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みんなで作ろう　そして食べよう 女性が考える防災 12 A

B

あなたの内なる暴力性を問う パート２ 記念講演

私の取材ノート
～「その時歴史が動いた」の現場から～

（１３：0０ 開場）
（１３：３０ 主催者あいさつ）
（１３：３5～15：05 記念講演）

交流会
集って語ろう！
未来に向けて
（１５：30～17：00）

ママもうらやむ ちょいヤル？！親父の極意！

男女共同参画とわたしたちの１０年、
そしてこれから

紛争の中の女性たち

もちつき会（なくなり次第終了）

性的少数者、
ＨＩＶ感染者支援から見る
「自分らしく生きる
　ことのできる社会」

芝居＆ワークショップ
「Stand Up, by me！！」

1 5

自分を
好きになる講座11

しゃべりん坊将軍＠MICスペシャル！！8

ライフワークと
ワークライフを考える6

私らしく、楽しく活きるヒントがある♪
イイ女なび7

9

NPOのつくりかた3

祖父母力で
心豊かな社会を！！4

米 Rice Mｙ Life

さんかく料理パート5
10 マイ

パ パ
13

14

15

16

B 交流会
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現在でも、海外では多くの地で紛争が起こり、弱い立場で
ある女性や子どもたちが暴力の犠牲となり苦しんでいま
す。その現状について、知ることから始めてみませんか。

第1回から第10 回までの市民
企画分科会に参加した市民の皆

さんに、当時の状況やその後
の活動の変遷を語っていただ

き

ます。これまでの歩みを振り
返りながら交流を深め、今後

に

向けてネットワークを広げてい
きましょう。

講演会＆パネル展示

紛争の中の女性たち
～自分を認め、他者を認めて生きるために～

もちつき会
おもちをさわったことのない小さな子から、
昔、子どもだった大人の方まで…みんなで一
緒にペッタン！きねとうすでつく本格的なお
もちつきに参加してみませんか。

市民企画分科会
【マロニエの会】15 16

パネルディスカッション

女性が考える防災
～“備えあれば憂いなし”というけれど… ～

南海地震の発生が予測され、地域をあげて防災への取り組みが始まっ
ています。震災の語り部を囲みながら、地域活動を担う生活者の目で、
防災について一緒に考えませんか。

市民企画分科会
【2004を受け継ぐ会】

A 記念講演

テーマ：私の取材ノート
　　　 ～「その時歴史が動いた」の現場から～

講 師：松平 定知さん
　　　　（ＮＨＫ「その時歴史が

動いた」キャスター）

テーマ：「集って語ろう！ 未来に向けて」

１３：0０ 開場
１３：３０ 主催者あいさつ

１３：３5～15：05 記念講演

時間

場所 5階・大会議室

15：30～17：00

場所 3階・調理室

10：00～12：00時間 場所 4階・視聴覚室

申込不要

10：00～14：00（なくなり次第終了）時間
場所 1階・ロビー

3F

コーディネーター：前田眞さん（NPO法人まちづくり支援えひめ代表理事）
意見発表者：さまざまな分野で活躍している高齢者の方々

コーディネーター：藤岡緑さん（松前町地域自主防災会副会長）
講師：太田敏子さん（震災10年神戸からの発信 かけ橋事業市民スタッフ）
パネリスト：安川幸代さん（松山市南高井町自主防災会防災士）
　　　　　上田隆二さん（松山市消防局防災対策課副主幹）

ゲストスピーカー：増田かおりさん（㈱マミーズファミリー代表取締役）
　　　　　　　　和泉智子さん
　　　　　　　　　（愛媛トヨタ自動車㈱営業統括グループ採用担当）

講師：廣瀬一郎さん（ＮＰＯ法人日本交流分析協会准教授）

10：00～12：00時間 場所 4階・視聴覚室

13：00～15：00時間 場所 ３階・会議室2

13：00～15：00時間 場所 4階・国際交流会議室

13：00～15：00時間
女子学生対象

場所 4階・視聴覚室

シンポジウム＆トーク

祖父母力で　心豊かな社会を！！
～少子高齢社会を支える高齢者パワー～

私たち高齢者は、今や地域社会・高齢社会の担い手として、また若
い世代の後方支援者として期待されています。「私にできる何か」を
一緒に考えませんか。(自主作成の『松山安心マップ』配布)

