
まだまだ大きい男女の意識の差
～この１０年で松山市民の意識はどう変わったのでしょうか？～

2009 NOVEMBER Vol.38情報誌［コムズ］

イキイキびと  第 2回
インターンシップ生  発信！学生のための「ワーク・ライフ・バランス入門」
まつやまファミリー･サポート・センターの紹介
相談室だより・コムズ登録団体の紹介
＜表紙のイラスト＞
地域の活動に、老若男女を問わず、皆が積極的に参加している姿を表現しています。

COMMON（共通の）、COMMUNICATION（共にする）、

COMPANION（仲間）の接頭語「COM-（コム）」は“共に”

という意味です。これを複数形にすることにより、

男女を問わず多数の人が集う場所を表現しています。

「＋S」は男女みんな（複数）の平等と、プラス思考、プラスαなど、

知り学び、創造し、伝えていく、前向きな姿勢を表現しています。

み ん な で つ く ろ う 男 女 共 同 参 画 社 会



○どの分野においても10年前と比べて高くなっていますが、
　それでも「平等になっている」と回答した人は１～４割に過ぎません
　�　平成９年と平成19年の結果を比べてみると（グラフ①参照）、法律や制度、家庭、職場、社会通念や風潮において「平等になっ
ている」と回答した人の割合は、どの分野においても男女とも増加しています。
　�　特に顕著に増加している分野が「法律や制度」面で、男性は20.1％から44.1％と24.0ポイント、女性は7.1％から
23.2％と16.1ポイントと大きく増加しています。
　�　しかしながら、割合が最も高い「法律や制度」面における男性でも「平等になっている」と回答した人は約４割と過半数
にも達しておらず、割合が最も低い「社会通念や風潮」においては、「平等になっている」と回答した人は男性20.1％、女
性11.3％に過ぎません。
　　これらの結果から、男女の地位の平等感が高まるには、まだまだ時間がかかりそうだといえます。

○「男性の方が、どの分野においても平等感が強い」のは、今も10年前も同じです
　�　さらに男女別にみてみると、平成９年、平成19年とも、すべての分野において、女性より男性の方が「平等になっている」
と回答している割合が高いことがわかります。

○「好ましい」と思う女性の生き方について
　�　平成９年と平成19年の結果を比較してみると（グラフ②参照）、女性における顕著な変化は「子どもが生まれたら仕事を
やめ、子どもが大きくなったら再開する」と回答した人が49.1％から60.3％と11.2ポイント増加し、「ずっと仕事をもち
続ける」と回答した人が27.9％から19.4％と8.5ポイント減少している点にあります。
　�　一方、男性は「子どもが生まれたら仕事をやめ、子どもが大きくなったら再開する」が50.4％から57.8％と7.4ポイン
ト増加し、「子どもが生まれるまでは仕事をもち、出産後は家事・育児に専念する」が15.9％から9.5％と6.4ポイント減少
しています。

　�　つまり、女性も男性も「出産でいったん職場から離れ、その後再就職する」という、いわゆるＭ字型就労（※１）が好ま
しいと思っている傾向が10年前と比べて強くなったといえます。
　�　この結果は、全国的な傾向とやや異なっています。内閣府の『男女共同参画社会に関する世論調査』によると、平成16年
には「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と考える「継続就業」支持が、「子どもができたら職業をやめ、大
きくなったら再び職業をもつ方がよい」と考える「一時中断・再就職型」支持を初めて上回り、平成19年の調査においては
「継続就業」支持が43.4％と最も多くなっています。
　�　松山市における調査結果について、Ｍ字型就労を積極的に支持しているのか、就労を継続するには環境が整っていないた
めＭ字型就労を希望せざるをえないのか、今後、十分分析する必要があると思われます。

