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P２～３　企業と働く人、双方にプラスになる関係を目指して
P４～５　イキイキびと　第４回　
P６　　　あなたの心は元気ですか？ ～うつ病への理解を深めましょう～
P７　　　相談室だより ～男性相談のご案内～
P８　　　コムズ登録団体の紹介
＜表紙のイラスト＞
仕事と家庭、地域のバランスの取れた生活を表現しています。

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



事  業  名 問い合わせ先

育児休業等終了時の標準報酬月額の改定 松山西年金事務所
　☎089-925-5105
松山東年金事務所
　☎089-946-2146

３歳未満の子を養育する期間についての
年金額計算の特例（厚生年金保険）

＊職員のニーズを把握し仕事への活力UP!＊

今、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や仕事と家庭の両立支援が求められています。
それらを実現していくことは、企業と働く側双方にメリットをもたらします。

なぜ、ワーク・ライフ・バランスや仕事と家庭の両立支援が必要で、それがどんなメリットをもたらすのか見ていきましょう。

１．共働き家庭の増加（図１参照）

２．�両立支援に取り組むと様々な効果があります

　共働き世帯はこの20年余りで大き
く増加し、平成９年以降、専業主婦
世帯よりも多くなりました。そのため、
仕事と家庭の両立を希望する人が増え、
両立しやすい職場環境の整備が求めら
れています。

①従業員の意欲の向上（図２参照）
　「ワーク・ライフ・バランスが図られている」と考え
る人の方が、男女ともに仕事への意欲
が高い傾向にあります。
　企業が両立支援に取り組むことで、
労働者の生活が充実し、仕事へも意欲
的に取り組むことにつながります。

②収益の向上（図３参照）
　従業員が仕事と生活の調和が取れていると考えてい
る企業ほど、収益状況が良いという調査結果があります。

企業と働く人、双方にプラスになる関係を目指して

（参考資料：厚生労働省・㈶21世紀職業財団発行「仕事と育児を両立しやすい職場環境を目指して」）

●職員の意識とニーズを把握するために
　「仕事と子育てに関するアンケート」を全職員に実施
　「男性も育児休業を取得できる」ことは、認知度が高
いと思っていたにも関わらず、２割の職員が知らないと
いう結果となり驚きました。そこで部内報等を活用して、
育児・介護休業制度のしくみや法律の改正点などについ
て全職員への周知を徹底しました。法律が整備されても
担当者が情報を発信していかなければ、取り組みは広が
らないと思います。
　またアンケート結果を踏まえ、行動計画を現状に即し
たものに見直しました。

●時間外労働を削減
　時間外労働削減による経費の削減はいうまでもありませんが、
部門ごとに業務内容を見直すことで効率アップを図ることができ
ました。また、長時間労働による健康疎外の防止や働き方を見直
すことで余暇を過ごす時間が増え、仕事への活力が向上しました。
●これからのさらなる取り組み
　行動計画を策定して今年度で３期・６年目になります。年次有
給休暇取得の推進については、正規職員の計画有給休暇の取得
目標を80%以上とし、さらなる取得率の向上を目指します。
　また、時間外労働の削減を図るために部門や個人の時間管理を
強化するなど、より一層、仕事と家庭の両立のできる職場づくり
に取り組んでいきます。

平成22年6月、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業として認定された
生活協同組合コープえひめ人事教育部マネージャー是枝智彦さんにお話を伺いました。

様々な支援制度を活用して、互いにプラスになる関係を築いていこう

介護休業給付金の支給
 問　ハローワーク松山
　　 雇用保険適用課
 　　☎089-917-8622

両立支援レベルアップ助成金
◎代替要員確保コース
 問　㈶21世紀職業財団愛媛事務所　☎089-921-5660

育児休業給付金の支給
 問　ハローワーク松山
　　 雇用保険適用課
 　　☎089-917-8622

中小企業子育て支援助成金
 問　愛媛労働局雇用均等室
 　　☎089-935-5222

育児休業等期間中の社会保険料の免除
 問　年金事務所または健康保険組合
 　　松山西年金事務所　☎089-925-5105
 　　松山東年金事務所　☎089-946-2146

育児休業期間中の
個人住民税の徴収猶予
 問　松山市役所納税課
 　　☎089-948-6284

　雇用保険の被保険者が、要介護状
態にある対象家族を介護するために
介護休業をした場合に、一定の要件
を満たすと支給を受けることができ
ます。
給付率：休業開始時賃金月額の40%

