
み ん な で つ く ろ う 男 女 共 同 参 画 社 会

第11回コムズフェスティバル 報告号

2010 MARCH Vol.39情報誌［コムズ］

P.2　「婚活」を提唱した白河桃子氏による基調講演
P.3　鼎談「地域にみる女と男の諸事情」
P.4　市民企画分科会
P.6　国際交流センター・新玉児童館・ＮＰＯサポートセンター イベント
P.7　シネマ＆トーク 
　　　～松浦雅子氏（「Ｍａｙｕーココロの星ー」監督）思いを語る～
P.8　コムズ登録団体イベント「コムズde遊ぼう」

＜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。

現代を凝縮した多彩なイベントが盛りだくさん！
い     ま

こんかつ



１．なぜ今、婚活が必要なのでしょう？
　結婚活動、つまり「婚活」という言葉がはやる以前、多
くの人は「独身の人は結婚したくないからしないのだろう」
と思っていたのです。ところがアンケートをとると８～９
割の方が「結婚したい」と思っています。そして結婚しな
い理由として、「出会いがない」ことを挙げています。一見、
かつての日本より多くの出会いや自由な恋愛の機会に恵ま
れている現代の男女に出会いがないというのはどういうこ
となのでしょう。
　1970年代、日本はお見合い結婚や社内結婚など、自然
に出会えたり誰かが背中を押してくれたりするシステムが
たくさんありました。ところが不況など様々な理由によっ
てそういったシステムが崩壊してしまったのです。そこで
自力で恋愛をしないと結婚できない時代となったのです。

２．婚活しても結婚できないのは、なぜ？
　「男性が一人で働き、女性は家庭と子育てがメイン」とい
う昭和的結婚観のままでは、女性たちはどうしても養って
くれる男性を探すようになります。しかし今、中流家庭を
一人の働きで維持できる男性は非常に減っているので、婚
活しても結婚できる人は一握りになってしまうのです。
　また、お見合い結婚と職場結婚、この二大結婚が日本人
をたくさん結婚させてきました。ところが就職氷河期世代
（1994年～ 2004年）に社会に出た、現在30代前後の
方たちは不況の中で就職に恵まれませんでした。ですから
職場結婚が非常に減少し、ちょうど結婚したいという時期
になっていても結婚までもが氷河期になってしまうのです。

３．婚活ブームの中で…
　実は、結婚のために合コンをしたりお見合いをしたりす
るという人は昔からたくさんいましたが、「人に知られると
恥ずかしい」という意識があり、女性誌なども「女性は自
分磨きをして待っていれば王子様が来てくれる」といった
ような論調だったのです。ところが、待っていても誰も迎
えに来ないなと気付き始めたところに、「待っていてもダメ

ですよ、婚活しましょう」という言葉が現れたので、多く
の方に「婚活」は受け入れられたのだと思います。
　そして、今や誰でも結婚したいと言うことが恥ずかしくな
い時代となりました。結婚できないこと＝自分のせいと思っ
ていたのが、環境や社会の状況の変化のせいだとわかり、結
婚できないことで自分を否定しなくてすむようになったので
す。一方、婚活しても結婚できないというストレスが拡大し
たのは、婚活ブームの弊害といえるかも知れません。

４．成功する婚活とは？
《女性のための意識改革》
　女性はまず働くこと。稼げる女性がもてるのです。妻の
年収が自分より上でもいいと思う男性が５割以上います。
つまり、女性もこれからは家事育児だけでなく家計を担っ
てくれることを期待されているわけです。女性も緩く細く
長く働き続けると、選べる男性の幅はぐーんと広がります。

《男性のための意識改革》
　やはり外見はとても重要です。なぜなら中身を見てもら
う前にその入り口を入らなければならないからです。ただ、
外見といっても雑誌から抜け出たようなカッコイイ男にな
る必要はなくて、清潔感があってきちんとしていたらＯＫ。
そして、日常料理が作れるなど家事能力を磨くことやコミュ
ニケーション能力があることも大切です。