○「好ましい」と思う男性の生き方について
　�　平成９年の調査にはなかった「好ましいと思う男性の生き方」を問う項目を平成19年に設けました。その背景には、男性
の長時間労働や育児休業の取得率の低さなどを改善し、家庭生活や地域活動にもっと関わることができるよう、仕事と生活
の調和を目指す「ワーク・ライフ・バランス」（※２）が求められるようになったことがあります。
　�　全体的な結果は、「仕事と家庭生活や地域活動のバランスをとりながら生きる」を選択した人が85.9％と８割を超え、圧
倒的に多い回答となりました。特に女性では89.8％と約９割を占めています（グラフ③参照）。
　�　女性よりも男性の方が、仕事を優先させるほうがよいと考えている割合が多いようですが、男性の中でも30代、40代に
ついては仕事を優先する生き方の支持率が極めて低く、「ワーク・ライフ・バランス」の実現を強く求めている年齢層である
ことがわかりました。
　（当財団のホームページで、平成19年調査結果のダイジェスト版がダウンロードできます。ＵＲＬ　http://www.coms.or.jp）

（※１）Ｍ字型就労とは
　　　��女性の年齢別労働力率を縦軸に、年齢を横軸にとったグラフが、途中の30代で大きく落ち込み、Ｍの字に似た形になることからこう呼ばれます。
　　　�結婚・出産を機に退職し、育児の手が離れると再就職する女性が多いことを示しています。

（※２）ワーク・ライフ・バランスとは
　　　�本誌p.6に「『ワーク・ライフ・バランス』入門」がありますので、そちらをご覧ください。
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グラフ①　様々な分野で「男女の地位が平等になっている」と感じている人の割合
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グラフ②　「好ましい」と思う女性の生き方
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グラフ③　「好ましい」と思う男性の生き方

男女の地位の平等感はどうなっているのでしょう？

「好ましい」と思う生き方～あなたはどのような生き方を選択しますか？

まだまだ大きい男女の意識の差
今年は　男女共同参画社会基本法制定10周年　当財団設立10周年　を迎えます

松山市男女共同参画推進財団では、男女共同参画に関する市民意識調査を５年ごと
に実施しています。平成１９年に実施した市民意識調査の報告書が今年３月に完成
したことに伴い、平成９年実施の結果と比較をしてみました。

～この１０年で松山市民の意識はどう変わったのでしょうか？～
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松山市在住の志をもって生き生きと
活動している男女を、市民リポーター
が紹介します。

第２回

社会の半分は女性であることのもつ意味を問う ★住民主体のまちづくりを応援します★

���� 一問一答インタビュー ���� ���� 一問一答インタビュー ����

　約20年間の専業主婦生活を経て、40代からＰＴＡ、公民館などの地域活動に
取り組むと同時に、夫とともに起業し、義肢製作・販売をする㈲オルソ本田の経
営にも携わるようになった本田さん。そこでの様々な経験から「女性として女性
を支えたい」という思いが芽生え、それを行動に移してきました。
　50歳を目前にして、カンボジアでの強制的な児童買春の防止活動をしている
ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト 共同代表 村田早耶香さんと出会います。児
童買春問題の背景には農村の「貧困」があり、貧しさのために女児が人身売買の
被害に遭わないようにするために、農民の経済的な自立を視野に活動している姿
に「女性が女性を支える」という共通項を見出し支援を始めます。現地で作られ
た手帳カバーを購入しその使い心地をフィードバックしたり、村田さんの講演会
を特に若い世代に聞いてもらいたいと開催してこられました。
　活動を続けていくために生き生きと働き、仕事の中でも女性の視点を生かしな
がら女性を支え、その経験がさらに活動につながっていく。活動と仕事のバラン
スを大切にしながら充実した日々を送っていらっしゃいます。

