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人生は自分でカスタマイズするから面白い
〜父親であることを楽しむ生き方を！〜
あん どう

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン代表理事

てつ

や

安藤 哲也 さん

最近は育児に積極的な男性
（イクメン）
が増えていま

そして男性が「父親力」を磨くには、頭で考えるだ

す。そうした価値観はごく当たり前のものになってい

けでなく実践・経験こそが大事です。子どもが乳幼児

ることでしょう。父親が子育てに参画すれば、これま

の頃は、オムツ交換や保育園の送迎など日々の泥臭い

で見えなかったことが見えてきます。家庭においては

営みをこなし、学齢期には学校や地域の活動にも積極

子どもの健全な成長はもちろん、家族や夫婦の絆がよ

的に関わる。そうやって自然に鍛えられた「父親力」

り強まったり、男性が家事に勤しむことで生活力が磨

は必ず外見をも輝かせてくれる。17年間にわたる子育

かれ、
将来もし一人で暮らすことになっても安心です。

ての中で、私はそう確信できたのです。

子育てに主体的に関わることがこんなに「いいこと

では「楽しい父親」とはどういう人でしょう？私が

づくめ」なのに、残念ながらやはりまったく興味がな

子育てをする中で出会い感化され、よき手本となった

い男性はまだ多い。そもそも「父親を楽しもう」なん

父親たちの姿はこんな風でした。

て発想すらない。男は外で働き収入や地位を上げ、家

①家族を一番大事にする、②子育てを楽しんでいる、

族を養うことだけが父親の役割だと思いこんでいる男

③自分らしさがわかっている、④生活感覚が身につい

性はまだ少なからずいるのが現状です。

ている、⑤自分のことは自分でできる、⑥家や会社や自

そういう私も20代の頃は好きな仕事に没頭し、子ど

分に引きこもらず、常に意識が他者や社会に向いてい

ものことも特に好きではありませんでした。でも35歳

る――。こんな地に足の着いた大人の男性こそが、私

で娘が生まれたとき、直感的に「育児は義務ではなく、

たちファザーリング・ジャパンが目指す「カッコいい

楽しい権利なのではないか？」と思ったのです。子ど

パパ」なのです。そして、自分の人生を肯定し楽しん

ものいる暮らしを家族や地域で目いっぱい楽しみた

で生きる姿を子どもに見せること。これは父親の役割

い。
そうやって主体的に子育てに関わることで、
ひょっ

としていちばん大切なこと。つまり子どもの幸せを願

としたら父親として、大人として、地域社会の一員と

うなら、まずは父親自身が進歩しなければならないと

して自分が成長していけるのでは、という予感があっ

いうことです。

たのです。

それともう一つ大事なこと。ファザーリング・ジャ

そのためには独身の頃と同じことをしていてはダメ

パンでは「家の中の良い父親を目指すだけでなく、地

だ。まずは「男は仕事。女は家事・育児」といった古

域でも父親を楽しもう」と、全国のパパたちに呼びか

い役割分業の価値観を捨てる。つまり自分の中のＯＳ

けています。というのも父親が地域活動にかかわると、

（オペレーティング・システム）を入れ替えねばと悟

いろいろな意味で貢献できることがあるからです。

りました。実際、子育てにはいろいろなソフトが必要

私も若い頃は「地域」についてそれほど深く考えま

で、それを円滑に稼働させ、夫婦で育児を楽しむため

せんでしたが、子どもが生まれてからは「町の一員」

には、古くて堅い父親（夫）像を追い出し、自分こそ

としての意識が高まり、こうした活動を地域の「パパ

が新しい父親モデルになるくらいの強引なＯＳの入替

友」と続けてきました。自分の子どもの幸せを願うだ

え作業（意識改革）が必要だったのです。

けでなく、町に住むすべての子どもたちの将来にとっ
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安藤 哲也（Ando Tetsuya）
●プロフィール
1962生まれ。３児の父。父親支援のNPO法人
ファザーリング・ジャパン代表理事。
「Fathering＝父親であることを楽しもう」とい
う考えを持つ若い世代の父親を応援することを
通じて、働き方の見直しや企業の意識改革、次
世代の育成までを目標にさまざまな事業を展開
中。著書に『パパの極意〜仕事も育児も楽しむ
生き方』（NHK出版）などがある。

