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コムズフェスティバル　平成21年2月7日●・8日●日土

各分科会の実行委員さんに概要を報告してもらいました。

コムズフェスティバル第10回
記念

平成21年　　
2月7日●
8日●日

土

当日は、家庭料理の代表であ
る「肉じゃが」をメインに企
画しました。講師は男性料理
同好会会員がつとめました。
チームワークで料理を作るの
は当然ですが、同時に自分の
手でしっかりと理解し納得し
て作り、みんなで楽しく食べ
ることを目的としました。参
加者には「家に帰られたら、とにかく早いうちに『肉じゃが』を１回
作ってみませんか」とお願いしました。家族の方々のお父さんに対
する評価がどんどん上がること、請け合いです。アンケートでは、
参加者の大半が料理の面白さを感じ、「今後家庭でも積極的にやる」

「教室にも参加したい」と好結
果が出ました。さらに当日の
参加者の中から早速同好会に
４名の加入希望者があり、会と
して受け入れを決定しました。
今回、男性料理教室としてフェ
スティバルに参加して良かっ
たと実感しています。

市民企画
分科会報告①

同性愛者や性同一性障
がいなどの性的少数者
の人権擁護・啓発に取り
組む私たちは、性感染症
予防啓発ボランティア
「BASE  KOBE」代表・
繁内幸治さんを神戸か
らお招きして、講演会を
実施しました。同性愛者への偏見が、いかにHIV／エイズを蔓延さ
せてしまうか、自分らしく生きにくい社会が感染の拡大を招いてし
まう、という迫力あるお話に、定員を遥かに超えた参加者約60名の
会場は、ぐいぐい引き込まれ、あっという間に時間が過ぎました。
会場には県内をはじめ全国の性的少数者たちから集まったメッ
セージも展示され、皆さん食い入るようにご覧になっていました。
「自分らしく生きることのできる社会」という男女共同参画社会の
目標を、性的少数者の視点で市民の皆さんと共に考えることができ
た２時間。翌日の愛媛新聞にも記事が載るなど注目されました。
最後に今回の分科会が、当事者たちに大きな勇気を与えるものと
なったことを感謝申し上げたいと思います。

今世紀前半に南海
地震の発生が予測
され「防災」への関
心は高まりつつあ
ります。しかし市内
の自主防災組織（結
成率98.2％）でも、
女性の役員はまだ
まだ少数です。参
加者から「災害時の
避難所運営に女性の視点があれば、授乳期のお母さんたちも安心だ
から」との声もあるなど、災害への備えについて、いろいろな面から
考える機会となりました。会ではまず、阪神淡路大震災の記録
DVDを見た後、被災体験者太田さんからお話を聞き「命を守るため
に、地震に備えよう」との思いにかられました。また、女性防災士で、
しかも子育て中の安川さんの「家族や地域を自分の手で守りたい」
とのお話に、会場は勇気づけられました。そして、市の防災対策課
上田さんからは「自助・共助・公助」など防災対策のお話と「地域
の防災活動に女性の参画を期待したい」との心強いことばをいただ
きました。会場には防災用品も展示されました。

館内風景
２日間にわたり、
コムズの講座受
講生による「コム
ズビデオ倶楽部」
の皆さんがさま
ざまなイベント
を取材してくだ
さいました。  

さんかく料理第５弾は
“コメ”を切り口に国や
性別をこえて交流しな
がら男女共同参画につ
いて考える機会としま
した。前半は日本、韓
国、アメリカのコメ料理
を外国人講師から教わりながら全員で調理に取り組みました。参
加者は年齢の幅も広く、男性の参加が目立ちました。ふだんはあま
り料理をしない男性もこの日ばかりはエプロン姿。まな板やフライ
パンを前に慣れない手つきで、３種類のコメ料理に挑戦しました。
子どもたちも“おはぎ”に海苔やゴマを付けるお手伝いをしました。
見知らぬ者同士が協力しあった料理はテーブルをにぎわせ、和やか
な雰囲気で食事を楽しみました。後半は日本の主食のコメについ
て「ミニ参画講話」で学習し、各国の講師が母国の食文化について
話をしました。また「中食」「外食」の利用状況が話し合われました。
外国の料理をとおして文化や生活習慣の違いを知り、調理ではとも
に作る楽しさや食を支える現状を学ぶきっかけになりました。

今回、初めて参加した。
SET（自己尊重トレー
ニ ン グ、Self Esteem 
Training）の入門編で
「自分を好きになる講
座～自分に自信がない
あなたのための自己尊
重トレーニング～」と
題して参加者を募った。さて参加希望者がどれくらいあるだろうか
と心配したが、定員30名を大きく上回る40数名の申し込みがあっ
た。広報紙に書いたのは「自信とは自らを信じること。現在の自分
で良いと認めることがスタートです。ワークシートを使って自分の
自己尊重度を計ってグループで話し合い、考え合っていくワークで
す。」という短い説明だけ。それでこれだけの方が申し込んでくだ
さったということは、やはり、自分に自信がなく、自分を好きになれな
いでいる女性が多いということだと思う。アサーティブトレーニン
グに取り組むには、まず自己尊重ができていないとうまくいかない。
そのことはまだあまり知られていない。自己尊重とは自分を大切に
するということ。これを機会に愛媛にも、自己表現と同時に自己尊
重トレーニングの大切さが知られるようになればうれしい。