　「やりたいこととやれることは違う。引っ張るより背中を押す活動を」を座右の銘に、市街地活性

化や県島しょ部のまち起こし事業において地域の課題解決へのアドバイスや、出てきた意見をまとめ

次の活動に向けての手掛かりとしたり、それらに係る助成金情報を提供したりなどの中間支援をされ

ています。

　その際には、地域の皆さんが合意形成できるよう、気づきや決定に必要な判断材料を提供すること

が自分の役割で、最終的にどうしていくかを決めるのは当事者の地域の皆さんであるという「住民主

体」の考え方を大切にコーディネートされています。

　地域の人がモチベーションをアップして、自ら動いていくことのできる環境づくり、そして「公益

的なまちづくり」を目指して活動を続ける現在、目標は「自分の仕事がなくなること」と笑顔で語っ

てくださいました。

本田　美紀さん（NPO法人　かものはしプロジェクト会員）
（有限会社 オルソ本田　取締役）

前田　　眞さん（NPO法人まちづくり支援えひめ代表理事）

【一歩踏み出したい人へ】

必ず自分を必要としている場所

や人がいることを信じてほしい。

一人を恐れないで。

始まりはいつも一人から。

そこから始まるのだと…

【一歩踏み出したい人へ】

自分がどういうふうに生きたい
のか、素直に感じ表現すること。
そしてどうしたいのか自分で決め
る勇気を持つこと。みんな違って
みんないいのですから。それが
行動を起こす原点です。

【ライフヒストリー】
20代～ 30代
24歳で結婚、そして３人の子どもを出産。夫
の母の介護をしながら、専業主婦として育児
と家事に追われる。
39歳の時、夫の母を看取る。
40代
ＰＴＡや公民館などの地域活動を始めたり、
松山市による女性海外派遣事業に参加しＯＧ
会の活動に携わる。
43歳の時、夫と共に(有)オルソ本田を起業。
44歳の時、子どもが通う中学校のPTA会長（当
時女性初）となる。
50代
女性起業家として、一人でも多くの女性が自
分の力を発揮していくことができるように仲
間作りに力を注いでいる。

【ライフヒストリー】
20代
八幡浜市出身。広島の大学に進学。恩師と出
会い、農山漁村の集落生活の研究ゼミに入る。
卒業後、広島で都市計画コンサルタント会社
に勤務。
30代
30歳の時、先輩についていき独立。30代後
半で松山にJターンし、設計事務所に勤務後、
まちづくりコンサルタント会社を設立。
40代～ 50代
商店街の活性化や再開発事業など、様々なま
ちづくりに関わるようになり、52歳の時に
NPO法人まちづくり支援えひめを設立。
松山市の坂の上の雲フィールドミュージアム
サポート事業、環境に配慮した持続可能な交
通普及推進事業等にも参画し、やる気を持つ
人々にパワーを送り続けている。

　社会人になるとき、仕事や職場が変わるとき、家庭や仕事での立
場が変わるとき…。そうした時期に不安や迷いを感じ、新しい挑戦
を前にためらった経験はありませんか？そんなとき、自分の先を歩
いている人の姿や助言が解決の道しるべになることもしばしば。
　この本では、前半に10人の働くトップ女性のインタビュー記事、
後半にキャリア女性4,000人へのアンケート結果を収録していま
す。「働きマン」として世間では憧れられ注目される存在の女性た
ちも、そこにたどり着くまでにはさまざまな辛いこと苦しいことも
同時に経験しており、そのありのままの姿を率直に語っています。
彼女たちの言葉の数々には、働き続ける女性に効く、お手本とヒン
トがぎゅっと詰まっています。� （市民リポーター：高橋佐知子）

★�この本は、
　�コムズ２階図書コーナーで
　貸し出しをしています。
　《お問い合わせ》
　　コムズ図書コーナー
　　TEL��089（943）5780

参画
NEWS
参画
NEWS

「 私の仕事道 」　 　福沢　恵子/監修
日本能率協会マネジメントセンター /編

学びから行動へ！～地域における男女共同参画の取り組みは第２ステージに移行～
　平成１１年に男女共同参画社会基本法が施行され、今年で１０周年を迎えました。そ
の間、男女共同参画に関する知識の習得や意識啓発を中心とする取組がなされてきまし
たが、地域における男女共同参画は必ずしも順調に進んでいないという現状があります。
そのような状況を打開し、新たな段階へ進むために、地域や地域の人々が抱える幅広い
分野の課題を取り上げ、男女共同参画の視点を生かしつつ、多様な主体が連携・協働し
ながら課題を解決する実践的活動に重点を置いた取り組みが求められるようになってき
ました。
　子育て、再チャレンジ、配偶者からの暴力、高齢者の社会参画・自立支援など、地域
の課題には様々なものがあり、その解決には、ＮＰＯ、地域団体、男女共同参画センター
など多様な主体の参加が不可欠です。あなたも、身近にある地域の課題にちょっと目を
向けてみませんか。