《親御さんのための意識改革》
　この結婚難時代、子どもが独身であることを「恥ずかしい」
と思わないで下さい。そして親世代の結婚観を押し付けな
いで下さい。この結婚難の中でこの人と結婚したいという
人を子どもが連れてきたらそれだけで万々歳なのです。今、
女性が年上だったり、男女の年収や学歴の逆転など当たり
前。ぜひ子どもの結婚を妨げないでいただきたい。そのた
めにはやはり、親離れ、子離れが非常に重要だと思います。

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　女性の結婚がクリスマスケーキ（25日を過ぎたら価値が無くなるように25歳までが勝負！）に例えられる時代に昭和的
結婚をした私。白河さんのお話は今の結婚難時代の現状を分かりやすく解き明かしてくれるもので、まさに目からウロコで
した。男性も女性もそして親も結婚に対する意識の変換が求められているのですね。� （市民リポーター：高橋�佐知子）
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鎌　　田：�愛媛県では「あなたの婚活、応援します」という
うたい文句で「えひめ結婚支援センター」が活発
な活動を展開しています。設立のいきさつや活動
を教えて下さい。

岩丸さん： 設立は平成20年11月、全国で
21番目です。晩婚化・非婚化
への対応、さらに「適当な相手
に巡りあわない」という未婚の
若者の声を受けて設立されまし
た。現在、登録者数は約7,000
人。内訳は女性が約６割、男性が約３割、応援者
として親族・会社の上司・友人にも登録していた
だいています。昨年の１月下旬から様々なイベ
ントを開催し、参加者8,327人、カップリング
1,139組となっています。また、応援企業、協賛
企業、ボランティア推進員を募集してお力添えも
いただいています。

白河さん： 愛媛県の結婚支援センターは法
人会が母体となって引き受けら
れているので、企業の応援を非
常に受けやすいと思います。官
民一体となってうまく回ってい
るところが特長ではないでしょ
うか。また、出会いだけではなかなか成婚に至ら
ないので、仲人的役割を果たすボランティア推進
員の方々がいて背中押しをするというのも大変素
晴らしいことだと思います。

総 合 テ ー マ「みんなでつくろう男女共同参画社会」
＊平成22年２月６日㊏・７日㊐＊

コムズの開館を記念し、毎年２月に全館を挙げて開催するコムズフェスティバル。
女性も男性もともにいきいきと生きられる社会づくりを目指して実施した基調講演、市民企画分科会、ロビーイベントなどに多くの皆様がご来館くださいました。

第１部　基調講演

講師：白
し ら

河
か わ

 桃
と う

子
こ

さん（ジャーナリスト＆ライター）

「地域にみる女と男の諸事情」 第１部の講演をうけ、第２部ではさ
らに２名の方に加わっていただき、
地元松山の事情や今の社会の抱える
課題などを、白河さんとともに鼎談
の形で掘り下げていきました。

第２部　鼎
て い

談
だ ん

出演者：白河 桃子さん（ジャーナリスト＆ライター）

　　　　岩丸 裕建さん（愛媛県法人会連合会・松山法人会事務局長）

　　　　鎌田 サチ子（松山市男女共同参画推進センター館長）

＊講師プロフィール＊
山田昌弘中央大学教授とともに「婚活」を提唱し、共著「婚活時代」は17万部のヒットとなる。
「婚活」は、2008年度流行語大賞にノミネートされるほど世の中に影響力を持つワードとなっている。�

鎌　　田：�親御さんも含めてのエピソードはありますか？

岩丸さん： 男性の例ですが、イベントに同伴で来ていた母親
が「待っているからがんばってね」と息子にかけ
た一声に周囲の人が引いてしまったそうです。女
性の例では、最初のデートに母親が同席し、相手
の男性に仕事や親の職業、親戚関係などを質問攻
めにしたそうで、当然うまくいきませんでした。

