
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
vol.50

2013.12

男性にとっての
男女共同参画って？ Part 2［ P. 2-3 ］

女性に対する暴力の根絶をめざして［ P.4-5 ］

松山市男女共同参画推進センター・コムズ

● 講座・イベント報告［ P.6-7 ］ ● 私たち“仲間”です♪コムズ登録団体のご紹介［ P.8 ］

特集1

特集2

笑顔広がる
幸せな社会

コムズは
男女共同参画社会を
めざします！
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角田 敏郎さん

生石公民館 館長

ご近所や地域とのつきあいは女性の役割？
　青壮年が地域活動から抜け落ちてしまった現状をみると、男性の中に「仕事が自分の役割で、ご近所
や地域とのつきあいは女性の役割」という意識があると感じます。ところが世の中は、女性の社会進出
によって家事や育児を分担する時代に変化してきました。この際、つきあいの方も分担してはどうかと
思いますが、男性の本音は「なにせ面倒くさいのが嫌」なのです。「定年にでもなって、のんびりできるよ
うになったら」と言っている男性の場合、時間ができてもなかなか重い腰はあがらないでしょう。人間
関係ができていないご近所や地域に飛び込んでいくのはけっこう面倒だし、なにより勇気が必要です。
　一方、ＰＴＡや子ども会活動などの社会教育活動を経験した女性は、人脈を活用しながら上手に地域
との結びつきを強め、公民館などを拠点に活動するなどますます元気になっていて、これでは男性との
差が開くばかりです。

地域は男性を必要としています！
　世の男性陣にはとりあえず「面倒くさい」をがまんいただき、勇気を持って地域活動
に参画され人生の幅を広げていただくことが、自身の幸福にとってはもちろん、地域
にとっての幸せにもつながることだと申し上げたいです。地域に出てみれば、仕事で
培ったさまざまなノウハウを生かせ、自身の生きがいを実感できるようなことが必ず
なにか見つかるはずです。そう、地域はあなたを必要としているのですから。

インターンシップ研修中の大学生が、今回の講座の中で、
「私たちの考える男女共同参画社会」について発表しました。
チェックシートも作成。参加者の方に答えてもらいました。

０～４コの人

５～７コの人

８～10コの人

まだまだ発展途上かな？

いいセンいってます。 DO YOUR ＢＥＳＴ！

素晴らしい！！
次回のパネリストはアナタです！

パートナーと一緒に
チェックしてみませんか！

何コ当てはまったかな？

勇気りんりん 地域へ出よう

大美 和博さん

桑原小学校おやじの会 会長

「子どもたちのために」との想いでスタート
　桑原小学校おやじの会は、今から１２年程前に発足しました。「子どもたちのためになる活動を」の趣
旨で始まった本会が近年特に力を入れている２つの取り組みを紹介します。
　１つ目は「淡路ヶ峠（あわじがとう）親子ハイキング」。小学校の東側に伊藤博文公ゆかりの淡路ヶ峠と
いう山がありますが、この登山コースを整備したのは桑原中学校の生徒とおやじの会、そして地域のみ
なさん。展望デッキからの眺望はすばらしいのひと言。親子ハイキングのほか、山頂で校歌を歌い母校へ
の思いを深める催しなども実施し、多くの住民に地域の良さを実感してもらう機会となっています。
　もう１つは「防災・水難事故対策キャンプ」。洪水など災害発生時に校舎屋上へ避難する訓練と、逆に
滑り台で校舎から避難する訓練。また消防署レスキュー隊の協力による着衣水泳や水難事故にあった
場合の救難訓練、炊き出しの実習のほか、体育館での宿泊訓練で手作りお化け屋敷を楽しむなど、子

どもたちの思い出づくりにも一役買っています。

おやじ同士の交流も深まって
　おやじの会のモットーは、「できるときに できることを できるだけ」。「決して無
理はせず」が長続きの秘訣です。おやじの会の活動は、日々仕事で忙しいおやじ
たちが、おやじ同士の交流を深められる貴重な機会。子どもたちの最高の笑顔を
見ることを楽しみに日々活動しています。

できるときに できることを できるだけ

石﨑 智行さん

三津浜地区まちづくり協議会
福祉部長

嵐のような毎日の中で
　妻が亡くなったのは、今から８年程前のことでした。看護師だった妻ですら、過労
からくる疲れだと思っていたので、血液検査の結果告げられた「アグレッシブＮＫ細
胞白血病」という病名に夫婦は落胆しました。ちょうど秋祭りの中日、１０月６日に入
院した妻は３０日に容体が急変し、息をひきとりました。
　中２、小６、小２、３歳と４人の子を抱え呆然とする私でしたが、そうは言っていられません。保育園のお迎えへ
走り、夕飯の買い物をし、食事の後片付けを終えるとすぐ子どもたちを寝かせる時間になり、勉強を見てやる
時間もありません。朝は５時起きで、子どもたちを送り出してからの身支度、まるで嵐のような毎日が流れ去り
ましたが、高齢とはいえ私の母が同居していたことは幸いで、留守番や洗濯などとても助けられたものです。

