の私っ
てどんなだろう、どんな風になりたいと思っているんだろう、自分自
身のことなのに気づいていない部分がたくさんあることに気づかされ
ました。コーチの大内さんがとてもおもしろい方でとても和やかな雰
囲気でした。本当の自分探しをしたい方に是非おすすめします。（忽那）

Information

・卓越した技能を持ち、その道の第一人者と目されている「現代の名工」。平成18年度、150名の方が表彰さ
れましたが、女性の表彰者は10名以下です。
・2007年6月現在、県内では日本看護協会の認定資格を持つ専門看護師が3人、認定看護師が33人います。
また7月には、全国で2例目になる「愛媛専門・認定看護師連絡協議会」が設立されました。
・男性を対象としたメンズエステが増えています。男性も「美」や「いやし」を求める時代です。一方、全国に約3
万人といわれるエステティシャンは、圧倒的に女性です。

11月12日～25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」
週間です。男女共同参画の概念が浸透しつつある今で
も、女性に対する暴力はまだまだなくなりそうにないの
が現状です。この期間、コムズでは、ドメスティック・バ
イオレンスに関する調査のパネル展示や、女児に対す
る暴力をテーマにした映画の上映会を行います。この
機会に、女性の人権について考えてみませんか。　（Ｎ）

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
だれでもＯＫ
年6回の例会（上映会）
主として公共施設にて
塚原さん（TEL:973-9570）
入会金 1,000 円　月会費 500円

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
ギャンブル依存症に関わっている方
毎月第2日曜日
コムズ会議室にて
岡田さん（TEL:956-0505）
１回 500円

参　　　加 
対　象　者 
開　　　催 
 
問い合わせ 
参加費用  

要予約（定員12名）
だれでもＯＫ
随時開催
大内さん（TEL:090-8979-6776）
１回 300円

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用



2 情報発信「コムズ」 3 情報発信「コムズ」 

　これまでに自分の家庭でＤＶ行為が行われたことはないと答えた人は、女性が46.6%、男性が38.3%でした。このことか
ら、半数を超える家庭で何らかのＤＶ行為があったと考えられます。行われた暴力の内訳で最も多かったのは、男女ともに
「大声でどなる」（男女ともに、「あった」と答えた人の20%強）、次いで「物にあたる」（女性14.1%、男性9.0%）となりました。
「足で蹴る」「突き飛ばす」「げんこつで殴る」といった直接的身体的暴力も、女性の5～ 7%（男性は2～ 3%）が「あった」と答
えています。

　「ドメスティック・バイオレンス」（略して DV）とは、「夫や恋人など親密な関係にある（あった）男性から女性に対して振るわ
れる暴力」という意味です。暴力には、「身体的暴力」だけでなく「精神的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」「子どもを使っ
た暴力」等があります。

なくそう！ドメスティック・バイオレンス
松山市男女共同参画推進センター・コムズでは、平成17・18年度に

「家庭におけるパートナーシップに関する調査」を実施しました。その一部を報告します。

多くの女性が配偶者等から被害を受けています多くの女性が配偶者等から被害を受けています
国の調査（2005年）によると、女性の４人に１人が身体的暴行を受けています
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Life Story 

Life Story 

Challenging Women

A.

A.
A.

A.

A.
A.

チャレンジする女性たち［第5 回］

①じゃがいも、にんじんを茹でる。
②フライパンに油を熱し、ベーコン、玉ねぎ、
　じゃがいも、にんじんの順に炒めて、
　塩・コショウする。
③溶き卵を流し入れて火を弱め、蓋
　をして好みのかたさに仕上げる。

近年、日本の一般家庭でもガーデニングをする人が増え、フラワーデザインに
興味がある方が増えてきました。フラワーデザインの世界もファッション業界
と同様、流行があるので、ヨーロッパ、中国でのフラワーデザイン展へ積極的
に参加するなど、勉強の毎日です。最近では高校生の関心も高く、フラワー装
飾技能検定という国家検定や、日本フラワーデザイナー協会の資格を目指す生
徒さんもたくさんいます。現在、中学校や高校で講演をする機会が多いのですが、
社会貢献になればという気持ちで毎日いそしんでいます。私自身、初めからこ
の仕事に興味があったわけではないのですが、いろいろなことに興味を持ち、
軽い気持ちでいろんなことに挑戦してきました。

これからの女性は個性的なほうがいいという助言を知人から受け、当時の愛媛では珍しかったのです
が、東京の短大の園芸コースに進学しました。松山で仕事を始めるきっかけは、23歳のとき松山のフ
ラワーデザインスクールの講師として招かれたことです。さらに夫がフラワーショップと農園を経営
していたこともあり、松山に本拠地をおいて仕事を始めることができました。

チャレンジのきっかけは？

高齢の方、学生の方など生徒さんは様 で々すが、花を通じてみなさんと繋がっていることです。１５年から２０年と
長く通ってくださっている生徒さんもいますし、お花屋さんになる生徒さんもいて、よき心の友となっています。ま
た愛媛マイスターとして中学校や高校にも出かけることが多いのですが、今から将来を見据える中・高校生の方を
対象とした講演では、「種をまく」という気持ちでお話をしています。私なりに社会貢献ができればと思っています。

