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あなたの今の生活のエコ度はどれくらい？便利さを優先してしまうのはやっぱり
エゴ？地元エコロジストたちから学ぶ、我慢ではない知恵と工夫による心豊かな生き方入門。

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参加劇の始まり始ま
り！楽しい劇の後はワークショップもあるよ！やっとこサンと一緒に遊ぼう！

自由
参加

1

10：00～16：00（29日も同様）時 間 場 所 ２F 交流コーナー

男女共同さんかくの会

「震災とわたし」
～東日本大震災に学ぶ～

東日本大震災の甚大な被害、多くの犠牲の中から、あなたは何を感じ、何を学びましたか？
あれから約１年、復興の兆しが見える中で、改めて震災への心構えや私たちの役割を考え
てみませんか。

展示とトーク

ワークショップ（調理）

市民企画分科会

29日のみ、昼食販売あり

定員
30名

2

12：00～16：00時 間 場 所 3Ｆ 調理室

松山離島振興協会

婚活でしまを笑顔に！
ーらぶらぶ愛ランド作戦ー

島の若者に恋のチャンスを与え、元気な忽那諸島をめざします。美しい海と豊かな人情に
育まれた島の若者に、ひと目会いに来てみませんか。恋の導火線に火が着くかも…。

市民企画分科会

参加費及び材料費：2,000 円

定員
150名

3
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
世の中って変わらんの？！

みんながみんな、自分のことしか考えれんようになっとんやろか？ホントにそんな世の中
なん！？コムズをにぎわすイロイロな活動家たちが集まって、熱く語り合います。

シンポジウム 市民企画分科会

12：30～14：00時 間 場 所 5Ｆ 大会議室

定員
50名

4

13：30～15：30時 間 場 所 4Ｆ 視聴覚室

愛媛県女性保護対策協議会

考えよう！一人ひとりができること
～被災下での女性への暴力を防ぐために～

震災等の非常時は、平常時よりも様々な暴力が増える現実があり憂慮されています。特に
女性や子どもへの暴力に着目しながら現実を知り、私たちに何ができるか考えましょう。

講演会 市民企画分科会

定員
12名

5

13：30～15：30時 間 場 所 ３Ｆ 会議室３

まつやまＮＰＯサポートセンター

「スマートな女になろう。」
～マイ・ビジョンが未来をつくる～

「今のくらしに不満はないけれど、何か物足りない！」というアナタのための時間です。
自分の夢をみつけるために、経験と思いを整理して、新しい自分に出会ってみませんか？

ワークショップ まつやまNPOサポートセンターイベント

松山市新玉児童館イベント

参加費：500円（スイーツ代）

定員
50名

6

15：00～17：00時 間 場 所 4F 国際交流会議室

子どもたちに明るい未来をNET

エコ？エゴ？ エコロジスト入門講座

シンポジウム 市民企画分科会

定員
30名

7

17：00～20：00時 間 場 所 3Ｆ 調理室

サ行の会（コムズ元運営推進委員有志）

松山イクメン！カジダン！大募集
育児、家事する男性はカッコイイ！？

男も女も家事育児は当たり前。コツはやってみなきゃわからない。手伝いから一歩進んで
ともに楽しんでみませんか。料理を作って食べながら、イクメン・カジダンを語りましょう。

ワークショップ 市民企画分科会

材料費：500円　持参品：エプロン・三角巾・ハンドタオル

定員
150名

8

18：30～20：30時 間 場 所 5F 大会議室

レインボープライド愛媛

ゲイのボクから伝えたい
「好き」の？（ハテナ）
～みんなが知らない LGBT ～

「ボクの彼氏はどこにいる」の著作や日本で初めてゲイを公言して議員となるなど、明るく
爽やかに等身大の同性愛者を発信。よく分からない多くの方にも分かりやすく講演！

講演会 市民企画分科会

自由
参加

9-①

14：00～16：00時 間 場 所 新玉児童館 遊戯室

松山市新玉児童館

愛（あい）・媛（ひめ）たま劇場

参加劇＆ワークショップ

自由
参加

10：00～15：00（もちがなくなり次第終了）時 間 場 所 新玉児童館

松山市新玉児童館

もちっこフェスタ 2012
昔ながらの杵と臼を使って、おもちをぺったんこ！アツアツもちもちのおもちを食べれば
心も体もぽっかぽか♪今年はどんな味のおもちが食べられるかな？