シングルファーザーだって実は大変！
　一番下の子も今や５年生となり、やっとひと息つけた気がします。決して母親の代わりにはなれませ
んが、子どもたちが私の生き様を見、素直に育ってくれているだけで十分に幸せを感じています。ただ、
私にとっての唯一の寂しさは、最良のけんか相手を失ったこと。妻と子育てのことで議論し合った日々
が懐かしく、夫婦のかけがえのなさを実感しています。
　さて、最後にひと言なのですが、そもそも父子家庭は、母子家庭と同じはずなのに、社会での扱いが
まったく違います。男性がひとりで子育てをすることも、実はたいへんなことです。もっと父子家庭に理
解をと、願うこの頃です。

子どもの成長を日々の糧に

中村 和憲さん

松山市小中学校PTA連合会
顧問

家族の中で応援し合ってみませんか
　かつてはいい夫になりたいと思っていました。いい父親になろうとがんばり過ぎ
た時期もありました。時は流れ今、みんなが笑顔でいられる、それだけでいいと思う
ようになりました。さまざまな出会いと多くの気付きが、私自身を変えてくれました。
　急激な社会構造の変化に、世の中の仕組みや個人の考えが追いつかない今の

日本。働く女性はこんなに増えたけれど、子育て環境の課題は山積です。
　では身近なところから手を付けてはどうでしょう。家庭、職場、地域など日常生活の中でこれまでの慣行
を見直すと、互いの人権を尊重し合え、すべての人が輝いて生きることができます。互いに応援し合って生
きること、家庭の中でパパはママをママはパパを応援する、親は子どもたちを応援する、これだけでずいぶ
んと暮らしやすさは変わります。あなたも私も、命のリレーの中で自分の番を生きるかけがえのない存在。
命のバトンをつなぐために、子どもたちの明るい未来を築くために、あなたは意味ある存在なのです。

「当たり前」に「ありがとう」
　人生を生きた証を大切な人の心に残せるよう日々笑顔で暮らしませんか。「有難い」の反対の「当た
り前」に「ありがとう」のことばが言えたとき、ささやかな日常は輝きます。ときどき自分に問いかけてみ
ましょう。「大切な人を大切にできていますか」と。幸せの青い鳥はすぐそばにいることに気付いてくだ
さい。星の王子さまの一節にこんなことばがあります。「本当に大切なものは見えない。けれど見る努
力をしなければならない」あなたは大切なものを、大切な人をしっかりと見つめていますか。

大切な人を大切にできていますか平成25年８月25日（日）に開催の「自分ら
しく　誇らしく“男の生き方談義”」でパネリ
ストをつとめた4名の方に、あらためて地域
における活動や父親としてのあり方につい
て語っていただきました。

男性にとっての
男女共同参画
って？

特集 1

Part2

□ ６.普段から家事を手伝っていますか？

□ ７.悩み事を相談できる相手はいますか？

□ ８.女性の管理職はアリだと思いますか？

□ ９.人と交流できる趣味を持っていますか？

□ 10.祭りや清掃活動等地域活動に参加していますか？

□ １.普段からパートナーに「ありがとう」と言っていますか？

□ ２.普段から家族と会話していますか？

□ ３.家族旅行によく行きますか？　　　

□ ４.結婚記念日を一緒にお祝いしていますか？

□ ５.もしパートナーが入院しても自炊に困りませんか？

男女共同参画意識度チ ェ ッ ク！
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資料出所：「男女間における暴力に関する調査」（内閣府、平成 21 年 3 月）

警察庁発表統計より

友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した

警察に連絡・相談した

医療関係者に相談した

学校関係者に相談した

その他

どこ（だれ）にも
相談しなかった
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H24 年　DV 認知件数

43,950 件
（H13 年 DV 防止法施行後最多）

H24 年　ストーカー認知件数

19,920 件
（H12 年ストーカー規制法施行後最多）
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女性の約10人に１人が、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に苦しんでいます！