あなたは｢生きがい（やりがい）
を持っていますか？｣という問
いに何と答えますか？この講
演会では、自分自身の「生きが
い」を交流分析を通して考え
ました。仕事や生き方の中に
悪しき習慣となる考え方や心
の癖があり、交流分析ではそ
の癖を、その人自身が創った「脚本」に沿って生きていると考えます。
自分の脚本に気づくことで、行動の変化をもたらし、親密な人間関係
を築き、「私にとって自分も他人もOK」である自分になれます。自分
の潜在能力を発揮し、自律した生き方をすることが生きがいに繋が
るということでした。アンケートからは、半数の方が生きがいを持っ
ており、残りの方は持ちたいと答えていました。講演会は、講師と深
い問いを投げかけられた参加者との双方交流のある２時間になりま
した。参加者の方々が、自分に気づくきっかけになればと思います。
参加された皆様、有難うございました。

イイ女なびは、女子学
生向けキャリアアップ
セミナーです。今回の
テーマは「私らしい幸
せな未来探し」。人生
を楽しんで活きる２人
の女性に、仕事観・恋
愛観・人生観などにつ
いて講演して頂きました。講師の話を楽しみつつも意欲的に聴き、
質問や対話も活発に行われ、会場全体が和やかな雰囲気でした。
グループワークでは、「未来の幸せな自分」を想像し、発表し合いま
した。参加者の真剣な表情、生き生きした表情の両面をみることが
でき、参加者自身が自分の将来について、主体的かつ具体的に考え
ることができたのではないかと思います。参加者からは、「前向き
に将来のことを考えられるようになった」、「自分の理想像をイメー
ジできた」、「素敵な女性になりたい」など意欲的な声を多数頂き、
今回のセミナーが、参加者にとって自らには多様な生き方の選択
肢・無限の可能性があることに気付き、将来に対して主体的に考え、
行動するきっかけになれたのではないかと感じました。

男性料理同好会 2/7

2/7

2/7 2/7

2/72/7

2/7
8 パネル展

１階ロビーでは、
市民企画分科会
実行委員の方々
によるパネル展
示も行われまし
た。

2/7
8

2/7

NPO法人日本交流分析協会愛媛支部 イイ女なび実行委員会

サ行の会（コムズ元運営推進委員有志の会） ウイメンズカウンセリング松山

2004を受け継ぐ会レインボープライド愛媛

４人に１人が高齢者という
超高齢社会においては、高
齢者に新たな期待と役割が
求められています。そこで、
改めてそれぞれの高齢者パ
ワーに気づき、再確認し、シ
ンポジストの身近な取り組
みを聞きながら、自分にできる役割を発見し、社会参画の可能性を
考える機会としました。参加者の持てる力をシートに書き出し掲
示することで、自己確認をし、さらにはその力を社会に向けて発信
したり活動したりすることの可能性について考えました。できるこ
とはたくさん持っていても、それを受け入れてくれる他者がいなく
ては「力」は生かせません。「力」を生かすためには、自分もまた手
伝ってもらったり助けてもらう関係性を持つことが必要になりま
す。人と人が頼られ、頼りあえる社会こそがやさしく心豊かな社会
であること、お互いのコミュニケーションの中で自分の役割を見い
だすことで、自分のためだけじゃなくて社会や地域の中で役に立つ
ことにつながっていくことを実感として学ぶことができ、それぞれ
が男女共同参画時代を生きる新たな高齢者像をイメージ化しつつ
散会となりました。

2/7ウェルエイジングクラブまつやま・
2004を受け継ぐ会  高齢社会グループ

マイ

総合テーマ「男女共同参画は未来を創る力」

調理実習
みんなで作ろう　そして食べよう シンポジウム＆トーク

祖父母力で　心豊かな社会を !!
～少子高齢社会を支える高齢者パワー～

講演会
ライフワークとワークライフを考える
～生きがい、やりがい、働きがいを求めて～

トーク＆ワークショップ
私らしく、楽しく活きるヒントがある♪イイ女なび
～女子学生のためのバレンタイン特別企画～

パネルディスカッション  女性が考える防災
～“備えあれば憂いなし”というけれど…～

講演会
性的少数者、HIV感染者支援から見る
「自分らしく生きることのできる社会」

ワークショップ  自分を好きになる講座
～自分に自信がないあなたのための自己尊重トレーニング～

調理＆ワークショップ
さんかく料理パート５  米 Rice  My  Life
～世界の台所から見える男女の関係～
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考える機会としました。参加者の持てる力をシートに書き出し掲
示することで、自己確認をし、さらにはその力を社会に向けて発信
したり活動したりすることの可能性について考えました。できるこ
とはたくさん持っていても、それを受け入れてくれる他者がいなく
ては「力」は生かせません。「力」を生かすためには、自分もまた手
伝ってもらったり助けてもらう関係性を持つことが必要になりま
す。人と人が頼られ、頼りあえる社会こそがやさしく心豊かな社会
であること、お互いのコミュニケーションの中で自分の役割を見い
だすことで、自分のためだけじゃなくて社会や地域の中で役に立つ
ことにつながっていくことを実感として学ぶことができ、それぞれ
が男女共同参画時代を生きる新たな高齢者像をイメージ化しつつ
散会となりました。

2/7ウェルエイジングクラブまつやま・
2004を受け継ぐ会  高齢社会グループ

マイ

総合テーマ「男女共同参画は未来を創る力」

調理実習
みんなで作ろう　そして食べよう シンポジウム＆トーク

祖父母力で　心豊かな社会を !!
～少子高齢社会を支える高齢者パワー～

講演会
ライフワークとワークライフを考える
～生きがい、やりがい、働きがいを求めて～

トーク＆ワークショップ
私らしく、楽しく活きるヒントがある♪イイ女なび
～女子学生のためのバレンタイン特別企画～

パネルディスカッション  女性が考える防災
～“備えあれば憂いなし”というけれど…～

講演会
性的少数者、HIV感染者支援から見る
「自分らしく生きることのできる社会」

ワークショップ  自分を好きになる講座
～自分に自信がないあなたのための自己尊重トレーニング～

調理＆ワークショップ
さんかく料理パート５  米 Rice  My  Life
～世界の台所から見える男女の関係～
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１階ロビーでは、市民企画分科会の代表の方、施設の代表者
にテープカットをしていただきました。
その後コムズフェスティバルが盛大に開会しました。

