
＜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。

第12回コムズフェスティバル報告号
つながりは、人生をカラフルにする。
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P２・３・６　市民企画分科会①②
P４　田渕久美子さんによる基調講演「輝く人へ」
　　　若者のトークセッション　
P５　シネマ&トーク「60歳のラブレター」上映&講演会
P７　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
P８　コムズ登録団体イベント「コムズde遊ぼう」

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



12th COMS
Festival コムズフェスティバル

「つながりは、人生をカラフルにする。」 すべての人が自分らしく、いきいきと生きる。そのきっかけとなるよう
基調講演や市民企画分科会等を開催しました。

市民企画分科会報告①

第12回
平成 23年
1月29日・30日(土) (日)

12 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。

今回は、「よい自己評価を
持つ」という視点から、講
座を行いました。よい自己
評価を持っているとできる
33項目を、各々チェックし
てもらい、４つのグループ
に分かれて話し合いました。

自分を好きになるためには、よい自己評価を持つことが
必要ですが、私たちは自分の欠点ばかり見て、自分を批判
するパターンに陥りがちです。まずは、「今の自分を受け入
れる＝自分を大切にする」ところからそれは始まるという
ことを中心に講座を進めました。年齢は10代～ 70代、立
場も状況も様々な女性たち30名の参加でした。「このよう
な形での語り合いは初めての経験で自分について考えるよ
い機会になった」、「もっと知りたい」などの感想が多く出
ました。

体は女性、心は男性とい
う性同一性障害で元フェン
シング日本代表でもあった
杉山文野さん。性別への違
和感を感じながら悩み続け
ていた10代を明るく話され
ていく爽やか青年ぶりに引
き込まれていきます。講演後の第2部では、地元松山から男
性の同性愛者と、杉山さんとは逆の立場となる当事者（体
は男性で心は女性）も登壇して、さらにトークを広げました。
実際に３人を目の前にして「男と女」とだけでは区分けでき
ない性の多様性やその立場を考えていただける機会となった
と思います。90名近くもの多くの市民の方々が参加された
ことは、地元に住む同性愛や性同一性障害だけでなくあらゆ
るマイノリティにとって大きな勇気となるはずです。

重いテーマにも関わらず、
松山東雲短期大学教授の松
井宏光さんはじめ、環境カ
ウンセラーの斉藤智子さん、
愛媛大学実習船船長の大西
秀次郎さんらの、味わい深
い話で始まったシンポジウ
ムは、アットホームな雰囲気のなか進められました。後半
のシェアタイムでは、参加者の皆様が環境問題や子どもた
ちへの環境教育への関わりなど、それぞれの経験や思いを
語ってくださいました。私たちはあふれる情報を相手に、
どう考えどう行動すればよいのか。自然の摂理に従えば解
決できることが多くあるように、子どもの頃の自然体験や
そこで培われた五感が、この問題を考える根幹となるのか
もしれない、そんな思いがそれぞれの胸に刻まれた会とな
りました。

超高齢社会を迎える一方
で家族のもろさが露呈され、
様々な事象で不安が高まっ
ています。自立型志向の高
齢者がいかに高齢期最終章
を“あんしん”して過ごすか、
その“あんしん”をどう創っ
ていくかについて、講演とトークを通じて参加者とともに
考えました。

参加者に若い世代が加わったことで、無縁社会と言われ
る現状下、世代を超えて老いや孤独への不安を抱えている
こと、そしてそれらの不安を“あんしん”に変える要素は、
家族の絆であり人とのつながりであることを改めて気づか
され、介護が社会化され、地域介護の必要性が叫ばれるな
かで、一人ひとりが“家族”についてふり返るきっかけに
なりました。

交流分析士教授 廣瀬一
郎先生の講義の中で自分の
時間の構造について考えて
みることになりました。２
人以上の交流の時間をどう
過ごしているか、１日の時
間を６つのカテゴリーに振
り分け、時間数の記入を行い、後半は４グループに分かれ、
交流分析協会のインストラクターの方々が進行役となって
各カテゴリーの中の時間の過ごし方を振り返りました。