あなたは大丈夫！？「これって、もしかしてデートＤＶ？」

＜改正DV防止法では＞
同居の交際相手も対象に！

＜改正ストーカー規制法では＞
しつこいメールを禁止に！
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今年6月、改正ストーカー規制法と改正DV防止法が成立し、禁止事項の追加や保護対象が拡大されました。
背景には、ストーカーやデートDVとよばれる交際相手からの暴力の問題が深刻化している状況があります。

ＤＶとは、さまざまな力（暴力）を使って相手を自分の思いどおりに「支配」することです。

ＤＶとは、本来は配偶者（内縁関係や元配偶者も含む）間でおこる暴力のことですが、最近では恋人や元恋人など
交際相手からの暴力・デートＤＶが深刻化しています。

好きな人との楽しいはずの時間。
でも、一緒にいるのがつらくなったり、相手が怖くなったりすることはありませんか…。

もしかしてデートDV！？と思ったら・・・　ひとりで悩まないでまずは相談してみませんか？

女性に対する暴力の根絶をめざして ストップ ザ DV
特集 2

□　物を投げつけられたり、叩かれたり突き飛ばされたことがある
□　「バカ！」「死ね！」などと言われたことがある
□　ケンカになると「お前のせいだ」「お前が悪い」と一方的に責められる
□　何度も電話やメールをしてきて、すぐに出ないと怒られる
□　彼（彼女）を最優先にしないと怒る
□　お金を出してくれないので、デートの支払いはいつも私がする
□　気の進まない時にでも、おかまいなしに体を触ったりする

●配偶者暴力相談支援センター
　　　愛媛県婦人相談所　　　　　　tel：089－927－3490　月～金　8：30～17：15
　　　愛媛県男女共同参画センター　 tel：089－926－1644　火～金　8：30～17：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土・日　8：30～16：30

●松山市男女共同参画推進センター・コムズ　tel：089－943－5770
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火・水・金・土　10：00～20：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日・祝日　　　10：00～16：00

●警察本部警察総合相談室　　　　　　　　　  tel：089－931－9110（24時間対応）

改正
ストーカー
規制法

〈相談機関〉

＋

➡

待ち伏せ
押しかけ

配偶者
（事実婚含む）

元配偶者

配偶者
（事実婚含む）

元配偶者

かつて同居していた交際相手

同居中の交際相手

監視していること
を告げる行為

無言電話、
連続した電話、ＦＡＸ

性的しゅう恥心
の侵害

しつこい
電子メール

乱暴な言動

汚物等の送付名誉を傷つける

面会、
交際の要求

◆嫌がる相手にしつこく電子メールを送ることを、 つきまとい行為 に追加
◆被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地や被害を受けた地域の公安委員会や

警察でも警告や命令を出せるように権限を拡大
◆被害者が警察に要請したにもかかわらず、加害者に警告しない場合、被害者に対し

書面で理由を通知することを義務化

たたく・なぐる・ける など

相手の嫌がる言葉を言う・人格を否定する・大声を出す など

行動を制限する・人付き合いをさせない など　

生活費を渡さない・借金をさせる など　　　

性行為の強要・避妊に協力しない など　があります。

さまざまな暴力には、

ストーカーとDVの認知件数の推移（全国）

10歳代から20歳代の頃の交際相手（後の配偶者以外）からの被害
◆

◆同居する（していた）交際相手から
の暴力及び被害を、DV防止法の
対象として追加

※DV防止法には、被害者の安全のために裁判所が発する保
護命令があります。6ヶ月間被害者に接近することを禁止
する接近禁止命令と2ヶ月間住居から退去することを命じ
る住居退去命令などがあります。

「身体に対する暴行」「精神的な嫌がらせや恐怖を感じる
ような脅迫」「性的な行為の強要」をされた経験がある

（女性943人、男性799人からの回答）

相手が拒否しているのに
くり返し行うことは、
ストーカー行為です。

◆ 被害についての相談先
（被害経験を有する女性128人からの回答）

身体的暴力
精神的暴力
社会的暴力
経済的暴力
性的暴力

こんな経験はありませんか？
改正

DV防止法

ひとつでも当てはまるものがあれば、
それはデートＤＶかもしれません！



Reporter’sReporter’s e y e 　ひょうひょうとした語り口、時にユーモアを交えたエピソード。参加者はいつしか天野さんの魅力にひきこまれていまし

た。硬直化した今の世の中をもみほぐす力になることが女性に求められているのかもしれません。女性が男性化するので

はなく、自分の感覚や価値観を忘れずに社会に参画していくことが大切だと感じました。  （市民リポーター  久保 洋美）
─取 材を終えて─

講師 天野祐吉さん（松山市立子規記念博物館 名誉館長）
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報 告 コムズで開催されたイベントの一部をご紹介します。 コムズ主催のイベントはすべて
ホームページに掲載しています。