Ｑ１ 「まちづくり」の土台となる考え方は？
「まちづくり」とは、「人と人との関係づくり」だと思っています。人間同士
の関係がうまくいっていると、人の集まりである「まち」も活気あるもの、
楽しいものになるのではないでしょうか。また「まちづくり」は、そこに住
んでいる人たちが進めていくものだと思います。その生みのお手伝いを私は
しているだけです。

Ｑ２ その考えをもったきっかけは？
大学時代に漁村の生活や生産の実態を研究するために日本海に面している小
さな集落に入りました。隣近所のことは何でもわかるという環境の中、人と
人が支えあって、とても楽しそうに暮らしていました。その空気を肌で感じ
るにつけ、「人と人との関係」が「まちづくり」にとって大事な要素なのかな
と思ったのです。

Ｑ３ あなたの夢を教えてください
みんながお互いの違いを認め合っていくことができるような社会、共生でき
る社会をつくっていきたいと考えています。

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
たくさんの夢や想いを持っている方だと思いました。次々とアイデアを
出しながら道筋を作り、一つのことを成し遂げるパワーを感じました。
私も社会参加し積極的に意見を出して、「私たちのまちづくり」について
考えてみたくなりました。

� （市民リポーター：脇坂千恵）

Ｑ１ 思いをもつにようになったきっかけは？
専業主婦時代はとても孤独で「自分が我慢すればいいんだ」と自身に言い聞
かせ、プレッシャーやストレスを飲み込んでいたように思います。しかし、
40歳の時の実弟の死が大きなターニングポイントとなり、「人生一度きり。
今の時間を大切にしたい。もっと自分らしく生きよう。」と思うようになりま
した。そして、いろいろな活動を始め起業もするのですが、その中で、女性
の働きが正当に評価されない現実に直面し、怒りや憤りを感じたり、傷つい
たりすることが多かったです。そういった体験から「女性が女性を支える」
ことの大切さを痛感するようになりました。

Ｑ２ 行動力の源は何なのでしょうか？
まず「知る」こと。社会には様々な問題があることを知ることですね。
そして次のステップへ移るためには、実際に自分の目・耳・肌で「確かめる」
こと。すると、自然に「行動」へつながっていきます。

Ｑ３ 本田さんの願いを教えてください
かものはしプロジェクトで活動している若者たちのように、若い人たちがそ
の人らしく自分の人生を歩んでいけるよう「いろいろな生き方があるんだ」
というメッセージを伝え続けたいです。

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
実際に活動している人の行動的なパワーを感じながら、特別な人ではな
く、思いがあれば誰でも、課題解決に向けて現状を少しずつ動かしてい
くことができるのだと思いました。

� （市民リポーター：渡部陽子）

知識習得・意識啓発
第１ステージ

課題解決のための実践的活動
第２ステージ
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Ｑ相談室だより
今回の質問こ こ ろ のサプリメント

DVってなんですか？

相談室だより
コムズには、女性のための相談室があります。
電話および面接相談をしておりますので、
お気軽に ９４３－５７７０ まで
お電話ください。

こ こ ろ のサプリメント

Ｑ＆Ａ

相談室だより
コムズには、女性のための相談室があります。
電話および面接相談をしておりますので、
お気軽に ９４３－５７７０ まで
お電話ください。

こ こ ろ のサプリメント

Ｑ＆Ａ

自分も相手も大切にした率直な自己表現を「ア
サーション」と言います。アサーティブなコミュ
ニケーションでは、「私は○○と思うけど、あ
なたは？」と、自分の気持ちや意見を伝え、相
手の意見も聞きます。互いの意見が違っていれ
ば、その違いを認めた上で、どうしたらより良
くなるかを相手と共に考えます。そうすること
で、互いを尊重した良い関係を築いていきます。