今感じているやりがいは？

（リポーター : 忽那 笑実） （リポーター : 山内 隆子）

自分の仕事は自分で決めたことなので、いくら忙しくても家事と両立するように心がけています。確かに忙しい毎
日ですが、ゆったりとした気持ちで仕事に取り組み、感情はすぐ表わさず気持ちの切り替えをすることが大事だと
思います。家では母親、店ではオーナー、生徒さんの前では先生であるという自覚をきちんと持つようにしています。
何をするにも準備が８割という気持ちで、段取りよくするようにしています。家族の支えもとてもありがたいです。

行動範囲を広くして「これは自分に向いている」「これだけは自信がある」ということを探すことです。若いうちはいろいろ
体験して、自分の中の得意分野を見つけること！何にでも関心を持つことは大いに結構です。

仕事とプライベートの
バランスは？

大洲市出身。東京の短大の園芸
コースを卒業後、フラワーデザイ
ンの世界へ。生け花の勉強も。そ
の後、松山でフラワーデザインス
クールの開設にかかわる。結婚、出
産。この間、農園を経営する夫とと
もにフラワーショップ、フラワーデ
ザインスクールの経営に携わる。
平成14年度の「愛媛マイスター」
に選ばれる。
平成18年度の「現代の名工」に選
ばれる。

キャリアアップ、起業、再就職、ＮＰＯ設立など、さまざまな分野で新しい生き方にチャレンジしている女性を紹介します。

フラワーデザイナーとして後進の指導に「種をまく」

垣本 温代さん
現代の名工・フラワーデザイナー

【ライフストーリー】

香川県出身。愛媛大学医学部看
護科卒業。愛媛大学附属病院に
看護師として２年間勤務の後、
聖路加看護大学大学院へ進学。
大学院で、２年間在宅医療につ
いて研究後、東京で、在宅ホス
ピスケア専門の訪問看護ステー
ションに勤務。（２年間は所長
として）
結婚を機に松山へ。㈶日本看護
協会認定地域看護専門看護師の
資格取得。出産。
松山市内の医療法人総合病院在
宅医療支援センターに勤務。

Ｑ.１

Ｑ.2

Ｑ.3

【チャレンジしたい人へ一言】
一歩ふみだすことは、最初は、勇気がいると思います。でも、ふみだしてしまえば、その環境の中で先が見えてくるものです。
まず一歩、どんと、ふみだしてみましょう。

【チャレンジしたい人へ一言】
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大学の地域看護の実習の時、在宅で療養している人の表情がとてもよく、リハビリをしながら回復して
いく様子を見て、在宅医療はすごいと思いました。その後、病院で勤務しましたが、やはり、在宅医療に
ついて、きちんと体系づけて勉強したいと思い大学院に進学しました。研究者ではなく、実践家として活
動していく力をつけるために、その頃、制度ができて間もない地域看護専門看護師にチャレンジしました。

チャレンジのきっかけは？

病気が治らないとわかっていて、気持ちが揺れ動く中で、それでもやはり家で過ごしたいと思って
いらっしゃる患者さんに、いろいろな情報をお伝えしたり、話をお聞きしたりすることで、患者さ
んやご家族の方が安心された顔になった時、自分のしている仕事の意味を感じます。また、スタッ
フで一丸となって、チームで患者さんを支えていると実感する瞬間も、とてもやりがいを感じます。

今感じているやりがいは？

今の時点では、家庭をきちんと保ちながら、その上で仕事に全力投球したいと思っています。仕事
を経験していく中で、家族のつながりの大切さを感じます。家庭がハッピーであれば、その活力で
仕事も頑張れます。仕事でストレスを感じた時、家庭で癒されると相乗効果で仕事もうまくいき、
人生の満足度も高くなるように思います。

仕事とプライベートの
バランスは？

Ｑ.１

Ｑ.2

Ｑ.3

在宅ケアを受けたい方のお話をうかがいながら、必要な医療体制、介護体制を
整えて、実際に家での生活が安定するまでのサポートをしています。総合病院
を退院された方などが、不安なく、自分が療養したい場所で療養できるように
サポートします。学生時代に在宅看護の大切さを感じ、大学病院勤務の後、勇
気を出して大学院に進学し、地域看護専門看護師コースで、在宅看護について
勉強しました。仕事柄、いろいろな人の人生に触れることが多く、人と人との
つながりの大切さを感じます。ずっと仕事中心できましたが、出産を機に、今
は家庭も仕事も大切にと考えています。一つ一つの仕事をきちんと解決してい
くことが、地域看護のシステムをよりよくしていくことにつながっていくと思
います。地域全体で在宅医療を支えられるように、できるところから活動して
いきたいと思います。

在宅医療のエキスパート！地域全体で在宅医療を支えたい

吉田 美由紀さん
（財）日本看護協会認定地域看護専門看護師

ゆ・る・り・ライフ“ゆ・る・り・ライフのすすめ”がんばっている
アナタのための

今回は、コムズ登録団体『松山友の会』さんに教えていただきました。忙しい朝でも簡単にできる農夫の朝めし
（じゃがいも・ベーコン入りオムレツ）で、一日を元気にすごしましょう。

粉チーズ、パセリ、
グリンピースを
加えてもおいしい！

色鮮やかで、
見た目もグー！

＜材  料＞
・じゃがいも   200g
  （5mm厚さのいちょう切り）
・にんじん      50g
  （5mm厚さのいちょう切り）
・玉ねぎ（薄切り）  1/2 個
・ベーコン（細切り）      2 枚
・卵 　　　　　2～3個
・塩・コショウ 　　少々

野菜たっぷり、栄養たっぷりのカンタン朝ごはんで、家族みんなで「早ね、早おき、朝ごはん」にトライしてみませんか？
次回３月号の「ゆ・る・り・ライフのすすめ」は、イマジネーションでゆ・る・り・です。お楽しみに！

