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ぶ轟よ
～ 大tDなのは聴くこと、話すこと ～

受講しようと思った理由 (わ け)

吉田 :男の生きかたセミナーを受

講されたきっかけは?

和田 :仕事に肩の力が入りすぎて

いて、会社以外の人間関係が不足

していると自分でも認識していま

す。セミナーを通して自分の意見

を発信し、人生の先輩方の意見も

仰ぎたいと思いました。しかし、妻がこのセミナーを

勧めてくれなければ、矢□らずにいましたね。

中木 :私は過労で 30代半ばでパニック障害 (神経性

の病)に陥り、周りの環境ががらりと変わる体験をし

表した。その時、妻は病気のことを軽く流してくれた。

そのことがすごく私にとって楽でした。5年間に及ぶ

治療の末、ほぼ完治、この間の整理がしたかったのとヽ

自分と同じような経験 (ス トレスに押しつぶされて体

調を崩す)をされた方に自分なりのア ドバイスができ

ればと思って参カロしました。

本谷 :私は企業人間だと思っています。30年近いサ

ラリーマン生活で会社の組織が今の自分を構成してき

たのかなとも思います。間違いなく迎える定年後の暮

らしについて、このままで良いのだろうかと常々思っ

ていたので、広報紙を見て自分で応募しました。

吉田 :男性で仕事が忙しい方は、なかなか広報紙を見

る機会がないのでは ?

本谷 :仕事に結びつくこともあり、三田市の広報紙は

とても興味深く見ています。

吉田 :や っぱり仕事につながるんですね。

大坪 :20年前に、いつものようにスポーツで汚れた

洗濯物を妻に渡したところ突然拒否され、その後自分

で洗濯をするようになったものの、最近また「あなた

の生き方は間違っている」と指摘されました。なぜと

自分にP。3いただしたところ、心のP03題 であることに気

づきました。そんな中、妻が倒れ「あなたのせいだ」

と追い討ちをかけられました。病院の待合室でこの講

座を妻から矢□らされ 、「申し込んだら?」 と言われ申

し込んだ私を見て、妻は喜んでいました。

鶉平日は仕事、休日は良き夫、

修30代で病気。“男のこけん"

鸞典型的な仕事人間、退職

艤男のこだわり、その で

鯰男はもつと生活力を、女は

仕事LIA外 の鮎生活も大tDに
吉田 :講座を受講されての率直な感想を。

大坪 :会社人間の延長で、人前でイイ格好をしてしま

う自分を客観的に見ることができました。様々な考え

を持った人の根本を見直すいい機会だったと思います。

本谷 :会社人間と自分で言いながらも、家族のことは

常に考えているし、パー トナーと共生をしていないよ

うだけれど 実ヽ際はしているのではないかと思います。

和田 :過去に上司から「男は仕事

だ」と言われ反感を持った覚えが

あります。仕事以外の私生活も生

きていく上で大切だと思います。

中木 :調理実習では、料理は段取

りだということにビックリ、何も

できないままで1亡殺された自分が

そこにいて感じたことは、実は妻に食べさせてもらっ

ていたんだということです。

家事は生活テクニック
吉田 :そうなんです。家事というのは技術であって、

生活テクニックなんですよ。そこで、ご自分の仕事と

生活の時間配分を確認してみてください。どれだけ家

庭の時間を持っているかで、男女共同参画社会という

新しい枠組みに適用できるタイプなのかどうなのかと

いうことがわかります。

中木 :病気をする前は、9対 1の害」合で仕事人間でした。

今の意識の上では 5対 5(らいですが、時間配分を考

えると、まだ 2害」程しか家庭時間をもっていませんね。
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良き父親に専念。(和田)

言つてられない。(中木)

“力を抜いて生きようよ"を テーマに調理実習七含めた

3回 にわたる講座を終えて、各世代の男1性参加者の座

談会を覗いてみました.司 会進行役 lよ今回の講師、フリ

…ライターで家事としての男の手料理研究家の吉田清

彦さんです.参加されたのは、和田弘二さん (30代)・ 中

ホ厚さん件0代 )日 本谷孝文さん (50代)・ 大坪学さん (60

代).