　育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就
業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を
原職等に復職させた事業主に支給します。
支給額：（例）最初に要件を満たした育児休業取得者が生じた場合、
　　　　　　 中小企業で50万円
＊ 他に「育児・介護費用等補助コース」・「子育て期の短時間勤務支援コース」・
　「休業中能力アップコース」があります。

　一時に納税することが困難である
と地方団体の長が認める場合は、育
児休業期間中１年以内の期間に限り、
個人住民税の徴収が猶予されること
があります。
　詳しくは松山市役所納税課にお問
い合わせください。

　雇用保険の被保険者（男女は問わない）
が、１歳に満たない子を養育するために
育児休業を取得した場合に、一定の要件
を満たすと支給を受ける
ことができます。
給付率：休業開始時賃金
月額の50%（当分の間）

　一定の要件を備えた育児休業を実施する中
小企業事業主（従業員数100人以下）に対
して、初めて育児休業取得者が出た場合に支
給します。
支給額：１人目　　　　 100万円　
　　　　２人目～５人目　80万円

　事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をすることによっ
て、育児休業等をしている間の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）
が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

　働く人に対する経済的な支援

　事業主に対する助成金や経済的支援

　その他の経済的支援　＊詳しくはお問い合わせください

　働く人・事業主に対する経済的支援

③仕事の効率化・生産性の向上
　例えば、育児休業などの制度を利用する人が出た際には、人
員減に対応するために、仕事の進め方や役割分担、情報の共有
の仕方などを明確にする必要が出てきます。そうした取り組み
が仕事の効率化を進め、生産性を向上させることにつながります。

④優秀な人材の確保・定着（図４参照）
　大学生・大学院生の就職観については、男女ともに「自分の生
活と仕事を両立させたい」と回答した人が最も多くなっています。
　若い人を中心に仕事と家庭の両立支援の充実が就職先選定の
重要な要因となっていることがうかがえます。

企業の
取組事例

共働き世帯数の推移

男性雇用者と無業の妻からなる世帯
雇用者の共働き世帯

（資料出所：平成22年度男女共同参画白書）

中小企業の従業員における仕事と
生活の調和と勤務先の収益との関係

（資料出所：平成21年度中小企業庁「中小企業白書」）
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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４回

★仕事も家庭も両方楽しむ！　無理をしないで　自然体で★ ★意識を変え、働き方を変え、仕事と生活の調和を図ります★

 一問一答インタビュー  一問一答インタビュー 

　大学卒業後、中間的総合職として愛媛信用金庫に入庫し、今年で18年目になり
ます。現在は、支店長代理として支店内の事務管理を任されています。
　結婚、出産後も仕事を続け、長女の出産時には、産後・育児休業を取得しました。
松山市内にある営業所では初めての取得ということで、前例がなくこれまで手探
り状態の毎日でした。子育てしながら仕事をこなしていく中で、子ども向けイベ
ントの提案など仕事の幅が広がり、お客さまとの会話も増えました。
　忙しい毎日ですが、職場や家族の協力と仕事を続けられる環境に感謝し、無理
をせず自然体で、仕事にも子育てにもやりがいを感じ、充実した生活を送ってい
ます。

　株式会社伊予鉄髙島屋は、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立支援に積
極的に取り組む企業として、平成20年６月愛媛労働局より認定を受け、次世代認定マーク「く
るみん」を取得しました。
　仕事と生活の調和に向けて、社長のリーダーシップのもと、企業全体ですべての従業員が働き
やすい職場環境を目指してさまざまな取り組みを試みました。その結果、風土と意識の改革がな
され、業務内容の見直しや効率のアップなど個々の働き方が変わりました。また、家族と過ごす
時間や社内外との交流が増えるなど退社後の過ごし方も変わりました。　
　今後も、仕事と生活の調和をはかるとともに、その能力を十分に発揮し、性別や年代に関わり
なく働くことのできる職場環境の整備や意識の改革を進めていきたいと思います。

