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COMMON（共通の）、COMMUNICATION
（コミュニケーション）、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
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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。
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Reporter’sReporter’s e y e
　雪のちらつく凍てつく寒さとは対照的に、会場は満杯の参加者の熱気が立ち込めていました。そんななか、林真理子さんが登壇。作家としての執筆活動

にとどまらず、東日本大震災の被災者支援に関する「自身の仕事」について講演されました。登壇した林さんはオーラに溢れ、好奇心の塊のような作家魂

を、立て板に水のごとく話してくださり、１時間の講演で１冊のエッセイを読んだ気分でした。また被災地支援に関しても、改めて考えさせられるきっかけ

になり、地元に根付いた息の長い支援が不可欠だと実感しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （市民リポーター 菊池 古都）
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─取材を終えて─

今年のコムズフェスティバルは、「つながろう つなげよう 男女共
同参画の輪」を総合テーマに、作家 林真理子さんの基調講演、市
民の皆さんの企画による13もの分科会など盛りだくさんの内容
で開催しました。本号では、その様子をご報告します。

　新聞連載中の「アスクレピオスの愛人」を書くきっかけになったエピソードや、テレビドラ

マ化された小説「下流の宴」のモデルとした人たちとの出会いなどを紹介。「作家は出会いを

無駄にしない。いつか使える小説のモデルとして自分の引き出しに入れておく」と、制作秘

話を披露されました。またワーキングマザーとして奮闘されている経験談から、「おしゃれ

なママチャリが少子化に歯止めをかける」とユーモアたっぷりで場を和ませたあと、「根本

的に社会が変わって、子どもを生んで本当によかったと思えるようになってほしい」と、ワー

ク・ライフ・バランスについての思いを熱く語られました。

～今なお続く被災地支援～
　後半は、一般社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支

援機構 常任理事 立花貴さんとともに、被災地支援につい

てのトークセッションが行われました。

　林さんは被災地支援に関して「何よりもお金が必要」と感じ、チャリティバザーで知

り合いの著名人に呼びかけ、ブランド品を出品してもらったり、銀座のクラブの臨時

ママとなりその売り上げの大半を寄付したりするなど、奔走。ボランティアの顔が見え

る支援をしていきたいとの思いから、義援金は現地のボランティアリーダーに直接渡す

ことに努められました。

　また、壊滅的な被害を受けた石巻市雄勝町で被災地支援をしている立花貴さんとの

出会いで、子どもたちのサマースクールを支援する活動にも参加。娘さんが通う学校のお母さんたちの有志と、雄勝中

学校に給食の炊き出しを行うほか、被災遺児の女の子に調律したピアノを贈り届けるとともに、ピアノの先生も派遣す

るなど被災地との直接的なかかわりを大切にしている体験談などを語られました。

　立花さんは雄勝中学校のPTA会長らとともに「OH!GUTS!」という会社を立ち上げ、地

場産業の発展にも尽力されています。震災後、「東京と石巻を２００回以上往復している」と

いう立花さんは「今、被災地支援は風化しつつある」と危機感を募らせ、「さまざまな基金が

立ち上がってお金の面では満たされつつあるので、これからは地元の産業を発展させた

い。子どもたちが進学して外に出ても、また地元に戻って働きたいと思える場所にならなけ

れば」「被災地の問題は、実は日本の根本的な問題でもある。いきなり大きなことはできな

いけれど、小さな成功事例を作っていきたい」と今後の展望を語られました。

市 民 企 画 分 科 会 報 告

基調
講演

講師：林 真理子さん（作家・一般社団法人3.11震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構 会長代行）

演題「私の仕事から」

13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。

平成25年1月26日○土・27日○日 開催

コムズフェスティバル
第14回  

　昨年10月、被災地で開催
さ れ た「 日 本 女 性 会 議
2012仙台」。当会参加者が
独自にまとめた会議報告の
ほか、被災状況や女性の手
作り品を1階ホールに展示。
被災地の写真の前では立ち止まる人もいらっしゃいました。
 被災直後から支援や復興に携わる女性たちが「復興とは、
以前の姿に戻すことではなく、より住みやすいコミュニティを
つくること、それは男女共同参画社会をつくることに外なら
ない」と語っていることを広く伝えました。

