
～男女共同参画は未来を創る力～

あなたとともに創りたい、
明日のコムズを！
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「日本女性会議2004まつやま」報告書

平成13年「いきいきシニアライフのための情報活用講座」に参加。講
座終了後グループを結成。楽しみながら活動を継続し、今年８年目!!

Ｑ：あなたにとってコムズとは？
Ａ：（山崎さん）この会が今も盛会であるのは、「メンバ
ー皆が先生、皆が生徒」として、いろいろなことを積極
的に企画し、皆がそれに参加する、そうした盛り上げ体
制が根付いているからかもしれません。とかく引きこも
りがちな現役引退の男性シニアが、「コムズで新しい出会
いの場を持っている」、こうした会がどんどん生まれてく

るよう、松山市男女共同参画推進センター「コムズ」の活躍をお願いしたいと思います。

（野村さん）コムズにはわたしの知らない世界を学べる講座がたくさんあり、受講を開始しました。
多岐にわたる人生のヒントがあるのに気づかされました。コムズのおかげで世界が広がり、東京で
開催される高齢者の研修会にも参加しました。年齢に関係なく思い立ったが吉日。命ある限り謙虚
に学び続けて輝いていきたいと思います。

（伊藤さん）退職後、積極的に外に出ることを心がけましたが、コムズの存在は大いに役立ちました。
この間に在職中とは違った多くの人たちとの交わりがありましたが、この素晴らしい人たちが現在
のシニアライフの大きな柱となっています。

いきいきシニア21の
山崎さん・野村さん・伊藤さん

育児や介護のお手伝いを通して、働く女性や子育て中の女性を応援する
ファミリー・サポート事業。会員数もふえ、現在では育児は約1,500名、
介護は約850名。多くの市民の方に喜ばれています。

Ｑ：あなたにとってコムズとは？
Ａ：コムズは、「男女共同参画社会」の象徴であり、私に
はサポート活動を通じて「社会貢献実践の道場」でもあ
ります。定年退職後間もない頃、ファミサポの研修で育
児・介護に携わる熱意と使命感溢れるアドバイザーお二
人との感動的な出会いがあり、即、提供会員にさせてい
ただきました。まだまだ社会貢献には至りませんが、熱意をもって楽しく介護支援をさせていただ
いております。ここでは実に「人に喜ばれる喜び」を教えてくれるのです。

提供会員の今城さん

「男女共同参画社会基本法」成立施行
「松山市男女共同参画推進プラン」策定

1999年
（平成11年）

「松山市男女共同参画推進センター・コムズ」開館2000年2月
（平成12年）

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）」成立
「まつやまファミリー・サポート・センター」スタート

2001年
（平成13年）

「松山市男女共同参画推進条例」制定2003年
（平成15年）

「日本女性会議2004まつやま」開催2004年
（平成16年）

コムズとわたし～10年目に向けて～コムズとわたし～10年目に向けて～
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【お問い合わせ先（電話）一覧】

＊いきいきシニア21
 （代表・野村さん　923︲5820）
＊まつやまファミリー・サポート・センター
 （945︲1008）
＊マザーズサロン （913︲7410）
＊マネキネマ （973︲9570）

2008年
（平成20年）

そして、明日・・・
アナタもコムズからスタートしてみませんか！
ともに、明日のコムズを創りましょう！

平成17年にインターンシップ生としてコムズで研修。そこでDVの問題
に関心を寄せ、卒業後は地元愛媛の警察官に。現在も第一線で活躍！

Ｑ：あなたにとってコムズとは？
Ａ：もともと男女共同参画に関心のあった私が、コムズ
と出会ったのは、大学3回生の夏でした。インターンシッ
プ生として、コムズで研修を受け、自分たちでイベント
を企画し、実行しました。研修中、コムズの活動内容を
学ぶことで、自分自身も女性のために役に立ちたいと思
い始め、警察官を志望しました。

インターンシップ後も、DVのパネルディスカッションに参加させていただき、大学生の私にとって
は、実に貴重な体験をさせていただきました。
コムズで知り合った方とは、現在の仕事において貴重な人脈となっており、コムズでの出会いや経
験は、私の警察官としての第一歩だったと思っています。