―する場面に遭遇じ、その時点で気づくことが多くあ

りましたね。妻からの助言の積み重ねだとも思います。

和田 :自 分なりの男のプライ ドは 6点だと思います。

中木 :現時点では 5点です。病に

伏せてから、自分の体のことを第

―に考えて、“男のこけん"なん

ていっている場合ではないことに

気づきました。逆に肩の力を抜い

た方が仕事も好転するようになり

ました。

吉田 :“力を抜いて生きよう"と いうことは、マイベ

ースで生きようということになるかもしれませんね。

吉田 :今回、料理をやってみて、今後どの程度家庭で

実行できそうですか。

和田 :学生時代の調理実習を思い出しました。興味が

持てたので、子どもたちと一緒にやってみたいですね。

吉田 :や ってみればいろいろな発見もあるので、料理

だけでなく、家庭の中での仕事を増やしていってくだ

さい。

中木 :段取りを会得するまでは、妻を助けることはで

きないなあと実感しました。もう少し練習が必要です。

本谷 :実はポテトサラダとカレーは得意料理なんです。

今回の料理実習も含めレパー トリーを確実に増やして

いきたいと思っています。

大坪 :魚や鶏をさばくことはできるのですが、今は切

身で売っているので出番がないんです。それに片付け

を□出しされるとやりづらいですね。そんなこんなで

料理に関してはとてもギャップがあるんですよ。

吉田 :家事能力は家族皆が持つべきで、妻が一人で全

部やってしまうことは他の家族の能力を奪ってしまっ

ていることになります。できるようになるまで、おつ

れあいに□も出さずに、手も出さずにしばらく待って

もらうことですね。

後は生活人間に。(本谷)

クリアーしてきた。(大坪 )

もつと経済力を。(吉田)

和田 :平 日と体日の時間配分はかなり違います。自分

の信念として、休日は一切仕事のことは考えず、良き

夫、良き父親になる努力をしていますので、トータル

すると7対 3でしょうか。

大坪 :現役時代はほとんど仕事で、退職後も趣味の時

間に費やすことが多く、家庭時間は 2害」ですね。

本谷 :95%は仕事人PB8ですね。これは定年まで仕方

がないことだと自分に言い間かせています。その後は

生活人間に必ずなると、今から自治会活動など積極的

に参カロする努力をしています。

吉田 :III役時代の全力投球は仕方がないと害」り切る考

えを少し改めて、助走期間を持って徐々に時間配分を

して、定年退職までに 5対 5になる努力をしていか

ないと、周りはすでには受け入れてくれません。10

年くらいかけて、しだいに活動範囲を広げていく必要

があります。

男 の こ だ わ り を ク リ ア し て 気 づ い た こ と

吉田 :こ のス トレス社会の中で自分の35み を打ち明け

られるかどうか、男らしさへのこだわり度を 10点満

点で自己採点してみてください。

本谷 :8点ですね。

吉田 :やはり捨てがたいものですか?

本谷 :いや、捨てられると思うのですが、人の目を気

にしてしまいますね。妻に対しても、なかなか□に出

して感謝の気持ちを言えないでいます。

大坪 :6点 までになりました。ここまでなるには葛藤

の末 10年ほどかかりました。度々こだわりをクリア

家事能力は当が l寺 つべき
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そう思う どちらかといえばそう思う

■「言葉で言わなくても夫 (妻 )には私の気持ちがわかる。」

どちらかといえば
そう思う どちらかといえばそう思う    そう思わない  そう思わない 無回答

20       40       60       80       100(%)

(三田市男女共同参画に関する意識調査 :平成 11年実施)