平成 25 年
8月31日（土）

開催

男女共同参画公開講座

日本の元気と女性の力 ～この閉塞感を打ち破る～

愛媛県男女共同参画センター・松山市男女共同参画推進センター共催事業

おとうさんといっしょ！親子クッキングde仲間づくり

　「現代は人々にむりやり消費をさせて成長させている社会で身の
丈サイズではない。社会は時代とともに変わるべきだ」「これまでの
男性中心の経済成長社会を変えて新しい地域経済社会を作る時こ
そ、女性の生活の知恵が生きてくる」と語られました。
　また、ご自身が出版編集の仕事をしていた時、女性社員の意見
が、“良い・悪い”という判断基準ではなく、“面白い・つまらない”と
いうものだったことに触れ、「女性は感覚的な基準が男性以上にあ
り、それにずいぶん助けられた」と話されました。
　「それぞれいいところをお互い生かして助け合いながら、仕事も
遊びも家事もする。男性がそうなるのは時間がかかるので、女性は
少し長い目で見守ってほしい」と呼びかけられました。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 　 天野祐吉さんが平成 25 年 10 月 20 日ご逝去されました。心からご冥福をお祈りいたします。  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

講師 竹下 小夜子さん（精神科医）

平成 25 年
10月12日（土）

開催

コムズ相談室 ＤＶ防止講演会

あなたはひとりぼっちじゃない

　沖縄県宜野湾市で女性のメンタルクリニックを開業されている竹
下小夜子さんを講師に、ＤＶ防止講演会を開催しました。
　実際に被害を打ち明けられたら、まず「正直に言ってくれてありが
とう」。二つ目は「あなたは悪くない」。三つ目に「独りぼっちじゃな
い」。そして最後に「力になりたい」と対応することが大切と語られま
した。
　講演の締めくくりとして、臨床家のアリス・ミラーの言葉を紹介。
　虐待・暴力を連鎖させるか、途絶えさせるかを分けるのは『たった
一人でも、本当の気持ちを理解してくれる人がいるかどうかだ』
　「みなさんに、その選択を支える一人になってほしい」と強く訴え
られました。

市民活動応援講座

“共感をよぶ” PR・広報術

啓発資料（クリアファイル）を作成しました！

笑顔広がる幸せな社会
男女共同参画社会をめざします！

男女共同参画社会が実現すると・・・

　地域メディアの専門家から市民活動にふさわしいPR・広報術を段階的に学びました。
　読み手の信頼を得るコツとして、まずは正確さ。次に読み手の立場に立った見やす
さ、わかりやすさが大切。そのためには最初の情報の整理・設計が重要だと学びまし
た。装飾もやりすぎはかえってわかりにくいということを教えていただきました。そうい
う視点で自分たちのチラシをチェックすると、ほとんどのグループが情報も飾りも多す
ぎることに気付き、再度手直し。そうやって完成したチラシを最終回はネット上に発信し
ました。はじめてのfacebookに悪戦苦闘しながも完成！皆さん最後は大満足で講座は
終了しました。

コムズ主催のイベント等で
お配りしています。
ぜひお役立てください。

親子でトライ！ママとサイエンス
　愛媛大学理系女子学生グループ「サイエンスひめこ」の皆さん
と一緒に、26組の親子が備長炭電池を作りました。身近なものか
ら電池が作れること、電気がつく仕組みなどを楽しく学びました。
ママ自身もサイエンスに親しむ機会になったようです。

平成 25 年

8月11日（日）
開催

　前半は親と子に分かれて、おとうさんたちは「グループ談義」、
子どもたちは「風船であそぼう！」に参加しました。
　後半は、親子での「しまめしクッキング」。鯛めしやじゃこ天づ
くりなどに挑戦し、みんなで島の味を満喫しました。男性に男女
共同参画に関する意識を高めてもらえる貴重な機会となりました。

平成 25 年
7 月28 日（日）

開催

参加者
の声

・子どもと一緒に楽しめた
・子どもの将来に役立つ体験ができた
・自分がこのような体験をもっとしてみたい

・普段何気なく見ているチラシやダイレクトメールなども基本的なこと
を大切に作られていることを知った

・情報を整理する、見る人の視点に立つことでチラシの見栄えが大き
く変わることを知り、とても勉強になった

・色を３色以内に抑えるという教えを守ってチラシを作ると洗練された
・具体的な手順を踏みながら、完成まで指導してもらい、どの点に気

をつければどう見えるのかがよくわかった

参加者
の声

・いろいろな世代のおとうさんと話せてよかった
・初めて会う人たちと話をしたり、共同作業がで

きてよかった

平成 25 年

9月7日（土）～10月25日（金）
全4回開催

参加者の声

くわしくは館内掲示とコムズホームページをご覧ください。

地域力が
向上します

家庭生活が
豊かになります

職場に活気を
もたらします

学習や教育の
機会が充実します
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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）