ワークショップでは、どの場で交流しているかによって
その人の心の持ちようが異なることや日々の活動を再認識
しました。時間を再構造化することで気づきや自発性が生
まれてくると学び、ワークライフバランスを通して、今後
は親密を目指す時間の構造化を大切にしていきたいと思い
ました。

骨粗鬆症は圧倒的に女性
に多く、その原因は加齢や
体質など避けられない要因
と改善できる要因に分かれ
ます。バランスがとれた正
しい食生活をする。適度な
運動をする。筋力アップで
骨量が増加し、骨折予防に繋がる。生活面では極端なダイ
エット、過度のアルコールやカフェイン摂取、喫煙という
生活習慣を改善する。軽い日光浴も必要。試食を行い、保
存がきき手軽なスキムミルクを利用する等カルシウム摂取
の一工夫を頂きました。会場内では骨密度を測定し、自分
の骨の状態を知りました。20歳の最大骨量の頃には戻れな
いけれど、その手立てがあることを講師の浦岡医師、佐藤
栄養士から学びました。骨

コツコツ
骨健康寿命を伸ばし、元気で過

ごしたいものです。

中 国 文 化 は 私 た ち の 暮
らしに深く関わっています。
点 心 を 作 り、女 偏 の 漢 字
について楽しく学びました。
まず全員で冷凍シュウマイ
を芯にホットケーキミック
スを使って“肉まん”を作
りました。10分ほどで蒸せ、手軽で簡単で美味しいと大好
評でした。

続いて愛媛大学准教授の諸田龍美さんによる「女偏の漢字
からみた伝統中国の女と男」と題した講話がありました。女
偏の文字の多さには説があることや、漢字の作られ方の話
がありました。また甲骨文字から漢字を想像するクイズもあ
り楽しい飲茶となりました。参加者からは、女偏の漢字が多
く男偏の漢字がないことを知った、漢字の成り立ちが興味深
く、漢字から女性の役割を感じたという感想が聞かれました。

女性・子どもへの暴力、
貧困と暴力の連鎖という社
会現況に着目し、児童虐待
や高齢者の事例を手がかり
に、周りとつながりながら
自立して生きるにはどうす
ればよいかをテーマに座談
会を開催しました。グループ討議では、「つながる」ための
方法として、『ご近所力－まず挨拶から』『頼み上手、頼ま
れ上手』『世話焼きさんを見つけよう！育てよう！』『外に
出る勇気、引き出す勇気』『心を開く』というキーワード
が出されました。個人化が定着した現代では、家族という
小さな単位でも世代間で価値観が異なっています。強いつ
ながりを押し付けるのではなく、程よいつながりを意識し、
自分なりの考え方、覚悟を持った人間関係を築くことの大
切さを学ぶことができました。

ウィメンズカウンセリング松山 レインボープライド愛媛

子どもたちに明るい未来をNET ウェルエイジングクラブまつやま
男女共同さんかくの会（高齢社会グループ）

NPO法人働く人とその家族サポートセンター マロニエの会

サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）　 愛媛県女性保護対策協議会

ワークショップ

自分を好きになる講座パートⅡ
講演とディスカッション
ダブルハッピネス!!
性同一性障害で辛さも楽しみも２倍！
杉山文野さんと話そう

シンポジウム

個人が環境問題を考える時
～情報洪水をどう乗り切るか～

講演会とトーク

高齢者と家族の関係 ～わたしの望む最終章～

講演会＆ワークショップ

働く人と家族のための交流分析
～ワークライフバランス　活動と親密のワークショップ～

講演会

女性と健康　自分で守ろう自分の健康
骨骨（コツコツ）伸ばそう、健康寿命！

調理＆ワークショップ

今日は飲茶でいい感じ さんかく料理パート７
～漢字から男女共同参画を考える～

シンポジウム
(大人の座談会)