☆被災地の女性が復興再生への願いを込め力を尽くしている  
　様子や、変わってしまった風景が痛ましい。支援していきたい。
☆よくまとまった展示で、「日本女性会議2012仙台」の様子がよ
　くわかった。

男女共同さんかくの会

「日本女性会議 2012 仙台」参加報告
 ～男女共同参画の視点で復興を支える女性たち～

〈パネル展示〉

参加者の感想

　理系女子学生グループ
「サイエンスひめこ」と教育
学部理科教室教育講座の
男子学生が講師となり、小
中学生9名、保護者3名と

「電池チェッカー」をつくり
ました。学生たちは、電磁石の作用について子ども達に説明
したり、装置作りを手伝ったり、理系の学生生活を紹介したり
して、科学の楽しさを伝えました。
　保護者からは、理系の視点の持ち方や自由研究について
質問があり、学生たちは自身の経験談を例にアドバイスをし
ていました。

☆家で使ってためしてみたいと思う。
☆「もっと調べてみたいな」と思うようになれてよかった。
☆また同じようなイベントがあったら来たい。

愛媛大学 女性未来育成センター＋教育学部理科教育講座

リケジョ・リケダンが贈る
“サイエンスの玉手箱”

 

〈体験型科学教室〉

参加者の感想

　時間はみんなに平等に
与えられた資源で、どう使
うかが「人生そのもの」で
はないでしょうか？交流分
析の理論では、「閉鎖・引き
こもり」「儀式・儀礼」「雑
談・気晴らし・暇つぶし」「活動・仕事」「心理ゲーム」「親密・
親交」と6つのカテゴリーに分けています。会議中に空想に
ふけっていれば「閉鎖」ですし、「気晴らし」で仕事をしてい
る人もいるかも。こころの在り方から自分の時間を見直し、
お互いに話し合い、笑顔あふれる会場でした。

☆いろいろな方の考え方に触れることができてよかった。
☆時間の構造化を再認識した。他の人も同じような思いがあるこ
　とを知った。

特定非営利活動法人 日本交流分析協会・四国支部有志

交流分析による“時間の構造化”と
“ワークライフバランス”

〈講演会＆ワークショップ〉

参加者の感想

　コムズで活動する８団体
の代表らがそれぞれの立
場から自分たちが思う社会
の壁や人間関係について
語り合い、多様な価値観の
確認と社会の切り開き方へ
の想いを熱くぶっちゃける合同企画。参加者も交えながら、
多様な視点と広い視野を持つことで自分の人生に受け入れ
られる幅を大きくできることや一人ひとりの周辺から社会を
よりよく変えられることを話し合いました。市民同士が語り
合うことから第一歩を踏み出せるかもしれません。

☆“価値観のちがう人 が々ゆるやかにつながる社会”について考
　えさせられた。
☆個人でありつつ、いろいろな立ち位置から大きな社会へつな    
　がっていけたらいいと思う。

コムズフェスティバル合同分科会 実行委員会

ぶっちゃけトーク
～続・世の中って変わらんの？！～

 

〈トークシンポジウム〉

参加者の感想

つながろう
つなげよう
男女共同参画の輪

おがつ

オー       ガッツ
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　依存症って何？治るの？
どんな症状があるの？どこ
からが依存症なの？などと
参加者の方々から積極的
に質問がありました。
　講師から、意志が弱い人
ではないこと、自分たちの「普通は立ち直るだろう。思い止ま
るだろう」という普通の考え方は通じないこと、意志がコント
ロールできないこと、私たちが思う常識が使えない病気であ
るという話があり、この病気について正しい知識を得ること
の大切さを感じてもらえたのではないかと思います。

☆夫のこと、自分自身の対応について、いろいろ考えるきっかけに
　なった。
☆理解を深めることができた。「生き方、考え方」の問題であると
　いう言葉が印象に残った。

ギャンブル依存を考える会

依存症を考えてみませんか
〈座談会〉

参加者の感想

　アサーティブとは、自分
の気持ちや意見を、相手の
権利を侵害することなく、
誠実に・率直に・対等に表現
する、というコミュニケー
ション。
　講座では、自分のコミュニケーションの癖を知り、ワーク
ショップではペアになって「こんなときはどう伝える？」と事
例を検討しました。
　「自分にも、相手にも意見がある」ということに気付き、対
等な立場で表現していくということを、実践はまだ難しくて
も、知るだけでも随分ラクになるようでした。