　　　　　�　また、こんな事例もありました。シングルマザー
の方からイベントに子連れで参加したいという希
望があった時、他の参加者は否定するどころか、
彼女が自分を飾ることなく懸命に婚活していると
いうことで大変好印象を持ったということです。

白河さん： 今、実は再婚の方のほうが、結婚率は男女ともに
高いですね。なぜかと言うと再婚の方のほうが調
整能力があるからです。それから結婚に100％を
求めないこともあります。ですから今までの昭和
的結婚を求めず、その条件からいち早く離れた方
が結婚しているような気がします。

鎌　　田： 生き方はひとりひとりの考えに
よって異なります。男性も女性
もいろいろな生き方が選択で
き、そして保障される社会を
作っていくには、ひとりひとり
の努力はもちろん、支える社会
の努力がなくてはなりません。本日の白河さん、
岩丸さんのお話を通してご参加の皆様の生き方に、
明るい兆しが見えたのではないかと感じています。
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８つの市民グループの皆さんが企画運営した市民企画分科会。
多彩なイベントの内容を各分科会の実行委員さんがご報告します。

市民企画分科会報告
-SECTIONAL MEETING REPORT-

ロビーイベント

ＮＰＯ法人日本交流分析協会愛媛支部 レインボープライド愛媛　

＊講演会＆トーク＊

家族や友達からのカミングアウト、
その時あなたは!?

2/6㈯

サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）　 ＮＰＯ法人ワークライフ・コラボ
（ワークライフバランス向上委員会）

＊調理＆ワークショップ＊
さんかく料理パート６　レンジで作る「おふくろの味」
～ゆとりの時間　ゆとりの関係～

＊ワークショップ＊

ワークライフバランス的これからの
働き方を考えよう！～産休・育児休業のとらえかた～

2/6㈯ 2/7㈰

愛媛県女性保護対策協議会　

＊ミニ講演＆シンポジウム＊

「認知症」を学ぶ
～認知症になっても安心して暮らすために～

＊パネルディスカッション＊

あなたの内なる暴力性を問う
～20代の若者が対等なるパートナーシップを築くために～

2/7㈰

2004を受け継ぐ会 マロニエの会　

＊シンポジウム＊ ＊講演会＊

自分のからだを知っていますか？
～ライフステージに応じた心と身体のセルフケア～

2/7㈰

からだ

2/7㈰

2/7㈰

2/6㈯～7㈰

＊ワークショップ＊

コミュニケーション力　アップ！
～あなたは適切に発信していますか？正しく受け取っていますか？～

わたしのまちは、女性たちの手で
～地域の再生をめざして～

わたし

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

2/6㈯

　今回は「コミュニケーショ
ン力　アップ！」というテー
マで、ワークショップを開催
しました。日頃、私たちは
何気なく会話をしています
が、話をしっかり聴いても
らったり、相手の気持ちを
くみ取るといったことは、なかなか実感していないものです。
　ワークショップでは、参加者が５つのグループに分かれ、
交流分析協会のインストラクターがファシリテーターとなっ
て進行し、「受容的な気持ち」、「相手への物事の上手な頼み
方」、「自分の気持ちも相手の気持ちも大事にした物事の断り
方」を体験しました。
　ワークショップを通じて、日頃から丁寧なコミュニケーショ
ンを取ることが、人間関係がスムーズにいくということを改
めて認識しました。

　誰もが気軽に簡単に、し
かもおいしく調理する「技」
を身につけられる電子レン
ジ料理を提案して家事の性
別役割分業を考えました。
　まず、５つの班に分かれ、
岸講師の指導のもと「肉じゃ
が」、「さばの味噌煮」、「小松菜の煮びたし」、「きのこ汁」、
「バナナ蒸しケーキ」を作りました。その後、工