コムズ相談室では下記のとおりアサーションを
学び共に考える自己表現講座を開催します。
是非ご参加下さい。（参加は無料です。）

このような悩みは、アサーションを学び、気持ちの持ち方や表
現の仕方、行動などを変えることで、解決できる部分もあります。

Q
A
 「アサーション」ってなんですか？

   

□ こんなことはありませんか？
□ 言いたいことをのみこんでしまう。

□ つい攻撃的な言い方をしてしまう。

□ 相手に自分の思いや意見を言いたいが、

　どう言えばよいのか分からない。

□ 苦手な人とどう付き合えばよいか分からない。

「アサーション」について学習してみませんか？

1回目 2回目 3回目

日時
1月9日（土） 1月16日（土） 1月31日（日）

14:00～ 16:00 14:00～ 16:00 14:00～ 16:00

会場 コムズ会議室５ コムズ会議室２ コムズ会議室２

講師 村上由美子さん（産業カウンセラー）

・対象　コミュニケーションに関心をもつ男女
　　　　（応募多数の場合は抽選）
・締切　12月15日（火）
・託児　1歳から就学前（要予約　一人1回200円）
・申し込み先　089-943-5770（相談専用電話）
・受付時間　火・水・金・土　10:00 ～ 20:00
　　　　　  日曜日・祝日　10:00 ～ 16:00
・休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センターってどんなところ？
安心して子育て・介護をするために　“援助を受けたい人”　“お手伝いしたい人”　が相互援助活動を行うところです。

4名のアドバイザーがお待ちしております

〈お問い合わせ先〉　お気軽にお電話ください

地域で安心・安全のネットワークづくり　～あなたもいますぐ登録しませんか～

まつやまファミリー・サポート・センター
ＴＥＬ（０８９）９４５- １００８
ＦＡＸ（０８９）９４３- ０４６０
ＵＲＬ　http://www.coms.or.jp
開所時間：９：００～１７：００ 

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

お願いするにはどうすればいいの？
　依頼会員（お願い会員）になるためには、センターに来て登録していただきます。
その際、しくみについて説明させていただきます。

お手伝いするにはどうすればいいの？
　提供会員（まかせて会員）になるためには、育児16時間・介護11時間のセンター主催の
講習会を受講していただきます。全課程受講後、センターより依頼を受けて援助開始となります。

育児・介護それぞれどんな援助があるの？
　育児・・・■保育園・幼稚園・児童クラブの迎え・終了後の預かり　　■病児・病後児の預かりなど
　介護・・・■部屋の掃除や衣類の洗濯　　■食事の準備や後片付けなど

料金は？　時間や曜日によって変わりますが700円～900円です。
　　　　　　　（登録料・年会費はかかりません）

インターンシップ生 発信！！学生のための

ワーク・ライフ・バランス入門

小出さん　     尾上さん　   山根さん　  江戸さん

※フリーペーパーはコムズHPから
　閲覧することができます
　http://www.coms.or.jp

COMSインターンシッ
プ生４人で、ワーク・
ライフ・バランスに関
するフリーペーパーを
作成しました。以下は、
記事の内容をまとめた
ものです。

を知って
いますか？？　

（松山市内の各世代の女性122名に聞きました !!） ワーク・ライフ・バランスが実現し
た社会とは『みんながやりがいや充
実感を感じながら働き、仕事での責
任を果たしながら、家庭や地域など
でも、子育て期、中高年期といったライフステー
ジにあったいろいろな生き方が選択・実現できる
社会』と言われています。しかし、アンケートに
よると松山市内ではまだ認知度が低いようです。

ワーク・ライフ・バランスとは？

!!アンケートによると、仕事と生活のどちらかを選ぶのは難しく、どちらも大切にした
いと思う女性が多いように感じました。男
女問わず、仕事と生活を両立できる社会
を常に考えていくことが大切ではないで
しょうか？？ (インターンシップ生)

●可能なら子どもとの時間を大切にしたいが、仕事
をしているとそうもいかないのが現実。（20代）
●調和をとるためには、まず職場の環境を整えてもらいたい。
まだまだ理解の少ない職場が多いと思う。（30代）