☆普段の生活で見落としがちなこと（相手の気持ちも理解する）
　に気が付くことができた。
☆自分の気持ちにふたをしてしまうオロロな自分、今回そのことを
　再認識することができてよかった。

NPO法人 ワークライフ・コラボ

家庭でもビジネスでも使える
ハッピーコミュニケーション！

～頑張りすぎる人のために。
自分も相手も大切にするアサーティブとは？～

 

〈ワークショップ〉

参加者の感想

　助産師として、3000も
のいのちと向き合い、いの
ちのバトンをつないできた
山本さんの言葉は心に響
きました。「いのちって温か
い｣｢性は心が生きると書く
んだよ。死んじゃいかん。生きないかん｣「今を大切に生きよ
う｣ゆるぎない信念を持って、本音で周りの人にぶつかってき
た山本さん。お話を通して、男女がお互いに認め合い、自尊
感情を育て自立する力をつけていくことが、大切であること
を再認識することができました。

☆参加者の方 と々共有した時間や出会いを大切にして、今を生
　きたいと思った。
☆いのちの根源を見つめるような会に出席できてよかった。

愛媛県女性保護対策協議会

大切にしよう！！
私のこころ 私のからだ

〈講演会〉

参加者の感想

　親子５組１５名の方に参
加していただき、和やかな
雰囲気で、楽しんでいただ
けました。
　今回「相手も自分自身も
認める」を主題に「ストロー
ク」の意味を「親と子のかかわり方教室」や「指で描くパステ
ルアート」を通し、知って、感じていただくことができました。
親子の会話が広がる内容でもあり、参加者からも良かったと
の声をいただきました。
　さまざまな社会環境の中、一番身近な親子のかかわり方
を見つめていただけたのではないでしょうか。
　これからも、親であれ子であれ、一人の人間として「認め
る（受け止める）」ことを大切にしていただきたいです。

☆絵に興味がなかった子が、「自分でも描けた」と前向きに思え、
　楽しめていたので良かった。
☆とても楽しく、ゲームも行い子どもの頃に戻れた気分だった。

∞Ｍａｎａパーク

Ｍｙ ＷｏｎｄｅｒＬａｎｄ～Ｄｒｅａｍ～
～五感（聞く・見る・描く・話す・触れる）を

通して感じてもらう～
 

〈講演＆ワークショップ〉

参加者の感想

　お弁当づくりは“食育”と
“自立”の第一歩と位置づ
け、新社会人向けにお弁当
づくりを実習しました。講師
から見た目にもおいしそう
なお弁当づくりの“コツ”を
学ぶとともに、４種のおかずをグループで作り、それぞれが
持参したお弁当箱に盛り付け、合評し、試食。参加者同士の
お弁当談義を楽しんだ後、当会恒例のミニ参画講話で食と
健康について考える機会となりました。
　飽食や偏食など食生活の混乱から“食育”の必要性が指
摘され、子どもたちのお弁当づくりが奨励されています。お
弁当は、栄養のバランス、節約効果など利点も多く、自分の
ためのお弁当づくりは“自立”にもつながり、ちょっとした“コ
ツ”や“ヒント”を知れば、素早く簡単に作れます。お弁当づ
くりをきっかけにして自分の健康と食生活、自立について考
えてほしいと思います。

☆おかずのつめ方やアレンジが大いに参考になった。
☆お弁当づくりに挑戦したい。

サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）

フレッシュマンのための
はじめてのお弁当
 ～さんかく料理パート９～

〈ワークショップ〉

参加者の感想

　ゲイであることを堂々と
公にして日本に赴任中であ
るリネハン総領事を招き、
通訳に愛媛大学のルース・
バージン准教授を迎え国
際色豊かな分科会となりま
した。参加者は幅広い市民８０名余りの方が参加。同性愛を
知ることから一人ひとりが自分らしく生きることの大切さを
感じることができたと好評で、同性婚しているパートナーさ
んも一緒に来場され、お二人の姿や生活の様子から既存の
男女の役割分担とは？と考えさせられるものとなりました。

☆社会的に立派な立場の方で、日本でもこうあっていいのだと感 
　じた。
☆Be Yourself（ありのままの自分で）。
　とても大切な言葉だと思う。意識が解放される。