く

水
み

戸
と

講師か
ら、今年が女性の問題の節目の年であること、料理は身体を
作る大事な作業なので男女共できることが大切だというお話
がありました。
　簡単豪華でおいしい電子レンジ料理を試食した参加者から
は、レンジの使い方について「目からうろこ。これなら自分
でも作れそう」「レンジを見直した。料理の能率が上がり心
に余裕ができた」という感想がありました。

　家族や友達が同性愛者や
性同一性障害だったら…性
的少数者の割合は人口の
６％と言われ、誰にとって
も関係があります。
　第１部では元大阪府議会
議員で日本で初めて同性愛
者であることを公表した政治家、尾辻かな子さんを講師に招
き、基礎知識や当事者としての思いを。第２部では性的少数
者の子どもを持つ親御さんたちが全国の親同士で支え合える
よう立ち上げた「ＬＧＢＴの家族と友人をつなぐ会」からお
二人の母親が出演。偏見を越え、子を思う親の力強い言葉に
圧倒されました。
　８０名を超える多くの市民の皆さんのご参加の中、当事者や
家族からの迫力ある話に自分の家族のこととして考えてもら
えるような理解を深めることのできた分科会となりました。

　今回、このワークショッ
プでは「ワーク・ライフ・
バランス」の切り口のひと
つである産休・育児休業に
ついて考える時間にしまし
た。
　働く側の権利主張の時間
ではなく、働く側と企業側の意見双方をデータで見ていただ
き、ワークショップを通じて考え、いろんな方の意見に出会っ
ていただきました。「こういう意見があるからこうしましょ
う」、「～でなければいけない」ということを伝える場ではな
く、この地域ならではの働く人の様々な意識や、企業の意識
があること等に気づいていただく時間となりました。
　私たちが求めるのは働く人と企業がwin-winとなること。
そして地域が活性化すること。これを機に、今後もさらに活
動の幅を広げていきたいと思っています。

　人生８０年時代を迎え、認
知症は誰もがかかりうる高齢
期の病気の一つとして大きな
関心を集めています。
　分科会では、前半で専門
医の講演を実施。認知症の
概要と発症の兆候、発症後
の家族の対応について学びました。
　後半では、家族や介助者がそれぞれの立場から認知症介護の
現状を発表。認知症は加齢および老化による喪失過程であり、
万一認知症になっても医療者や介助者の助言やサポートを得る
ことで、在宅でも施設でも安心して暮らせる様子を知ることがで
きました。また、認知症になっても安心して暮らせる社会を構築
するために、家族はもちろん地域が一体となって認知症理解を深
めることの必要性を参加者とともに共有することができました。

　地域に活力を取り戻し、住
み心地のよい安心・安全なま
ちづくりのために地域とどう
関わればいいのか参加者と共
に考えました。
　３人のシンポジストからは「ま
ち（心のふるさと）づくりには
地域の各団体のつながりが大切」、「子どもの居場所づくりに取り組
む中で、地域の協力を得た」、「自主防災会には女性の視点が必要と、
他地域にも呼びかけたい」とそれぞれ地域への思いが語られました。
　フロアトークでは地域の実態と課題が大学生や元町内会長さん
からも述べられ、活発な意見交換となりました。そして「まず地
域を知り、地域と自分との関わりを考えよう。誰かを頼みにしても
地域は変わらない。自らが一歩踏み出すことから地域づくりが始
まる」と締めくくられました。

　ロビーでは、「ハートフルプラザ」による
バザーが開催され、手作りのお菓子や手工
芸品などが販売されました（ハートフルプ
ラザは、松山市にある障害者施設・共同作
業所が集まってできたお店です）。また、「マロニエの会」の皆さんに
よる国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）「お母さんの命を守るキャンペーン」
のパネル展示があり、国際的な取り組みについて学びました。