はい

いいえ

祖母
（60・70・80 代）

母親
（40・50 代）

娘
（10・20・30 代）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

《アンケートではこんな声も…》 私たちの

提案
先輩に聞く！！生きがいのある働き方のコツとは？

Q1…仕事・家庭の両立のコツは？　Q2…これから「働く」学生にひとことアドバイスをお願いします。

白川 剛士さん（33歳）
愛媛大学卒業後、松山市役所に就職。人事
課勤務時代に子育て支援制度を整備し、現
在では農林水産課主任としてまつやま農林
水産物ブランドなど松山の農業を元気にす
る取り組みを企画している。プライベート
では、一児のパパ。趣味は、パソコンだとか。

堀田 真奈さん（38歳）
松山大学卒業後、地元旅行代理店に就職。
現在は、研修講師をしつつ、子育て中の働
く女性を中心とした「ワークライフバラン
ス向上委員会」の代表を務める。プライベー
トでは、一児のママ。マイブームは、お酒
のおつまみ作りだとか。

Q1-A基本的に忙しい部署に勤務しているので大事な仕事が
ある時は仕事を優先させています。ただ、常に家族の理解を
得たり、相談したりしながら融通をきかせています。また、
いつも家族の笑顔を絶やさないよう心がけています。

Q2-A学生のときには学生にしかできないことがありますの
で、その時その時を精一杯、大切にすべきことを全力でして
ください。私は、いま大変楽しく仕事をしていますが、自分
がその仕事を楽しいと思わなければ周りを満足させることは
できないと考えています。さらに、一見関係なさそうな仕事
でも意外とつながっているところがあるので、いろいろな人
と積極的に関わるようにしてください。あとパソコンは使え
るほうがいいですよ。

Q1-A仕事・家事・育児は全部自分で抱えこむのではなく夫
をはじめ、周囲の人をまきこみます。大変な時も多いですが、
それを乗り越えたら楽しくなるので、他の人のアイデアを参
考にして時間配分などを工夫しています。あとは「どうにか
なる」のポジティブシンキングです。

Q2-A仕事以外の時間も仕事に大きくつながります。たとえ
ば子育てをしていると人材育成や問題解決の能力が身に付き
ます。「仕事だけ」だとつまらない。でも仕事をほどほどにす
るのではなく成果を上げるように心がけることが必要です。
パートナーが手伝ってくれた時は当たり前と思わず、感謝の
気持ちを持って「ありがとう」を欠かさずに！

ワーク・ライフ・バランスはとてもとても必要です。でも実現のためには、本人の努力、家族の理解、職場の努力、
地域の協力等々、社会全体の愛、理解がなくてはなりません。一人一人の力が発揮できる社会にしたいですね。
若者の力が必要です。一歩前に出てみましょう。� �（松山市男女共同参画推進センター館長��鎌田サチ子）

年に1回交流会を開催しています
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表情筋トレーニング＆イメージストレッチ
「ニコット」

随時募集
女性
月１回　時間は不定　コムズにて
朝比奈さん（TEL：090-2898-3571）
月会費1,500円

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用

参　　　加
対　象　者
開　　　催
問い合わせ
参加費用

楽
し
む

NPO伊予路おへんろ倶楽部

いつでもOK
だれでもOK
イベントを２ヶ月に１回程度開催
石川さん（TEL：090-1007-0085）
会費は無料。　
イベント参加費は別途必要。

動
く

NPO法人

えひめ高齢者ヘルスプロモーション研究会

いつでもOK
だれでもＯＫ
毎週火曜日・金曜日　コムズ多目的室にて
（初級 9：00～10:10　中級 10：20～11:30）
芝さん（TEL：089-943-1789）
詳しくはお問い合わせください

詠
む

きら句会

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
毎月第3土曜日　13：30～16：00　
コムズにて
二宮さん（TEL：090-8975-6815）
月会費1,000円

参　　　加
対　象　者
開　　　催

問い合わせ
参加費用
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松山市男女共同参画推進センター                             （コムズ）