てより良い環境を残そうという意識を持てれば、父親

になれません。男は仕事だけして給料を運んでいれば

たちだっていろいろな課題に気づくはずです。それが、

よい、という概念はただの刷り込み、前時代の遺物で

「パパのシチズンシップ」。高い意識と能力を持った父

しかないのです。
「ワーク・ライフ・バランス」も「仕

親たちの存在によって、家庭や地域での暮らしや子ど

事か、生活か」のどちらかを取る二者択一ではなく、

もたちの未来が希望に満ちたものになっていけば、最

仕事も子育ても諦めずにすべて楽しめるように自分な

高ではないでしょうか。

りのハッピーバランスを考える「寄せ鍋的人生」でい

親になって地域に関わってみて、子どもの成育環境

ることが大事です。目指すは「バランスのとり方」で

が激変したことも実感しました。昔の子どもは地域の

はなく、育児も仕事もやってみたことから生まれる相

中でたくさんの大人に見守られながらのんびりと成長

乗効果（ワーク・ライフ・シナジー）こそが大事なの

してきました。でも今は違うのです。地域に多様な大

です。

人（特に男性）はいない。家庭でも親の意向や都合に

これからは自分の中のＯＳを入れ替えて、自身の働

合わせ、子どもたちは常に時間に追われる生活を強い

き方や子育ての仕方を見直し、子どものいる暮らしを

られています。だからこそいま父親の存在が、昔以上

楽しむことで父親だって楽しい人生を送ることができ

に大切なのです。

るのだと考え、生き方の見直しを一度図ってほしい。

「父親は背中を見せていればいい」
。昔堅気の父親は

そして自分の人生を肯定する父親の笑顔こそが、夫婦

よくそう言います。昭和ひと桁生まれの私の父もそう

間パートナーシップや子どもの自尊心を育むのだとい

でした。威厳だけを見せて育児をやったつもりでいた

うことを認識して、父親であることを明日からもっと

のかもしれません。しかし今の揺らぐ子育て環境をみ

楽しんでいきませんか。

たとき、その古い考え方では無理が多く、おそらくハッ
ピーな親子関係は築けないでしょう。だから、たまに
見る父親の頼りない「後ろ姿情報」だけでは不十分。
これからの父親は背中だけでなく子どもに「表側」も
見せていかなければなりません。それは、家族ととも
に人生を前のめりに楽しく生きるかっこいい父の「笑
顔」です。共に食卓を囲み、楽しかったら声を出して
笑う。これこそが誰にでもできる、最も基本的な父親
力ではないでしょうか。
男性にとっても女性にとっても社会的な仕事に就く
ことは大切ですが、もはや多くの男性に見られるワー
カホリック（私生活を犠牲にした働き方。仕事中毒）
な仕事一辺倒の生き方では自分も周囲（家族）も幸せ
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働くオトコの本音トーク
〜僕たちの理想と現実〜
家事・育児・妻との関わり方
―島根の男性はどう思ってるの？
この夏、江津市を会場に20代〜40代の働く男性を対象とし
て、これからの男性の生き方を考える３回連続セミナーを開催
しました。第２回では男性の家庭参画と夫婦のパートナーシッ
プをテーマに、安藤哲也さんの講義の後グループトークを行
い、家庭生活での課題や悩みを出し合ったり、これからの意気
込みを語りあいました。ここではその中で語られた男性たちの
声を紹介します。仕事と家庭生活の両立をめざして「男らしさ」
や「男はこうあるべき」にとらわれない自分らしい生き方を模
索する男性たちのリアルな姿が浮かんできました。

