
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。

What’s コムズ?

つな がろう  つなげよう  男 女 共 同 参 画 の 輪
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● 理事長あいさつ
　男女共同参画ニュース［ P.2 ］

● 平成25年度講座・セミナー・イベント情報［ P.3 ］

男性にとっての男女共同参画って？［ P.6-7 ］

松山市男女共同参画推進センター・コムズ

● 私たち“仲間”です♪コムズ登録団体のご紹介［ P.8 ］
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　松山市では、まちづくりを進めるための新たな指針として、「人が集い　笑顔広がる
幸せ実感都市　まつやま」を将来都市像に掲げた「第６次松山市総合計画」を策定しま
した。子どもからお年寄りまで、一人でも多くの人が「笑顔」になり、「幸せ」を実感でき
るまちをつくりあげていくのです。
　そのための施策の一つに、男女共同参画の推進があります。社会のあらゆる分野に
おいて男女共同参画が進み、男女の人権が尊重され、仕事と家庭、地域生活の両立が
図られているまちをめざしています。
　そうしたまちの実現のために、私たち公益財団法人松山市男女共同参画推進財団
は、男女共同参画社会づくりに関する意識啓発、市民活動及びネットワークの形成の促
進、地域性を反映した調査研究等の事業のほか、男女共同参画社会づくりに資する市

民活動等に対する施設の貸与等、公益目的に沿った事業の充実により一層力を尽くしてまいります。
　市民の皆様、企業の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

理事長  鎌田 サチ子

＊松山市では、男性も女性も、意欲に応じて職場・家庭・地域はもちろん、あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会を実現す
るために、平成23年度に「第2次松山市男女共同参画基本計画」を策定しました。（この計画の期間は平成28年度までの6年間
です。）松山市男女共同参画推進センター・コムズでは基本計画に則って、さまざまな事業を実施しています。

今年の男女共同参画週間（6/23～6/29）のキャッチフレーズです。
“女性が様々な分野で活躍することで日本が元気になる”をテーマに公募され、最優秀作品に
選ばれました。 みなさん、いかがですか？
 男女共同参画週間とは？
平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布、施行されました。
国は男女共同参画社会についての理解を深めるために、平成13年度から「男女共同参画週間」
を設けています。

★男女共同参画ニュース★

だれもが生きやすい
社会を実現するための6つの柱

コムズは、６つの柱にそって事業をしています！

7/4～7/25（毎週木曜日/全4回）
定員
30名

父子
12組

母子
25組

定員
80名

定員
150名

定員
200名7/6（土） 13:00～15：30

7/28（日） 10:00～13：00

くわしくは、コムズホームページ http://www.coms.or.jp をご覧ください。

『人材養成基礎講座』 ～その一歩を踏み出すために～

『おとうさんといっしょ! 親子クッキングde仲間づくり』

上映会

「紅一点じゃ、足りない。」

（財）松山市男女共同参画推進財団は、平成25年4月1日に（公財）松山市男女共同参画推進財団に移行しました。
コムズでは、１年を通じていろいろな事業を実施しています。ぜひ、ご利用ください。

（事業によっては定員や募集枠に限りがあるのでご注意ください。）

理 事 長 あ い さ つ

アナタの知的好奇心に応えます！

コムズの講座・セミナー・イベント情報

7月

8月

男
性に

とっても

豊かな人間性をはぐくむ
教育をめざします
教育の分野における
男女共同参画

多様な意見が反映される
社会をめざします
方針決定過程への
女性の参画拡大

仕事と生活の
調和をめざします
家庭生活における活動と

他の活動の両立

日程/会場 テーマ 講師 等

7/4（木） 男女共同参画の“基本のき”
～男性も女性も生きやすい社会を!～

思わぬことから一緒に暮らし始めたふたり。
慣れない育児に苦戦しながらも…。

松山市男女共同参画推進センター
　館長 鎌田サチ子

（2011/日本/114分）

◯c 2011『うさぎドロップ』製作委員会

7/11（木） 人の成長こそが企業を強くする
～社員が能力を発揮する仕組みづくり～

株式会社パルソフトウェアサービス
　代表取締役 高市眞一さん

7/18（木） 自分の考えを伝えること
～あなたの力を社会で活かすために～

一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構
　常務理事 大内由美さん

7/25（木） 交流座談会
～つながろう つなげよう 男女共同参画の輪～

アドバイザー
　松山東雲短期大学 教授 桐木陽子さん

いきいきと働ける
社会をめざします
労働の分野における
男女共同参画

だれもが豊かに暮らせる
社会をめざします
社会制度・慣行の

見直し

お互いを理解し
尊重します
男女の人権の尊重

公益財団法人えひめ女性財団との共同企画!