暴力・貧困を手がかりに女性の自立を考える

1/29土 1/29土

1/29土 1/30日

1/29土 1/30日

1/29土 1/30日
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コムズ主催イベント
平成 23年

1月29日(
土)

●参加者の感想　～アンケートより～
＊ 人と人との関係をきちんと重ねていくことの
　大切さを改めて感じた（50代　女性）
＊ 「自分で自分を尊敬する」という言葉が印象に

残った。自分は何を持っているのか探します（50代　男性）
＊ パートナーに優しく接して、共感して生活することが大切

だということに気づかされた（60代　女性）

 

ますます長寿社会に
日本人の平均寿命は、女性 86 歳、男性 79 歳。戦前に

は、80 歳を超えている方は珍しい存在でした。20 年後に
は、さらに長寿社会になり、特に女性は半数近くが 90 歳
まで生きるというデータがあります。つまり、女性は閉経後、
50 年近くを生きることになります。

「最
さい

期
ご

はひとり」という覚悟
女性の平均寿命が伸びたことで世の中は大きく変わりま

した。女性は、50 代で子どもの自立、60 代で夫の定年、
70 代で夫との離別と「最期はひとりになる覚悟」がありま
す。一方、男性は「妻が最期を看取ってくれる」と考えており、
男性と女性では高齢期を迎える覚悟に違いがあります。

経済力と
血縁以外の人間関係

今の子ども世代は、親の
面倒をみたくても、経済的に
みることができません。自分
自身が経済力をつけておくこ
とが重要です。また、血縁関係ではない、お互いに支えあ
う人間関係をたくさんつくっておくことです。これこそが、
最後は女性がひとりで生きていく時代の力になります。

家事力アップと居場所づくり
女性の平均寿命が伸び、これからは、夫が妻を介護する

時代になっていきます。男性は、今のうちに簡単な家事が
できる力を身につけることが必要です。女性も完璧な主婦
をやめて、妻のテリトリーを夫に譲って、居場所を作って
あげてください。簡単な家事から始めて、少しずつ範囲を
広げていって、男性の居場所をつくっていただきたいと思
います。

喪失からの再生
50 歳代になると子どもの自立や離婚、病気、親を失うな

CINEMA & TALK

平成23年２月19日土シネマ＆トーク
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「60歳のラブレター」（2009年・日本）の上映後、ルポルタージュ
作家の本岡典子さんをお迎えして、お話をしていただきました。

❖ 講　師　本岡典子さん （ルポルタージュ作家）

❖ テーマ　「人生100年！男と女の幸福学」

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　夫婦の間では、ついコミュニケーションがおざなりになり
がちです。長い人生を共に過ごす相手だからこそ、お互いを
思いやる気持ちと共感、自分の意思もきちんと伝えていくこ
とを大切にしたいと思います。 （市民リポーター：渡部 陽子）

映画「60歳のラブレター」を原案とし
た小説。人生の転機に立たされた熟年３組
と若い１組のカップルが織りなす愛情物語。
不器用な夫婦が互いに「自分の想いを伝え
ない」ことと「その想いを聞こうとしなかっ
た」ことに気づき、大切な人との長い人生
をどう生きていくのかを考える１冊です。

（市民リポーター：渡部 陽子）

★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。

リポーター’ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　外の寒さとは逆に、田渕さんの熱い愛のメッセージに、しばし聞き入りま
した。今後の人生、感謝を忘れないように楽しみながら過ごしていきたいと
思いました。また、大学生のみなさんの熱心な取り組みにも感心しました。
自分たちで作成した DVD も楽しく、知人の出演にも笑いが出て、周りとつ
ながる大切さがわかり、感動しました。　　　 （市民リポーター：脇阪 千恵）