レインボープライド愛媛

駐大阪・神戸米国総領事
パトリック・リネハンさん講演会
～アメリカ社会と性的マイノリティ、そして日本～

 

〈講演会〉

参加者の感想

　木村伊兵衛賞を受賞した
写真集「浅田家」で一躍有
名になった写真家の浅田政
志さんを講師にお迎えし、
ご自身の多彩な作品を紹
介していただきながら、会
場からのさまざまな質問にも丁寧にお答えいただきました。
　家族の記録として折々に写真を撮ることの大切さをお話
しいただいたとともに、家族写真を撮ることをきっかけに家
族に話し合いの場が生まれ、よりいっそう家族の絆が強まる
ということをお話しいただきました。

☆昨年の講演会に参加し、浅田さんにまた会える気がしていたの 
　で、再会に感動した。
☆私が撮った家族写真をプロの写真家である浅田さんにほめて
　もらえてうれしかった。

家族写真倶楽部

写真家 浅田政志氏 講演会
『パワー全開！家族写真』

〈講演会〉

参加者の感想

　第一部では、一人暮らし
の高齢の男女から一人暮
らしの実態をお話しいただ
きました。また、お二人の講
師からは松山市の第５期の
高齢者福祉計画および介
護サービスの実際と、ベテル在宅療養支援センターの在宅
介護支援の実状をお話しいただき、最終章の現実を学習し
ました。第二部では、参加者がグループに分かれて一人で安
心して地域で暮らすための方策について、体験や知見を語
り合いました。
　家族や地域の絆が減衰するなかで、高齢単身者や高齢夫
婦世帯が増加し、介護への不安が募ってきています。終のす
みかで安心して最終章を過ごすことができず、“老人漂流社
会”が現実のものとなっています。「どうしたら、人生の最終
章を地域で安心して過ごすことができるのか」は、超高齢社
会を生き抜く高齢者の共通テーマ。自分の最終章を見据え
て、備え、整え、立ち向かっていく必要があると感じました。

☆高齢者の意識変化を実感し、新鮮だった。
☆自分の最終章について考えるきっかけになった。

ウエ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

最終章をどう生きる
～一人でも安心して地域で暮らすために～

 

〈シンポジウム＆トーク〉

参加者の感想

市民企画分科会報告 市民企画分科会報告
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からが依存症なの？などと
参加者の方々から積極的
に質問がありました。
　講師から、意志が弱い人
ではないこと、自分たちの「普通は立ち直るだろう。思い止ま
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依存症を考えてみませんか
〈座談会〉

参加者の感想

　アサーティブとは、自分
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例を検討しました。
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NPO法人 ワークライフ・コラボ
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ハッピーコミュニケーション！
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んだよ。死んじゃいかん。生きないかん｣「今を大切に生きよ
う｣ゆるぎない信念を持って、本音で周りの人にぶつかってき
た山本さん。お話を通して、男女がお互いに認め合い、自尊
感情を育て自立する力をつけていくことが、大切であること
を再認識することができました。

☆参加者の方 と々共有した時間や出会いを大切にして、今を生
　きたいと思った。
☆いのちの根源を見つめるような会に出席できてよかった。

愛媛県女性保護対策協議会

大切にしよう！！
私のこころ 私のからだ
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　親子５組１５名の方に参
加していただき、和やかな
雰囲気で、楽しんでいただ
けました。
　今回「相手も自分自身も
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ク」の意味を「親と子のかかわり方教室」や「指で描くパステ
ルアート」を通し、知って、感じていただくことができました。
親子の会話が広がる内容でもあり、参加者からも良かったと
の声をいただきました。
　さまざまな社会環境の中、一番身近な親子のかかわり方
を見つめていただけたのではないでしょうか。
　これからも、親であれ子であれ、一人の人間として「認め
る（受け止める）」ことを大切にしていただきたいです。
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なお弁当づくりの“コツ”を
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通訳に愛媛大学のルース・
バージン准教授を迎え国
際色豊かな分科会となりま
した。参加者は幅広い市民８０名余りの方が参加。同性愛を
知ることから一人ひとりが自分らしく生きることの大切さを
感じることができたと好評で、同性婚しているパートナーさ
んも一緒に来場され、お二人の姿や生活の様子から既存の
男女の役割分担とは？と考えさせられるものとなりました。

