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特集

メゾン・ド・アイアムの家事論争
〜妻の言い分〜

茶碗を流しへ持っていくことも

大正生まれだった舅が、家事

できない夫。かつて改善を試みた

をなんでもやる人だったので、夫

そのくせ、
『箸の位置』だの『盛

がムダだった。言えばやってくれる

も当然のようになんでもしてくれ

りつけ方』などうるさい。まあ、

が、自分で気づこうとしない。たと

る。

最近はそんな夫のコントロール

えば、玄関にゴミ袋があってもまた

（50代、妻）

いで出ていくような人。

家事はいっさいやらない夫。

方法もわかってきたが…。キャ
ンプの片づけなど好きなこと

（50代、妻）

はちゃんとやる。
（30代、妻）

夫 は 家 事 はいっさい 手 伝わ

自営の飲食店を夫婦でやって

夫は何も家事ができない。私

ず、私の帰りが遅いと、ご飯を食

いる。なのに、夫は家事をいっさ

が体の具合が悪い時作ってくれ

べずに待っている。少しくらいは

いやらない。フェアじゃない！コッ

たのは、カップ焼きそばだった。

手伝ってほしいのだが…。
「ご飯

クだから、家ではよけいに料理を

彼にできるのは湯を沸かすこと

を作ってほしい…。」と言うと、高

やりたがらない。

だけらしい。そのかわり家事に

校 生の 娘 に「お 前 が や れ！」と
振っている。

（40代、妻）

（40代、妻）

はうるさくない。でも、おいしく
ない料理は黙って残す。
（40代、妻）
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私は長年メゾン・ド・アイアムの管理人をしている
がこのごろは様子が変ったのう。朝、夫がゴミ出しをし
ているのをよく見かけるようになった。家事について
妻たちはどんなことを思っているのやら。

共 働きなので、家 事 も進 んで

家族全員、言えば何でも手伝っ

やってくれる。ただ、女は子どもを

てくれる。夫は男には何もさせな

ほったらかしにしてまで仕事をす

い家庭で育ち、結婚後、少しずつ

るべきでないと二人で合意してい

再教育していったが、夫の実家に

る。結婚時の「外での仕事量に反

行った時、姑にしかられた。今は、

比例して、家事をする」という約束

夫の方がきれい好きなため、先に

あるものじゃのう。中には、なる

で、育休中は、夫は家事を全くし

掃除をしてしまうことが多い。
（お

ほどと思うものもあったのう。

なかった。職場復帰の時

願いやらないで、いま私がや

不 安だった が、き

るから…。）と思っているの

ちんとやって

だが…。

（40代、妻）

フーン、いろいろと言い分が

夫の方も少し考えを改めねばな
らんこともあるようじゃ。知り
合いで熟年離婚をしたものがお

くれた。

るが、その理由を、妻の方は「家

（30代、妻）

事を手伝ってくれない」と言う
が、夫の方は「家事を手伝ってい
る」と言う。どうもイメージに差
があるようじゃ。コミュニケー
ションが足らんようじゃのう。
夫はまあまあ協力的。ただ、

庭仕事はしてくれるが、これは

夫の実家へ行った時は親の目

好きだから…。他の家事はほとん

を 意 識して、あまり手 伝 わ な

どやらない。一人の時はしかたなく

い。
『男は仕事、女は家庭』と基

料理などをしているようだ。もっと

本はそれで良いと思うが、子育

してほしいのだが、年に数回料理

て環境が難しい現在「子育てを

したあとが大変。
「俺はやった。俺

妻だけで」と言われると、ちょっ

はやった…。」と…。（40代、妻）

と不安。

（30代、妻）
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子どもが思春期になっちゃった! ケータイはどうする?
編集員

「近頃のケータイって、すごいんですねえ。音楽聴いたり、ゲームをしたり、テレビを見たり、ネットにつ
なげたり、カメラになったり…。電話までできるんですねえ…。」

父

「???もともとが
電話ですが…。」

A

編集員

「ああ、失礼…。」
1

2

3

4

編集員

「ところで中学生のケータイは禁止すべきかどうか議論がありますが、みなさんはどうしてます？」

母

A

「中学に入るまでは、私のケータイを使わせていたので、使い方を把握できました。中学に入って、本人
用を買ったので、夜は居間に置くように言っています。初めの頃は相手をチェックしていたのですが、
ある日ロックがかかっていました。父親はケータイを持つこと自体に反対しています。」
（中１女子、母）