《所 在 地》 〒790-0003愛媛県松山市三番町６丁目４-２０
《開館時間》 火～土曜日　9：00～ 21：00  日・祝日　9：00～ 17：30
《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（12月 29日～１月３日）
《T  E  L》  089-943-5776 《F  A  X》  089-943-0460
《E -ma i l》  coms@coms.or.jp 《U  R  L》  http://www.coms.or.jp

南堀端

※駐車場に限りがあり
ますので公共交通機関
をご利用ください

コムズは、市民活動の拠点施設として、様々なグループ、
団体にご利用いただいております。
市民リポーターさんが毎号、４つの団体を紹介します。

コムズ登録団体の紹介

コムズ登録団体の紹介

ムズ登録団体の紹介コ

　右脳、左脳を上手に
使う「表情筋トレーニ
ング」は、いつでも、
どこでも、道具を使わ
ずに手軽にできるもの
で、「 イ メ ー ジ ス ト
レッチ」は1日15分で
自分のなりたい体型に
なっていく体操です。
　「生涯のキレイ」を磨き続け育んでいくために、時には県
外からも講師をお招きし、楽しみながら美しくなっていく
ための勉強会を続けていらっしゃいます。
　大切にしているのは、「なりたい自分を常にイメージ」す
ること。そうすることで外見が美しく変わり、自信が生ま
れ、内面も「幸せ体質」になっていくというお話が心に響
きました。 （市民リポーター：脇坂千恵）

　「年齢を重ねても健康
で生き生きと過ごした
い」そんな願いをかな
えてくれるのがこの教
室。楽しく自分のペース
に合わせて運動できる
のが人気です。ストレッ
チから始まり、有酸素運
動や筋力トレーニングを加えたプログラムへと入っていきま
す。楽しい音楽に合わせてステップを踏み、しなやかに全身
を動かす参加者の皆さんは、とにかくお元気でパワーにあふ
れています。なんと平均年齢は70歳を越えているとか…
　指導者の芝先生は「高齢者の方の健康保持には特に脚の
筋トレが大切！」と、ひざ・腰などに痛みのある方でも楽し
めるプログラムを用意されています。
 （市民リポーター：高橋佐知子）

　四国八十八箇所のお
遍路さんと聞くと、年
配の方が多いのかと想
像していたのですが、
子どもや若い女性も多
く、老若男女の参加が
あるという倶楽部です。
本格的な歩き遍路をは
じめ、お参りの作法を学んだり、子ども達によるお接待
体験、石手寺や瀬戸内海の島への合宿ツアーなども実施。
遍路道を通じて人との出会いやつながり、そして新発見
があるのも魅力だとか。「伊予路には全国に誇れる観光資
源がある。今後は観光客への案内もしていきたい」と、
今後の抱負を語ってくださいました。いろいろな体験を
して人生を楽しむために、時にはメンバーから挙がって
きたお遍路以外の企画も実施されているそうです。
 （市民リポーター：渡部陽子）

　 き ら
 4 4

く な 気 分 で キ
4

ラ
4

ッと光る俳句を作り
ましょうと名付けられ
た句会です。まさに名
称どおり、肩ひじ張ら
ない和やかな雰囲気が
魅力。俳句歴３年前後
の方々が集い、句作を
楽しまれています。定例句会では参加者それぞれが七句
を持ち寄り、各々の琴線にふれたものを選句。指導者の
江崎紀和子先生に講評していただきます。「丁寧に添削や
指導もしますから、初めての方でも大丈夫ですよ」とおっ
しゃる先生の言葉は心強い限り。初心者でも気軽に参加
できます。会の途中ではティータイムもあり、お茶菓子
を頂きながら俳句に関する話はもちろん、楽しい話題で
盛り上がっています。 （市民リポーター：高橋佐知子）

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。夫やパートナーか
らの暴力は女性の人権を侵害するものです。
さまざまな暴力は、身近なところに潜んでい
ます。この運動をひとつの機会としてまわり
にある女性に対する暴力について考えてみま
せんか？ （Ｔ）
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