　歴史上の女性の活躍を通じて、男女共同参画についてわかりやすくお話をしてい
ただきました。
　参加者からは、「歴史がよくわかり、いつの時代も男性と女性がそれぞれの立場で
協力し続けることの大切さを知った（女性）」、「男女共同参画の本当のあり方につい
てジョークを交えながら巧みな話術で、歴史の中の男女のあり方を話してくださった。
ナンバー２の存在の重要性など、これからの時代に大切なことを示唆された講話で
大変興味のあるものだった（男性）」といったご感想をいただきました。

第１回から第10回までの市民企画分科会に
参加した市民の皆さんに、当時の状況や
その後の活動の変遷を語っていただきました。
これまでの歩みを振り返りながら交流を深め、
今後に向けてのネットワークも広がりました。

　コムズフェスティバル最後のイベントは、10回を重ねたフェスティバルの成果とこ
れからの方向を確認し合う交流会でした。第１回の参加者から今回初参加の４グルー
プまで、それぞれの方が活動内容やフェスティバルの感想を発表し合いました。
　第２ステージと位置付けられた次の10年に向かい、皆さんの活動は、豊かな内容の
広がりはもちろん、若者から年配の方まで、あるいは男性中心のグループというような、
参加者の幅の広がりも見せていました。それは、コムズという市民活動の拠点として
の「場」が生み出した成果であり、市民の活動を支えた職員の方々の
努力のたまものです。
　また、フェスティバルの様子を記録係としてビデオ撮影し
ていたのは、コムズの講座を受講したメンバーの方々でした。
男女共同参画への気づきを成長に結びつけていくシステム
がコムズにはあり、その中で育ったグループ同士が集まって
さらに豊かで力強い活動を展開していく姿が見られました。
　これからの10年、第２ステージもコムズを中心にして、
男女共同参画の活動はさらに進んでいくのだと感じました。
� （リポーター：村松�つね）

私の取材ノート
～「その時歴史が動いた」の現場から ～
講  師：松平　定知さん（ＮＨＫ「その時歴史が動いた」キャスター）

「集って語ろう！
　　　　　未来に向けて」

分科会実行委員
の方に感想を
発表していただき

ました

コムズとの
長いおつき合いを
語っていただき
ました

初めて参加した
男性の方にも
発表していただ
きました

コムズの明るい
未来を実感され
たようです
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CINEMA & TALK

平成21年2月22日●日

シネマ＆トーク

「 絆 ～今、ここに　生きる～ 」

映画「夕凪の街　桜の国」（2007年・日本）の上映の後、
監督の佐々部清さんをお迎えして、お話をしていただきました。

-CINEMA & TALK-

 この作品は昭和33年と平成
19年が舞台になっています。
原作が発表されてすぐの2004
年に制作のオファーを受けま
した。最初は被爆の話は私に
は重いという印象しかなかっ
たですし、被爆を経験してい
ない私が作っていいのかとい
う思いもありました。私は今
まで家族や人と人とのつなが
りをテーマに映画を撮ってき
ましたから、死体が累々とい

うような作品は絶対に撮るつもりはなかったですし、そのよう
な作品は私には作ることができません。しかし、この作品の原
作を読んで考えが変わりました。原作はたった100ページに
満たない漫画なのですが、被爆が大きなモチーフであっても
家族や人のつながりが描かれています。訴えるのではなく、
伝えなければならない、平成のこの時代にあえて語ることの
素晴らしさがこの作品にはあると確信しました。最近よく目に
する殺人のニュースも、悲しいことに半分は親子など親族間
で起こっています。家族が世の中で一番大切だと思います
し、あたたかさや絆がそこにはあります。そしてなにより生き
るということがどんなに大切か、家族そろって食卓を囲んでい
た豊かな時代を思い出してほしいのです。
　実は「夕凪の街　桜の国」はこんなに素晴らしい本なのに、
大手の映画製作会社にはテーマが地味で商品としては売りに
くいと拒否されました。大手には全部断られました。しかしこ
の作品を作ることには大きな意味があるという信念がありま
したし、映画化を実現させて見返してやろうという気で取り組
みました。これは日本人にしか作れない映画です。小学生か
ら大人まで、また日本人から外国の方まで、あらゆる方に観て

ほしいという気持ちで作りました。心の痛み、家族の痛みは
全ての人に共通する感情ですし、それこそがこうの史代さん
の原作に描かれていたことだと思います。
　キャストについてですが、最初に決まったのは田中麗奈さんで
した。麗奈さんの役は大変難しかったと思いますが、等身大のま
まの七波役を期待どおりに演じてくれました。皆実役は麻生久美
子さんでした。もともと憂いを帯びた顔立ちなので、明るくして
いるほうが切なさ、はかなさがでると思ったので笑顔を忘れない
でほしいとお願いしました。僕は映画女優と仕事をすることにこ
だわっています。お二人とも本当に素晴らしい映画女優ですの
で、二人の演技にも是非注目していただきたいです。

この作品のメッセージの一つである「絆」について改めて考えさ
せられる作品でした。佐々部さんの作品に共通している「人のつ
ながり」というのは当たり前すぎて普段忘れてしまいがちです
が、この作品を通して多くの方にもう一度深く考えてほしいと
思いました。                                   （リポーター：忽那 笑実）