8/11（日） 10:00～11：30
『親子でトライ! ママとサイエンス』

グループで勉強したい アナタのために

男女共同参画出張講座

8/25（日） 10:30～12：00
パネルディスカッション『男の生き方談義』
コーディネーター 中村和憲さん/パネリスト３名

8/31（土） 10:30～12：00
『日本の元気と女性の力』
     ～この閉塞感を打ち破る～
松山市立子規記念博物館
                  名誉館長 天野祐吉さん

対象 ： 地域の団体や市民グループ。企業研修もＯＫです。２５団体まで。
内容 ： テーマ（生き方・子育て・こころとからだの健康など）に応じて
　　　講師を派遣します。（無料）

自分たちでセミナーや
講演会を開催したい アナタのために

男女共同参画市民活動支援事業
対象 ： 地域団体や市民グループ（個人も可）９団体
内容 ： 助成金の交付や会場（コムズの会議室）の提供をします。

育児・介護の手助けを
してほしい・したい アナタのために

まつやまファミリー・サポート・センター
内容 ： 依頼会員（手助けをしてほしい人）と提供会員
        （お手伝いをしたい人）をお引き合わせします。
        （援助は、有償です。）

生きづらさを抱えている アナタのために

コムズ相談室（電話・面接）
対象 ： 女性
        tel ０８９－９４３－５７７０（面接相談はご予約ください。）
　　　 相談時間/火・水・金・土曜日（午前１０時～午後８時）
　　　　　　　　日曜日・祝日　　（午前１０時～午後４時）

＊月に２回、託児付き面接相談もあります。＊男性相談もあります。詳しくは７ページをご覧ください。

生きやすい社会をめざして



Reporter’sReporter’s e y e

　最近眠りが浅く疲れが抜けなくて困っていました。体内時計をリセットするためには朝スッキリ目覚めることが大切とのこと。今回その

ためのハーブティーやオイル、アロマスプレーの活用法を教えていただきました。朝リフレッシュ用の柑橘系スプレーは違和感なく使えそ

う。また、香りのよいオイルでマッサージをすると肩こりが緩和し、ぐっすり眠れるそうです。眠りと目覚めそれぞれに効くハーブの種類も

教えていただき、よい体験になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　  （市民リポーター  久保 洋美）

─取材を終えて─

朝の目覚めが大事

 朝の光をしっかり浴びてセロトニンを分泌させるのが一番ですが、無理な人も、起きる時間には光をしっかり浴びて、眠って

いる時間には光を遮る工夫をしましょう。スッキリ目覚めることが良い睡眠につながります。

昼間眠くなったら…

 日中眠くなる場合は柑橘系の香りをスプレーしたり、ハンカチに落として嗅いだりしてリフ

レッシュする工夫をしましょう。また、ミントやローズヒップなどの爽やかな風味のハーブ

ティーもオススメです。

眠る前にリラックス

 眠る1時間くらい前から、神経を落ち着かせるハーブティーを飲んだり、リラックス

できる香りのお風呂に入ったりしましょう。また、血行を良くするオイルを首筋に塗ったり、

好みの香りのボディークリームでマッサージをして良い香りに包まれて眠るようにしてはいかがでしょう。

スプレーの作り方の詳細はコムズホームページをご覧ください。http://www.coms.or.jp

井上 泉さん
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「働く『なでしこ』大作戦」とは・・・
社会や職場の意識を変え、女性の活躍の場を広げることにより、社会経済の活力アップをめざす国の行動計画です。
女性がもっと活躍しやすい社会をめざします。（女性人材を積極的に活用している企業は「なでしこ銘柄」に選定されてい
ます。）

今日では、女性の労働力率（注1）が6割を超え、2,500万人を超える女性が社会で働いています。　　　　
（注1）15歳～64歳の女性のうち、働いていたり、仕事を探している人の割合

松山市では、40代以上の男性の20％以上が、自分の中で「男女共同参画に関する意識」に変化があったと回答していま
す。「それはどのような変化ですか」とたずねると、中でも女性の就労に関して、「変化があった」と感じています。

