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一人 ひ と り が
充 実 し た 人 生 を！
平成28年度のコムズの取り組み
P.2

・第18回コムズフェスティバル 報告
井村雅代さん 基調講演
「人を育てる ～愛があるなら叱りなさい～」
・コムズ de 遊ぼう

P.3

・松浦弥太郎さん コムズ仕事塾スペシャル
「『暮しの手帖』
から学んだ大切なこと」
・市民企画分科会

P.4～7

コムズはさまざまな事業に取り組みました

What’s コムズ？
COMMON（共通の）、COMMUNICATION（コミュニ
（仲間）
の接頭語「COM（コ
ケーション）
、COMPANION
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

P.8

「みんなの生活展 2016」
で行ったアンケート報告

学び、創造し、
伝えていく、
前向きな姿勢を表現しています。

報告

第18回

18回目となる今回のフェスティバルも、基調講演をはじめとして、市民企画分科会や
ワークショップなど市民のみなさんの協力で盛りだくさんの２日間となりました。

コムズちゃん

（コムズキャラクター）

基 調 講 演 人を育てる

～愛があるなら叱りなさい～

講師

井村 雅代さん

一般社団法人 井村シンクロクラブ代表理事
シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ

2 0 1 6 年 のリオ 五 輪 で、日 本 代 表 ヘッド
コーチとしてデュエット・チームともに銅メダ
ルをもたらした井村雅代さん。
メダルゼロに
終わったロンドン大会からの巻き返しを図るために、
どのように選手を育てて
いったのか、実践と結果に裏打ちされた数々のメッセージをいただきました。
叱る時のコツは、①現行犯で叱る。②過去のことは持ち出さない。③「ここの
これがダメだったからこうしなさい」
とわかりやすくストレートにいう。④相手
を成長させようと本気で叱る。
選手にメダルを取らせたいという井村さんの強い信念とパワーあふれる講
演に、参加者の皆さんは心を揺さぶられ、
また明日への活力を得られました。

コムズde

遊ぼう

コムズフェスティバルのプレイベント
「コ
ムズde遊ぼう」で、登録団体の皆さんがバ
ザーやワークショップ、ステージ発表など
で活動の成果を披露してくださいました。

参加16団体
（五十音順）
池川ポーセリンペインティングサークル松山・
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日中友好愛友会・NPO法人ジャパンハー
ブソサエティー愛媛支部・NPO法人全日本健
康音楽研究会愛媛支部・全日本作法会 北四国
支部・中四国ハワイアン協会・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 スイートピー・フラワーサークル フルール・
松山ユネスコ協会俳句会・ママさん情報交換
会実行委員会・マロニエの会・ゆうき生協
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参加者のご感想
心・技・体にわたる愛情あふれる本音を聞
けて、涙が出るほど感動した（60代男性）
「1mmの努力」を大切に、目標に向かって死ぬ
まで頑張っていこうと思った（60代男性）
人柄が伝わる話だった。エネルギーをもっ
て人に接することの大切さ、大変さを感じ
た。今日のお話をすべて糧にし、自分も成長
しながら、人を育てることに精いっぱいかか
わりたい（30代女性）

コ ム ズ 仕 事 塾 スペ シ ャ ル

『暮しの手帖』
から学んだ
大切なこと
講師

松浦 弥太郎さん

「くらしのきほん」編集長・エッセイスト

「くらしのきほん」編集長で、新聞・雑誌等のコラムや、多方面のメディアにおいて

参加者のご感想

エッセイストとして活躍されている松浦弥太郎さん。
長年
『暮しの手帖』
の編集長とし

「困っている人のために仕事をする」
「自分を助けてくれるもののために
お金を使う」という考え方に気付かさ
れた。
（20代男性）

て、あの“とと姉ちゃん”の主人公のモデルとなった大橋鎭子さんとのエピソードや
今も守っている大橋さんとの約束などを、ユーモアを交えてお話しいただきました。
講演では、
“仕事とは…困っている人を助けること”
“お金を使うこととは…自分を

心を使う、心を働かせる、簡単なこと
ではないが、仕事をするうえで大切な
ことだと思った。
（40代女性）

助けるものを買うこと”
“文章は…頭を使わず、心を使って書くこと”など、普段私たち
の身近にある「仕事・お金・文章」に対し、心に響く言葉をたくさんいただきました。

市 民 企 画 分 科 会
～市民企画分科会は、
フェスティバルの大きな
柱の一つです！！～
今年度も、
「女性の活躍促進」
「教育・子育て」
「暮らし・生き方」
「仕事・労働」
「 地域」など、さまざまなテーマで講演・ワーク
ショップなど分科会を開催し、男女共同参画について考えまし
た。市民企画分科会の皆様、参加された皆様、
フェスティバルを
盛り上げていただき、本当にありがとうございました。