好永　裕美さん （愛媛信用金庫　東環状束本支店　支店長代理） 眞柴　博年さん （株式会社伊予鉄髙島屋　総務部　人事グループ課長）

仕事と家庭の
両立を目指している人へ

岐路に立った時には、
自分の感性を大事にして

選択すればいいと思います。
自分が幸せと感じることが、

家族を幸せにできること
だと思います。

仕事と家庭の
両立を目指している人へ

まずは意識を変えて、
対等に接することで

お互いに優しさを持って気遣いが
できるようになるのでは

ないでしょうか。

【ライフヒストリー】
20代
松山市出身。大学卒業後、
愛媛信用金庫に入庫。
入庫７年目に結婚、係長就任。
30代
入庫11年目、長女を出産。
出産を機に両親と2世帯同居を始める。
産後4 ヶ月で職場復帰。
支店長代理として、責任ある仕事をこなしな
がら、職員からの相談を受けるなど頼りにな
る管理職として慕われている。

【ライフヒストリー】
20代
株式会社いよてつそごう（現株式会社伊予鉄
髙島屋）に就職。子供服売場を担当した後、
人事部へ。
結婚し、男の子二人を授かる。
30代
帰宅はいつも子どもの就寝後という多忙な
日々。妻が仕事を始めたことをきっかけに、
子ども達を徒歩で10分程度の幼稚園へ毎日
送って行くのが日課となる。父と子の良いコ
ミュニケーションの時間になった。
人事グループ課長に昇進。
次世代育成・両立支援に積極的に取り組む。
40代
人事グループ課長として、働きがい、生きが
いを持てるようなキャリア形成をさらに推進。

　毎日会社と自宅との往復で、将来に漠然とした不安を感じていま
せんか？いつも休日をだらだら過ごしてしまい、気がつけば何も残
らないまま休日が終わってしまうという経験はありませんか？
　「119日」。この数字は１年間の休日の合計日数で１年の３分の１は
休日です。著者はこの休日の過ごし方いかんで、自分自身と人生が
大きく変わると語ります。
　「休日活用」略して ｢休活｣。これによって ｢友人ゼロ｣、｢会社と
自宅の往復生活｣ の会社員だった著者は、たった３年で ｢1000人以
上の人脈｣ を築き、「５つの勉強会と交流会」を主宰するまでに大変
身を遂げました。その秘訣は大いに説得力アリ！「休活」によって、
今の生活や人生を好転させるヒントに耳を傾けてみませんか。

（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��（943）5780

人生を変えたければ「休活」をしよう！
 大田　正文/著

「イクメンプロジェクト」がスタート！
育てる男が、家族を変える。社会が動く。

　最近、子育てを積極的に楽しむ男性「イクメン」が話題となっています。
「イクメン」とは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。現
在、約３割の男性が「育児休業制度を利用したい」と希望していますが、
実際の取得率は1.72％（平成21年度雇用均等基本調査）にとどまっており、
まだまだ一般的ではないのが現状です。

　そこで、平成22年６月、厚生労働省は男性の積極的な子育て参加や、育児休業を取得すること
ができるような社会の気運を高めることを目的とした「イクメンプロジェクト」をスタートさせました。「イクメン」が
もっと多くなれば、妻である女性の生き方が、子どもの可能性が、家族のあり方が変わるのではないでしょうか。
　子育て中の男性だけでなく、誰でも気軽にプロジェクトに参加できます。ぜひ、あなたも下記のサイトにアクセスし
てプロジェクトを盛り上げていきましょう。

＊厚生労働省「イクメンプロジェクト」サイト　http://www.ikumen-project.jp

Ｑ１ 具体的にどのような取り組みをされていますか？
　時間外勤務の短縮、年次有給休暇取得率向上、男性の育児休暇取得の推進
が主です。特に時間外勤務の短縮については、20時消灯、週２回のノー残業
デーを設けて、緊急・特別な業務がない限り、業務終了後は直ちに退出する
など、遅出・早帰り時間の徹底をしています。

Ｑ２ その効果は？
　限られた時間で効率よく仕事をするために、スタッフ間でコミュニケーショ
ンをうまくとりながら、様々な工夫をしていくことが必須になりました。習慣
化していた残業をなくす。会議は営業時間内で行う。資料作成を簡素化するな
ど業務の見直しをすることで、必然的に意識が変わり、業務効率や生産性がアッ
プしました。
　プライベートな時間ができたことで、仕事関係以外の方と交流する時間をも
てるようになりました。様々な社会観や価値観にも触れる機会が多くなり、知
識を深めるなど視野が広がりました。