☆社会的に立派な立場の方で、日本でもこうあっていいのだと感 
　じた。
☆Be Yourself（ありのままの自分で）。
　とても大切な言葉だと思う。意識が解放される。
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駐大阪・神戸米国総領事
パトリック・リネハンさん講演会
～アメリカ社会と性的マイノリティ、そして日本～
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　木村伊兵衛賞を受賞した
写真集「浅田家」で一躍有
名になった写真家の浅田政
志さんを講師にお迎えし、
ご自身の多彩な作品を紹
介していただきながら、会
場からのさまざまな質問にも丁寧にお答えいただきました。
　家族の記録として折々に写真を撮ることの大切さをお話
しいただいたとともに、家族写真を撮ることをきっかけに家
族に話し合いの場が生まれ、よりいっそう家族の絆が強まる
ということをお話しいただきました。

☆昨年の講演会に参加し、浅田さんにまた会える気がしていたの 
　で、再会に感動した。
☆私が撮った家族写真をプロの写真家である浅田さんにほめて
　もらえてうれしかった。
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　第一部では、一人暮らし
の高齢の男女から一人暮
らしの実態をお話しいただ
きました。また、お二人の講
師からは松山市の第５期の
高齢者福祉計画および介
護サービスの実際と、ベテル在宅療養支援センターの在宅
介護支援の実状をお話しいただき、最終章の現実を学習し
ました。第二部では、参加者がグループに分かれて一人で安
心して地域で暮らすための方策について、体験や知見を語
り合いました。
　家族や地域の絆が減衰するなかで、高齢単身者や高齢夫
婦世帯が増加し、介護への不安が募ってきています。終のす
みかで安心して最終章を過ごすことができず、“老人漂流社
会”が現実のものとなっています。「どうしたら、人生の最終
章を地域で安心して過ごすことができるのか」は、超高齢社
会を生き抜く高齢者の共通テーマ。自分の最終章を見据え
て、備え、整え、立ち向かっていく必要があると感じました。

☆高齢者の意識変化を実感し、新鮮だった。
☆自分の最終章について考えるきっかけになった。

ウエ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

最終章をどう生きる
～一人でも安心して地域で暮らすために～

 

〈シンポジウム＆トーク〉

参加者の感想

市民企画分科会報告 市民企画分科会報告
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　災害対応の場面で出合う
悩ましい問題に、一人ひとり
が決断を下すゲームを実施
しました。決断の理由は十人
十色で災害対応には必ずし
も正解がないことを体験しま
した。
　後半は菊池防災士が3.11の被災状況と避難所運営の実態
を語られました。避難所にあふれる人々の対応に不眠不休の5
日間、運営は決断の連続だったという実体験に聞き入りまし
た。大震災の教訓から、避難所運営の訓練の必要性や自宅避
難所の確保という課題が見えてきました。

☆現場の生の声は机上では味わえない体験だった。若年者に
　しっかりと伝えていきたい。
☆1週間分の食料、バッグには懐中電灯、飴、ホイッスルを用意し
　たいと思う。

男女共同さんかくの会 女性と防災グループ

3.11に学ぶパート2
避難所運営の実態とその人間模様

～この問題 あなたはYesそれともNo～

〈ワークショップ＆講演会〉

参加者の感想

　仕事と家事の繰り返しによる単
調な暮らしのせいで、あなたはか
つて持っていた夢を忘れてはいま
せんか？今回のワークショップで
は、参加者それぞれが自分の心の
中を整理して、本当にやりたかっ
たことはなんだったのか、そしてそ
の実現のために日々できることは
何かを考えました。
　アットホームな雰囲気で、皆さん時間を忘れてワーク
ショップのおしゃべりに夢中になるなど、楽しくて身になるひ
と時を過ごしていただきました。

☆もっと時間がほしかった。まだまだ話足りなくて、あっという間に
　時が過ぎてしまった。
☆自分を見つめ直すいい機会になった。この続きがいつあるの
　か、また教えてほしい。

まつやまＮＰＯサポートセンター主催

スマートな女になろう。
～マイ・ビジョンが未来をつくる～

 