　 高 齢 期をよりよく生き
る、というテーマのもと活
動を続けているウエルエ
イジングクラブ。16名の
会員以外にも50名近くの

「応援団」の方々がいて、他の団体との関わりや子どもたち
とのふれあいなど、活動の幅を広げています。「当初は勉強
会など座学中心でしたが、コムズでいろいろなイベントに

参加することによって社会参画が進み、メン
バーの意識も変わってきました」と代表の
土居さん。協調性が育まれ、他の団体と
のふれあいにもつながったそうです。今
年で5回目の参加となる「まつやま子ど

もの日inコムズ」。ウエルエイジングクラ
ブが中心となり、他団体も参加して、けん玉

や絵手紙、紙芝居などを開催。多くの子どもたちが楽しみ
ました。「ジジ・ババ食堂」ではメンバーが朝早くから仕込み
をし、子どもたちに夏野菜たっぷりのカレーと手作りゼリー
を提供。「今後は社会貢献活動だけではなく、生産活動にも
力を入れていきたい」と語る土居さん。家事育児、地域との
関わりなどを経験した女性には様々な
潜在能力があります。能力を生かして
アンケート調査を請負ったり、手作り
品を販売したりして労働の対価を手
に入れる。それをやりがいにつなげ
ていってほしいと願っているそうで
す。秋には「高齢者まつり」への参加も決まり、一人ひとり
が、より積極的な活動を目指しています。

　　　　　　　　　　　（市民リポーター  菊池 古都）

情報誌COMSは、今号で５０号をむかえました！！男女共同参画に関する各種情報やセンター事業の広報及び

市民活動に役立つ情報を提供するために、今後ともがんばっていきます！

※近年のバックナンバーはコムズＨＰの情報広場「コムズの歩み」からご覧いただけます。

コムズの最新情報はFacebookで随時更新していますので、合わせてチェックしてみてくださいね！

仲間がいれば、力が湧いてくる、前に進める♪♪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。今回は社会の様々な課題解決に取り組んでいる
グループを紹介します。

コムズ登録団体のご紹介私たち

“仲間”
です♪

Facebook
始めました!

　女性が抱えるさまざまな悩みの相談を受けている「愛媛
県女性保護対策協議会」。昭和57年に始まった「女性のた
めの夜間電話相談」は、誰にも相談できずに一人で悩んで
いる女性にとっては「話を聞いてくれる駆け込み寺」のよう
な存在だそうです。相談員は6名で、60代から70代の女性

が対応。経験豊富な人生の先
輩だからこそ、悩みを持つ女
性にそっと寄り添っていける
のではないかと感じました。
同時に、相談員の心の健康
も大 事にされてきたそうで
す。また、電話相談の周知に
も力を入れ、他団体の方と

の連携も積極的に図っているそうです。
　さらに年に数回、公開の講演会を開催。7月には「女性の
視点で考える防災」というテーマでNPO法人女性と子ども
支援センターウィメンズネット・こうべ代表理事の正井礼子
さんを講師に招き開催。現
地に赴き、避難所における
女性支援のため、現場の生
の声を吸い上げてこられた
正井さん。女性のために本
当に必要な支援は何か。そ
れにはまず避難所の運営責
任者やリーダーに女性も参画すること。防災は平時からの
取り組みが大切。「この講演を聴いているみなさんが、ぜひ
災害時の避難所のリーダーになってください」と、熱い思い
で講演を締めくくられました。

　　　　　　　　　　　（市民リポーター  菊池 古都）

参 加
開 催 日 時
問い合わせ
参 加 費 用

：
：
：
：

賛助会員募集　どなたでも
年間数回の公開講演会を開催
代表 村上さん　TEL 089-976-2350
年会費　1,500円

Information

ウエルエイジングクラブまつやま

参 加
開 催 日 時
問い合わせ
参 加 費 用

：
：
：
：

高齢社会に関心のある方はどなたでも
コムズで第2土曜日 10：00～
代表 土居さん　TEL 089-934-7460
年会費　1,000円

Information

情報誌［コムズ］Vol.50　編集・発行（公財）松山市男女共同参画推進財団情報誌「コムズ」Vol .508

愛媛県女性保護対策協議会