夫婦で共有する時FD5を もとう

吉田 :そんなことも含め、仕事や家庭のことについて

普段から、おつれあいとは会話をされますか。

中木 :最近は体のことでよく話をしますね。つらい時

には、35音 をかなり吐きました。

吉田 :夫婦にとって、共有できる時間が持てて、ある

意味、いい機会でしたね。

和田 :今は子育てのため、以前ほど時間はとれないで

すが、携帯電話などの手段を使って会話する時間をつ

くり出しています。

大坪 :あらゆることを話しますね。

ケンカした翌 日も普通に会話が

あることはありがたいと思 って

います。過去に妻が働きたいと

言 った時点で反対 しましたが 、

妻と同じ年代の働いている女性

が人間関係をひろげていること

に気づいて、後悔しています。

吉田 :それは今となってわかることですよね。女性もお

金だけでなく自分を試したいとも思っているんですよ。

本谷 :り吊りが遅いこともあって、あまり話すことはありませ

んね。でも、講座のことを話しました。妻は365日家事を

しています。月に 1度位はやってほしいと言われました。

吉田 :それは、定年後、4布いですね。とりあえず、母

の日、次に誕生日と徐々に増やしていけばどうですか。

本谷 :こ れからは共通の趣味などを探して、話す機会

を持つようにしたいと思います。

吉田 :今回の講座は 、参カロ者の 3分の 1がおつれあ

いからの申し込みでした。こんな状況からも、妻の発

言を受け入れるような夫婦間に、世の中も変わりつつ

あり、お互いが向き合えるようになってきたのかなあ

なんて思います。この座談会が夫婦で話し合えるきっ

かけになるとうれしいですね。

野 1警,F勘
｀
 咄

‐

‐「勇らしさJIう .てなんだろうと、あらためそ
―
考えそ

みよう。|そう.すう4‐、「決断力」「行動力」|「強さ」
などtどれをとう|て も、本来は、ある局面におい.て

―
男

女に関係なく人として求められるものであることがわ
かる。ところが、「男は強くなけねば」と思い込んで
いる人は多い。時には能力以上のものを求められても、
男たちはそれに応えようとする。そんなふうにして「が
んばり」が過ぎると、自分を責めたり追い込んだりし
て、過労死や過労自殺に至ることになる。一方、それ
が他者に向かうとき、弱いものに対する性犯罪やDV
となって現れることになる。
男たちはなぜ、そんなにまでしてがんばるのかとい

うと、「男は家族を養つてこそ」という「男らしさ」
にとらわれて夫婦で性別役割分業をし|ているので、一
家の稼ぎ手が夫一人しかいなくてt男はしんどくても
体めないからである。だから、稼ぎ手は二人にしてリ
スクを分散したほうが、家族全員が安心して暮らして
いけるのではないだろうか。「男はもっと生活力を、
女はもつと経済力を」というのが、これからの社会の
キーワードである。

人 生 、 自 分 も 日 り

吉田 :最後になりましたが、何かひ

と言ずつお願いします。

本谷 !女性にとっての職場環境は、

結婚、出産後も働けるよう産体制

度を始め確実に整ってきています。

女性がイキイキと過ごせる社会

というものは 、実は男性も元気

ではつらつと生きていけるように思いますので、自分

も波に乗り遅れることのないように努力していきたい

です。

吉田 :ご自身の考えと、次の世代の許容度という点か

らも、新しい考え方を広げていく必要がありますね。

大坪 :頭を柔らかくして、自分だけということではなく、

人生を楽しみたいです。

吉田 :そうですね。せっかくの人生ですから、本人も楽しく、

周りの方も楽しく、お互いに気持ち良くということですね。

和田 :自 分としてはス トレスをためないためにもワー

ク・ライフバランスを重視して、楽しみながら健康管

理をしていきたいと思っています。

中木 :今、様々な世代で世の中に閉塞感を抱いていま

すが、私は 10代 20代の人たちへ言いたいです。 40
代にはそれなりの人生の楽しみがあります。だから、安

心して歳を重ねていってほしいと。そして、この先も同

じようなことを言えるように心がけていきたいです。

吉田 :その時、その時に自分が輝いていればいいので

す。顔のしわは、その人の年輪みたいなものですよね。

カロ齢にはカロ齢なりの素敵さがありますので、それを再

発見してみてください。

体 (N=856)

1生 (N=406)

1生 (N=449)

も楽しく

「男の生きかたセミナー」
を受講している間、

子どもは一時保育に。