『料理でゆ・る・り』第6回

20代

50代

60代

【ライフストーリー】

20代
前半

20代
後半

30代
前半

かき もと　 はる   よ

よし　だ　　 み　  ゆ　  き

私のオ・ス・ス・メの1冊
男性史３　「男らしさ」の現代史
阿部 恒久、大日方 純夫、天野 正子　編
「男性史」？と耳慣れない言葉だが、「女性史」の研究の進展とともに、特に男女共同参画を考えるには、
「男性史」「女性史」の両方をつき合わせていく必要がある。この本には、戦後から現代まで、「男性史」
「男らしさ」が各々の時期にどのような特徴を持っていたか、変化していったか、また男性自身が「男
らしさ」にどのように向き合って生きてきたかが、書かれている。最後の章では、「電車男」や「冬の
ソナタ」の主人公の男性像についての考察から入り、現代日本の状況を述べているが、よくわかり
おもしろかった。勇猛果敢というような「男らしさ」は現代ではあまり期待されなくなり、多くの若
年男性たちは、それに違和感をもっていること、「男らしさ」「女らしさ」から「自分らしさ」として他
者に理解されていく時代になっていることに触れ、どう生きるかを考えさせられる。
リポーター：山内 隆子　　　　　　　　　　　※紹介した本は、コムズ2階図書コーナーにあります。

できあがり！

～つくりかた～
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②フライパンに油を熱し、ベーコン、玉ねぎ、
　じゃがいも、にんじんの順に炒めて、
　塩・コショウする。
③溶き卵を流し入れて火を弱め、蓋
　をして好みのかたさに仕上げる。

近年、日本の一般家庭でもガーデニングをする人が増え、フラワーデザインに
興味がある方が増えてきました。フラワーデザインの世界もファッション業界
と同様、流行があるので、ヨーロッパ、中国でのフラワーデザイン展へ積極的
に参加するなど、勉強の毎日です。最近では高校生の関心も高く、フラワー装
飾技能検定という国家検定や、日本フラワーデザイナー協会の資格を目指す生
徒さんもたくさんいます。現在、中学校や高校で講演をする機会が多いのですが、
社会貢献になればという気持ちで毎日いそしんでいます。私自身、初めからこ
の仕事に興味があったわけではないのですが、いろいろなことに興味を持ち、
軽い気持ちでいろんなことに挑戦してきました。

これからの女性は個性的なほうがいいという助言を知人から受け、当時の愛媛では珍しかったのです
が、東京の短大の園芸コースに進学しました。松山で仕事を始めるきっかけは、23歳のとき松山のフ
ラワーデザインスクールの講師として招かれたことです。さらに夫がフラワーショップと農園を経営
していたこともあり、松山に本拠地をおいて仕事を始めることができました。

チャレンジのきっかけは？

高齢の方、学生の方など生徒さんは様 で々すが、花を通じてみなさんと繋がっていることです。１５年から２０年と
長く通ってくださっている生徒さんもいますし、お花屋さんになる生徒さんもいて、よき心の友となっています。ま
た愛媛マイスターとして中学校や高校にも出かけることが多いのですが、今から将来を見据える中・高校生の方を
対象とした講演では、「種をまく」という気持ちでお話をしています。私なりに社会貢献ができればと思っています。

今感じているやりがいは？

（リポーター : 忽那 笑実） （リポーター : 山内 隆子）

自分の仕事は自分で決めたことなので、いくら忙しくても家事と両立するように心がけています。確かに忙しい毎
日ですが、ゆったりとした気持ちで仕事に取り組み、感情はすぐ表わさず気持ちの切り替えをすることが大事だと
思います。家では母親、店ではオーナー、生徒さんの前では先生であるという自覚をきちんと持つようにしています。
何をするにも準備が８割という気持ちで、段取りよくするようにしています。家族の支えもとてもありがたいです。

行動範囲を広くして「これは自分に向いている」「これだけは自信がある」ということを探すことです。若いうちはいろいろ
体験して、自分の中の得意分野を見つけること！何にでも関心を持つことは大いに結構です。

仕事とプライベートの
バランスは？

大洲市出身。東京の短大の園芸
コースを卒業後、フラワーデザイ
ンの世界へ。生け花の勉強も。そ
の後、松山でフラワーデザインス
クールの開設にかかわる。結婚、出
産。この間、農園を経営する夫とと
もにフラワーショップ、フラワーデ
ザインスクールの経営に携わる。
平成14年度の「愛媛マイスター」
に選ばれる。
平成18年度の「現代の名工」に選
ばれる。

キャリアアップ、起業、再就職、ＮＰＯ設立など、さまざまな分野で新しい生き方にチャレンジしている女性を紹介します。

フラワーデザイナーとして後進の指導に「種をまく」

垣本 温代さん
現代の名工・フラワーデザイナー

【ライフストーリー】

香川県出身。愛媛大学医学部看
護科卒業。愛媛大学附属病院に
看護師として２年間勤務の後、
聖路加看護大学大学院へ進学。
大学院で、２年間在宅医療につ
いて研究後、東京で、在宅ホス
ピスケア専門の訪問看護ステー
ションに勤務。（２年間は所長
として）
結婚を機に松山へ。㈶日本看護
協会認定地域看護専門看護師の
資格取得。出産。
松山市内の医療法人総合病院在
宅医療支援センターに勤務。