NHK 大河ドラマ ｢篤姫｣ の脚本、｢江～姫たちの戦国～｣
の原作・脚本で話題の田渕久美子さんを講師に基調講演を
開催いたしました。

対話形式で、ドラマの裏話から田渕さん自身の生き方な
ど軽快なトークに会場を埋め尽くした約 300 名の参加者
は魅了されました。

参加されたみなさんからは「田渕さんの『自分を愛する』ことの大切さがとても心に響き
ました」、「我が身をかわいがり、周りの人に感謝しながら生きていきたいと思います」、「前
向きな生き方、自分を認める生き方に努めたいです」といったご感想をいただきました。

平成 22 年 11 月～ 12 月、愛媛大学教育学部の学生のみなさんとコムズのコラボ
企画として開催された 5 回連続若者講座「コムズ白熱教室」のスピンオフイベントです。

前半は、担当した学生による講座の報告と振り返り、後半は、愛媛県若年者就職支援センターセンター長の大内由美さん
のコーディネートでグループごとに分かれてのトークセッションという２部構成でした。

前半の最後、学生さんが作成した若さとアイデアあふれる講座を振り返った
DVD は会場の笑いを誘い、和やかな雰囲気で第 2 部へと突入しました。

トークセッションでは、「なぜ、私たちはつながれないのか」をメインテーマに 
①つながっていると感じる時　②つながっていないなと感じる時　③自分にとって
のよいつながりとは？　の３つのテーマで話し合い、発表をしました。

つながり方は人それぞれ。つながりを持つ相手の状況を考えることも必要。心地
いい関係だけでなく、淡い（ゆるい）関係や濃い（かたい）関係でつながることが
できる状況も大切であるといった意見が出ました。

「輝く人へ」
～それは自分を愛することからはじまる～

講師：田渕 久美子さん（脚本家）

若者のトークセッション
～なぜ、私たちはつながれないのか～

トーク
　＆セッション

基調講演 オープニングイベント

コムズ de 夢コンサート
演奏：エレハープアンサンブル 織音（おりおん）

多彩なレパートリーの中から、懐かしの昭和ポップスメドレーから最
近の曲まで演奏していただきました。

大正琴のイメージを一新するエレハー
プの音色。未来への息吹を感じさせる素
敵なひとときでした。

＊「エレハープ」は、ハープ（大正琴）
にエレクトリックとエレガントの「エレ」
を組み合わせて名づけたものです。

基調講演

ど様々な喪失を経験します。喪失
を糧にして再生された方は「もう
一度生き直そう」と思われた方で
す。無いものを探して不幸がるよりも、あるものを受け入
れて「私は私であるだけでいいんだ」と自分を肯定するこ
とで、自分の未来を考えることができます。

男と女が幸福になるための５つの宝物
人生 100 年時代の夫婦生活を良好にするヒントをご紹介

します。
１つ目は、「そうね」、「なるほど」、「ありがとう」、「お疲

れさま」など短い言葉でも勇気を出して言葉を尽くすこと
です。

２つ目は「微
び

助
すけ

っ人
と

」です。男性は女性にほんの少し手
を貸すことから始めてください。最初はほんの少しから、だ
んだんできるようになるのが理想です。

３つ目は人生の中の「３つのいくじ」（育児＝子育て、育
自＝自分育て、育じぃ）で、特に大事な「育じぃ」を、女性
はしっかりやってください。その育て方のコツは、「ほめる」、

「おだてる」です。
４つ目は、そばにいてお互いが支え合うことです。中年

期になると沢山の喪失を経験しますが、その時にそばにい
たかいなかったかは、大きな問題になります。

５つ目は、何かあった時、犯人探しをしないことです。背
景にある二人の関係の何が悪かったかを考えて「あなたが
悪い」という「ＹＯＵメッセージ」ではなく、「私はこう感
じる」という「Ｉメッセージ」で伝えることで二人の関係は
良くなっていきます。

「私は私でよかった」
人間にとって一番大切なのは自己尊重です。人生の中で

沢山の喪失を経験しますが、「自分が今、生きているだけで
十分価値がある」と自分で自分を尊敬する気持ちがあれば
人は幸せになれます。女性も男性も自己尊敬の気持ちをま
ず自分自身が持つことから、二人の関係が始まります。