　６名の女子大生による座談
会形式で、若い男女がお互い
を尊重し合う関係を築くため
に、暴力によらない問題解決
の方法やコミュニケーション
の取り方を語り合いデートＤ
Ｖ防止について考えました。
デートＤＶという言葉は高校生の時から知っていても内容につ
いてはこの分科会が深く考える機会になったようです。
　親密な男女関係の中での身体的暴力の現場を目撃したこと。
相手の携帯電話をチェックすることの是非。理想の男性にリー
ドしてもらい女性は我慢する方がよいという考え方への賛否な
ど様々な意見がでました。大切なことは相手に自分の思いを正
直に伝えること、相手を理解する力をつけること、そして問題
を抱えた時に支え合う関係を作ることだと確認しました。

　女性の身体はエストロゲン
という女性ホルモンに５０年程
度守られています。寿命が延
びたことにより、この女性ホ
ルモンの分泌量が減る中高年
期では、身体のバランスが崩
れ、不眠やうつなど様々な症
状が出て更年期が始まります。婦人科を受診したり、趣味やおしゃ
べり等で気分転換を図るのもよい解決方法です。最近、若い世代
の子宮がんが多く、保健所からがん検診無料クーポンが送られて
います。予防に有効なワクチンもあり、早期の保険適用が待たれ
ます。新しく正確な情報を取り入れ、正しい知識を持ち、今の自
分を知り、その時期に応じた心と身体のケアで、誰もが生涯健康
で生活の質を高めて輝いて生きていくためのよい機会となりまし
た。助産師さんの存在や役割もより身近に感じられました。

情報誌「コムズ」Vol.39 4 情報誌「コムズ」Vol.395



　　　　 おっぱいの詩
う た

（講談社）
　21歳で乳がんを発症した大原
まゆさんが家族や医師、仲間た
ちに支えられながら乳がんと真摯に向き合
い、自分の意思を尊重しながら、治療に取
り組んでいく様子が率直にそして明るく綴
られています。

コムズ２階図書コーナーで貸出をしています。

CINEMA & TALK

平成22年１月16日土

シネマ＆トーク-CINEMA & TALK-
コムズフェスティバル関連イベントとして毎年開催している「シネマ＆トーク」。
今年は、映画「Mayu-ココロの星-」（2007年・日本）の上映後、
監督の松浦雅子さんをお迎えして、お話をしていただきました。

「凛として生きる」～撮影を通じ、命と向き合って～
奇跡の映画
　この作品に、私自身の中でキャッ
チフレーズをつけてみました。そ
れは「奇跡の映画」です。
　決して派手ではなく、とても地
味な映画なので、諸々の苦労が沢
山ありました。2006年クランク
イン後、2007年に公開しました

が、集客は多くはなかったです。しかし、2年が過ぎた今、全
国からの草の根の声でホール上映が始まり、「良い映画があるわ
よ」、「力になるわよ」という女性たちの力で、手と手をつなげ
る広がりが起こり、どんどん上映されている不思議な映画となっ
たので、こういうネーミングにしました。

テーマは「生きる」
　この映画を作った理由は、まず、原作者の大原まゆちゃんの
実話に基づいた闘病記（下欄「原作本の紹介」をご覧ください）
を読んだ時に、21歳という若さで乳ガンを発症して、その闘い
の中でのすごい頑張りに感銘し、どうしてもフィルムに収めた
い、乳ガンの検診の勧めを伝えたいと思ったからです。
　映画を制作するにあたり、彼女から『うそのない作品』にし
てほしいとの要望がありました。それに応えるために、すべて
を本物として、患者さん達に心から伝えられるものとしました。
　また、『死を描かないで、生きることを描いてほしい』という
まゆちゃんの言葉に、「生きる強さをどうやって伝えられるだろ
うか？」「当たり前だと思っている日常の尊さ、愛しさ」を考え、
観ている人にどう希望や勇気を与えられるか、テーマを決めて
取り組みました。完成後、彼女はガンが転移し、残念ながら天
国へと旅立って逝かれました。