Ｑ.１

Ｑ.2

Ｑ.3

【チャレンジしたい人へ一言】
一歩ふみだすことは、最初は、勇気がいると思います。でも、ふみだしてしまえば、その環境の中で先が見えてくるものです。
まず一歩、どんと、ふみだしてみましょう。

【チャレンジしたい人へ一言】
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大学の地域看護の実習の時、在宅で療養している人の表情がとてもよく、リハビリをしながら回復して
いく様子を見て、在宅医療はすごいと思いました。その後、病院で勤務しましたが、やはり、在宅医療に
ついて、きちんと体系づけて勉強したいと思い大学院に進学しました。研究者ではなく、実践家として活
動していく力をつけるために、その頃、制度ができて間もない地域看護専門看護師にチャレンジしました。

チャレンジのきっかけは？

病気が治らないとわかっていて、気持ちが揺れ動く中で、それでもやはり家で過ごしたいと思って
いらっしゃる患者さんに、いろいろな情報をお伝えしたり、話をお聞きしたりすることで、患者さ
んやご家族の方が安心された顔になった時、自分のしている仕事の意味を感じます。また、スタッ
フで一丸となって、チームで患者さんを支えていると実感する瞬間も、とてもやりがいを感じます。

今感じているやりがいは？

今の時点では、家庭をきちんと保ちながら、その上で仕事に全力投球したいと思っています。仕事
を経験していく中で、家族のつながりの大切さを感じます。家庭がハッピーであれば、その活力で
仕事も頑張れます。仕事でストレスを感じた時、家庭で癒されると相乗効果で仕事もうまくいき、
人生の満足度も高くなるように思います。

仕事とプライベートの
バランスは？

Ｑ.１

Ｑ.2

Ｑ.3

在宅ケアを受けたい方のお話をうかがいながら、必要な医療体制、介護体制を
整えて、実際に家での生活が安定するまでのサポートをしています。総合病院
を退院された方などが、不安なく、自分が療養したい場所で療養できるように
サポートします。学生時代に在宅看護の大切さを感じ、大学病院勤務の後、勇
気を出して大学院に進学し、地域看護専門看護師コースで、在宅看護について
勉強しました。仕事柄、いろいろな人の人生に触れることが多く、人と人との
つながりの大切さを感じます。ずっと仕事中心できましたが、出産を機に、今
は家庭も仕事も大切にと考えています。一つ一つの仕事をきちんと解決してい
くことが、地域看護のシステムをよりよくしていくことにつながっていくと思
います。地域全体で在宅医療を支えられるように、できるところから活動して
いきたいと思います。

在宅医療のエキスパート！地域全体で在宅医療を支えたい

吉田 美由紀さん
（財）日本看護協会認定地域看護専門看護師

ゆ・る・り・ライフ“ゆ・る・り・ライフのすすめ”がんばっている
アナタのための

今回は、コムズ登録団体『松山友の会』さんに教えていただきました。忙しい朝でも簡単にできる農夫の朝めし
（じゃがいも・ベーコン入りオムレツ）で、一日を元気にすごしましょう。

粉チーズ、パセリ、
グリンピースを
加えてもおいしい！

色鮮やかで、
見た目もグー！

＜材  料＞
・じゃがいも   200g
  （5mm厚さのいちょう切り）
・にんじん      50g
  （5mm厚さのいちょう切り）
・玉ねぎ（薄切り）  1/2 個
・ベーコン（細切り）      2 枚
・卵 　　　　　2～3個
・塩・コショウ 　　少々

野菜たっぷり、栄養たっぷりのカンタン朝ごはんで、家族みんなで「早ね、早おき、朝ごはん」にトライしてみませんか？
次回３月号の「ゆ・る・り・ライフのすすめ」は、イマジネーションでゆ・る・り・です。お楽しみに！

『料理でゆ・る・り』第6回

20代

50代

60代

【ライフストーリー】

20代
前半

20代
後半

30代
前半

かき もと　 はる   よ

よし　だ　　 み　  ゆ　  き

私のオ・ス・ス・メの1冊
男性史３　「男らしさ」の現代史
阿部 恒久、大日方 純夫、天野 正子　編
「男性史」？と耳慣れない言葉だが、「女性史」の研究の進展とともに、特に男女共同参画を考えるには、
「男性史」「女性史」の両方をつき合わせていく必要がある。この本には、戦後から現代まで、「男性史」
「男らしさ」が各々の時期にどのような特徴を持っていたか、変化していったか、また男性自身が「男
らしさ」にどのように向き合って生きてきたかが、書かれている。最後の章では、「電車男」や「冬の
ソナタ」の主人公の男性像についての考察から入り、現代日本の状況を述べているが、よくわかり
おもしろかった。勇猛果敢というような「男らしさ」は現代ではあまり期待されなくなり、多くの若
年男性たちは、それに違和感をもっていること、「男らしさ」「女らしさ」から「自分らしさ」として他
者に理解されていく時代になっていることに触れ、どう生きるかを考えさせられる。
リポーター：山内 隆子　　　　　　　　　　　※紹介した本は、コムズ2階図書コーナーにあります。

できあがり！

～つくりかた～
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女性のための情報活用ワークショップ

宮田 佳子さん

松井 久子監督

（申請順）

たった一度の人生、
「世間体」で決めますか？

渡部 純江さん

西アフリカの小さな村。コレは第一ママ、第三ママや子どもたちに囲まれ、いつもと変
わらぬ穏やかな朝を迎えていた。そこに飛び込んで来たのは4人の少女たち。彼女たちは、
この村に古くから伝わるお清めの儀式から逃げて来たのだ。少女たちを保護（モーラーデ）
することを決めたコレは、娘たちのために、そして未来のために、この風習を廃止しよ
うと立ち上がる―。