〈ワークショップ〉

参加者の感想

　前半は、青年海外協力隊
としてモルディブで活動し
た山内万裕美さんの体験
談。リゾート地として有名な
モルディブですが、活動先
の病院では問題が山積み。
いかに問題と向き合い、解決策を提示したかを語ってくださ
いました。後半は、「世界の食卓」に関するワークショップ。さ
まざまな国の食卓から、豊かさや幸せについて考えました。
　実際に海外に行ってみて初めてわかることがたくさんあ
る、と感じられる良い機会となりました。

☆意外なことばかりでびっくりした。日本が恵まれていると感じた。
☆「国際的に働く」というのが、いかに難しく、やりがいのあること
　なのかを思い知った。

まつやま国際交流センター主催

国際交流サロン
「そうだったのね、モルディブ!!」

～JICA帰国隊員に聞く、モルディブのホント～

〈講演会＆ワークショップ〉

参加者の感想

　いつも遊んでいる児童館が劇
場に大変身？劇団やっとこサン
による「天国の条件」が上演さ
れました。シリアスな中にも笑い
あり涙あり。そして一同驚きの結
末。やっとこサンが作りだす世界観に引き込まれていきました。
　劇の後はやっとこサンと一緒にレクリエーションゲームをし
て楽しい時間を過ごしました。

　おでこに額あてを付けたら
いざ修行開始！疾風のごとく
敵をやっつける「はやての
術」、捕らわれたお姫様を見つ
ける「千里眼の術」など多くの
修行を積み、忍々の札を集めました。最後は忍々の札を使っ
て忍者マスター決定戦が繰り広げられ、忍者マスターには
免許皆伝の書が贈呈されました。ちびっこ忍者の熱気と笑
顔があふれる一日となりました。

☆子どもだけでなく大人も楽しめる内容だった。
☆忍 の々札が全種類揃ったのが嬉しかった。また挑戦したい。

松山市新玉児童館主催

愛（あい）・媛たま劇場
＆ やっとこサンとあそぼっ！

 

〈劇＆ワークショップ〉

新玉忍者道場 ～めざせ!忍者マスターの巻～

〈チャレンジゲーム〉

参加者の感想

市民企画分科会・主催イベント報告

これは、誰にでも訪れる最期の物語

娘が撮り続けた膨大な家族の記録

コムズフェスティバルアフターイベントとして毎年実施している「シネマ＆トーク」。
今年は、映画「エンディングノート」（2011年・日本）の上映とともに、国立病院機構 東京医療セ
ンター 内科医長 大中俊宏さんをお迎えして、講演会を開催しました。その内容をお伝えします。

平成25年２月9日○土

参加者の感想～アンケートより～

STORY

高度経済成長期に段取りの鬼として働いてきたサラ

リーマンの砂田知昭は、40年以上勤めた会社を67歳

で退職。第二の人生を歩み始めた矢先、毎年欠かさず

受けていた健康診断で胃がんが見つかるが、それは

すでにステージ4まで進行していた。

そこで彼は人生最期のプロジェクトとして、段取りの

集大成“エンディングノート”の作成に取り掛かる。

Reporter’sReporter’s e y e
　誰にでも訪れる死。父を早くに亡くし、家族に自身の意向を伝え
ておくことの大切さを知る私は、残される側の気持ちしか想像しま
せんでしたが、今回の映画と講演が旅立つ側の“心得”を考える機
会を与えてくれました。