▲講師も交え、車座になってのグループトーク

●実家暮らしで、家事は母親がやっている。自分は風呂洗いくらいはする
けど、家にいる以上は何かしないと…という後ろめたい気持ちがあるから
で、実はやらされている感が強い。父親は全く家事をしないので、それを
反面教師にして将来は家庭参画するかっこいいパパになりたい。
（20代）

ݢ
߫ƙƲƚƇ

●将来結婚してパパになったら、妻へのねぎらいの気持ちをもって一緒に
子育てを楽しめる家庭をつくりたい。
（30代）

●自分は妻に不満はないけど、妻はどう思っているかわからないから怖い。
もし不満や思っていることがあるなら話してもらいたい。
（20代）
●先輩パパの話を聞いていたら、子どもが小さい時ほとんどおむつ替えを
したことがなかったという人が多くて、やってみればよかったと後悔や反
省をしている人もいた。だから自分はもし子どもが生まれたら、進んでお
むつ替えをやろうと思っている。今は夫婦二人の生活で、家事を役割分担
してやっているけど、自分の担当する家事を一つ増やしてみようかなあ。
（30代）
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少し先ゆく
先輩から

子どもが成人して子育ても一段落したが、子どもが小さいころは毎年必ずキャンプ
へ行っていた。コミュニケーションが深まり家族で楽しめる趣味をもつのはおすすめ。
今の夢は、妻ともう一度新婚旅行の場所に行くこと。そして、いずれ生まれてくるで
あろう孫とキャンプにいくこと！（50代）

●妻が産後５ヶ月。今は体調的にも精神的にもつらそうで、産後うつに近
い状態のような気がする。妻に対して気を配り、少しでも楽しく過ごせる
ようにしてあげたい。
（30代）
●子どもが生まれたばかりで、まだまだ夫婦手探りの状態。最近妻に「あな
たはいつも答えばかり求める」
と言われた。
男性は問題解決しようとするタ
イプが多いというが、
自分もその典型だと思った。傾聴と共感を心がけて、
妻の気持ちを察することのできる思いやりあるパパになりたい。
（30代）

ւݢ
߫ƙƲŲƺ
ÉఠࠒÊ

●自分なりに家事育児をやっているつもりだったけど「今週はゴルフに行
きたいからこれやっとこうかな」みたいに見返りを求めてしていたことに
気づいて反省。（30代）

●子どもは何もしなかったら母親の方へ行く本能があると思う。だ
から打倒本能！で産む以外のことは何でもやってきたつもり。ずっ
と子ども中心だったので、最近ふと妻との関わりがおろそかになっ
ていたことに気づいた。（30代）
●夫婦関係において「お父さん」にならないよう気をつけていて、
子どもがいないときは名前で呼び合っている。（30代）
●仕事で疲れて帰ってきて、家で妻や子どもの話を聞くと必ずリア
クションを求められるので聞こえないフリをしていた。そのことに
妻は気づいていてよく怒られる。もっと家族とのコミュニケーショ
ンを大事にしなくては。（40代）

ւݢ
߫ƙƲŲƺ
É࣡ԁধ〜ܿܘধÊ

●自分は典型的な男尊女卑、
亭主関白タイプ。
妻からは
「あなたに意
見できる人はいない」
と言われる。
今は家庭のことは妻任せだけど、
時代も変わって熟年離婚で妻に捨てられるのも嫌だし、少しは家の
こともやってみようかなと思った。これから始めてみるか。
（40代）
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リ レ ー コ ラ ム vol.６