いまや“２,５００万人を超える女性が働いています”

仕事で能力を発揮する女性が増えているのは
いいことだと思うようになった

女性が結婚・出産後も仕事を続けるのは
いいことだと思うようになった

女性管理職の登場はいいことだと
思うようになった

お疲れ“なでしこ”のための、リ
ラックス＆リフレッシュ

ポイント1

働く「なでしこ」大作戦

（男性の市民意識調査/2012/松山市男女共同参画推進財団）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

62.9％

42.7％

37.6％

（男女共同参画白書/2012/内閣府）

依然として「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった性別による固定的な役割分担意識が、根強く残っている現実も
あります。
昨年の国の調査では、これまで減少傾向にあった「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった考えに「賛成」が再び増加
しました。　　　　　　

それでも“夫は外で働き、妻は家庭を守るべき”？？ポイント2

第1子出産後に仕事を辞める女性が多数いるという厳しい現実があります。

女性が仕事と家庭を両立させながら社会で働く「なでしこ」として活躍するためには、社会全体の意識を変えていくことが
重要です。特に、身近なパートナーである男性がカギを握っています。男性の皆さん、ちょっと意識を変えてみませんか？

今こそ、みんなで支え合って、日本を元気にしていきましょう！

ハーブとアロマで体内時計を整えよう

ポイント3

（男女共同参画社会に関する世論調査/2012/内閣府）

 仕事から帰ったらぐっすり眠りたい、でもどうすれば？ そこで、コムズ登

録団体のジャパンハーブソサエティー愛媛支部の井上泉さんに教えてい

ただきました。

 交代勤務や、家族の生活時間帯によって、思い通りにはならない睡眠時間。

「よい睡眠が取れていない」とストレスを感じるより、置かれた環境で、睡眠にかかわるホルモン分泌

のオン・オフをスムーズにできるよう工夫してみましょう。

スプレーで
気分スッキリの
久保さん

とはいうものの
先進国では

最低の女性管理職の
比率です・・・

女性

男性

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

62.9％12.4％

13.3％

賛成 どちらかといえば賛成 わからない どちらかといえば反対 反対

41.8％ 25.2％ 15.8％

36.0％

48.4％

55.1％ 41.0％

48.8％

30.4％ 18.4％

第1子出産後の妻の
就業状況

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

17.1％

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし） 出産退職 妊娠前から無職 不明

9.7％

出産前から有職70.7％

出産後も就業
38.0％

出産後無職に
62.0％

43.9％ 24.1％ 5.2％

2.8％

3.8％

男性の方が、
そう感じているようです。

「こんなはずでは…」
という女性の声が
聞こえてきます。

特集
①

応援します！
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情報誌「コムズ」Vol .496 情報誌「コムズ」Vol .49 7

男女共同参画社会とは・・・
「男性だから」「女性だから」ということではなく、共にその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、
個性と能力を発揮することができる社会のことです。
男性も女性も「生きがい」や「生きやすさ」を感じることのできる社会です。