中島さん

コムズの講座受講生としてスタート。コムズでの学びをきっかけに相談
に関する知識を身につける。その後、ハローワークの子育て支援連携推
進員として再就職！平成19年にはゲストとして「女性のための情報活
用ワークショップ」で体験を語る。

Ｑ：あなたにとってコムズとは？
Ａ：子育てに専念していた私にとって「人材養成講座」は、
まるで違う世界に入り込んだような驚きでした。それま
で当然と思っていた役割や固定観念に対し異なる視点で
の見方や考え方、新しい知識や必要な情報だけでなく、
物事をどう客観的に捉えどう的確に判断をするかを学べ
たように思います。人として、自分自身が広がり成長できた時間でした。今はコムズで学んだこと
を活かし「マザーズサロン」で子育てと仕事の両立を目指している方の就職支援をしています。新
しい一歩を踏み出す方のお手伝いができることにやりがいを感じています。

吉田さん

コムズ開館以来、映画の上映会ではいつも頼もしいサポーターとして大
活躍。平成19年には、男女共同参画市民活動支援事業として松井久子
監督を招き、講演会を開催。さらに今年は、自主企画の上映会を開催。
コムズホームページでもコラムを担当。

Ｑ：あなたにとってコムズとは？
Ａ：コムズは、毎週水曜日の運営委員会や自主企画の上
映会の会場として、施設利用者としても頻繁に利用させ
てもらっています。また、年に3回コムズが主催する映画
の上映企画「シネマ＆トーク」や「シネマカフェ」では、
運営協力もしています。
 無理を聞いたり、聞いてもらったり、そんな支えあう関係はコムズならでは（？）ですね。どうぞ
これからもよろしくお願いします。

マネキネマの塚原さん・石川さん

2007年
（平成19年）

2005年
（平成17年） 「松山市男女共同参画基本計画」策定
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Challenging Womenチャレンジする女性たち［第７回］
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。

【チャレンジしたい人へ一言】 【チャレンジしたい人へ一言】

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 『ポプリでゆ・る・り』第9回私のオ・ス・ス・メの1冊

花の色や層の
敷き方を自由
に組み合わせ
て、アナタだ
けの作品を作
ろう！乾燥気味の小

さな花びらや、
ローズマリー、
タイムなどが
適しています。

で
きあ

がり。

A.

A.
A.

「交流」「勉強」「情報発信」の場を作りたい！患者と家族、社会の歩みをひとつに

松
まつ

本
もと

 陽
よう

子
こ

さん
愛媛がん患者・家族会　おれんじの会代表

　子宮頸がんが見つかり、自分の残された時間を考えた日から9年。その時に経験した辛
い状況を後に続く人たちにはさせたくないとの思いから、今年4月に会を設立しました。
　愛媛県は、がん患者・家族を取り巻く様々な面で他県から大きく遅れている部分があり
ます。そしてその一因は、患者・家族会がなかったことにありました。今は交流、情報収
集などの勉強、そして医療・行政への提言や偏見をなくすための情報発信などの活動をし
ています。
　当事者とその家族が主メンバーのため、今苦しんでいる人のそばに寄り添う活動と政策
提言などの外への活動のバランスが難しいです。しかし、医療者との協働作業が開始され、
がんという病気の治療だけでなく心のケアにも取り組む医療への芽生えに、これからの手
ごたえを感じています。

◇
一
問
一
答
　 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
◇

（リポーター：村松 つね）

思いついたらまず一歩、足を前に踏み出してください。道は拓けます。

　「仕事と子育ての両立」という、これまでもっぱら女性たちが悩んできたテーマが、これからは男
性のテーマにもなります。この本は、積極的に子育てに参加している男性の具体的な悩みを取り上げ、
子育てに真正面から取り組もうとする男性の働きにくさや孤独感を浮き彫りにしています。相談相
手がおらず孤独を感じながらも積極的に子育てに参加している男性にとって、この本は悩みの解消
と新たな視点発見の手がかりとなるでしょう。また、同僚や上司は、この本から会社での様子から
は見えにくい彼らの別の一面を知り、妻や親は、頑張る彼らをより理解することになるでしょう。
　この本は、積極的に子育てにかかわる男性たちのレポートという新しい切り口で、わが国のワー
ク・ライフ・バランスに関する問題を提起すると同時に、当事者である男性と子育て中の夫婦を取
り巻く社会の変化に期待とエールを送っています。（リポーター：村松　つね）
 ※紹介した本は、コムズ２階図書コーナーにあります。