【参加者の感想 ～アンケートより～ 】
＊私は今、28歳ですが、同世代で戦争を語り合うことがないの
で、今回参加できていろいろなお話を聞けてうれしかったです。
 （20代女性）

＊テレビで拝見することがあり、とてもバイタリティーのある方
だなあと思いました。トークを聞きあらためて元気をいただき
ました。今後の活躍に期待したいと思います。 （30代女性）

＊あの日、私も広島にいました。長い間、人に言えなかった時期
がありました。今は少し話せます。伝える難しさを感じていま
す。肩を張らず、淡々と伝えていただいた「被爆」。とてもよい
映画でした。 （60代女性）

＊佐々部さんの人柄、まっすぐで明るくて誠実で、そしてあふれ
るような情熱家で。そうした人柄に触れることができて感動し
ました。 （60代男性）

　題材としては被爆がモチーフになっているので悲しく暗いと感じるところも確かにありますが、決
してそれだけではなく人と人とのつながり、生きる喜びなどが感じられるとても心温まる作品です。
いつの時代にも共通する人々の想いとして、人を愛することや平和への願いは変わることはありま
せん。たくさんの命を奪った戦争という出来事を絶対に忘れてはいけませんし、後世に伝えていか
なければならないことだと思います。二つの時代を生きる二人の女性の生き方からたくさんのことを
感じられる作品です。ページ数も少なく、漫画形式になっていますので幅広い年齢の方に読んでい
ただけるものになっています。大切な人のことを思い浮かべながら読んでみてください。

（リポーター：忽那 笑実）

映画の原作漫画をご紹介します

「夕凪の街　桜の国」　（こうの史代　著）

佐々部　清さん
（撮影／堀和宏）

平成16年度文化庁メディア芸術祭マンガ部
門大賞、第９回手塚治虫文化賞新生賞を受
賞。今後語り継がれるべき作品の一つとし
て、海外での翻訳本も発行されています。

※こちらの本は、コムズ２階
　図書コーナーにあります。
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コムズフェスティバル　平成21年2月7日●・8日●日土

2/7
8

2/8 2/8

2/8 2/8

2/7 2/7

2/7 2/8

講演会＆パネル展示  紛争の中の女性たち
～自分を認め、他者を認めて生きるために～

トーク  あなたの内なる暴力性を問う  パート２
～10代の子どもたちが対等なパートナーシップを築くために～

トークカフェ  NPOのつくりかた
～わたしのワクワクが社会を変える～

芝居＆ワークショップ「Stand  Up，by  me!!」
～わたしに“立て”と言って !! ～

パネルディスカッション
男女共同参画とわたしたちの10年、そして
これから　～コムズとともに豊かな地域を～

「あなたが見つけた松山の『○△×』写真展」

トーク＆読み聞かせ
ママもうらやむ　ちょいヤル?!親父の極意！

～キッカケは100冊の絵本だった～

フリートーク　
しゃべりん坊将軍＠ＭＩＣスペシャル!!

～ここが‘？’だよニッポン！～

もちつき会

市民企画分科会報告②

まつやま国際交流センターパネル展

１階ロビーで、外国籍市民の方が撮影した「松山のココに日本を感じる！」
写真や日本人市民の方が撮影した「ココに松山の国際化を発見！」をテー
マにした写真を展示しました。来館者には、気に入った写真に投票しても
らい、写真を通して“松山の国際化”を感じるきっかけになりました。

昨年実施した分科会の中で、関
心の高かった「デートDV」の学
習から、暴力を防止する学習は、
幼い頃から始まって長期的に取
り組むべき問題であることがわ
かりました。そこで今回は、思春
期にかかる10代の若者を対象
にした暴力防止、DV予防の学習
に焦点を絞りました。まず、中学生・高校生を対象にアンケートに
よる意識調査を行いました。そこから見えてきたことは、自分を大
切にする「自尊感情」をもった子どもは、同時に他者の人格も尊重で
きることでした。若者たちが、男女が、対等な関係で生きるとはどう
いうことなのか、中村さんと善本さんによる息の合った展開がなさ
れました。わかったことは、自分を大切にすることは、人間としての
根っこの問題であり、相手が自分と違う意見や感情をもっているこ
とを尊重することから、対等な関係が築かれ、大切な相手とのつな
がりを豊かにするということ。関係が親密になるほど必要な心情で
あることが認識できました。幼い頃から自尊感情を育てる仕掛け
を、家庭・学校・地域の中で工夫していくことが、今後の課題です。

愛媛県女性保護対策協議会

ワークライフバランスというと、女
性のための支援策のような印象を
受けますが、周囲ではむしろ男性の
ほうがワークライフバランスに悩
んでいるという現状に多く遭遇し
ます。その中で、パパの抱える悩み
や問題をクローズアップした企画
がしたいと思い、以前から注目して
おりましたNPO法人ファザーリング・ジャパンの安藤哲也さんを
お招きしました。家族で、また男性が休日にこのような講演会に参
加することはなかなかありません。参加者の男性にとって、実は勇
気ある一歩だったかもしれません。そんなことから、最初はすこし
硬い雰囲気もありましたが、講演のはじめに「パパ力検定」の抜粋
問題を実施。講演では子育てをめぐる夫婦関係について、父親のメ
リットについて、など仕事人目線でのワークライフバランスを語っ
ていただきました。後半は、親子対象に安藤さんによる絵本の読み
聞かせ。最初は距離のあった子どもたちも、安藤パパの絵本ワール
ドにひきこまれ、和気あいあいとした雰囲気となりました。「父親自
身が楽しむこと」「笑っている父親になろう」という、安藤さんの
メッセージ。参加者の方の反応も大きかったです。