託児サービス：１回目の上映とシネマカフェで利用できます。それぞれ子ども1人に
つき、200円必要。（要予約・定員15名）

託児サービス：子ども1人、1講座につき、
200円必要。（要予約・定員15名）

対　象：松山市内に在住もしくは通勤、通学している方。
　　　　１回１回講座を積み重ねていきますので、全９講座に参加できる方。
　　　　※11/25（日）は必ず出席してください。
定　員：30名程度
締　切：11月 21日（水）

≪必要記入事項≫
①講座名「自分発見ワークショップ」
②名前（ふりがな）・年齢
③郵便番号・住所　④電話番号　⑤受講の動機
⑥託児を希望される方はお子さんの名前（ふりがな）・年齢

　毎年11月12日～25日（25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」）は「女性に対する暴力をなくす運動」週間です。暴力はどのような場
合でも許されるものではありません。特に女性に対する暴力は男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。そこで
国は取り組みを強化するために、この週間を設けました。
　また、11月は児童虐待防止推進月間でもあります。

【シネマカフェのご案内】

さまざまな分野で再チャレンジを考えている女性を対象に、「もう一度チャレンジしたい！アナタのスタートはコムズから」が開催されました。
キャリアカウンセラーの大内由美さんをコーディネーターに、「明日のワタシ」を目指して参加された方々の声をお届けします。

何かが自分の中で、ググッと動くのを感じたことがあります
か？視界が広がるような、一歩踏み出せば開けていくような、
いい感じ。第 1回目の受講で、私はそれを体感しました。

「自分を知ろう」
自分の好きなこと、得意なことを知って
いますか？まずは自分を知りましょう。

「ゲストの話を聞こう」
さまざまな分野でチャレンジしている先
輩の話を聞いて、元気をもらいましょう！

「明日のアナタをイメージしよう」
あなた自身のアクションプランを作り
ましょう！

「情報をGET！」
さまざまなツールを使って 得 情報を手
に入れましょう！

ワークショップの中で、自分を振り返り「夢」「したいこと」「得
意なこと」などを書き出す作業では、自分を客観的に見ること
ができ、「私は何をしたいのか」「何ができそうか」が少し見え
てくるようでした。「したいこと」と「できること」は違うのか
もしれませんが、より良く、自分らしく生きるためのアクショ
ンプランを立て、おもいっきり生きていきたいと思います。

マネキネマ主催の「映画に想いをのせて
～松井久子監督を迎えて、トークと
囲む会～」のために東京から来られた松井久子監
督よりメッセージをいただきました。

　「この夏、私の三作目となる映画『レ
オニー』の準備でニューヨークに行
き、アメリカで活躍する写真家・渡
邊奈々さんにお会いしたときのこと、
彼女が「日本での最大の道徳は『世間
体』なのね。日本人は『気持ち』より『世
間体』、『意志』より『空気』が大事」

と言われるのを聞いて、さすが在米30年の方の言葉と思わず
膝を叩いてしまいました。
　私自身、過去の二本の映画を完成させるまでの道のりは、
いつも「できるわけない」という周囲の視線との闘いであり、
「女の私には無理かも……」と挫けそうになる自分との闘い
だったように思います。でも考えてみれば、自分の〈サイズ〉
を周囲との比較や他人の視線で決めてしまうのは、あまりに
ももったいないことですね。今、社会を変える力を持ってい
るのは確実に女性です。女性たちが自分の足元から変えよう
と動く、その積み重ねで社会は変わるのだと、私はひたすら
信じて、諦めず、映画作りに挑戦しているのです。

報告
REPORT

私たちは「生きる力の種」をもっています。それが花開くためには、どうしていったらいいのでしょう。
この講座では、様々なワークショップ（参加体験型学習を行い、お互いが学びあう）を通して、「生きる力の種」を芽
吹かせていく方法を学んでいきます。そのためには、まず「自分」を知ること！あなたがまだ気づいていない「自分」
を発見し、あなたの力を社会で発揮していく方法を一緒に学んでいきませんか。

「私たちはどうやったら幸せに生き
ることができるのか」について、こ
ころ、からだ、教育、経済、文化
等様々な観点から追求。参加体験
型学習ワークショップによる学び
と人間形成についての実践と理論
化に取り組んでいる。

ご案内
INFORMATION

男女共同参画市民活動支援事業
市民グループを対象に、活動費の助成、場所の提供、企画アドバイスなどで活動を支援しています。

報告
REPORT

金 香百合さん

「女性に対する暴力をなくす運動」週間にちなんだ作品を上映します。

「女性に対する暴力をなくす運動」週間ってなあに？

HEAL ホリスティック
教育実践研究所　所長

きむ　 か　ゆ　り

お申し込み・お問い合わせ先　 TEL : 943-5777

9/14

第2回

第3回

第4回

9/28

10/12

10/26

1

グループ名

松山友の会 家族そろって “早ね早おき
朝ごはん ”