「男たちのワーク・ライフ・バランス」（ヒューマンルネッサンス研究所　編著）

20代 松山市出身。地元放送局でニュース
番組・生活情報番組のキャスターと
して働く。生活情報番組を担当し、
医療・健康・福祉問題を中心に取材。

30代 33歳の時、子宮頸がんが見つかり、
手術・化学療法を受ける。その後も、
フリーアナウンサーとして、ペース
配分を考えながら仕事を続ける。

40代 県の「がん対策推進計画」検討委員
のメンバーとなり、患者委員の全国
会議に参加。先進県と比較して、愛
媛の当事者会・患者会の取り組みが
不十分なことを知る。平成20年4月
に、「愛媛がん患者・家族会　おれん
じの会」を設立、代表となる。

   【ライフストーリー】 Life Story

Q.1
チャレンジのきっかけは？

一番のきっかけは、自分自身ががんになったことです。実は10代で、父をやはり胃がんで亡くし
ています。そうした体験から、患者や家族が抱える治療の辛さ、将来の不安など、共通の悩みを
語り合える場がいかに必要かを実感しました。また、全国会議に参加して、他県では患者が医療
政策を提言していく姿に触れ、愛媛ではその取り組みがまだ不十分だということがわかりました。
そこで、後に続く患者さんのために会の設立を考えました。

Q.2
今感じているやりがいは？

設立してまだ半年ほどですが、月1回、自由に経験を語り合ったり、講師を呼んでの勉強会を開
催したりしています。参加した方が、「参加してよかった」と言ってくれた時は、一番やりがいを
感じます。「患者、家族の交流の場」、「がんについての研修の場」、「社会（医療機関・行政・市民）
への情報発信」を柱に、活動を充実させていきたいと思います。

Q.3
仕事とプライベートの
バランスは？

おれんじの会の活動は、ここまでという区切りがありません。そこで、意識して活動とプライベー
トの区切りをつけるようにしています。それは、個人としてハッピーでないと、厳しい現実を抱
えた患者さんや家族の方と接することができないからです。
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Challenging Womenチャレンジする女性たち［第７回］
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。

【チャレンジしたい人へ一言】 【チャレンジしたい人へ一言】

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 『ポプリでゆ・る・り』第9回私のオ・ス・ス・メの1冊

花の色や層の
敷き方を自由
に組み合わせ
て、アナタだ
けの作品を作
ろう！乾燥気味の小

さな花びらや、
ローズマリー、
タイムなどが
適しています。

で
きあ

がり。

A.

A.
A.

環境問題に本気で立ち向かう大学生！！

片
かた

岡
おか

 菜
な

都
つ

さん（左）、幸
こう

田
だ

 沙
さ

季
き

さん（右）、

明
みょう

賀
が

 美
み

奈
な

さん（中央）　　大学生

　温暖化など地球の環境破壊は待ったなしということに危機を感じ、このままではいけな
い、私たちにもできることがある、そう思って活動を始めました。身近な活動としては、
環境に配慮した「エコ学園祭」という活動をしています。また、環境だけでなく様々な分
野の青年活動をネットワークし、四国を活性化させようと四国青年NGO HOPEで活動し
ています。（明賀さん）
　土曜夜市では、松山大学がエリアスポンサーである夏の音楽野外イベント『a-nation』
とコラボレーションして、a-nationマスコットをあしらった手作りマイ箸袋を750個配布
しました。また最近では、市や企業に協賛していただきペットボトルのキャップを回収す
るBOXを設置し、発展途上国にポリオワクチンを届けるといった活動も行っています。今
後も活動の範囲を広げてエコに対する意識が広まってほしいと思っています。（片岡さん、
幸田さん）