男女でコミュニケーションの取り方が違うのか？？？
男女共同参画の仕事に就いて18年。当初は女性を対象と

と、決してそうではなく、こちらが話しかければ笑顔で応

した事業が大半を占めていたが、近年、男性や学生向けの

えてくださる男性たちに、ますますこの現象が不可解でな

講座を行うようになり、関わる人たちの属性も幅広くなっ

らなくなった。
知らない人に話しかけることを躊躇する理由の一つが、

ている。
中でも、地域で行っている男性向けの連続講座で、これ

自分自身が話下手だと思っているからだとすると、面白い

までに見ることがなかった現象に遭遇することがある。そ

話ができない、話を盛り上げることができない、相手を楽

の現象とは、講座開始までの受講者の様子で、通常、開始

しませることができないと思い込んでいることで、せっか

30分前から受付を始めるが、どちらかというと中高年の女

く講座に参加したのに、色々な人と知り合って人脈の幅を

性が多かったこれまでの講座では感じられなかった空気

広げ、積極的に外の世界に踏み出す機会が活かせないでは

が漂っているのである。さらに観察を続けてみると、順次

ないか。

会場に入った男性たちは言葉を交わすことなく、静かに開

心理学的な考え方・見方の一つに

男性性と女性性

と

講を待っている方が多く、見知らぬ人でも隣に座れば近頃

いうものがあり、これは男でも女でも、心の中に男と女の

のお天気やどこから来たかなどを話しだし、急速に距離を

部分を持つという意味で、対人関係に意外な影響を及ぼし

縮める女性たちとは明らかに他者との関係の持ち方が

ている要素と見ることができるものだが、この現象の根っ

違って見える。

こにあるものがジェンダーに関係するのではないかと、つ

連続講座なのだから、初回はそうであっても２回目以降

い分析してしまうのは職業病なのだろうか。

は会話があるだろうと思いきや、この空気は最終回まで持

公益財団法人しまね女性センター

ち越されることが多い。人と関わることが嫌なのかという

事業課長

福

間

祐

子

データで見る男女共同参画⑥

この数字
ご存じですか？

1時間36分

これは、島根県の夫婦と子どもの世帯のうち、６歳未満の子どもをもつ夫の１日の家事関連時間（週全体平均）です。
家事関連とは育児、介護・看護、買い物等を含みます。都道府県別に見ると、秋田県が最も長く、岩手県及び埼玉県が続き、
島根県は全国で４番目となっています。平均は１時間07分で、平成23年度までの過去15年間の推移を見ると増加が続い
ており、平成８年度調査の38分から比較すると倍近くにも増えています。時代や生活環境の変遷とともに、男性の意識
や家庭との関わり方が少しずつ変わってきていることがうかがえます。特に島根県の場合は全国上位であることに加
え、妻の家事関連時間との対比からみても、他県に比べ男性の家庭参画が進んでいるといえるでしょう。とはいえ妻と
の差は約4.7倍、全国平均では約７倍もの差があることから、日本では家事関連の多くを妻が担っているのが現状です。
欧米諸国の夫の家事関連時間は概ね３時間前後で、国際的に見ても日本の夫の家事関連時間は極端に短いといえます。
国はこれを2020年までに２時間30分とする目標を設

夫

定していますが、実現するためには、性別役割分担や

順位 都道府県

慣習、男性の片働きを前提とした働き方を見直すなど、
女共同参画かるた（注）の札の一つにも「家事育児
かち合うから

わ

パートナー」
（図参照）とありますが、

家族がお互いの価値観や環境の変化に応じて分担し
あえるよう、まずは家庭内で話し合うことから始めて
みましょう。
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（時間・分）