コムズにて
6月開催済み

マネキネマ
映画に想いをのせて
～松井久子監督を迎えて、
　　　　  トークと囲む会～

コムズにて
7月開催済み

母娘関係を考える
自助グループ

母娘関係を考える
自助グループ活動の会開催

・6月～2月
  毎月第2木曜日
・14時～16時
・コムズ

ＮＰＯ法人ヘルス
プロモーション・
ネットワーク

中高年の男性料理教室
「食の自立からの健康づくり」

コムズにて
9月開催済み

あすの会
えひめアルコール問題研究会
「徹底分析：たばことアルコール
 考えよう、生活習慣病の予防と対策」

コムズにて
9月開催済み

色彩アトリエ
ま・しろ

マタニティーカラーセラピー
～五感で楽しむ妊婦ライフ～

・2/28（木）
・10時～11時半
・コムズ

愛ウィッシュ
まつやま

講演「～夢をかたちに～
　　　児童買春防止にかける
　　　若きリーダーの挑戦」

コムズにて
9月開催済み

コスモスの会 ギャンブル依存症と
家庭の対応セミナー in 愛媛

コムズにて
9月開催済み

子供たちに
明るい未来を
ネット

講演会「ロマンチック
　　　　ウィルスの効能」

・2/9（土）
・14時～
・愛媛大学

シングル
ファーザー
の会

シングルファーザーが集い、
語り合う会開催

・11月～2月
　毎月第2・4土曜日
・18時～21時
・コムズ

ウエルエイジング
クラブまつやま

老いの経済学～老いの暮らし
と残された後の資産管理～

・11/18（日）
・10時～12時
・コムズ

企画名 時期・場所

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

第1回
日　時 テ　ー　マ

①   9：30 ～11：30
② 12：30 ～14：30
③ 15：00 ～17：00

④   9：30 ～11：30
⑤ 12：30 ～14：30
⑥ 15：00 ～17：00

⑦   9：30 ～11：30
⑧ 12：30 ～14：30
⑨ 15：00 ～17：00

① 対話の扉を開く 「自分に出会う」「他者に出会う」「社会に出会う」
② 自尊感情とジェンダー 「あたりまえ」を疑う
③ 感情と楽しくつきあう 自分の感情はすべて大事

④ 人間に必要な二つの要素 からだの栄養・こころの栄養
⑤ 私と他者との関わり 他者と関わる～ストローク
⑥ 社会にアプローチ 情報を整理し、分析する

⑦ スロー＆シンプルに生きる 過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる
⑧ 二つのコミュニティ 課題意識をコミュニティにつなげる
⑨ 私たちの学びとこれから 内から殻を破る

1日目
11/25（日）

2日目
12/16（日）

3日目
1/20（日）

お申し込みは、
来館・ハガキ・

FAX・Eメールにて、
事業係まで。

参加無料

作　　品

日　　程

上映時間

定　　員

内　　容

●1回目 13:30～　●シネマカフェ 15:40～
●2回目 18:30～

各回100名程度 募集締切 11月14日（水） 

「母たちの村」
（2004年 / フランス・セネガル /124分）

「自分発見ワークショップ」 ～私★コミュニケーション★コミュニティをつないで～

入場無料11月21日（水）
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女性のための情報活用ワークショップ

宮田 佳子さん

松井 久子監督

（申請順）

たった一度の人生、
「世間体」で決めますか？

渡部 純江さん

西アフリカの小さな村。コレは第一ママ、第三ママや子どもたちに囲まれ、いつもと変
わらぬ穏やかな朝を迎えていた。そこに飛び込んで来たのは4人の少女たち。彼女たちは、
この村に古くから伝わるお清めの儀式から逃げて来たのだ。少女たちを保護（モーラーデ）
することを決めたコレは、娘たちのために、そして未来のために、この風習を廃止しよ
うと立ち上がる―。

託児サービス：１回目の上映とシネマカフェで利用できます。それぞれ子ども1人に
つき、200円必要。（要予約・定員15名）

託児サービス：子ども1人、1講座につき、
200円必要。（要予約・定員15名）

対　象：松山市内に在住もしくは通勤、通学している方。
　　　　１回１回講座を積み重ねていきますので、全９講座に参加できる方。
　　　　※11/25（日）は必ず出席してください。
定　員：30名程度
締　切：11月 21日（水）

≪必要記入事項≫
①講座名「自分発見ワークショップ」
②名前（ふりがな）・年齢
③郵便番号・住所　④電話番号　⑤受講の動機
⑥託児を希望される方はお子さんの名前（ふりがな）・年齢

　毎年11月12日～25日（25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」）は「女性に対する暴力をなくす運動」週間です。暴力はどのような場
合でも許されるものではありません。特に女性に対する暴力は男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。そこで
国は取り組みを強化するために、この週間を設けました。
　また、11月は児童虐待防止推進月間でもあります。

【シネマカフェのご案内】

さまざまな分野で再チャレンジを考えている女性を対象に、「もう一度チャレンジしたい！アナタのスタートはコムズから」が開催されました。
キャリアカウンセラーの大内由美さんをコーディネーターに、「明日のワタシ」を目指して参加された方々の声をお届けします。

何かが自分の中で、ググッと動くのを感じたことがあります
か？視界が広がるような、一歩踏み出せば開けていくような、
いい感じ。第 1回目の受講で、私はそれを体感しました。

「自分を知ろう」
自分の好きなこと、得意なことを知って
いますか？まずは自分を知りましょう。

「ゲストの話を聞こう」
さまざまな分野でチャレンジしている先
輩の話を聞いて、元気をもらいましょう！

「明日のアナタをイメージしよう」
あなた自身のアクションプランを作り
ましょう！

「情報をGET！」
さまざまなツールを使って 得 情報を手
に入れましょう！

ワークショップの中で、自分を振り返り「夢」「したいこと」「得
意なこと」などを書き出す作業では、自分を客観的に見ること
ができ、「私は何をしたいのか」「何ができそうか」が少し見え
てくるようでした。「したいこと」と「できること」は違うのか
もしれませんが、より良く、自分らしく生きるためのアクショ
ンプランを立て、おもいっきり生きていきたいと思います。