定員
30名

10

10：00～12：00時 間 場 所 3F 会議室2

日頃ストレスを感じていますか？うまく解消できていますか？ストレスを正しく理解して皆で
元気になりましょう！呼吸法や笑顔トレーニングで帰りは心も軽く、気持ちスッキリ晴 ！々

講演会 市民企画分科会

定員
50名

11

10：00～12：00時 間 場 所 4F 視聴覚室

ウェルエイジングクラブまつやま（WACM）
男女共同さんかくの会 高齢社会グループ

夢にチャレンジ
～高齢期だから実現したわたしの夢～

いまや人生 80年、90年時代、「高齢期をどのように生きるか」は、超長寿社会の新たなテー
マだ。残された「時間」のなかで、見果てぬ夢の実現、新たな夢の挑戦を語り合いませんか。

トーク＆トーク 市民企画分科会

12

10：00～12：00時 間

場 所 5Ｆ 大会議室

子どもたちにとっての遊びの力
～被災地の子どもたちの今～

「遊び」は子どもにとって生きることそのもの。しかし社会環境にも影響を受け、
仲間と一緒に自由に遊ぶ機会が少なくなった子どもたちに私たちはどのように関わ
ればよいのか？

市民企画分科会

定員
30名

14

13：30～16：30時 間 場 所 3F 会議室2

特定非営利活動法人日本交流分析協会・四国支部有志

コミュニケーションとストロークで自分発見
～交流の癖を知ってコミュニケーション上手を目指そう～

いつも違ったように伝わってしまう…なんて感じていませんか？自分の交流の癖を知れば
改善できます。交流分析で自分自身のコミュニケーションを再点検してみましょう。

講演＆ワークショップ 市民企画分科会

定員
40名

15

13：30～16：00時 間 場 所 3F 多目的室

ウィメンズカウンセリング松山

子どもに愛が伝わっていますか？
ー春日キスヨ・耕夫先生と考える豊かな時代の親子関係ー

子どもの事を思うあまりに、子どもを無力化していませんか？春日先生夫妻の対談を中心に親子の
受容的関係の作り方、限界設定の設け方などを学び、お互いの意思を尊重しあう親子関係を考える。

対談 市民企画分科会

参加費：500円

定員
50名

16

13：30～16：00時 間 場 所 5F 会議室5

ギャンブル依存を考える会

依存症を一緒に考えてみませんか？Ｐａｒｔ２
～ギャンブル・お酒・薬…について～

依存症は意志をコントロールできなくなる病気です。家族内で何とかしようと思っても、
どうにもならなくなり進行します。依存症について一緒に学び、考えてみましょう。

座談会 市民企画分科会

参加費：500円

定員
50名

17

13：30～16：00時 間 場 所 4F 視聴覚室

男女共同さんかくの会
女性と防災グループ

避難所運営のカギは女性たち
～黒田さんが語る　数々の現場～

東日本大震災発生直後に現地に駆け付け、手と目で被災者を見守り続ける黒田さん（阪神
淡路大震災の経験者）。災害直後の避難所の現状から、安全安心な避難所とは何かをともに
考えます。