ワークライフバランス向上委員会

男女共同参画社会基本法がで
き、コムズができて10年を迎え
たのを機会に、コムズとわたし
たちの関わりをもとに、それぞ
れの10年の歩みをふり返り、さ
らに豊かな社会をめざして、行
政、企業、そして市民であるわた
したちにできることは何かを、参加者とともに考えました。この10
年で女性の意識はもとより職場や行政への女性の進出は格段に進
み、男女がともにその能力を発揮できる風土づくりや市民の共同参
画への支援体制が整えられつつあります。また、男性の生き方につ
いても多様な選択肢が提示されています。しかし、固定的な性別役
割はそれぞれの意識に根深く染み付いており、男女が互いに尊重し
あい、個性や能力を発揮できる社会の実感に乏しい現状がありま
す。参加者は改めて、自分の住む家庭や地域、社会をよりよくする
ために一人ひとりが男女の差別を問い、互いに尊重しあいながらと
もに豊かな地域をつくるために力を合わせていくことの必要性を
確認し、分科会を終了しました。

2004を受け継ぐ会

予定の人数には達しませ
んでしたが、10代から60
代までの33名の方に参加
していただきフリーラン
スジャーナリスト、長谷川
まり子さんの講演会を開
催しました。14年に及ぶ
インド・ムンバイでの取
材の体験からにじみでる一つ一つの言葉は、私たちを魅了していき
ました。貧困故に教育が及ばない・及ばないが故に貧困を生む、そ
の負のスパイラルは今も現実としてそこに存在していました。ま
ず知ることから始めよう・・・長谷川まり子さんの言葉は参加者の

大学生に小さな種を蒔いたはず
だと確信した２時間でした。
また、１階ロビーでは「国境なき
医師団」の活動紹介パネルも展
示しました。

マロニエの会

子育て支援に取り組む
NPOの先輩２人を招いて
トークカフェを開催。ゲス
トスピーカーは、結婚推進
と円満家庭の支援を行う
「コングラネット」さんと、
コムズを借りて月に一度子
育て相談を行っている「ひ
まわり」さん。先輩がどのようにして活動を始めたのか、スタート
時の壁をどう乗り越えたのかを紹介し、その後参加者約20名と意
見交換を行いました。会場では、NPO法人ほっとねっと　ひだま里
作業所のシフォンケーキとお茶・コーヒーがふるまわれ、参加者は
和やかな雰囲気で、「どうすれば自分たちが新しい一歩を踏み出せ
るか」について、活発に話していました。参加者からは、「どうすれ
ばNPOを始められるかがわかった」「自分が本当にやりたいことが
どのようなものかをもう一度考えて、チャレンジするかどうかを決
めたいと思います」というような意見も出ていました。今後も、こ
のような会を継続して開きたいと考えています。

まつやまＮＰＯサポートセンターイベント

松山で暮らす外国人の
方々をゲストにお招き
し、日常生活での疑問、
理解できない日本人の
行動や習慣、日本生活
で感じた日本の“？”
について話していただ
きました。外国人の視
点から見た“ニッポン”
を知るよい機会になったと思います。初めて参加した人が大半で
したが、皆さん真剣に話を聞いていて、アットホームな雰囲気で進
みました。私たち日本人には当たり前でも、外国人の視点から見る
と“不思議”だったり“素敵”だったり“理解できない”と感じたりす
ることがあるのを実感できました。自分の国（日本）を客観的に見
るよい機会になったのではないでしょうか。また、文化や習慣に優
劣はなく、互いの文化や習慣を知り、理解できなくても認め合うこ
とが大切だということを今回のイベントを通して感じてもらえた
と思います。

まつやま国際交流センターイベント

子どもたちに生のお芝居を
見てもらうことで、想像性
や表現力を育むことを目的
に開催しました。観客を自
然と巻き込むお芝居の構成
だったので、子どもたちも自
然と話の中に引き込まれて
いました。思わず立ち上がる子、声をだして笑ったり、騒いだりする
子もいて、劇団の一員のようでした。スタッフ側からみても子ども
たちがとても楽しそうで、生のお芝居を近くで見る機会は滅多にな
いため、良い体験だったと思います。また、ワークショップも個人か
らグループワークへと子どもたちが飽きないよう、遊びを取り入れ
たような内容だったため、時間があっという間でした。劇団の方か
ら提案された課題を、頭で想像し、体で表現するという内容のワー
クショップは、戸惑いながらも、終始笑顔で楽しそうに取り組んで
いました。終了後、参加していた子どもたちからは「とても楽しかっ
た」「ワークショップがおもしろかった」「またぜひ参加したい」と
いう声がほとんど。機会があればまた実施してみたいと思います。

新玉児童館イベント

恒例“もちつき会”
を、昨年と同様コムズ
正面玄関で行いまし
た。普段、児童館を利
用している子どもた
ちや保護者をはじめ、
幅広い年齢の方に参
加していただき、とて
も活気のあるイベン
トとなりました。子どもたちは、自分の体と同じくらいのきねをも
ちあげ、「よいしょ～」と力いっぱいお餅をつき、また、白い粉を顔や
洋服につけながら、つきたてのやわらかいお餅を小さな手で上手に
丸めていました。ご家族の参加も多く、お父さんとお餅をついたり、
お母さんとお餅を丸めたりする姿が見られました。今回は、愛媛な
らではのお餅、うすいオレンジ色でほのかに甘い“みかん餅”を用意
し、珍しい“みかん餅”は、子どもから大人まで大人気で、あっという
間になくなってしまいました。今では、きねとうすを使っておもち
つきをする光景も珍しく、このようにもちつきを体験できる機会も
少ないため、参加者の皆さんには楽しい１日となったようです。