市民企画分科会【ウェルエイジングクラブまつやま】
　　　　【2004を受け継ぐ会 高齢社会グループ】

講演会

ライフワークとワークライフを考える
～生きがい、やりがい、働きがいを求めて～

女性も男性もストレスの多い生活を送っています。人生すべてをキャ
リアととらえる中で、家庭か仕事かではなく、何のために生きている
のか、働いているのか、その意味を考えます。

トーク＆ワークショップ
私らしく、楽しく活きるヒントがある♪ イイ女なび
～女子学生のためのバレンタイン特別企画～

仕事もプライベートも楽しむ２人の女性によるトークを通して、「自
分の幸せなカタチ」を見つけてみませんか。私たちと一緒に、キラ
キラ輝く女性をめざしましょう♪

市民企画分科会
【イイ女なび実行委員会】

市民企画分科会
【ＮＰＯ法人日本交流分析協会愛媛支部】

まつ  だ いら さ だ  と も

参加無料

参加費　500
円

（茶菓子を
ご用意して

います）

定員
50名

定員
40名

定員
60名

定員
50名

2
講演会

性的少数者、ＨＩＶ感染者支援から見る
「自分らしく生きることのできる社会」

同性愛・性同一性障がいなど性的少数者のサ
ポートやエイズ対策への取り組みをお伺いしな
がら、自分らしく生きていくことの大切さを市
民の皆さんとともに考えます。

市民企画分科会
【レインボープライド愛媛】

講師：繁内幸治さん
　　　　（性感染症予防啓発ボランティアBASE KOBE代表）

10：00～12：00時間
場所 ３階・会議室2

定員
50名

市民企画分科会
【男性料理同好会】

調理実習

みんなで作ろう そして食べよう

定年を迎えた男性の皆さん、「料理を作り、食し、
楽しみ」“一念発起”チャレンジしてみませんか？
自分自身の生きがいづくり、仲間づくりの小さな
一歩になればと企画しました。

1

9：15～12：30時間
場所 ３階・調理室
対象 定年を迎えた男性
持参物 エプロン、三角きん、ハンドタオル

講師：男性料理同好会 会員

定員
15名

参加費
700円

3
トークカフェ

NPOのつくりかた
～わたしのワクワクが社会を変える～

あなたがやりたいことを楽しくしながら、ちょっ
とずつ世界を変える方法。それがNPOです。
NPOの世界で、一足先に活躍するセンパイの実
践例＆体験談をご紹介します。

【まつやまNPOサポートセンター】
TEL 089-943-5790

事例発表者：活躍するNPOのリーダーの方々

10：00～12：00
●ドリンク＆スイーツ付
時間
場所 ３階・会議室3

定員
15名

参加費
500円

8

時間
場所 ３階・多目的室

フリートーク

しゃべりん坊将軍＠MICスペシャル！！
～ここが‘?’だよ ニッポン！～
松山で暮らす外国人の方と、日常生活での疑問・私たち日本人の理
解できない行動や習慣などなど、日本での生活の？？についてトー
ク！写真展示も同時開催。

申込不要【まつやま国際交流センター】
TEL 089-943-2025

9

出演：すーぱーアマチュア集団「やっとこサン」

14：00～16：00時間
場所 2階・新玉児童館遊戯室

芝居＆ワークショップ

「Stand Up, by me！！」
～わたしに  “立て” と言って！！～

アマチュア集団が全力でお芝居をします。笑いあり涙あり？！その後
は、「やっとこサン」のメンバーと一緒に表現遊びを楽しみます。心と
からだを使ってたくさん遊びましょう！！

申込不要【新玉児童館】
TEL 089-943-5801

11

ファシリテーター：ウイメンズカウンセリング松山スタッフ

18：00～20：00時間 場所 4階・視聴覚室

ワークショップ

自分を好きになる講座
～自分に自信がないあなたのための自己尊重トレーニング～

自信とは自らを信じること。現在の自分で良いと認めることがスター
トです。ワークシートを使って自分の自己尊重度を計って、グループ
で話し合い、考え合っていくワークです。