原作本の紹介

小説「60歳のラブレター」田渕 高志/著

情報誌「コムズ」Vol.42 4 情報誌「コムズ」Vol.425



市民企画分科会報告② イベント報告イベント報告イベント報告イベント報告
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（MIC）、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の様子を報告していただきます。

ミック

12th COMS
Festival

インフルエンザの大流行
の気配を感じる中、22年度
のコムズフェスティバルが
開催され、当グループもフォ
トグラファーの北川孝次さ
んをお迎えして、映像で追っ
た世界の子どもたちの素晴
らしい笑顔とともに平和を考える一端になりました。さだ
まさしさんの平和に対するメッセージ音楽とともに流れて
いった映像は誰もが幸せになる子どもの笑顔でしたが、こ
の子どもたちの未来が紛争のない明るいものであってほし
いと願ったのは私だけではないはずです。

おまけとしてケニアに生きるマサイ族との交流を参加者
のご希望の下、時間を延長して流していただきました。

「今のくらしに不満は
ないけど、なんか物足
りない！」という人の
ための、本当の自分を
見つける講座を開催し
ました。レック コンサ
ルティング オフィスの
大須賀泰昌さんを講師に招き、明確なビジョンや達成
できる目標の決め方、それらを継続できるコツを学び
ました。グループワークでは、「料理上手」、「ダイエッ
ト」、「貯金」の３つのテーマに分かれて、達成感が得
られるような目標について話し合いました。会場はアッ
トホームな雰囲気だったので、様々な意見が交わされ
ました。自分を振り返り、新たな気付きが多い講座に
なりました。講座終了後には、受講者がスマートな女
性になるための第一歩を踏み出していました。

いつも遊んでいる児
童館が劇場に大変身!?
すーぱーしろうと集団
やっとこサンによる「新
玉ラフストーリー」が
上演されました。

とある田舎町で行わ
れる毎年恒例のすもう大会。大会を盛り上げるために
町役場の人が大奮闘！そこへやってきたのが超最新ロ
ボット“アツモ”。アツモの動力は「音」。アツモを動
かすために、右に左に拍手を繰り返し、熱戦は大喝采
で幕を閉じました。

楽しい参加劇の後は、やっとこサンとワークショッ
プを行いました。相手に気持ちを届ける「拍手パス」や、
子どもから大人まで一緒になって真剣勝負を繰り広げ
た「コイン落とし」。心で感じて、体で表現する。楽し
い時間を過ごしました。

参加者が４つの国に
分かれて、与えられた
紙（資源）と道具（技
術）を使って多くの富
を築くことを競いまし
た。紙はあっても道具
がない、道具はあっても紙がない、他の国と交渉して
断られたり、裏で不平等な取引があったり・・・世界
貿易の縮図そのものの状況を目の当たりにしました。

食糧自給率40%の日本は、残りの60%を外国からの
輸入に頼っていて、その輸入したものの３分の１を食
べずに廃棄してしまうこと。世界中の国々が途上国に
支援している食糧よりも、日本人が廃棄している食糧
の方が多いということ。そんなお話も聞きました。

まずは自分たちの生活から見直していかなければい
けないと、参加者一同、身にしみて思いました。

「よいしょ～、よい
しょ～！」児童館内に
響く元気いっぱいの声。
昔 な が ら の 杵 と 臼 を
使っておもちつき大会
を行いました。

蒸したてホカホカの
もち米を幼児さんはお母さん、お父さんと一緒に、小
学生や中学生、高校生は大きな杵を使っておもちを
ついていきました。自分たちでついたおもちを丸めた
ら、いざトッピングコーナーへ！砂糖しょうゆにきな
粉、あんこの定番メニューの他に、チョコもちは今年
も大人気でした。そして隠れた裏メニュー「のり玉も
ち」。意外な組み合わせでしたが、来年の看板メニュー
になりそうな予感がしました。