新玉児童館イベント

がんばっている
アナタのための

３年間にわたり、毎日がんばっているアナタのために、
さまざまなアイデアを提供してきた「ゆ・る・り・ライフのすすめ」。
次回からリニューアルし、また皆様に役立つ情報を提供します。お楽しみに！

『伝統武術で
　　　　　ゆ・る・り』

第10回

★腕伸ばし★
・腕をまっすぐに伸ばします。
・手のひらを外に向けます。
・肘をまげないよう、腕が
　耳につくようにします。
・左右交互におこないます。

関心のある方は、
心意倶楽部のＨＰを
ご覧下さい。

肩が
こりやすい方に
お薦めです。

★かかと立て★
・片足を前に出して、かかとで立ちつま先を上にします。
・脚の裏側（アキレス腱）に負荷を適度にかけます。
・左右交互におこないます。

今回は、コムズ登録団体『心意倶楽部』の北西さんに教えていただきました。ご紹介するのは、伝統武術の技法から簡単にできる健康法です。
立っても座ってもできます。力を抜いて無理のないように実践してください。

ゆ・る・り・ライフ“ゆ・る・り・ライフのすすめ”

COMS FESTIVAL

各分科会の実行委員さんに概要を報告してもらいました。

パ　パ
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コムズフェスティバル　平成21年2月7日●・8日●日土
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2/8 2/8
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2/7 2/7

2/7 2/8

講演会＆パネル展示  紛争の中の女性たち
～自分を認め、他者を認めて生きるために～

トーク  あなたの内なる暴力性を問う  パート２
～10代の子どもたちが対等なパートナーシップを築くために～

トークカフェ  NPOのつくりかた
～わたしのワクワクが社会を変える～

芝居＆ワークショップ「Stand  Up，by  me!!」
～わたしに“立て”と言って !! ～

パネルディスカッション
男女共同参画とわたしたちの10年、そして
これから　～コムズとともに豊かな地域を～

「あなたが見つけた松山の『○△×』写真展」

トーク＆読み聞かせ
ママもうらやむ　ちょいヤル?!親父の極意！

～キッカケは100冊の絵本だった～

フリートーク　
しゃべりん坊将軍＠ＭＩＣスペシャル!!

～ここが‘？’だよニッポン！～

もちつき会

市民企画分科会報告②

まつやま国際交流センターパネル展

１階ロビーで、外国籍市民の方が撮影した「松山のココに日本を感じる！」
写真や日本人市民の方が撮影した「ココに松山の国際化を発見！」をテー
マにした写真を展示しました。来館者には、気に入った写真に投票しても
らい、写真を通して“松山の国際化”を感じるきっかけになりました。

昨年実施した分科会の中で、関
心の高かった「デートDV」の学
習から、暴力を防止する学習は、
幼い頃から始まって長期的に取
り組むべき問題であることがわ
かりました。そこで今回は、思春
期にかかる10代の若者を対象
にした暴力防止、DV予防の学習
に焦点を絞りました。まず、中学生・高校生を対象にアンケートに
よる意識調査を行いました。そこから見えてきたことは、自分を大
切にする「自尊感情」をもった子どもは、同時に他者の人格も尊重で
きることでした。若者たちが、男女が、対等な関係で生きるとはどう
いうことなのか、中村さんと善本さんによる息の合った展開がなさ
れました。わかったことは、自分を大切にすることは、人間としての
根っこの問題であり、相手が自分と違う意見や感情をもっているこ
とを尊重することから、対等な関係が築かれ、大切な相手とのつな
がりを豊かにするということ。関係が親密になるほど必要な心情で
あることが認識できました。幼い頃から自尊感情を育てる仕掛け
を、家庭・学校・地域の中で工夫していくことが、今後の課題です。

愛媛県女性保護対策協議会

ワークライフバランスというと、女
性のための支援策のような印象を
受けますが、周囲ではむしろ男性の
ほうがワークライフバランスに悩
んでいるという現状に多く遭遇し
ます。その中で、パパの抱える悩み
や問題をクローズアップした企画
がしたいと思い、以前から注目して
おりましたNPO法人ファザーリング・ジャパンの安藤哲也さんを
お招きしました。家族で、また男性が休日にこのような講演会に参
加することはなかなかありません。参加者の男性にとって、実は勇
気ある一歩だったかもしれません。そんなことから、最初はすこし
硬い雰囲気もありましたが、講演のはじめに「パパ力検定」の抜粋
問題を実施。講演では子育てをめぐる夫婦関係について、父親のメ
リットについて、など仕事人目線でのワークライフバランスを語っ
ていただきました。後半は、親子対象に安藤さんによる絵本の読み
聞かせ。最初は距離のあった子どもたちも、安藤パパの絵本ワール
ドにひきこまれ、和気あいあいとした雰囲気となりました。「父親自
身が楽しむこと」「笑っている父親になろう」という、安藤さんの
メッセージ。参加者の方の反応も大きかったです。

ワークライフバランス向上委員会

男女共同参画社会基本法がで
き、コムズができて10年を迎え
たのを機会に、コムズとわたし
たちの関わりをもとに、それぞ
れの10年の歩みをふり返り、さ
らに豊かな社会をめざして、行
政、企業、そして市民であるわた
したちにできることは何かを、参加者とともに考えました。この10
年で女性の意識はもとより職場や行政への女性の進出は格段に進
み、男女がともにその能力を発揮できる風土づくりや市民の共同参
画への支援体制が整えられつつあります。また、男性の生き方につ
いても多様な選択肢が提示されています。しかし、固定的な性別役
割はそれぞれの意識に根深く染み付いており、男女が互いに尊重し
あい、個性や能力を発揮できる社会の実感に乏しい現状がありま
す。参加者は改めて、自分の住む家庭や地域、社会をよりよくする
ために一人ひとりが男女の差別を問い、互いに尊重しあいながらと
もに豊かな地域をつくるために力を合わせていくことの必要性を
確認し、分科会を終了しました。