◇
一
問
一
答
　 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
◇

（リポーター：忽那 笑実）

悩む前にまずやるということが大事です。一人からみんなへ、小さなことから大きなことへつながっていくんだと思います。
まずは身の回りからできることを探してみてください。（全員）

今回は、コムズ登録団体『ジャパンハーブソサエティー愛媛支部』の井上泉さんに教えていた
だきました。自宅の庭の花と漬物用の粗塩で簡単に作れるモイストポプリをご紹介します。

①瓶の底に粗塩を入れ、平らにする。
② ドライハーブを入れ、粗塩で瓶の側面に押し付けるよう

に固める。
③粗塩を入れ、彩りよくポプリの層を作っていく。
④ 最後にミニバラやハーブの枝・木の実などを飾り、あれば

ポプリオイルや精油で香り付けする。
⑤1週間程度ラップフィルムで密封し、よく熟成させる。

玄関や洗面所、トイレなど湿気が気になる場所に飾って、毎日の生活に彩りを加えてみませんか。
次回３月号の「ゆ・る・り・ライフのすすめ」は、伝統武術を基にした簡単にできる肩こり予防体操です。お楽しみに！

片岡
さん

松山市内の県立高校流通経済科卒業。
現在松山大学経営学部2年生。1年生
の夏からNPO法人松山大学学生地域
創造研究所Museエコ事業部として
の活動を始める。

幸田
さん

松山市内の県立高校普通科卒業。現
在松山大学経済学部2年生。片岡さ
んと同じく、1年生の夏からMuse
エコ事業部としての活動を始める。

明賀
さん

松山市内の県立高校普通科卒業。現
在愛媛大学農学部3年生。入学後、
学内の環境サークルに入会。その後、
四 国 青 年NGO HOPEの コ ア メ ン
バーとして活動を始める。

   【ライフストーリー】 Life Story

Q.1
チャレンジのきっかけは？

もともと環境問題について、どうにかしなければという意識はありました。真剣に考えるように
なったのは全国の大学の環境サークルが集う東京のエココンというイベントに参加して、全国の
大学生の活動を目の当たりにした時からです。私にももっとできることがあるという思いが、今
の活動につながりました。（明賀さん）

Q.2
今感じているやりがいは？

普通の大学生でもやる気さえあればこれだけのことができるということです。今後は県内だけで
なく、県外の大学生とも一緒に活動をしていければと思っています。（幸田さん）
入学当初は特にこれといった目的などありませんでしたし、自分から何かができるなんて思って
もいませんでした。エコ事業部の先輩や先生と活動することによって、人と人とのつながりの大
切さを感じました。今はリーダーを任され、後輩などに受け継いでほしい、後につなげていって
ほしいという気持ちが強くなってきました。（片岡さん）
自分で考え、企画したことが実現できることです。例えば半年に1回開催している「四国ギャザ
リング」という四国4県の学生が100人ほど集まる合宿もすべて自分たちで企画から実行までやっ
ています。（明賀さん）

Q.3
学業と市民活動のバランスは？

学業も市民活動もどちらも大事だと思うので優先順位をつけて、バランスよく生活するように心
がけています。できる範囲で少しずつ、無理をしないことが大切だと思います。活動に関しては
任せられるところは任すというように、他のメンバーが協力してくれるので、助かっています。（全員）

≪材料≫

・ガラスの容器
　（ジャム瓶など）
・粗塩
・ドライハーブや
　庭の花
・ラップフィルム

（50音順）
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10
アクション

男女共同参画社会とは、
男女がともに、個性や能力を生かして、

あらゆる分野でいきいきと活躍できる社会です。

男女共同参画社会が実現すると、男性も女性も、意欲に応じてあらゆる分野で活躍できます。
一人ひとりが幸せな社会を実現するために、アナタは何からチャレンジしますか！?