監督  松浦 雅子さん

　しかし、生きていることが宝物であったことを教えてくれま
した。平成20年に松山に来たことのある彼女は、今日、私と共
に、ここに来ていると思います。彼女からもらったたくさんの
メッセージを命のバトンとして多くの人に伝えられたら幸せだ
なと思います。

監督としての姿勢
　まず「Ｍａｙｕ-ココロの星-」の脚本依頼がきました。その時、
私自身も妊娠中だったので、本来ならお断りをしなければなら
ないような状況の中、「命」の大切さをどうしても伝えたいと願
い結果、監督まで引き受けることになりました。
　以前は、映画界の中で女性監督の立場は難しかったのですが、
臨機応変に対応をし、指示をし、スタッフが納得できる努力を
してきました。現場では大勢が動いています。良いチームを作り、
みんなで力を合わせることで、大きな壁が動き出すのだと思い
ます。本音でぶつかる勇気と粘りで、決してあきらめずに頑張っ
ていれば、道はおのずと開けてくるのだと信じています。

ビバ！女性！！
　日常生活の中では、夫や子どもに迷惑をかけながらも、家族
との絆を大切にしながら一日一日を丁寧に生きる幸せに感謝し
ています。
　女性でなければ感動できないことや、女性だからこそできる
こともたくさんあります。地球生命の中に「今、ここに生きる
尊さ」の小さな種をまき続ける作業をしていきたいです。
　女性の中には「まぁるい力」があります。社会との関わりを
財産として柔らかい感性を持ち、これからも映画や作品を通し
て、思いを伝えていけるよう頑張りたいと思います。そしてそ
れ以外の仕事に取り組んでいきます。

松山市新玉児童館
紙芝居＆ワークショップ

愛
あい

・媛
ひめ

たまレトロ劇場

まつやまＮＰＯサポートセンター
講　座

「スマートな女になろう。」
～マイ・ビジョンが未来を作る～

松山市新玉児童館
もちつき会　

如
きさらぎ

月もちたま会

まつやま国際交流センター
市民参加型国際交流イベント
国際交流サロン
作ってみよう☆世界の料理

　いつも遊んでいる
児童館から祭り囃子
が聞こえてくる…。
わくわくドキドキ遊
戯室をのぞいてみる
と、射的や輪なげの
お祭りコーナーが登
場していました。初
めて体験する子どもたちや本気で的をねらうお父さん。射
的の音が聞こえないように耳をふさぐかわいい姿もありま
した。
　後半は幼児から大人まで楽しめる飛び出す紙芝居『早ね早
おき朝ごはん　みかん太郎』のはじまりはじまり。紙芝居に
登場してくる動物がすぐそこまで飛び出してきているような
お芝居で、子どもたちも“みかん割り”や“鬼退治”に参加
していました。観客を巻き込みながらテンポ良く話が進んで
いくため、『みかん太郎』の世界にどっぷりと引き込まれて
いました。声を出して笑ったりつっこみを入れたり、親子や
友達で楽しい時間を過ごすことができていました。

　「今の暮らしに不満
はないけど、何か物
足りない！」と感じ
ている女性を対象に、
本当の自分をみつめ
るための講座を行い
ました。
　講師には、多くの
女性経営者に支持されるコンサルタントの大須賀泰昌さん
をお招きし、自分の理想を描くこと、それに向けてできる
ことから目標を立てること、振り返りから次の目標への気
づきを得ることなどのお話をいただいた後、「どうしたら継
続して取り組めるか？」をテーマにグループでのディスカ
ッションをしました。
　参加者は20代から40代の学生や社会人、子育て中のお
母さんなどで、「日々の生活を見直す機会になった」、「同じ
悩みを持つ女性と話せて楽しかった」という感想をいただ
きました。