2004を受け継ぐ会

予定の人数には達しませ
んでしたが、10代から60
代までの33名の方に参加
していただきフリーラン
スジャーナリスト、長谷川
まり子さんの講演会を開
催しました。14年に及ぶ
インド・ムンバイでの取
材の体験からにじみでる一つ一つの言葉は、私たちを魅了していき
ました。貧困故に教育が及ばない・及ばないが故に貧困を生む、そ
の負のスパイラルは今も現実としてそこに存在していました。ま
ず知ることから始めよう・・・長谷川まり子さんの言葉は参加者の

大学生に小さな種を蒔いたはず
だと確信した２時間でした。
また、１階ロビーでは「国境なき
医師団」の活動紹介パネルも展
示しました。

マロニエの会

子育て支援に取り組む
NPOの先輩２人を招いて
トークカフェを開催。ゲス
トスピーカーは、結婚推進
と円満家庭の支援を行う
「コングラネット」さんと、
コムズを借りて月に一度子
育て相談を行っている「ひ
まわり」さん。先輩がどのようにして活動を始めたのか、スタート
時の壁をどう乗り越えたのかを紹介し、その後参加者約20名と意
見交換を行いました。会場では、NPO法人ほっとねっと　ひだま里
作業所のシフォンケーキとお茶・コーヒーがふるまわれ、参加者は
和やかな雰囲気で、「どうすれば自分たちが新しい一歩を踏み出せ
るか」について、活発に話していました。参加者からは、「どうすれ
ばNPOを始められるかがわかった」「自分が本当にやりたいことが
どのようなものかをもう一度考えて、チャレンジするかどうかを決
めたいと思います」というような意見も出ていました。今後も、こ
のような会を継続して開きたいと考えています。

まつやまＮＰＯサポートセンターイベント

松山で暮らす外国人の
方々をゲストにお招き
し、日常生活での疑問、
理解できない日本人の
行動や習慣、日本生活
で感じた日本の“？”
について話していただ
きました。外国人の視
点から見た“ニッポン”
を知るよい機会になったと思います。初めて参加した人が大半で
したが、皆さん真剣に話を聞いていて、アットホームな雰囲気で進
みました。私たち日本人には当たり前でも、外国人の視点から見る
と“不思議”だったり“素敵”だったり“理解できない”と感じたりす
ることがあるのを実感できました。自分の国（日本）を客観的に見
るよい機会になったのではないでしょうか。また、文化や習慣に優
劣はなく、互いの文化や習慣を知り、理解できなくても認め合うこ
とが大切だということを今回のイベントを通して感じてもらえた
と思います。

まつやま国際交流センターイベント

子どもたちに生のお芝居を
見てもらうことで、想像性
や表現力を育むことを目的
に開催しました。観客を自
然と巻き込むお芝居の構成
だったので、子どもたちも自
然と話の中に引き込まれて
いました。思わず立ち上がる子、声をだして笑ったり、騒いだりする
子もいて、劇団の一員のようでした。スタッフ側からみても子ども
たちがとても楽しそうで、生のお芝居を近くで見る機会は滅多にな
いため、良い体験だったと思います。また、ワークショップも個人か
らグループワークへと子どもたちが飽きないよう、遊びを取り入れ
たような内容だったため、時間があっという間でした。劇団の方か
ら提案された課題を、頭で想像し、体で表現するという内容のワー
クショップは、戸惑いながらも、終始笑顔で楽しそうに取り組んで
いました。終了後、参加していた子どもたちからは「とても楽しかっ
た」「ワークショップがおもしろかった」「またぜひ参加したい」と
いう声がほとんど。機会があればまた実施してみたいと思います。

新玉児童館イベント

恒例“もちつき会”
を、昨年と同様コムズ
正面玄関で行いまし
た。普段、児童館を利
用している子どもた
ちや保護者をはじめ、
幅広い年齢の方に参
加していただき、とて
も活気のあるイベン
トとなりました。子どもたちは、自分の体と同じくらいのきねをも
ちあげ、「よいしょ～」と力いっぱいお餅をつき、また、白い粉を顔や
洋服につけながら、つきたてのやわらかいお餅を小さな手で上手に
丸めていました。ご家族の参加も多く、お父さんとお餅をついたり、
お母さんとお餅を丸めたりする姿が見られました。今回は、愛媛な
らではのお餅、うすいオレンジ色でほのかに甘い“みかん餅”を用意
し、珍しい“みかん餅”は、子どもから大人まで大人気で、あっという
間になくなってしまいました。今では、きねとうすを使っておもち
つきをする光景も珍しく、このようにもちつきを体験できる機会も
少ないため、参加者の皆さんには楽しい１日となったようです。

新玉児童館イベント

がんばっている
アナタのための

３年間にわたり、毎日がんばっているアナタのために、
さまざまなアイデアを提供してきた「ゆ・る・り・ライフのすすめ」。
次回からリニューアルし、また皆様に役立つ情報を提供します。お楽しみに！

『伝統武術で
　　　　　ゆ・る・り』

第10回

★腕伸ばし★
・腕をまっすぐに伸ばします。
・手のひらを外に向けます。
・肘をまげないよう、腕が
　耳につくようにします。
・左右交互におこないます。

関心のある方は、
心意倶楽部のＨＰを
ご覧下さい。

肩が
こりやすい方に
お薦めです。

★かかと立て★
・片足を前に出して、かかとで立ちつま先を上にします。
・脚の裏側（アキレス腱）に負荷を適度にかけます。
・左右交互におこないます。

今回は、コムズ登録団体『心意倶楽部』の北西さんに教えていただきました。ご紹介するのは、伝統武術の技法から簡単にできる健康法です。
立っても座ってもできます。力を抜いて無理のないように実践してください。