おもちを「ついて」「丸めて」「食べて」。心も体もぽっ
かぽかになりました！

私たちは今、とても生き
づらい社会に生きているの
ではないでしょうか？では、
どうすれば生きやすい社会
になるでしょうか…？そう
したことを皆で考え、話し
合う場を設けるために、今
回の分科会を開催いたしました。

まず、いじめをなくすための活動をしているNPO法人
ジェントルハートプロジェクトの小森美登里さんに講演し
ていただきました。その後、摂食障害の自助グループリボ
ンの会の摂食障害当事者２名からのメッセージがあり、最
後に参加者全員で輪になって、感想やよりよく生きていく
にはどうすればいいかなどの意見を分かち合いました。

会場からは様々な事情や立場からの声が上がり、深くしっ
かりとした時間を過ごすことができました。

依存症は意志の問題では
なく、家族や周囲の人を巻
き込んでいく病気であるこ
とを、アルコール・薬物・
ギャンブル依存症３名の家
族に体験談を話してもらい、
相談窓口に立つ援助職の方
から、県内でも実際に相談数が増えていることを話しても
らいました。依存症を通して、家族が抱えている問題を浮
き彫りにする場合が多くあることや、家族のあり方を考え
る機会になることを、コーディネーターのNPO法人ギャン
ブル依存ファミリーセンターホープヒル代表の町田政明さ
んからの話で感じてもらえたのではないかと思います。

依存症は身近な問題であること、まず知った人から学ぶ
こと、依存症は家族個人の問題ではなく、社会の問題であ
ること、そして継続していくことが大切であることを参加
者と共に感じることができました。

本分科会では暮らしの
様々なシーンで実感する男
女の格差について展示を実
施。それぞれのテーマにつ
いて参加者自身が自分の意
識を問い、展示物上のアン
ケートに答える“参加型”
展示形式を実践しました。2日間にわたり、来場者とスタッ
フとの格差・平等論議に加え、30日には会特製の「さんか
く おにぎり」と飲み物を販売し、休憩とランチタイムを楽
しむ方々にも参画についての話題提供ができました。

参加者の感想からは、意識は変わりつつあるものの社会
全体としていまだ平等実感が薄く、骨の髄までしみこんだ
ステレオタイプと葛藤する現実が垣間見え、活動の意義と
方向性を確認する貴重な機会となりました。

男女共同さんかくの会（国際理解部会）
愛ウィッシュまつやま

まつやまNPOサポートセンターイベント

松山市新玉児童館イベント

まつやま国際交流センターイベント

松山市新玉児童館イベント

小森さんをよぶ会実行委員会＋リボンの会

ギャンブル依存を考える会

男女共同さんかくの会

講演会

未来の子どもたちに平和な世界を
～笑顔でつなぐ世界展～

ワークショップ

スマートな女になろう。
～マイ・ビジョンが未来をつくる～

参加劇＆ワークショップ

愛
あい

・媛
ひめ

たま劇場　新玉ラフストーリー

ワークショップ

貿易ゲームdeなるほどTHEワールド!!
～シミュレーションゲームを通して見えてくる!?

世界の不均衡～

もちつき

新玉も～っちもちフェスティバル

講演会＆座談会

あなただから、できること
～自死・摂食障害から見えたもの～

シンポジウム

依存症を一緒に考えてみませんか？
～ギャンブル・お酒・薬…について～

展示とトークコーナー

心豊かに活力ある社会をつくるために
～越えたいね！男女の格差～

1/30日

1/29土

1/29土

1/30日

1/30日

1/30日

1/30日

1/29土・30日

ロビーイベント
ロビーでは、「わたしの身近な国際交流作品展」と題し

て、まつやま国際交流センターが市民に募集した国際交
流フォトコンテストの作品が展示されました。

また、コムズ登録団体「伊予かすりに親しむ会」によ
る手づくり作品展示販売が行われ、にぎわいました。

1/29土
 ・

　　30日
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　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さんに
よって、毎年開催されている「コムズde遊ぼう」。コムズフェ
スティバルのプレイベントでもあります。
　今年は、20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23年1月23日(日)