市民企画分科会
【ウイメンズカウンセリング松山】

定員
30名

女性対象

【新玉児童館】
TEL 089-943-5801

講師： NPO法人国境なき医師団日本

定員
50名

定員

50名

パネルディスカッション

男女共同参画とわたしたちの10年、そしてこれから
～コムズとともに豊かな地域を～

コムズが創設されて１０年、女性の権利や地位、男性の生き方を考えるうえ
で画期的な１０年でした。それぞれの１０年の歩みを振り返り、さらに豊かな
社会をめざしてともに考えましょう。

市民企画分科会
【2004を受け継ぐ会】14

10：00～12：00時間 場所 4階・国際交流会議室

定員
50名

コーディネーター：桐木陽子さん（松山東雲短期大学教授）
パネリスト：森本明さん（㈱愛媛銀行人事教育部長）
　　　　　池田和広さん（松山市市民参画まちづくり課主幹）
　　　　　立川百恵さん（日本女性会議2004まつやま実行委員長）

市民企画分科会
【愛媛県女性保護対策協議会】

トーク

あなたの内なる暴力性を問う パート２
～１０代の子どもたちが対等なパートナーシップを築くために～

10代の若者たちの生活において、友だち同士、異性間で対立が起き
た時、力や支配で相手に対するのではなく、お互いを対等に尊重し
合う行動選択の大切さを、今こそ若者に伝えましょう。

12

10：00～12：00時間 場所 ３階・会議室2

定員
50名

コーディネーター：善本裕子さん（松山東雲女子大学准教授）
ゲストスピーカー：中村彰さん
　　　　　　　　（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ館長、
　　　　　　　　 日本DV防止・情報センター運営委員）

トーク＆絵本読み聞かせ

ママもうらやむ ちょいヤル？！ 親父の極意！
～キッカケは100冊の絵本だった～

仕事も育児も楽しむパパがかっこいい！仕事人間だった安藤氏が“ 父
親スイッチ”が入ってからのパパライフを語ります。後半、安藤パパの
絵本読み聞かせで親子de交流を楽しもう！ママの参加も大歓迎！

市民企画分科会
【ワークライフバランス向上委員会】13

10：00～12：00時間
場所 ３階・多目的室

パ パ

定員
50名

講師：安藤哲也さん（NPO法人ファザーリングジャパン代表理事）

パパとその家族対象

参加費
大人ひとり300円
　　夫 婦500円

5F

定員

300名
応募多数の場合は

抽選

10

17：30～20：30時間 場所 ３階・調理室

調理＆ワークショップ
さんかく料理パート5 米 Rice Mｙ Life
～世界の台所から見える男女の関係～

外国の方々を講師に招き、３カ国の米料理を作って食べながら、食
生活や暮らしの全般から国の違いや男女の関係について話し合いま
しょう。外国の方の参加も大歓迎。

市民企画分科会
【サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）】

マイ

コーディネーター：大河内智子さん（済美平成中等教育学校教諭）
講師：工水戸富士子さん（サ行の会代表）
　　　料理研究家・外国人の方々

定員
30名

参加費
500円持参物 エプロン、三角きん、ハンドタオル

時間

14：00～16：00

※手話通訳あり

託児（定員15名・1歳～就
学前）希望者はお子様の
氏名（ふりがな）、年齢、
性別を書いてお申込みく
ださい。
ただし、1イベントにつきお
子様1人200円が必要で
す。応募多数の場合は
抽選となります。

ハガキまたは電話、FAX、Eメールで、
参加希望のイベント番号（A・B、1～
16）（８、９、１６は申込不要）・郵便
番号・住所・氏名・電話番号を記
入してお申込みください。（応募多数
の場合は抽選）各イベントとも参加
ができない場合のみ、締切日以降、
早急にご連絡いたします。

〒790-0003 松山市三番町 6丁目 4-20
（財）松山市男女共同参画推進財団・事業係
TEL 089-943-5777
FAX 089-943-0460
Eメール coms@coms.or.jp
HPアドレス http://www.coms.or.jp

申込方法

お申込み方法は.. .
申込先

申込締切　平成21年１月25日(日) 必着

託児について

※お寄せいただいた個人情報は（財）松山市男女共同参画推進財団が責任を持って管理
　します。個人情報を第三者に提供することはありません。

会場案内図

参加無料
（一部参加費必要）
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