（市民リポーター 久保 洋美）

─取材を終えて─

上映作品

シ ネマ＆トーク

人生観が変わったきっかけ
　人生観や死とはどういうものか改めて考え直したのは、東日本

大震災の被災地支援で宮城県東松島市へ行ってからです。仙台の

先生と食事をしたとき、「ご飯を食べる順番が変わった。前はご飯や

スープを飲んでから大事に牛タンを少しずつ食べていた。今は牛タ

ンを最初に食べる」と聞きました。「いつ何があるかわからないか

ら自分にとって大事なことからしていかなくてはいけない」という

とてもわかりやすいたとえでした。私自身も、被災地支援に行った

経験から、最近はやりの「断捨離」を始めました。残しても仕方がな

いものは処分しておかないと後で家族が困るので、整理することを

心掛けるようになりました。

目標を持つことが生きる支えとなる
　俳人正岡子規は結核と向き合いながらも多くの作品を残しまし

た。モルヒネを飲んで痛みが止まったときに随筆を投稿したり、絵を

描いたり、俳句を詠んだりしていたそうです。趣味に没頭すると痛み

が薄れるということを経験的に知っていたようです。彼の生きざま

は、限られた時間の中でできる現実的なことに目標を決めて、生き

る支えとすることが大切であると教えてくれています。

愛する人を支えるときのコツ
　がん患者の家族は本人以上に心身ともに疲れて、先に倒れてしま

うということがよくあります。

　支える側は心にも体にも負担がかかるので、自分の時間を作り、

他に支えてくれる人を見つけることも大切です。ときには泣き、とき

には笑うなど感情もどんどん表に出していいのです。

　最近は子どもにも親ががんであるという現実を伝えるほうがい

いと考えられています。残酷に思えるかもしれませんが、子どもが

疎外感や裏切られたという感情を抱くことがないように、むしろ

事実を知っている方がよいと言われています。

人生の締めくくりに向けて
 使える時間がだんだん限られてくると、人生を締めくくる作業と

いうものが現実のものとなってきます。「さようなら」「ありがとう」

「愛しています」「ごめんなさい」。こういう言葉はぜひ大事な人に

伝えてください。

　本人が意思表示できなくなったとき、医師は治療の選択肢を家族

に求めます。そのとき本人の意思がわからないで、家族が無理に判断

させられた場合、その後、悔いが長く残ってしまう場合も多いのです。

　だから「自分がこういう状態になったときに医療的な処置は必

要ないからね」「家族で仲良く過ごしてね」など、普段の会話の中で

自分の意向を家族に伝えておくことは、わがままではなく、むしろ

家族への愛情だと思います。

家族で共有する最期
　本人がどういう最期を迎えたい

かがわかっていると、家族もいろい

ろできることがまたあるんですね。

　本人、家族みんなが同じ情報を

お互いに共有しておくこと、そして

同じ方向を目指し支えあっていく

ことが大切だと思います。

だんしゃり

講師：国立病院機構 東京医療センター 内科医長  大中 俊宏さん

演題「あなたは限りある人生をどう生きたいですか？」
～そしてあなたの大切な人の限りある人生をどう支えたいですか？～

☆自分の大切なことを家族に伝えるためにも、自分を見つめ直
　すことが必要だということを改めて感じた。　   （50代女性）
☆支える側、支えられる側の対処の仕方が参考になった。

　（60代以上男性）
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　災害対応の場面で出合う
悩ましい問題に、一人ひとり
が決断を下すゲームを実施
しました。決断の理由は十人
十色で災害対応には必ずし
も正解がないことを体験しま
した。
　後半は菊池防災士が3.11の被災状況と避難所運営の実態
を語られました。避難所にあふれる人々の対応に不眠不休の5
日間、運営は決断の連続だったという実体験に聞き入りまし
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難所の確保という課題が見えてきました。

☆現場の生の声は机上では味わえない体験だった。若年者に
　しっかりと伝えていきたい。
☆1週間分の食料、バッグには懐中電灯、飴、ホイッスルを用意し
　たいと思う。

男女共同さんかくの会 女性と防災グループ

3.11に学ぶパート2
避難所運営の実態とその人間模様

～この問題 あなたはYesそれともNo～

〈ワークショップ＆講演会〉

参加者の感想

　仕事と家事の繰り返しによる単
調な暮らしのせいで、あなたはか
つて持っていた夢を忘れてはいま
せんか？今回のワークショップで
は、参加者それぞれが自分の心の
中を整理して、本当にやりたかっ
たことはなんだったのか、そしてそ
の実現のために日々できることは
何かを考えました。
　アットホームな雰囲気で、皆さん時間を忘れてワーク
ショップのおしゃべりに夢中になるなど、楽しくて身になるひ
と時を過ごしていただきました。

☆もっと時間がほしかった。まだまだ話足りなくて、あっという間に
　時が過ぎてしまった。
☆自分を見つめ直すいい機会になった。この続きがいつあるの
　か、また教えてほしい。

まつやまＮＰＯサポートセンター主催

スマートな女になろう。
～マイ・ビジョンが未来をつくる～

 