「男性だから」という意識が重荷になってはいませんか。
「いきがい」や「生きやすさ」を感じていますか。

【相談時間】
毎月第２水曜日・第４土曜日   午後６時半～午後８時半
（ただし、月により変更がありますので、詳細はお問い合わせください。）

男性にとっての男女共同参画って？

松山市の調査では、6割以上の男性が、「弱音を吐きたくない」と回答しています。
年代が高くなるほど、その傾向が強くなるようです。

男性は「悩みを相談しない傾向にある」といわれますが、なぜでしょう。
心理相談員の廣瀬一郎さんに、市民リポーターの菊池古都さんがお聞きしました。

 あ いま いさ に 浸 っ て み よ う
　コミュニケーションとは「交流」すること。しかし、普段の

会話では、「どこで何をした」「何を食べたい」といった「通

信」的な会話になりがちです。「通信」はしているが「交流」

はしていないことがコミュニケーションの満足度の低さに

つながっています。

　そこでお互いを知ることが大切になります。そのために

はまずは自分を知る。自分の価値観や感情の癖、求めるも

のを知ったうえで相手に伝える。自分の理解を語ってか

ら、相手のことを知ろうとする。この順番も大切です。また

相手に求めすぎてはダメ。男性と女性はもともと違うのだ

から、その違いを受け入れること。よく「男性は白黒つけ

たがる」といわれますが、女性も「好き嫌い」で物事を判断

しがちです。男性も女性も「はっきりさせたい」という気持

ちは同じ。実はこの「はっきりさせる」ことがコミュニケー

ションの障害になっています。白黒、善悪を決めてしまわ

ずに、「あいまいな」ところでどれだけお互いに話ができる

かどうか。「混沌」という言葉がありますが、人は混沌とし

たところで生きています。あいまいさに浸る、相手のあい

まいさを許せることで見えてくるものがあるはずです。

 「 開 か れ た 質 問 」を し て み よう
　「閉ざされた質問」と「開かれた質問」があります。「閉ざ

された質問」というのは、「はい」「いいえ」など一言で終わ

る質問。閉ざされた質問では、気持ちを掘り下げられない

ので、お互いの心は通じません。「どう思う？」と聞くと、相

手も自分のことを話すことができます。それが「開かれた

質問」。自分が聞きたい質問よりも、相手が話したくなる

質問をするということです。いきなり深く掘り下げると相

手も困るので、少しずつ掘り下げてみることです。

　相手の話の中のキーワードを汲み取ることも大切です。

キーワードの多くは、感情

を表わす言葉に隠されて

います。男性は直接的な

感情表現をしないので、

表情や雰囲気を汲み取っ

てあげて、返してあげると

会話が深まっていきます。

 妻 か ら 誘 っ て み よ う
　男性側からのお願いは、会話のうえで男性を見捨てな

いでほしいということです。「あなたと話しても無駄だわ」

という言葉は禁句。外で仕事にエネルギーを注いでいる

分、家庭の中では癒しを求めているということがありま

す。そこを汲み取ってあげてほしい。

　最近は熟年離婚が増えていますが、そうならないため

のカギは実は妻が握っています。女性は友達が多く、ネッ

トワークも広いのですが、男性はそうはいかない。「職場」

以外にはつながりを持てないという男性はたくさんいま

す。定年後、自分の世界に引きこもっていると独りよがり

な考えになり、頑固にもなります。そんな時こそ妻が誘っ

てみてはどうでしょう。妻が自分の気持ちを語りながら、

夫を引き出してほしいのです。

　少人数でコミュニケーションを取る「対人能力」と、不特

定多数の人の中にいてコミュニケーションを取る「人間関

係能力」というものがあります。違いを踏まえたうえで、得

意なやり方で人と接すればいいと思います。いきなりサー

クルに参加したり、たくさんの人に会ったりしなくてもい

いのです。人のいるところに行くだけでもいい。無理のな

いところからはじめる。コムズの講座に参加することもひ

とつの手です。とにかく人と会うことがコミュニケーショ

ン力アップに大切だと思います。

身近なパートナーと話していますか。

身近なパートナーとのコミュニケーションを見直してみませんか。

男性の皆さん

男性の皆さん

いまこそ

コミュニケーション力アップをめざしましょう！まずは

現実は

一方では

→ 男性は、年代が高くなるほど、「話さない」とする回答が増加します。
→ 男性は、労働時間が60時間以上になると、「よく話す」という回答が減少します。

→ 40代以降になると、男性の方が「夫婦の会話がもっと必要」と感じています。
→ 労働時間が65時間以上になると「夫婦の会話がもっと必要」と感じています。

妻とよく話を
する男性は

→ 子どもの世話をよくする傾向があります。
→ 定年後の楽しみや計画がたくさんある傾向があります。
→ 「何もやる気がしない」と感じたことが少ない傾向があります。
→ 悩みがあったら気軽に誰かに相談する傾向があります。

コムズでは男性相談を受け付けています！
面接相談もできます。 tel ０８９-９４３-５７７７

（男性にとっての男女共同参画に関する意識調査/2012/内閣府）

（男性にとっての男女共同参画に関する意識調査/2012/内閣府）

他人に弱音を吐く
ことがある（既婚男性）

夫には悩みがあれば
だれかに相談してほしい

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

62.9％4.0％

12.5％

とてもそう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

46.5％ 32.6％ 6.3％ 2.0％

24.1％

「他人に弱音を吐く」
と回答した

男性は3割弱です。

妻の6割弱はだれかに相談して
ほしいと思っています。

33.8％ 27.8％ 10.2％

特集
②

また、
こんな
結果も出て
います！
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〒790-0003 愛媛県松山市三番町６丁目4-20
火～土曜日 9：00～21：00
日・祝 9：00～17：30