［内容一覧］
◆特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ
「女性リーダーたちが語る、
ワークライフ・バランスな会社のつくり方」
◆ママさん情報交換会実行委員会
「パパママ仲間でハッピータイム」
◆特定非営利活動法人日本交流分析協会 松山会
「私のワクヽ(*´∇｀)ﾉ ワーク、
ドキッ☆｡(♡ ∀♡ *｡)ワーク」
◆女性と防災の会
「避難所運営ゲーム（HUG）」
◆サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）
「さんかく料理パート13 スキレットを使って一人カフェごはん」
◆ウエルエイジングクラブまつやま
（略称WACM）
「あなたは、
残された時間をどう生きる！？」
◆ウイメンズカウンセリング松山
「自分を好きになる講座」

（順不同）
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平成28年度
コムズでは、
「つなげよう ひろげよう 男女共同参画の輪」
を総合テーマに、
また、
「女性
の活躍促進」を主要テーマに掲げ各種事業を実施しました。
その主な事業を報告します。

男女共同参画公開講座

チームのことだけ、考えた。
～女性も男性も輝く社会へ～
講師

青野 慶久さん
サイボウズ株式会社 代表取締役社長
「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」メンバー

当財団の「まどんな応援企業宣言認証制度」の関連事業として、愛
媛県今治市出身の青野慶久さんをお招きし、公開講座を開催しまし
た。
「人事制度」や「働き方の多様化」など、実際に取り組んでいる事
例を交え、
具体的にお話ししていただきました。
参加者の8割以上が
現役世代で、それぞれが自分の生活や働き方について考えるよい
機会となりました。
参加者の
ご感 想

働き方の多様化が、個人だけでなく企業にとっても必要だとわかった。
自分の生活や働き方について考える良い機会になった。
講師の紹介された具体的な取組がとても参考になった。

「まどんな応援企業」を50社認証

認証 さ れると…

『まどんな応援企業とは？』

コムズHP等で企業の取組紹介

市内に事業所を有し、女性の採用・登用や職域拡大、男女がと
もに働きやすい職場づくりなどの取組を積極的に行っている、
ま
たは行う予定の事業所等を募集し、当財団が認証した企業です。
平成27年度は30社認証しましたが、今年度は50社から応募
があり、
厳正な審査の結果、50社すべてを
「まどんな応援企業」
と
して認証しました。
各企業の宣言内容は、
コムズHPにて紹介しています。ぜひご

人材育成のための学習会等の情報提供
必要に応じ、コーディネーターを派遣
（5社程度）
研修会として利用の場合、
コムズ会議室の使用料減免（年1回）

覧ください。
コムズHP

http://www.coms.or.jp/kouza/2016/09/280915-jigyou-madonna.htm

イクボス宣言をしました
野志克仁松山市長が、松山市内の企業・団体に呼び
かけて開催された「松山イクボス合同宣言式」で、当財
団理事長 鎌田サチ子も
「イクボス宣言」
を行いました。

4

情報誌「コムズ」Vol.57

イクボスとは
職場で共に働く部下・スタッフなどのワー
ク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考
え、仕事と生活を両立しやすい環境を整備し、
組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と
私生活を楽しむことができる上司を指します。