Ｑ３ 今後の課題は？
　当社のようなサービス業では特に、相手（お客様）の立場になって考えられる、
感じることができる、思いやりがある人間性が大切だと思います。人間性の育
成は、マニュアルから学べない、自分自身の生活から自然に学んで膨らませて
いくものです。私生活が充実しているからこそ、仕事にも活かされる。今後も、
社員のキャリア形成に真剣に取り組んでいきたいと考えています。

リポーター’ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
厳しい経済情勢のなか、「この人から商品を購入したい。」と思われるよ
うな人間性を育てようとする企業の真摯な取り組みに心打たれ共感しま
した。

 （市民リポーター：渡部陽子）

Ｑ１ 仕事と家庭の両立をする上でのサポートは？
　出産を機に私の両親と２世帯同居を始めました。家事は、結婚当初から夫
と分担してやってきましたが、子どもの世話や夕食の準備などは母親に助け
てもらっています。
　職場では、同僚に公私ともにお世話になっています。メンタル面で安定し
ているのは同僚のおかげです。上司からは特別扱いされることなく、他の職
員と同様に接してもらえて仕事がやりやすかったです。

Ｑ２ 仕事と家庭の両立をする上で気をつけていることは？
　生活にメリハリをつけるよう気をつけて、スケジュールを決めて仕事や家事
をするようにしています。どうしても今は仕事重視になりがちなので、朝、家
を出たら「仕事モード」、職場を出たら「家庭モード」と気持ちの切り替えを
大切にしています。
　子どもと接する時間は限られていますが、家族の会話を大事にして短い時間
でも充実した時間を過ごせるように工夫しています。

Ｑ３ なぜ、これまでがんばれたのか？
　今の自分の置かれている立場や環境をチャンスととらえ、仕事ができる家
庭環境にあるうちに楽しんで前向きに取り組むようにしています。女性は、
結婚や出産、育児、介護など家庭環境の変化によっていつ働けなくなるかわ
かりません。仕事ができることをラッキーと思って、「あの時、もうちょっと
がんばればよかった」と悔いの残らないように仕事することを心がけています。

リポーター’ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
「自然体でやってきました」と素敵な笑顔が印象的でした。優しさの中に
も、「責任ある立場を保ちながら常にチャレンジし、仕事と家庭を両立す
る働く女性の力強さ」を感じました。

 
（市民リポーター：脇坂千恵）
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～男性相談のご案内～

うつ病への理解を深めましょう

�

＊相談日時＊
毎月第２水曜日　18：30～20：30
電話相談・面接相談　各1回　30分

Q1

Q2

A1

A2

「相談」というと敷居が高くてなかなか行けません。
どんな相談でもいいですか？

男性が抱えているさまざまな悩みや不安、心配事など、ど
んなことでもご相談ください。秘密は厳守しますので、安
心してご相談できます。
平成 21 年度コムズ男性相談の 40%は人間関係について
の悩みでした。そして仕事上の悩みが 25%、生き方につ
いての悩みが 20％と続きます。一人で抱えていた荷物を
ちょっとおろしてみませんか？

どんな人が相談を受けてくれますか？

経験豊かな男性心理相談員がていねいにお話をお聞きしま
す。男性の気持ちを受け止め、一緒に考えていきます。電
話相談と面接相談がありますので、まずはお気軽にお電話
ください。

コムズ相談室では、女性のための相談とともに
男性のための相談を行っています。 男性相談電話

９４３－５７７７
（電話相談の予約は不要です）

相談無料 秘密厳守

★悩みを相談してみませんか　（心の健康・悩みに関する相談窓口) 