ゆ・る・り・ライフ“ゆ・る・り・ライフのすすめ”

COMS FESTIVAL

各分科会の実行委員さんに概要を報告してもらいました。
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考える NPO法人 えひめイヌ・ネコの会

いつでもＯＫ
だれでもＯＫ
松山市内にて毎年、毎週イベントを開催
高岸さん（会事務所TEL：977-7564）
正 会 員　年12,000円
賛助会員　年3,000円

Information

学ぶ ウェルエイジングクラブまつやま（WACM）

Information

踊る Ｎａｎｉ Ｋｕｉｏ

Information

表紙について

交流する フレンドシップフォース愛媛

Information

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
50歳代以上の方
毎月1回例会・年2～3回公開講座開催
コムズにて
土居さん（TEL：934-7460）
現在なし

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

いつでもＯＫ
女性のみ
日、水、金曜日
市民会館、コムズ他にて
中井さん（TEL：080-3163-8228）
月３回3,500円

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用

国際交流に興味のある方なら、いつでも入会可能
ホームステイの受入れ、ホームステイの渡航
峯さん（TEL：971-2050）
入会金1,000円
（個人）5,000円
（家族）10,000円

入　　　会
活　　　動
問い合わせ
参加費用
年　会　費

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、団体による

イベントが開催されました。来て・見て・触って体験して…、盛りだくさんの１日でした。

～私たちも体験してきました～

平成21年 1月25日日

ワークショップでは、野良ネコの
トラブルを解決するためにどうす
ればよいのか考えました。地域ネ
コは何かも知らずに参加したので
すが、他県の事例などを紹介した
ビデオや掲示物を拝見し、よくわ
かりました。地域ネコとは野良ネ
コに不妊手術をした上で元の場所
に返し、食事やトイレの管理も行いながらネコの世話をするという
もので、野良ネコの被害をなくすことを目標にしています。地域に
よって、様々な方法があるようですが、大切なのは、ネコが好きか
嫌いかにかかわらず、一人でも多くの地域住民が協働してこの問題
に主体的に関わっていくことです。（山内 隆子）

打楽器の演奏とともに、南国の花
の良い香りがたちこめ、フラダン
スが始まりました。私はゆったり
としたリズムの曲しか知らなかっ
たので、こんなにもいろいろな表
情の曲やダンスがあるのに驚きま
した。どの曲も心地よく、ハワイ
の波の音が聞こえてくるような気
持ちになりました。踊っている方の笑顔につられて、こちらも思わ
ず笑顔になりました。心身の美しさやかわいらしさ、やさしさ、そ
れらを一生持ち続けたい、そんなメッセージを感じることができま
した。ダンスを披露されたのは中四国ハワイアン協会に所属されて
いる若いメンバーによる構成で、いろいろなイベントやボランティ
ア活動に積極的に参加されているそうです。（山内 隆子）

・ 総務省の「生活基本調査」（2006）によると、1週間を平均した男性の家事関連時間は39分。20年
前の18分と比べると2倍以上に増えてはいますが、女性の3時間44分と比較すると、その差は依然
として大きいといえます。

・ 厚生労働省によると、平成19年の女性雇用者数は2,297万人で、雇用者総数に占める女性の割合は
41.6％となっています。また、管理的職業に従事している女性は1割未満と低いものの実数ではこの
20年で約2倍になりました。

・ 子どもたちの登下校や遊び場を見回り、子どもたちの安全を確保する「子ども見守り隊」。松山市で
は57団体が申請し、約3,000人の市民の方が活動しています。中でも、高齢者の方が中心となり積
極的に活躍されています。

３年にわたり掲載してきた「チャレンジする女
性たち」。地域で自分らしく輝いて活動している
女性を紹介してきました。私たちの周りにも、
魅力的な女性がたくさんいること、皆さんにお
伝えできたでしょうか。今年度をもって「チャ
レンジする女性たち」は終了します。次回（6月
号）から、情報誌もリニューアルします。ご期
待下さい。 （Ｍ）

今回のワークショップでは、若々
しく見えるメークのポイントが紹
介されていました。目もとにピン
クを入れたり、目尻のアイシャ
ドーは上げ気味にすると、顔が明
るく見えるそうです。また、口紅
やチークの色合いは、服装や季節
によって合わせます。オレンジ系
など明るい色の洋服は、人の目をひくのでおすすめだそうです。モ
デルとなられた方も赤い服がお似合いでした。年齢を重ねてもそれ
が魅力となるようにおしゃれ心をずっと持ち続けたいと思いますが、
そのためのヒントが学べるワークショップでした。今、話題の自然
の染料へナによる白髪染めも、紅茶でヘナを溶かすとよく染まるそ
うです。（山内 隆子）

この会は、アメリカで発足し、今
では60余りの国や地域で活発に活
動しているそうです。愛媛クラブ
も発足23年を過ぎ800人を超える
外国の方にホームステイを体験し
ていただき、愛媛からも延べ450
人の会員さんが海外でホームステ
イを体験されたそうです。ホームステイは、若者だけの特権ではなく
年齢の高い方まで参加できると聞いてとても素晴らしいと思いまし
た。各国の文化や生活を理解するには、ホームステイが一番。理解
することで、お互いの国を大切に思い、世界平和につながっていくこ
とでしょう。（山内 隆子）  

8　情報発信「コムズ」