これからの幸せを
考えてみませんか

人材養成講座

第1回 「これからの幸せを考えてみませんか」
～男女共同参画社会に向けて～

講師

鎌田 サチ子（松山市男女共同参画推進センター

第2回

これからの女性の活躍について考えてみませんか

男女共同参画推進の視点をもって行動でき

講師

藤田 恭子さん（厚生労働省

る人材を養成するための講座を4回にわた

第3回

これからの男性の生き方について考えてみませんか

講師

前田 眞さん（愛媛大学

家庭・地域・職場等さまざまな活動の場で、

館長）

愛媛労働局 雇用環境・均等室 室長）

講師の方の経験談や、それぞれの専門分

社会連携推進機構 教授）

野におけるお話をお聞きし、あらためて「男

第4回 「男女共同参画社会に向けて」
講師

り行いました。

～女性も男性も自分らしい生き方ができる社会へ～

女共同参画」について考える良い時間となり

桐木 陽子さん（松山東雲短期大学

ました。

教授）

シニア対象講座 「もしも」に備える！

～地域防災は、私たちの手で～

第1回

地域で助け合う仕組みづくりを考えよう

講師

二神 透さん（愛媛大学

第2回

災害疑似体験を通じて、防災に取り組もう

講師

芝 大輔さん（松山市消防局

第3回

適切な健康管理で、非常事態をのりこえよう

識をはじめ、地域での支え合い・災害疑似体

講師

串部 美穂さん（松山市保健所

験・健康管理など大切なことを学びました。

シニア向けの防災講座を3回にわたり開

防災情報研究センター 副センター長）

催しました。
「もしも」の時に備え、地震等天災の基礎知

地域防災課 副主幹）

健康づくり推進課）

親子でトライ！ママとサイエンス
酵素ってなんだろう？ ～台所で科学実験～
共催

愛媛大学女性未来育成センター

講師

愛媛大学理系女子学生グループ「サイエンスひめこ」

普段、科学に触れる機会の少ないママを対象に、子どもと一緒に興味をもってもらい、子どもの進路選択等の参考
にしていただくために、愛媛大学理系の女子学生を講師とした「ママとサイエンス」を実施しました。
簡単な実験をとおして、ママも子どもたちも楽しみながら酵素のしくみを学ぶことで、科学は身近にあるものだと
感じてくれたようです。

出張講座を17回実施

出張講座の様子（一例）
講師：島﨑 勝行さん
（介護予防主任運動指導員）

市民グループ・企業等を対象に、男女共同参画社会の実現に向けての意識啓発を図
るために出張講座を実施しました。今年度は、企業関係7団体・市民グループ10団体、
合計17団体に講師を派遣しました。

情報誌「コムズ」Vol.57
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映 画 上 映 会＆ミニトーク

「わたしはマララ」

「女性に対する暴力をなくす運動」期間（毎年11月12日～
25日までの2週間）に合わせ、映画「わたしはマララ」の上映
と、
アフリカのマラウイ共和国で2年間活動された元青年海
外協力隊員 今井元子さんに現地での女子教育や女の子が
おかれている実情についてお話しいただきました。19名の
中学生の参加もあり、
自分に何ができるか考える機会になっ
たという力強い感想を多くいただきました。

(C)2016 Twentieth Century Fox
Home Entertainment LLC. All
Rights Reserved.

参加者の
ご感 想

女性だからという根拠のない差別はあってはならないと強く思うことができた（10代女性）
教育を受けられることや発言することの大切さを子どもたちに伝えたい（40代男性）

施
男女共同参画に関する市民意識調査を実
松山市民の皆様の男女共同参画に関する意識と生活の実態を探り、今後の男女共同参
画推進のための事業の方向性を見出し、かつ松山市が平成29年3月に策定する「第三次
松山市男女共同参画基本計画」の基礎資料とするために、本調査を実施しました。
今回は、平成28年に本格施行された「女性活躍推進法」
（女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律）を受け、女性が職場で能力を発揮するために必要なことなど新
たな設問を設けました。
調査結果は、報告書とそのダイジェスト版としてまとめ、
当財団のHPに掲載予定です。

男女共同参画市民活動支援事業

子育て支援や国際交流など男女共同参画の推進を
めざす3つの市民グループに助成金の交付や共催に
よる活動支援を行いました。

となりびと
松山

ママさん情報
交換会
実行委員会

愛媛SGGクラブ
中国語部

映画「隣る人」
上映交流会in松山

パパママ仲間で
まなびタイム
～いきいきと育つ
子どもへサポート～

映画「太陽の子」上映会
＆野嶋剛氏講演会

図書の貸し出し

～人生をより豊かに、より美しく生きるために～
コムズの2階には図書コーナーがあります。
ここにある4,700冊余
りの蔵書は、男女共同参画の意識を高め、誰もが共に幸せに生きてい

お一人様

3冊 2週間

くためのヒントとなる本がそろっています。
また、行事やイベントに合
わせた展示もあります。ぜひ気軽にお立ち寄りください。
高校生、大学生向けには、その時期にぜひ読んでいただきたい進学
や就職、
また時代を考え人生を設計していくベースとなる書籍の充
実を図っています。
のぞいてみて下さい。
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人の悩みはそれぞれ違います。
コムズ相談室では、
そ

コムズ相談室

の人の気持ちをありのままに受け止め、その人が家
族や地域、社会の中で孤立することなく
「自分らしく」
生きていけるよう、解決方法を一緒に探っていくお手
伝いをしています。
まずはお電話ください。

女性相談
電話・面接
相談時間

※面接相談はご予約ください

火・水・金・土曜日／10：00～20：00 日曜日・祝日／10：00～16：00
■電話相談／1回30分 ■面接相談／1回50分
■休館日／月曜日（祝祭日の場合はその翌日）年末年始（12月29日～1月3日）
※託児付面接相談も行っています。詳しくはお問い合わせください。
（要予約）