家　庭
1�家族みんながお互いを尊重
し合って、家庭を築きます。
2�家族みんなで家事・育児・
介護に取り組み、喜びや苦
労を分かち合います。
3�多様な社会サービスや地域
の支援を受けながら、家族
みんなでゆとりを持って育
児や介護にかかわります。

地　域
4�地域の活動に積極的に参加
します。
5�男性も女性もリーダーシッ
プを発揮し、「日本一のま
ちづくり」に取り組みます。

学　校
6�お互いに助け合い、
協力し合って充実
した学校生活にし
ます。
7�自分の個性や意思
を大切にして、将
来の進路選択をし
ます。

職　場
8�自分の能力や意欲を十分
に発揮して、仕事に取り
組みます。
9�賃金や昇進における男女格
差の解消に取り組みます。
��仕事と家庭、地域のバラ
ンスの取れた生活を目指
します。

6　情報発信「コムズ」



人はみな、個性や能力を発揮し、いきいきと豊かに暮らす権利があります。しかし現実には、女性の人間としての尊厳をそこ
なう暴力がさまざまな形で存在します。具体的にはドメスティック・バイオレンス（親しい関係・パートナーからの暴力）、セ
クシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）、ストーカー（つきまとい）などが挙げられます。

「DV」「セクハラ」はあなたの身近で起こっています！

　「DV」「セクハラ」に関しては、回答者の4.2%の
人が「自分が受けた」と答えています。
　「身近で見聞きした」と回答した人を合わせると、
どちらも約2割の人が、自分も含め身近に起こる暴力
として認識していることがわかります。
　「ストーカー」も、約1割の人が「身近で見聞きした」
と回答しています。

「DV」の被害体験はほとんどが女性です！

　「自分が受けた」と回答した割合は、圧倒的に女性
が多く、女性回答者の7.4%に被害体験があることが
わかります。DVは、主に夫やパートナーといった、
親密な関係にあるまたはあった男性が、女性に振るう
暴力で、家庭内で起こりやすいことから被害が顕在化
しないという問題があります。

「男女共同参画に関する市民意識調査」
（松山市男女共同参画推進財団/2007）より

「コムズ相談室」にも、女性からDVに関する多くの相談が寄せられています。
平成19年度は、電話・面接相談合わせて120件のDVに関する相談がありました。
　暴力の内容は ･････ 「精神的暴力」が全体の75%を占めて最も多く、次いで「身体的暴力」（67%）となっています。
　世代的には ･･･････ 被害者も加害者もともに30代・40代が圧倒的に多く、さらに暴力が10数年にわたって続いている事

例もあります。

女性への暴力は犯罪です！ 毎年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。

自分が体験したり、身近で見聞きしたことは？
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「コムズ相談室」では、女性が抱える様々な問題に関して相談を受け付けています。
　火・水・金・土曜日：10：00 ～ 20：00
　日曜日・祝日　　　：10：00 ～ 16：00　　　 ☎相談専用電話：０８９－９４３－５７７０

シネマカフェの
ご案内

コムズでは「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。

お申し込み・お問い合わせは、
情報係（tel:943︲5777）まで。

11月19日（水）
上映時間：１回目／13：30～　シネマカフェ／15：30～　２回目／18：30～
作　　品： 「サラエボの花」
　　　　　（2006年/ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、オーストリア、ドイツ、クロアチア/95分）
内　　容： ボスニア紛争から10余年。かつての戦火の街・サラエボで秘密を抱える

母と真実に向き合う娘の、再生と希望の物語です。
定　　員：各回100名程度
締　　切：11月12日（水）

入場
無料

託児サービス：１回目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）

情報発信「コムズ」　7
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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～

体験隊が行く！

学ぶ 松山友の会

いつでもＯＫ
女性のみ
活動・毎週火曜日　松山友の家にて
例会・月1回
松浦さん（TEL：975-1075）
月会費1,000円

Information

詠む 愛媛青南松山支部

Information

作る 男性料理同好会

Information

表紙について

学ぶ ＣＡＳ（キャス）

Information

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
愛媛青南の会員ならだれでもＯＫ
（会員にはだれでもなれます）
毎月第4日曜日　コムズにて
宇都宮さん（TEL：973-3384）
会員になるためには別途費用が必要です。