（時間・分）

国

1.07

7.41

１

秋田県

1.44

7.37

２

岩手県

1.37

8.10

２

埼玉県

1.37

8.06

４

島根県

1.36

6.43

５

徳島県

1.33

7.28

全

男性が家庭参画しやすくしていくことが必要です。男

（注）平成22年度（公財）
しまね女性センター作
成、イラスト 玉井 詞

妻

家事関連時間 家事関連時間

平成23年 社会生活基本調査（総務省）

講座レポート
《平成 26 年度 男女共同参画お届け講座（隠岐の島会場）》

「今を生きるために学ぶ！私の人生のたたみ方〜エンディングノートから始める終活術〜」
●とき：10月４日㈯

9：30〜12：00

●ところ：隠岐の島町ふれあいセンター

〔主催：隠岐の島町、島根県、
（公財）しまね女性センター〕

講師：たけだまるみさん（企画編集室「ゆじょんと」主宰）

●出版プロダクション勤務、世田谷区社会教育指導員を経て、1995年有限会社企画編集室
「ゆじょんと」を設立。マイノリティのための葬送準備ノート「My Will Note」を1996年
に発表。また、フェミニズムの視点が入った葬送講座を東京、広島、熊本などで開催。スロー
ライフを目指して2006年から広島市在住。

いざ書くとなると
難しいなぁ…。

近年、ライフスタイルの多様化等により、自分の人

勢や意欲を得る

生をどう締めくくるか、終活注１ というフレーズをはじ

ことができまし

め、エンディングノート

の活用の仕方等が注目され

た。また、「My

ています。この講座では、講師のたけださんが作成し

Will Note」を

たオリジナルエンディングノート「My Will Note」（私

通して、従来の

の遺思（のこすおもい）のノート）を使って、実際にノー

家族を単位とし

トを書くワーク等も交えながら、終末期や葬送等は家

た社会から、個

族で考えるべきものという風潮や従来の固定観念にと

人を単位とした

らわれず、男女共同参画の視点で人生を最後まで自分

社会へ転換する必要性を解説いただき、改めて個人が

らしく、豊かに生きることについて考えました。当日は、

一人の人間として尊重される社会の実現に向け、男女

隠岐の島町全域から50〜70代を中心とする方々が、意

平等について考える契機となりました。さらに、墓地を

欲的に参加されました。

巡る事情（家墓・個人墓や無縁墓の実態）や葬送を取

注２

い し

▲ワーク「My Will Note」にチャレンジ！

ひとことに終活と言うとマイナスイメージの方が強

り巻く現状（散骨、樹木葬の増加等）、葬儀会社との付

くつきまといますが、たけださんから「書き進める中

き合い方など、豊富な情報を提供いただき、不安のな

で自分と向き合い、人

い新たな社会のあり方を検討していくことが重要であ

生を積極的に生きる

ると再認識した講座となりました。

きっかけに繋げること
ができる」とお話いた
だき、参加者のみなさ
んとともに、自分らし
▲約50名の参加者が熱心に聴講

※注１「終活」…人生のエンディングを考えることを通じて自分を見
つめなおし、今をよりよく、自分らしく生きる活動のこと。
※注２「エンディングノート」…自分にもしものことがあった時のた
めに、伝えておきたいことをまとめておくノートのこと。

く生きようと考える姿

＼参加者の声／ ■日々なんとなくダラダラと過ごし

たけださんオススメ本

ているので、何とかせねば！と感じた。■自分のこれか
ねばいけないと思った。エンディングノートの必要性を
実感した。■いずれおとずれる終末をいかに過ごすべき
か、また満足した終末を迎えられるかを考えさせられた。
■娘たちが本土にいる。娘に迷惑が掛からないように、
その時に向けて準備をしていきたい。■息子が都会で生
活しているので、墓は持たないと決めている。夫も同じ
考えだが、どういう形で行ってよいのか分からなかった
のでとても参考になった。

ぶたばあちゃんと孫むす
めのお別れまでの日々を
綴った心温まる一冊。ぜ
ひ一度読んでみてくださ
い！

「ぶたばあちゃん」

▲

らを見据えて聞くことができた。■今出来ることを考え

（あすなろ書房：1995年）
マーガレット・ワイルド／文
ロン・ブルックス／絵
今井葦子／訳
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るーの