相談専用電話・面接等予約電話

男性相談
電話・面接
相談時間

相談は無料です。
秘密は厳守
いたします。

089-943-5770

※電話・面接ともに要予約

毎月第2水曜日・第4土曜日（変更する場合あり）／18：30～20：30
■電話・面接相談／1回30分
■休館日／月曜日（祝祭日の場合はその翌日）年末年始（12月29日～1月3日）
相談専用電話・面接等予約電話

089-943-5777

※相談業務以外に、9月に「こころと体の健康講座」、3月に「DVに関する講座」を実施しました。

募集中！
会員

まつやまファミリー・サポート・センター
～あなたも子育て・介護の
応援ネットワークに参加しませんか～
「まつやまファミリー･サポート･センター」は、育児の援助、高齢者等に対す
る軽易な介護等の援助を受けたい方と、それらの援助を行いたい方とでなる
会員組織です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

援助をしたい方
（提供会員）

援助を受けたい方
（依頼会員）

初級講習会
（年2回開催）
を修了後、
活動ができます
会員登録後、
フォローアップ講習会に参加できます
随時、
受付。
いざという時のために、登録していると安心です
※内容によっては援助を受けられない場合がありますので、お尋ねください

児童クラブのお迎え

食事の準備など

本当の
孫のように思って
援助しています

いつも楽しく
援助させて
もらっています

提供会員Ｎさん

提供会員Ｎさん

援助の
様子

1位 児童クラブのお迎え・帰宅後のお預かり
2位 保育所・幼稚園のお迎え・お預かり
3位 子どもの習い事などの援助

介護

育児

援助内容の
ベスト3

945-1008

TEL.

1位 部屋の掃除や衣服の洗濯
2位 留守見守り・話し相手
3位 食事の準備や後片づけ
（平成29年2月末現在）
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「みんなの生活展2016」
で 行ったアンケート報告

管理的職業従事者 及び
就業者に占める女性の割合
（％）

50

「みんなの生活展」
されている
毎年10月に大街道商店街で開催
理職のうち女 性が
で管
は、日本
にコムズは出展しています。今回
の管理職が増える
女性
で、
「日本
、
占める割合をクイズ形式で問い
トを行いました。
ケー
アン
について
ために、何が必要だと思うか」

40

0

アメリカ

E

フィリピン

D

C

イギリス

0

B

…管理的職業従事者に占める女性の割合

…就業者

資料出所：平成28年版 男女共同参画白書

30

10

日本

答えはコチラ

35.4％

正解は、
Aの12.5％が日本

22.2％

20

A

（参考）

韓国

40

47.3％

39.6
35.4

12.5

11.2

マレーシア

管理職に占める女性の割合
日本は A～ E のどれでしょう！？
43.4％

47.0 47.3

22.2

20
10

50

38.3

43.4

30

クイズ

（％）

46.7

43.2

42.0

12.5％

上表で、就業者に占める女性の割合と管理職に占
める女性の割合を見ると、
日本は、働いている女性が

A

B

C

D

多いにもかかわらず、管理職比率が12.5％と、諸外

E

国の中でもかなり低い水準です。

そこで、市民315名に聞きました。

たくさんのご意見が寄せられました

女性管理職が増えるためには、
何が必要だと思いますか？
1位

女性が管理職として
活動しやすい職場風土を作る

2位

女性が働き続けられる制度、
環境を整備する
女性自身が知識や経験などを

3位 身に付ける

□ 育休などの休みがきちんと取れたらいい（10代女性）
□ 子どもが家事等を積極的に手伝う風土を作る（40代女性）
□ 育休後の復帰ができやすい環境作り（40代男性）
□ 組織の改革（50代男性）
□ 夫の協力が必要（70代女性）
□ 男性の意識改革が必要（60代男性）

61.0％
56.8％
41.3％

女性管理職が増えるために必要なことの第1位は、
「女性が管理
職として活動しやすい職場風土を作る」
でした。性別にかかわりな
く、誰もが能力を発揮できる職場づくりのために、私たち一人ひと
りの意識改革が求められています。

URL http://www.coms.or.jp
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JR松山駅から
・電車
「JR松山駅前」
→
「南堀端」
下車
（電車5分＋徒歩5分）
・徒歩20分
松山市駅から 駐車場に限りがありますので
・徒歩10分
公共交通機関をご利用ください

県庁
南堀端

コンビニ

市役所

E-mail coms@coms.or.jp

通

FAX 089-943-0460

ＪＲ松山駅

TEL 089-943-5777

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）

交

開館時間 火～土曜日 9：00～21：00
日・祝 9：00～17：30

休館日

所 在 地 〒790-0003
愛媛県松山市三番町6丁目4-20

（コムズ）

愛媛新聞社

松山市男女共同参画推進センター

銀行
三番町通

GS

R56
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