　今年は、児童館
全体が『もちつき会
場』となり、“ついて”
“丸めて”“食べて”
手や顔が真っ白にな
りながら楽しみまし
た。とても寒い１日
でしたが、あったか
いおもちを手に取り笑顔がたくさんあふれていました。重い
杵を持って“ぺったんこ～”とがんばる幼児や小学生が多い
中、いつも遊びにきている中・高生の男子も集まり“よいし
ょ～”と力いっぱい元気よくもちつきをしていました。もち
丸めでは、背伸びをしながらがんばって丸める幼児を手伝っ
たり、爆弾もちを作ったりする小・中学生の姿もあり、異年
齢の子どもたちがふれあう場にもなっていました。昨年好評
だった“みかんもち”に続く今年の新顔“チョコもち”は大
人気で、大人の手に渡ることなくすぐになくなってしまいま
した。気が早いですが、来年のリクエストを受付中ですので、
「おすすめ！」という味がありましたら教えてくださいね。

　スペイン・メキシ
コ・ベトナム出身の
３名の方をゲストと
してお招きして開催
しました。メニュー
は、スペインのパエ
リア、メキシコのト
ルティーヤスープ、
ベトナムの春巻きの３品。
　小さなお子さんから大人までの参加者30名が、一生懸
命に調理に取り組みました。ところ変われば食材も調理方
法も変わる!?ということで、“目からウロコ”なこともた
くさんありましたが、参加者の皆さんとゲストの方々は和
気あいあいとした雰囲気でコミュニケーションをとってい
ました。
　当センターでは、不定期で国際交流イベントを開催して
います。今回は「食」を通して“国際交流”や“異文化理
解”を図るいい機会になったのではないでしょうか？

コムズには、松山市男女共同参画推進センターのほか、
まつやま国際交流センター (Ｍ

ミ ッ ク

ＩＣ)、松山市新玉児童館、
まつやまＮＰＯサポートセンターがあります。
それぞれが実施したイベント当日の様子を報告していただきます。

2/6土 2/7日

2/7日 2/7日

イ ベン ト 報 告

●参加者の感想　～アンケートより～
＊�なんとなくしか知らなかった乳がんという病気に
ついて自分と歳の近い大原まゆさんの目線で知る
ことができてよかった（10代女性）

＊�私の周りにも治療を続けている人がいる。家族の
協力や理解が大切であることを実感している。ひとりではなくみ
んなの力が必要だと思う。支えてくれる人や仲間がいることがそ
の人自身やその周辺の人たちに力を与えてくれる（50代女性）

●乳がん予防啓発イベント
　「ピンクリボンえひめ」によるロ
ビーイベントを開催しました。
　「ピンクリボン」は乳がんに対する
正しい知識の普及や早期発見・早期
治療を啓発する活動のシンボルです。
　イベント当日、看護師による乳が
ん相談コーナーや自己診断法を解説

したＤＶＤの放映、パネルの展示などを通じて、乳がんに対する理
解を深めていただきました。

原作本の紹介

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　「もし、自分が乳ガンになったら…」というテーマに、私自身は
受け止められるだろうかと考え悩みました。しかし、この作品のな
かで「生きる。生きたい」そんな真っ直ぐな想いに感動し、女性と
して、ひとりの人間として強く向き合って生きたいと思いました。
「凛として生きる」と言う松浦監督の言葉に、自分の心の成長がで
きることを望みました。� （市民リポーター：脇坂�千恵）

コムズフェスティバル　平成22年2月6日土・7日日
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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

魅 楽

動 詠Information

Information Information

Information

魅
せ
る

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

　市民活動の拠点でもある松山市男女共同参画推進セン
ター・コムズを利用して様々な活動をしている登録団体の皆
様によって、毎年開催されているコムズフェスティバルプレ
イベントの「コムズde遊ぼう」。
　今年は、26団体が参加し「来て・見て・触って・体験して」
の盛りだくさんの１日でした。平成22年1月24日(日)