０８９-９４３-５７７7　　　 ０８９-943-0460
coms@coms.or.jp

http://www.coms.or.jp

松山市男女共同参画推進センター （コムズ）

所 在 地

TEL
E-mail

FAX

URL

開館時間
休
館
日

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）

５月から、松山市男女共同参画推進センター・コムズの公式Facebookページを開設しました。

いつもコムズをご利用いただいている方はもちろん、「男女共同参画」って？？「コムズ」って?? そんな??をお持ちのみなさんも、

ぜひご一緒に、「だれもが自分らしく生きることができる男女共同参画社会」の実現について考えていただけるとうれしいです。

どうぞよろしくお願いします。

仲間がいれば、毎日が楽しい♪♪ 仲間がいれば、今日も元気！ 仲間がいれば、…とにかく、仲間は大切だ！！ 
コムズではたくさんの登録団体の方々が活動されています。今回は男性グループを紹介します。

男性料理同好会

掲載しきれなかった写真やリポーターさん
の感想をHPにて公開しています！コムズ登録団体のご紹介私たち

“仲間”
です♪

Facebook
始めました!

　午前９時。調理室にエプロンと
三角巾姿の熟年男性が集まりミー
ティング。レシピが配られると、み
なさん真剣に目で追います。今日の
テーマは「旬を味わう」。班に分かれて作
業開始。野菜を切る人、えびの背わたを取る人、出汁を取る
人など無駄な動きがありません。担当の班がレシピの選択
から食材の買出し、仕分けまで一手に引き受けます。どうし
ても手に入れたかったカリフラワーは、スーパーを５軒ま

わって手に入れたもの。すべてを自
分たちですることで、頭も使うし、今
まで興味のなかったスーパーの情報
にも詳しくなったそうです。１時間も
するといい匂いが。できあがった料
理がどんどんテーブルに並びま

す。使った調理器具を片付けながら料理を
仕上げていく様子は手慣れたもの。「さぞかし家庭でも腕を
ふるっているのでは」とお聞き
すると「家ではしません」という
方も、「得意料理はきんぴらご
ぼう」というつわものもいらっ
しゃいます。そして、お待ちか
ねの試食タイム。これまでの
キャリアはいろいろですが、家族のこと、健康のこと、今日
の料理の評価など話に花が咲き、楽しいひとときを過ごす
そうです。食べきれなかった料理はお土産に。これも夫婦円
満の秘訣とか。料理以外にも多彩な趣味がある方ばかり
で、6年目の今年もみなさん生き生きと活動されています。

　　　　　　　　　　　（市民リポーター  菊池 古都）

参 加
対 象 者
開 催 日 時
問い合わせ
参 加 費 用

：
：
：
：
：

会員募集（若干名）
男性
コムズで第4木曜日 9：00～
代表 丸平さん　TEL 089-926-6774
毎月 1,000円

Information

花信社「男の句会」
　４月で発会５年目を迎え
た「男の句会」。みなさん
退職後に俳句を始められ
たとのこと。男性のみの
気楽さで、ざっくばらんに
批評したり、時には、“酒”
といった男性ならではのテーマで詠むこともあるそうで
す。句会で、現役の頃とはまた違ったつながりができ、新し

い世界が広がっているようです。「会に参加
することで、明るくなったと家族も喜ん
でいる」「仲間で飲み会に行くのも楽し
み」「サラリーマン時代と比べて今は素
顔の付き合いになった」など、みなさん
やわらかい表情で語ってくださいまし
た。

　最後に先生の選んだ特選２句をご紹介。

　・礎石なき城址の青き踏みにけり（宮﨑 謙一さん）
　・清明の鳥声ひびく雨情の碑（矢野 毅さん）

会に参加した市民リポーター久保洋美さんから
　サラリーマン時代は企業戦士だっ
たであろうと思われるロマンスグ
レーの紳士たち。初心者の私にも
わかりやすく丁寧に指導してくだ
さいました。
　みなさんで各地を吟行される
こともあるそうです。旅では、感性を自然にゆだ
ね、素晴らしい句を詠まれることでしょう。

参 加
対 象 者
開 催 日 時
問い合わせ
参 加 費 用

：
：
：
：
：

関心のある方は見学可
男性
コムズで第4土曜日 13：30～
代表 井門さん　TEL 089-964-2820
半年 9,000円

Information
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