コ
ム
ズ 遊de

ぼ
う
報 告

コムズ登録団体フェスティバル

編集後記

GS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加20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、ウェルエイジングクラブ松山（WACM）、絵手紙同好会マドンナ、愛媛キャリアコンサルタント研
究会、愛媛キルトクラブ、愛媛テコンドースクールT.T.S.C.松山教室、NPOジャパンハーブソサエティ愛媛支部、全日本作法会北四国本部、男女共
同さんかくの会、中四国ハワイアン協会、手作りパンクラブショコラ、Nani Kuio、ひばり（松山市精神保健ボランティアグループ）、フラワーサー
クルフルール、フレンドシップフォース愛媛、松山友の会、松山ユネスコ俳句協会、松山ヨーガ・サークル、マロニエの会

何かを作る、何か新しい
ことを知るという体験はと
てもワクワクするもの。絵
手紙は初めてというお子さ
んも、お母さんと一緒に筆
を握っていましたが、「たの
しかった」とニッコリ。プ

リザーブドフラワーのアレンジメントや陶芸のアロマポッ
ト作り、羊毛で作るペーパー
ウエイトなどオリジナル作
品を完成させた皆さんの満
面の笑顔が印象的でした。

ワークショップを催す側
からも「皆さんにお教えす
るにはこちらも勉強しなけ
ればならないので、技術向
上にぐんとつながります」
との声が。

このイベントは日頃の活
動に程よい緊張感をもたら
してくれるようです。

写真の伝えるメッセージ効果を生かした展示やクイズ形
式など、準備に時間をかけての発表だけに見ごたえ十分。
毎年参加している団体も多く、見る人を引き付ける濃い内
容からはしっかりと活動の軸を定めて地道に活動している
様子が伝わってきました。

南国ムードいっぱいのハワイアン・フラの舞台に始ま
り、幼児から大人まで会場も一体となって楽しみました。

日本の良き伝統マナーや世界各国へのホームステイの紹
介、ヨーガサークルによる魂を揺さぶられるようなインド
の歌などがあり、テコンドーの演武では迫力ある技のひと

つひとつに大きな歓声が上が
りました。

コムズではさまざまなグ
ループが活動しています。興
味のある分野があればのぞい
てみませんか！「いいものいっぱい、おなかもいっぱい」がキャッチフ

レーズのバザー会場には、無農薬の野菜や手作り菓子、
手芸品などが並び、お目当ての物を買い求める人で大盛
況。たくさんのリピーターに支持される人気の品は早々
と売り切れごめん！

今年は伊予農業高校の生徒
さんたちが初参加し、市民と
の交流を深めました。実習で
育てた花苗や米などを販売し、
若者ならではのさわやかさで
会場を盛り上げていました。

＊体験・ワークショップ＊ ＊パネル展示＊

＊ステージ発表＊

＊バザー＊

リポーター＇ｓ Ｅｙｅ　～取材を終えて～
　バザー会場で、毎年すぐに完売という人気の手作りパンク
ラブの方に話を伺いました。「おいしいですね！」と切り出
すと、笑顔で「おいしいのは当たり前。逆にお客さんの批評
を向上のヒントにしたいのです｣。その高いレベルに思わず
脱帽。これぞ人気の秘密！と感じた瞬間でした。コムズには
こんな魅力にあふれた団体がいっぱいです。
 （市民リポーター：高橋 佐知子）

　コムズ最大のイベント
「コムズフェスティバル」・

「コムズde遊ぼう」・「シネマ＆トーク」には
のべ2,371人の方にご来館いただきありがと
うございました。期間中、様々な出会いや交流
がありました。フェスティバルのテーマは「つ
ながりは、人生をカラフルにする。」この出会
いが、人生をカラフルにするつながりになるこ
とを願っています。 （T）
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