コ
ム
ズ 遊de

ぼ
う
報 告

コムズが開館して10年が経過した今年のコム
ズフェスティバル。市民の皆さんの分科会も
具体的課題解決へと発展し、どれも内容が充
実したものばかり。
皆さんも次の10年に向かってコムズでスター
トしませんか？� （Ｕ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加26団体の皆さん　ご協力ありがとうございました （50音順）
愛・ウィッシュ・まつやま、伊予かすりに親しむ会、ウィメンズカウンセリング松山、ウェルエイジングクラブまつやま、絵手紙同好会マドンナ、NPOジャ
パンハーブソサエティー愛媛支部、NPO法人全日本健康音楽研究会愛媛支部、NPO法人松山子ども劇場21、愛媛キルトクラブ、愛媛キャリアコンサル
タント研究会、愛媛テコンドースクールT.T.S.C.松山教室、愛媛有機農産生活協同組合松山地区運営委員会、ギャンブル依存を考える会、心意倶楽部、
全日本作法会北四国本部、男性料理同好会、中四国ハワイアン協会高橋教室、手作りパンクラブショコラ、Ｎani kuio、2004を受け継ぐ会、ひばり（松
山市精神保健ボランティアグループ）、フレンドシップフォース愛媛、松山友の会、松山ユネスコ協会俳句会、松山ヨーガ・サークル、マロニエの会

　何かにつまずいた時、誰
かの助けを借りて勇気づけ
られることは誰しもあるこ
と。社会的な課題の解決に
向けて取り組んでいる人や
グループの存在は、とても
心強くなります。
　“気づき”や“ヒント”を
与えてくれる展示から、ふだん気になっていることをより
深く知ることができました。

　「これ、どうやって使うの？」「こんなふうにしたら便利
やね～」と、会場のあちらこちらからいろんな声が聞こえ
てきます。
　絵手紙に初挑戦された方は「思ったより簡単！」と作品
を眺めて満足な様子。また、ハーブと粗塩を交互に容器に
入れてモイストポプリを作っている部屋からは、心安らぐ
香りが漂ってきます。伊予絣で作るブローチは「たった�
１時間半で作れたんですよ」と笑顔がこぼれます。箸や袱

ふく

紗
さ

の正しい作法を教えてもらうこともできました。
　コムズでは、さまざまなグループがセミナーや教室、サー
クル活動などを開催しています。たくさんの人がいろんな
知恵を出し合うことで、生活がずいぶん豊かになります。
ぜひ参加してはいかがでしょうか。

　体を動かすのは健康に良い
のはもちろん、外出すること
でいろんな人と出会って、話
をして…と楽しみがたくさん
あります。
　ヨーガや古武術、テコンドー、

健康表現体操、ハワイアンなどのステージ発表もあり元気
を分けてもらえました。
　会員を募集している団体もありますので、ご興味のある
方はコムズに一度足を運んでみてはいかがですか！

　手作りのお菓子やパン、ジャム、
手芸品、無農薬野菜などの即売があ
り大盛況でした。バザーのために、
一緒に企画し販売ができる仲間が
いるのは生活に張りがでそうです。

「上手に作っとる
ねー」「作り方教えて」と会話も弾み、売
り手も買い手も楽しみました。

＊パネル展示＊ ＊体験・ワークショップ＊

＊ステージ発表＊

＊バザー＊

▲�社会的問題も、まずは知ること
が大切

◀手作りパンとスープのセットが大好評！
　チケットは即完売　

▲トーンチャイムのワークショップ

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　「コムズ de遊ぼう」に参加して、コムズではさまざまな活
動をしているグループがあることを知りました。
　イベントに参加している皆さんのイキイキした目が印象的
で、コムズは「何か行動する“きっかけ”がつかめる場所」
だと確信しました。� （市民リポーター：渡部�陽子）

古新聞で作る手
提げ袋。みかん
やじゃがいもを
入れても大丈夫

トーンチャイムは、どんな
人でも楽しめる楽器。子ど
も達は、楽器についている
点字にも興味津々！
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