専門家に聞きました

事　業　名 相談内容 実施団体 電話番号

こころの健康相談 精神保健福祉士・保健師による
心の健康に関する相談

松山市保健所　
地域保健課　精神保健担当 089-911-1816

精神保健福祉相談 精神科疾患、精神障害福祉、心
の健康に関する相談 愛媛県心と体の健康センター 089-911-3880

こころのダイヤル こころの悩みに関する電話相談 愛媛県心と体の健康センター 089-917-5012

NPO 法人こころ塾 うつ病に悩む本人や家族、企業
の方の相談 NPO 法人こころ塾 089-931-0702

メンタルヘルス対策支援センター 職場のメンタルヘルス対策全般
の相談 愛媛産業保健推進センター 089-915-1710

　「眠れない」、「食べられない」、「だるい」の
３つの「い」はありませんか？
　心身が強くストレスを感じているかもしれません。
内科でもいいので受診しましょう。

　自分が楽しいと感じることをやってみ
ましょう。例えば、好きなものを食べたり、
好きな音楽を聴くことで楽しみながらス
トレス解消ができます。

●かかりやすい性別・年代は？　（図２参照）

・ 女性は男性の 2 倍程度うつ病にかかりやすく、うつ病が
女性に多いことは、世界的な傾向です。

・ 男女差の原因としては、思春期における女性ホルモンの
増加、妊娠・出産など女性に特有の危険因子や男女の社
会的役割の格差などが考えられています。

・ 女性は 30 代～ 70 代が多く、男性は働き盛り世代の
30 代～ 50 代が多くなっています。

●原因は？　（図１参照）

・心身の病気で、ストレスなどが関係しています。
・ うつ病は病気であり、がんばりが足りないとか心が弱いといっ

たことが原因ではありません。
・様々な生活体験がうつ病のきっかけになります。

□毎日の生活に充実感がない

□ これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった

□ 以前、楽にできていたことが、
　今はおっくうに感じられる

□自分が役に立つ人間だと思えない

□わけもなく疲れたような気がする

      

□以前と比べて表情が暗く、元気がない

□ 体調不良の訴え ( 身体の痛みや倦怠感 ) が
　多くなる

□仕事や家事の能力低下やミスが増える

□周囲との交流を避けるようになる

□遅刻、早退、欠勤が増加する

　これらのうち２つ以上が当てはまり、その状態が 2 週間以上ほ
とんど毎日続いていて、そのためつらい気持ちになったり、毎日
の生活に支障が出たりする場合には「うつ病」の可能性があります。

　家族が気づく変化としては、「寝つきが悪い」「朝早く目
が覚める」などの睡眠障害があります。心や体が疲れてい
る時は、十分な睡眠を取ることが大切です。

　「何とかしてあげたい」という気持ちは大事ですが、身
近な人がうつになったら、まず冷静に対処しましょう。ポ
イントは３つあります。１つは温かな無関心（治療は専門
家に任せる）、2 つ目は巻き込まれないこと（適度な距離
も必要）、3 つ目は一人で抱えこまないことです。

松山市内でうつ病の当事者や家族に対し、正しい知識と医療や福祉に関する情報を提供し、メンバー同士
の交流の中での回復を目指して活動している NPO 法人こころ塾 塾長 村松つねさんにお話を伺いました。

①３つの「い」　 ～自分で気づく心と体のサイン～ ③家族が気づくうつ病のサイン

②簡単にできるストレス解消法
④家族の接し方 3 か条

うつ病にかかっている人の 4分の３は適切な治療を受けていません。
早期発見・早期治療が大切です。
一人で悩まず、早めに医療機関や保健所などで相談しましょう。

（参考資料：厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル」
　　　　　 松山市保健所作成パンフレット　「『うつ病』を知っていますか」 ・ 「うつ病とは」）

個人
性格・体験
行動様式
生物学的要因

喪失体験

慢性の病気

精神疾患

社会的風潮

職場のストレス

家庭のストレス

社会的支援の不足

（役割、親しい人など）

（高血圧、糖尿病、癌、難病など）

（アルコール依存症など）

（不況、戦争など）

（職場、家庭などで）

（仕事、人間関係）

（不和、借金）

うつ病
うつ状態

一部の人に
自殺のキケン

（資料出所：厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル」）
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（資料出所：厚生労働省患者調査（平成20年）より作成）

気分が沈む、ゆううつなどの気分障害、
意欲低下・食欲低下などの意欲障害、睡眠障害

頭痛、口の渇き、便秘などの
自律神経症状

一生の間に 15人に 1人がうつ病にかかると言われています。
「うつ病」は決して珍しい病気ではありません。誰もがかかる可能性があります。

 あなたの心は元気ですか？
こんなことはありませんか？（自己チェック） 周りにこんな方はいませんか？

本人をはじめ家族や知人など
誰もが早く気づくために正しい
知識をもちましょう

●主は症状は？

図１ うつ病に関係した様々な要因

図２ 気分（感情）障害 ( 躁うつ病を含む）の総患者数
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随時募集中
誰でもOK
毎月第2火曜日・第4木曜日10：30～13：30 
コムズ調理室にて
村上さん（TEL：090-9555-9972）
１回 親子１組1,500円
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ウイメンズカウンセリング松山