講演会

講演会 定員100名

市民企画分科会

定員
30名

18

14：00～16：00時 間 場 所 3Ｆ 調理室

まつやま国際交流センター

コリァ大満足！韓国丸わかり講座
～これであなたもキムチの達人～

韓国人講師に本格的キムチや家庭料理を教わります。また、文化や言葉などにも触れ、韓
国についての理解を深めましょう。

ワークショップ

ワークショップ

まつやま国際交流センターイベント

材料費：300円

進行兼コーディネーター：南海放送アナウンサー　佐伯 りささん

《参加団体》
愛・ウィッシュまつやま（若者たちに夢と希望を）
Eｙｅs（地域人材支援）
WACM（自立型の高齢者のあり方）
愛媛県女性保護対策協議会
ギャンブル依存を考える会
男女共同さんかくの会（男女共同参画社会実現）
リボンの会（摂食障害）
レインボープライド愛媛（同性愛や性同一性障害）
ワークライフ・コラボ（ワークライフバランス）

講師：レックコンサルティングオフィス代表　大須賀 泰昌さん

講師：東京都豊島区議会議員　石川 大我さん

コーディネーター：松山東雲短期大学教授　松井 宏光さん
パ ネ リ スト：

出演：すーぱーしろうと集団「やっとこサン」講師：東日本大震災女性支援ネットワーク共同代表　竹信 三恵子さん

木地師
主婦
南海放送ディレクター

甲斐 義孝さん
甲斐 芳子さん
伊東 英朗さん

コーディネーター：ラジオパーソナリティ　藤田 晴彦さん
パネリスト：イクメンの方・カジダンの方

講師：食生活アドバイザー　　岸 朋子さん
　　　サ行の会代表　工水戸 富士子さん

さんかく料理
パート８

講師：こころ塾 塾長　村松 つねさん

講師：高齢期だからこそ夢を実現している４名の市民の方

大正大学人間学部特命教授
日本冒険遊び場づくり協会副代表講師： 　天野 秀昭さん

定員
30名

13

13：00～15：00時 間 場 所 4Ｆ 国際交流会議室

ＮＰＯ法人ワークライフ・コラボ×
ＮＰＯ法人Ｅｙｅｓ

コムズdeグータンヌーボ！
～学生＆若手社会人＆ベテラン社会人による、本音で語るプライベート＆シゴト。～

仕事、恋愛、結婚、子育て、趣味…学生・若手社会人・ベテラン社会人の３世代が一堂に集い、
ライフスタイルについて本音トークで盛り上がります！生き方働き方のヒントに♪

座談会 市民企画分科会

ゲスト：社会人歴１０年以上の男性２名（転職経験あり、なし）
 社会人歴１０年以上の女性３名（育休取得者、パートタイマー、専業主婦）
 社会人歴３年の男性１名、女性１名

講師：交流分析士准教授およびインストラクター

コーディネーター：ＮＰＯ法人ギャンブル依存ファミリーセンターホープヒル代表　町田 政明さん

講師：NPO法人阪神高齢者・障害者支援ネットワーク理事長　黒田 裕子さん

講師：愛媛県国際交流員　張 恵美さん

9-② もちつき 松山市新玉児童館イベント

マロニエの会

女性と健康　心の健康
「あなたのこころ元気ですか？！」
ストレスサインはこんなところに！！

～眠れてますか？　～食べれてますか？ 講           師：松山大学人文学部教授　 春日 キスヨさん
 広島修道大学人文学部教授　 春日 耕夫さん
コーディネーター：ウィメンズカウンセリング松山スタッフ　豊島 美知さん

第 1部

13：00～15：00時 間

子どもの遊びと遊び場のこと
みんなで考えよう

定員30名第 2部

NPO松山冒険遊び場みんなだいすき！

トークショーのみ、往復はがきに住所・名
前・電話番号を明記してご応募ください。
（1人につき1枚）　　　※応募多数の場合、抽選

〒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 event@coms.or.jp
HPアドレス http://www.coms.or.jp

お申し込み方法 お申し込み先

申込締切　平成24年１月20日（金）必着

参加無料
（一部参加費必要）

託児（定員15名・１歳～就学前）希望者は子ども
の氏名（ふりがな）、年齢、性別を書いてお申し
込みください。ただし、１イベントにつき、お子様
一人200円が必要です。（定員に達し次第締切）

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。

その他のイベントは
電話・FAX・Eメールで申し込み可