マネキネマ主催の「映画に想いをのせて
～松井久子監督を迎えて、トークと
囲む会～」のために東京から来られた松井久子監
督よりメッセージをいただきました。

　「この夏、私の三作目となる映画『レ
オニー』の準備でニューヨークに行
き、アメリカで活躍する写真家・渡
邊奈々さんにお会いしたときのこと、
彼女が「日本での最大の道徳は『世間
体』なのね。日本人は『気持ち』より『世
間体』、『意志』より『空気』が大事」

と言われるのを聞いて、さすが在米30年の方の言葉と思わず
膝を叩いてしまいました。
　私自身、過去の二本の映画を完成させるまでの道のりは、
いつも「できるわけない」という周囲の視線との闘いであり、
「女の私には無理かも……」と挫けそうになる自分との闘い
だったように思います。でも考えてみれば、自分の〈サイズ〉
を周囲との比較や他人の視線で決めてしまうのは、あまりに
ももったいないことですね。今、社会を変える力を持ってい
るのは確実に女性です。女性たちが自分の足元から変えよう
と動く、その積み重ねで社会は変わるのだと、私はひたすら
信じて、諦めず、映画作りに挑戦しているのです。

報告
REPORT

私たちは「生きる力の種」をもっています。それが花開くためには、どうしていったらいいのでしょう。
この講座では、様々なワークショップ（参加体験型学習を行い、お互いが学びあう）を通して、「生きる力の種」を芽
吹かせていく方法を学んでいきます。そのためには、まず「自分」を知ること！あなたがまだ気づいていない「自分」
を発見し、あなたの力を社会で発揮していく方法を一緒に学んでいきませんか。

「私たちはどうやったら幸せに生き
ることができるのか」について、こ
ころ、からだ、教育、経済、文化
等様々な観点から追求。参加体験
型学習ワークショップによる学び
と人間形成についての実践と理論
化に取り組んでいる。

ご案内
INFORMATION

男女共同参画市民活動支援事業
市民グループを対象に、活動費の助成、場所の提供、企画アドバイスなどで活動を支援しています。

報告
REPORT

金 香百合さん

「女性に対する暴力をなくす運動」週間にちなんだ作品を上映します。

「女性に対する暴力をなくす運動」週間ってなあに？

HEAL ホリスティック
教育実践研究所　所長

きむ　 か　ゆ　り

お申し込み・お問い合わせ先　 TEL : 943-5777

9/14

第2回

第3回

第4回

9/28

10/12

10/26

1

グループ名

松山友の会 家族そろって “早ね早おき
朝ごはん ”

コムズにて
6月開催済み

マネキネマ
映画に想いをのせて
～松井久子監督を迎えて、
　　　　  トークと囲む会～

コムズにて
7月開催済み

母娘関係を考える
自助グループ

母娘関係を考える
自助グループ活動の会開催

・6月～2月
  毎月第2木曜日
・14時～16時
・コムズ

ＮＰＯ法人ヘルス
プロモーション・
ネットワーク

中高年の男性料理教室
「食の自立からの健康づくり」

コムズにて
9月開催済み

あすの会
えひめアルコール問題研究会
「徹底分析：たばことアルコール
 考えよう、生活習慣病の予防と対策」

コムズにて
9月開催済み

色彩アトリエ
ま・しろ

マタニティーカラーセラピー
～五感で楽しむ妊婦ライフ～

・2/28（木）
・10時～11時半
・コムズ

愛ウィッシュ
まつやま

講演「～夢をかたちに～
　　　児童買春防止にかける
　　　若きリーダーの挑戦」

コムズにて
9月開催済み

コスモスの会 ギャンブル依存症と
家庭の対応セミナー in 愛媛

コムズにて
9月開催済み

子供たちに
明るい未来を
ネット

講演会「ロマンチック
　　　　ウィルスの効能」

・2/9（土）
・14時～
・愛媛大学

シングル
ファーザー
の会

シングルファーザーが集い、
語り合う会開催

・11月～2月
　毎月第2・4土曜日
・18時～21時
・コムズ

ウエルエイジング
クラブまつやま

老いの経済学～老いの暮らし
と残された後の資産管理～

・11/18（日）
・10時～12時
・コムズ

企画名 時期・場所

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

第1回
日　時 テ　ー　マ

①   9：30 ～11：30
② 12：30 ～14：30
③ 15：00 ～17：00

④   9：30 ～11：30
⑤ 12：30 ～14：30
⑥ 15：00 ～17：00

⑦   9：30 ～11：30
⑧ 12：30 ～14：30
⑨ 15：00 ～17：00

① 対話の扉を開く 「自分に出会う」「他者に出会う」「社会に出会う」
② 自尊感情とジェンダー 「あたりまえ」を疑う
③ 感情と楽しくつきあう 自分の感情はすべて大事

④ 人間に必要な二つの要素 からだの栄養・こころの栄養
⑤ 私と他者との関わり 他者と関わる～ストローク
⑥ 社会にアプローチ 情報を整理し、分析する

⑦ スロー＆シンプルに生きる 過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる
⑧ 二つのコミュニティ 課題意識をコミュニティにつなげる
⑨ 私たちの学びとこれから 内から殻を破る