随時募集中
主に女性
年末年始を除く全日
コムズほかにて
事務局（TEL：089-934-6486）
１回1,000円程度（随時お問い合わせください）
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開催日時

問い合わせ
参加費用

随時募集中
誰でもＯＫ
毎月第２土曜日　13：00～17：00
コムズにて
青野さん（TEL：089-926-1640）
1,500円／月
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開催日時
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参加費用
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毎月第２・第４金曜日10：00～12：00
コムズにて
倉田さん（TEL：089-977-1230）
１回1,000円

参　　　加
対　象　者
開催日時

問い合わせ
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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。
毎号、コムズ市民リポーターさんが各団体の活動を紹介
します。

登録団体の紹介コム ズ

　自分に自信がなく、
自分を好きになれない
ことが多い女性の手助
けとなれるよう開催し
た「女性（わたし）の
ためのカウンセリング
講座」の修了生が母体
となり、平成17年に設
立された団体で、今年
５周年を迎えます。
　カウンセリング、自己尊重トレーニング、ひきこもり
や摂食障害の家族をもつ女性のための自助グループなど
を通じて、女性の生き方を応援する活動をしています。
　第11回の開催となる「女性（わたし）のためのカウン
セリング講座」（全10回）が10月から始まりました。学
びながら語りながら参加者みんなで作っていく講座です
ので、お気軽にご参加ください。

（市民リポーター：脇坂千恵）

　今ある生活の中で楽
しみを見つける「きっ
かけづくりの場」とし
て「コミュニケーショ
ン」、「作る」、「食べる」
をツールに、参加者そ
れぞれのつながりが広
がっていくことを目指
して活動しています。
　活動に参加することで「食事作りが義務ではなく楽しめ
るようになって、家族の会話が増えました」と幸せの笑顔
がたくさんありました。住んでいる地域や生活環境、子ど
もの性別や年齢などに配慮したグループ分けで、初めての
方でも参加しやすい工夫が凝らされています。
　プチ講座や食の伝承、外国人の先生を交えてのゲームな
どもあり、ママも子どもも気軽に参加できる楽しい集まり
です。� �（市民リポーター：渡部陽子）

　設立はなんと21年前。
南海放送学苑で古典を
学んだ方々が、現在も
継続して活動していま
す。百人一首に始まり、
伊勢物語、枕草子、徒
然草、奥の細道、雨月
物語と学び、現在は万
葉集を講読中です。
　｢続けることで原文がすんなりと読めるようになります
よ｣ とおっしゃる指導者の倉田先生。まさに継続は力なり
ということでしょう。気軽に参加できるのがこの会の魅力
で、休憩タイムには持ち寄ったお菓子を手におしゃべりに
花が咲いていました。講義以外にも古典文学にゆかりの
ある地方を旅行したり、新春カルタ会（百人一首）を開
催したりとお楽しみイベントも随時企画され、古典文学の
世界を楽しんでいます。�（市民リポーター：高橋佐知子）

　6年前に結成された
この会は、俳句を愛す
る皆さんが集まって
毎月1回定例句会を開
催しています。句会で
は、それぞれ五句を持
ち寄り参加者同士で
発表し、指導者の嶋屋
都志郎先生に講評を
いただきます。
　春秋の会は八幡浜に本部を置き、松山市以外にも支部が
あります。発表の場として毎月俳誌「春秋」を発行するほか、
年一回、一泊吟行を開催するなど他の支部の会員との交流
や親睦を深めています。
　「俳句は自分の身近にあるものですから」と語るとともに、
健康のため、自分を見つめ直すため、皆に会うためと、好
きな俳句を長く続ける秘訣を笑顔で話してくださいました。
� �（市民リポーター：脇坂千恵）

働き方の多様化や共働き家庭の増加により、
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）への取組が重要になってきました。ワー
ク・ライフ・バランスの取れる社会の実現は、
企業にとっても働く人にとってもプラスにな
ります。あなたにとってのワーク・ライフ・バ
ランスについて考えてみませんか？ （Ｔ）
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