活動報告

これからが面白い！ 第２の人生
〜退職後を地域で楽しむために〜
今夏、あすてらすで開催された団塊世代の男性を
対象とする「輝くシニアになるための男の生き方セ
ミナー」
（全3回）を受講しました。セミナーの第
１回では、私たちの退職後の余暇時間は、なんと８
万時間と知らされました。その時間を充実させるた
めに、現在・３年後・10年後について、３つの領域（個
人・家族との関わり・地域社会との関わり）での目
標をそれぞれ記入せよと言われた時は、何を書いた
らいいのか空欄ばかり、ただ「ボランティア活動」
としか書けませんでした。私は62歳で退職し、大好
きな故郷に帰ってきて９年になります。故郷を離れ
て何十年、地域の皆さんの顔と名前を覚えるために
始めた様々なボランティア活動。それを続けてはい
たものの、今までは何となく、重い病気をせずに80
歳位までなんとか生きられればいいかな…くらい
にしか考えていなかったことに気づきました。そこ
で私は、なかでも１年半続けているラジオ体操（現
在１カ所約20人）について、３年後には３カ所、そ
して将来は町内全体に普及することを新たに目標
としました。セミナーで人生再設計について考える
中で、地域の行事に積極的に参画し、みんなで楽し
み、自分を磨きたいという想いが強くなり、活動を
ともにする同志、協力者を集めること、地域での仲
間作りの大切さを改めて感じました。
また、友達ともよく話すのですが、これからの男
性は１週間のうち少な
くとも１日は炊事、洗
濯、掃除をするなど、
今までの役割分担に固
執せずにお互いが協力
して尊重しあうことが
大切だと思うのです。
▲調理実習で野菜を切る工谷さん（写真右） 私の周りでも、妻の急

▲セミナーの講師、仲間たちと一緒に

な病気により台所に立つことになり、炊飯器はあれ
ど「お米の研ぎ方は？」…から始まり、電子レンジ
の使い方がわからない、てんぷらが真っ黒に…等
困っている男性がいます。日頃から家事に関心を持
ち、いざというときに困らないように、男性も進ん
で台所に立って腕をふるい、料理を楽しみたいと思
いました。私の料理は自己流でなんとかできる程度
ですが、第２回の調理実習で基本を学べたことは大
変有意義で、受講者のみなさんと作った料理はおい
しかったです。
学びと楽しい時間を共有したセミナーの仲間たち
と、これからも一緒に何か活動できれば･･･そんな
想いからOB会を立ち上げることになり、世話人の
一人となりました。例えば、料理教室を定期的に開
いて、自分たちで献立決めから材料の買い物をする
のもいいなあと考えています。新鮮な野菜や肉の選
び方、献立にあった材料選び、材料の単価等、今ま
で気づかなかったことがたくさんあると思います。
メンバー一人ひとりがやりたいことを提案しあい、
主体的に活動できるOB会にしたいです。これから
の人生、あまり人の目を気にしないで、一日一日を
楽しく、自分らしい生き方をしたいものです。
く たに

男の生き方セミナー OB会 世話人 工谷

★追記

あきら

彰（大田市）
すい ゆうかい

OB会はこのたび11/１㈯に「おおだ粋遊会」
（会員11名）として正式に発足しました。

島根県立男女共同参画センター
至 江津

国道９号
J R山陰本線

至 出雲

J R大田市駅

ファミリー
デパート
パル

〒694−0064 大田市大田町大田イ236−4（JR大田市駅西隣）
TEL 0854−84−5500㈹ FAX 0854−84−5589
ホームページアドレス http://www . asuterasu -shimane . o r . jp/

利用のご案内
大田市民会館

誰 でも 気 軽 に 利 用 できます !

●開館時間／ 9：00〜19：00
（貸出し施設については21：00まで）

●

●休 館 日／毎週月曜日・国民の祝日、
年末年始
（12月29日〜1月3日）

発
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