〈ワークショップ〉

参加者の感想

　前半は、青年海外協力隊
としてモルディブで活動し
た山内万裕美さんの体験
談。リゾート地として有名な
モルディブですが、活動先
の病院では問題が山積み。
いかに問題と向き合い、解決策を提示したかを語ってくださ
いました。後半は、「世界の食卓」に関するワークショップ。さ
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まつやま国際交流センター主催

国際交流サロン
「そうだったのね、モルディブ!!」

～JICA帰国隊員に聞く、モルディブのホント～

〈講演会＆ワークショップ〉

参加者の感想
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松山市男女共同参画推進センター （コムズ）
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交
　通

JR 松山駅から

松山市駅から

・電車｢JR松山駅前｣⇒｢南堀端｣下車　
　（電車5分＋徒歩5分）
・徒歩20分

・徒歩10分
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

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）

　日ごろの活動の集大成をさまざまな形で紹介

展示。

　フレンドシップフォース愛媛の国際交流の様子や、愛媛キルトク

ラブのひと針に思いを込めたキルト作品の販売も。俳句やフラダ

ンスの衣装の展示もあり、毎日の生活に潤いを与える作品の展示

が多くみられました。

情報誌［コムズ］Vol.48　編集・発行（財）松山市男女共同参画推進財団

参加21団体(50音順)の皆さんご協力ありがとうございました。
伊予かすりに親しむ会、ウエルエイジングクラブまつやま(ＷＡＣM）、絵手紙同好会マドンナ、ＮＰＯ法人えひめグローバルネットワーク、ＮＰＯ法人全日本健康音楽研究会愛媛支部
愛媛キルトクラブ、愛媛有機農産生活協同組合 松山地区運営委員会、ジャパンハーブソサエティー愛媛支部、スイートピー、全日本作法会 北四国支部、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、フレンドシップフォース愛媛、ポーセリンペインティング教室、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、レインボープライド愛媛

コムズ登録団体フェスティバル

ワークショップ

バザー

ステージ発表

展  示

Reporter’sReporter’s e y e
 今年の「コムズde遊ぼう」はベテランの参加団体が多く、昨年以上

に趣向を凝らした内容での出店や発表ばかりでした。何より参加さ

れている方々の笑顔が印象的。これが終わると春が来る…そんな風

に感じます。まさに春を呼ぶフェスティバルです。

（市民リポーター 久保 洋美）

─取材を終えて─

コムズ  遊 ぼうde
平成25年1月20日（日）

報
告

情報誌「コムズ」Vo l .488

　絵手紙、羊毛フェルトでのペー

パーウェイト作りをはじめ、誰でも

参加でき楽しめる体験型のワーク

ショップが今年も勢ぞろい。

　チョコレートワークショップでは

親子連れの参加も多く、甘い香りの

中、楽しそうに体験していました。

　いくつかのガラス片をオーブンで

焼成しアクセサリーを作る、ポーセ

リンペインティングの講座では思い

がけない色や形が出来上がる楽し

みもあり、人気でした。

　腕によりをかけた手作りのジャムや漬物、つく

だ煮をはじめ、クッキーやワッフルなどのお菓子

はあれもこれもとついつい買い込んでしまいます。伊予農業高校は

春を呼ぶ色とりどりの花の苗を格安で販売。手作りパンクラブ・

ショコラの焼きたてパンは、焼き上がりを待ちわびたお客さんが

次々と購入していました。

　ジャパンハーブソサエティー愛媛支部では、ハーブクラフトと

ハーブティーの販売もしており、見て、味わって香りも楽しめると評

判でした。

　松山ではなかなか見ることがで

きない本格的なタヒチアンダンス

や子どものフラダンスなど、華やかで魅力あふれるステージ。

　日本らしい作法を誰にでもわかりやすい演出で解説し、作法と

いうものは心遣いや思いやりが何より大切、と伝えた全日本作法

会北四国支部の皆さん。

　盛りだくさんのプログラムは見ごたえ十分でした。

市民活動の拠点施設でもある松山市男女共同参画推
進センター・コムズ。そのコムズ登録団体の皆さんが集
まり、毎年コムズフェスティバルのプレイベントとして
「コムズde遊ぼう」を開催しています。今年は21団体が
参加し、「来て・見て・触って・体験して」の楽しい１日を
作り上げてくれました。