1日目
11/25（日）

2日目
12/16（日）

3日目
1/20（日）

お申し込みは、
来館・ハガキ・

FAX・Eメールにて、
事業係まで。

参加無料

作　　品

日　　程

上映時間

定　　員

内　　容

●1回目 13:30～　●シネマカフェ 15:40～
●2回目 18:30～

各回100名程度 募集締切 11月14日（水） 

「母たちの村」
（2004年 / フランス・セネガル /124分）

「自分発見ワークショップ」 ～私★コミュニケーション★コミュニティをつないで～

入場無料11月21日（水）



編集後記

～男女共同参画は未来を創る力～

大切にしよう、
あなたのこころ・からだ・生き方

なくそう！ドメスティック・バイオレンス
チャレンジする女性たち
報告：女性のための情報活用ワークショップ ほか
案内：自分発見ワークショップ ほか
リポーター体験隊が行く
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リポーター このコーナーでは、市民活動の拠点でもあるコムズを中心に

様々な活動をしているグループ、団体を紹介します。

〜私たちも体験してきました〜

8 情報発信「コムズ」 

体験隊が行く！ 

踊る 中四国ハワイアン協会

ハワイアンの調べにのって
ゆったりと踊ります。色鮮やか
な衣装と首にかけた、花や葉
や貝や木の実で作ったレイが
素敵です。腰から下は、横に
動くステップ、上半身で、美し
い風景や心の動きを表現しま
す。「自然を大切にする」「人を愛する」というハワイアンスピリッツ
を感じることができました。皆さんフラを始めてから、健康で身体の
線がきれいになったとか。ゆったりとした動きなので年齢が高くなっ
ても楽しめます。笑顔で踊っている姿は、魅力的でした。ひょうたん
で作ったイプという打楽器も、素朴で心地よく癒されました。（山内）

いつでもＯＫ
だれでもＯＫ
毎月第1、3木曜日　13:00 ～14:30
コムズ多目的室にて
高橋さん（TEL:964-2246）
1回 1,500 円

Information 

観る マネキネマ

定期的にすぐれた映像を紹介
する活動をされていますが、
今回は、コムズの男女共同参
画市民活動支援事業として、
松井久子監督トーク『映画に
想いをのせて』を企画・運営。
監督の「男女それぞれが描く
作品があっていい。大切なのは、自分が何をしたいかというビジョ
ンの有無とそれを伝えること」というお話は、次回作「レオニー」へ
の想いと重なり、熱いメッセージとなって伝わってきました。マネ
キネマと監督。どちらも前向きな生き方の提案で、パワーをもらい
ました。（村松）

Information 

語る コスモスの会

今回、町田政明さん（ギャンブ
ル依存ファミリーセンター・
ホープヒル代表）を招いての研
修会に参加しました。ギャンブ
ル依存症は、進行していく病
気であることを初めて学びまし
た。そして、誰にも相談できず、
長い間苦しむ家族の存在も。病気だと理解して正しい対応をすること
が大切ですが、その一歩は、家族が行動を起こすことです。正しい情
報と支えあう仲間のいる家族会の活動が重要だと知りました。それに
しても依存症を大量に生み出そうとしているかのような社会のあり様。
私たちは、どう向き合っていけばいいのでしょうか。（村松）

Information 

表紙について

知る エナジーカフェ

エナジーカフェのベースは、コ・
アクティブ（協働的）・コーチ
ングです。「一度きりの人生を
自分らしく、よりよく生きた
い。」という強い願いが込めら
れており、個人が人生やキャリ
アにおいて自らが望む目標を
達成することをサポートするコミュニケーション方法です。このワー
クショップでは何かを学ぶのではなく感じることが大切。本当の私っ
てどんなだろう、どんな風になりたいと思っているんだろう、自分自
身のことなのに気づいていない部分がたくさんあることに気づかされ
ました。コーチの大内さんがとてもおもしろい方でとても和やかな雰
囲気でした。本当の自分探しをしたい方に是非おすすめします。（忽那）

Information

・卓越した技能を持ち、その道の第一人者と目されている「現代の名工」。平成18年度、150名の方が表彰さ
れましたが、女性の表彰者は10名以下です。
・2007年6月現在、県内では日本看護協会の認定資格を持つ専門看護師が3人、認定看護師が33人います。
また7月には、全国で2例目になる「愛媛専門・認定看護師連絡協議会」が設立されました。
・男性を対象としたメンズエステが増えています。男性も「美」や「いやし」を求める時代です。一方、全国に約3
万人といわれるエステティシャンは、圧倒的に女性です。

11月12日～25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」
週間です。男女共同参画の概念が浸透しつつある今で
も、女性に対する暴力はまだまだなくなりそうにないの
が現状です。この期間、コムズでは、ドメスティック・バ
イオレンスに関する調査のパネル展示や、女児に対す
る暴力をテーマにした映画の上映会を行います。この
機会に、女性の人権について考えてみませんか。　（Ｎ）

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
だれでもＯＫ
年6回の例会（上映会）
主として公共施設にて
塚原さん（TEL:973-9570）
入会金 1,000 円　月会費 500円

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
ギャンブル依存症に関わっている方
毎月第2日曜日
コムズ会議室にて
岡田さん（TEL:956-0505）
１回 500円

参　　　加 
対　象　者 
開　　　催 
 
問い合わせ 
参加費用  

要予約（定員12名）
だれでもＯＫ
随時開催
大内さん（TEL:090-8979-6776）
１回 300円

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用