参　　　加
対　象　者

開　　　催
問い合わせ
参加費用

コムズフェスティバル分科会で開催予定
男性のみ
毎月第4木曜日　9：00～12：00
コムズ調理室にて
丸平さん（TEL：926-6774）
月会費1,000円

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
随時　松山市内にて
藤本さん（TEL：943-7688）
年会費2,000円（賛助会員は年1,000円）

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用

この会は「婦人之友」愛読者
の集まりです。今回の8月例会
は、終戦記念日にちなみ、羽
仁もと子著作集の中の「太陽
は一つ」を取り上げていまし
た。みなさん本を片手に真剣
な様子で話に聞き入っていま
した。音読が終わった後、実
体験に基づいた話など、それぞれが感想を発表することで、思いを
共有し、私も平和について深く考えさせられました。読書が好きな方、
一人で読むのもいいけれどたまには大勢で読んで一緒に考えたり、
思いをめぐらすのもいいかもしれません。乳幼児から小中学生のお
母さんの勉強会もされているとのこと、お子さんとご一緒に参加さ
れてみては？（忽那 笑実）

今回は、紅茶鶏、つくね入り
豆乳汁、ブロッコリーの巣ご
もり玉子、手作りだしのそう
めん。毎回4品～ 5品を、基本
のバランスレシピ集中心に献
立から自分たちで考えます。
定年退職後の料理初心者のメ
ンバー 9名で結成。栄養バランスを考えたメニューをレシピを見な
がら、楽しんで作っているとのこと。消耗品や調味料の在庫管理や、
今までに作った料理の記録を作ったりとスゴイです！バンダナが良
くお似合いのメンバーの皆さんでした。（山内 隆子）

・ 地域の課題解決を目指して市民活動を行うNPO。平成20年7月現在、松山市に登録してい
るNPOは106団体あり、そのうち女性が代表を務めているのは31団体です。

・ 市内にある5つの放送局に所属しているアナウンサー・キャスターは平成20年７月現在女
性33人、男性は26人。女性も男性も、ともにいきいきと活躍しています。

・ 平成20年4月現在、愛媛県警察に所属する警察官は、女性123人、男性2,271人です。女
性は男性と比較するとまだ少数ですが、あらゆる部署で活躍しています。

「女性に対する暴力をなくす運動」週間（11/12 ～ 25）
をご存知ですか。女性に対する暴力は決して許されるもの
ではありません。一人ひとりが考え、周りの人と話し合う
中で問題を解決することは、男女共同参画社会を実現する
大きな一歩になります。
コムズも男女共同参画社会実現のために、みなさんととも
にこれからも歩んでいきたいと思います。 （Ｎ）

一人二首を持ち寄っての月例
歌会に参加させていただきま
した。提出短歌の講評は全員
参加です。心を込めて詠んだ
短歌の中から厳選して持ち
寄った今月の二首です。批評
をする参加者の方も真剣にそ
の思いや情景を読み取り、共
感やよりよい表現についての指摘をされています。この時間もまた、
歌を詠む行為と共に重要な研鑽の時間であると感じました。単語の
選定、助詞の使い方、文法に照らして問題がないかなど基本を大切
にした上で、より具体的に新しい目で詠むことを目指す愛媛青南会
員の皆さん。聞かせていただいた数々の短歌のその土台には、誠実
に営まれている日常があるのでした。（村松 つね）

留学生のために余剰品を集め
保管・提供したり、交流会を開
催するなど地道に支援をされ
ているCASの、活動10周年記
念として開催されたシンポジ
ウム＆交流会に参加しました。
テーマは、「アジアの女性に学
ぶ～共に考えよう、女性の自
立～」で、ヴェトナム、中国、ネパールの留学生から、将来の目標
や現在の松山での暮らし、自国の女性の状況等について語ってもら
いました。また、愛媛大学国際交流センターの先生からも留学生の
現状やご家族の様子などをお聞きしました。交流会では、主に男性
留学生が作ってくださったお料理の数々を味わいましたが、なんと
美味しかったこと！アジアの一員として学ぶことが多かった1日で
した。（山内 隆子）

8　情報発信「コムズ」