父

B

「中３の夏から持たせています。普段連絡を取り合う事はないのですが、誕生日や父の日にはかわいい
メールを送ってくれます。今の時代、持たせるのは仕方がないと思っています。」(中３女子、父)

編集員

「今までになにかトラブルはありましたか？」

父

「まわりの子はほとんど持っており、中学から持たせました。架空請求のトラブルがあって、消費者セン
ターに相談に行ったことがあります。」
（中２男子、父）

C

※１

母

B

「長男は高校から持たせました。チェーンメール を送ったら、その相手の親が怒って来ましたが、その
人が、学校へも働きかけてくれて、ＰＴＡで話し合いが持てたので結果的には良かったです。下の子は
クラスで２〜３人位持っているらしく欲しがりますが、与えていません。上級生になるとかなり持って
いるといいます。トイレでメールしているとか…。」
（大２男子、中１女 母）
※２

編集員

「チェーンメールは現代版『不幸の手紙』といった感じですね。プロフ は自分のことを親しい友人とだ
けやりとりしているつもりが、全世界に個人情報をばらまいてしまって、トラブルの元になっていま
す。
『壁に耳あり、障子に目あり』を肝に銘じなくては…。架空請求は『法的処置をとる』なんて言葉に脅
されてお金を払ってしまうもの。家出掲示板は出会い系サイトの新たな形。
『家出したので泊めてほし
い』なんて掲示すると、
『泊め男』が泊めてくれるというもの。もちろん犯罪の温床になっています。こん
なものにケータイから簡単にアクセスできてしまうんですね。」
※１チェーンメール……連鎖的（チェーン）に不特定多数へ送信するように求めるメール
※２プロフ………………主に携帯電話で利用されている、自分のプロフィールのページを作成できるサービス

いての
携帯電話につ
ル
家庭でのルー
・小6と中2では、
「インターネットに
ついて、使用を禁止したり利用内容
を決めている」が最も多い。

インターネットについて
使用を禁止したり
利用内容を決めている

53.9
40.4
14.3
41.5

守るべき利用マナーを
決めている

34.4
19.6
9.5

その他のルールを決めている

5.5
1.6
19.5

特にルールは決めていない

・高2では、
「特にルールは決めてい
ない」が最も多い。

29.4
54.0
0
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出典：文部科学省「子どもの携帯電話等の利用に関する調査」
（平成21年2月25日発表）
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ケータイを子どもが持ちたがっているときは、

一定のルールが必要ですね。まずはケータイは子ど
ものものではなく、親のケータイを貸している
という状態が望ましいですね。それから、時間や
場所、料金などで何らかの制限と、それをこえた

場合の ペナルティーを決める ということ。裏サイトなどに悪口

を書きこまないなどの マナーを教える べきでしょう。出会系・
アダルト系掲示板等を見せない フィルタリング機能 も有効です
よね。思春期は社会のルールやマナーを教える最後のチャンスだと
いわれています。
「ケータイを持ちたい。」と言った時がチャンスと
とらえて、子育ての仕上げをしましょうね！

相談窓口はこちら

警察総合相談室》
《福井県警察本部

TEL：#9110（24時間受付）

︵アラウンド ︶

アラ還世代の妻よりひと言

夫
妻

歳 今年 月に定年となり︑連日家にいる
歳 パートをしており︑土・日は休みだが平日の帰宅は夕方になる
︵嫁いだ娘に︑孫が二人いる︶

団塊の世代がいっせいに定年となり︑時間がたっぷりある
ようになった︒しかし︑この世代の男性は女性の家事を手伝
う事に抵抗を覚える人も少なくない︒

60

3

︽今回のひと言︾

いつまでも

あると思うな

内助の 功

妻が夫にゴミ出しを頼んでも﹁カッコ悪い﹂と断る︒それでも︑重い電気掃除機を
二階まで運んでくれるようになった︒
つまり︑
他人に見られることは抵抗があり︑
家
の中なら仕方なく少し手伝ってくれる︒パート中の妻は︑夫の昼ごはんの段取りも
して出かけているが︑昼食を食べた後の片付けはしてない︒洗濯ものを取り込むよ
うに頼んでも︑
週に一回くらいしかしてくれない︒
ところが︑
嫁いだ娘のことや外孫
のことは積極的に手伝う︒例えば孫の保育園の送り迎えは︑頼めばキチンと時間ど
おりやるし︑娘には何でも言うことを聞いてやる甘い父親なのである︒そのゆとり
と優しさを妻にも是非向けて欲しいと思う︒
娘や孫は嫁ぎ先の別の家庭がある︒
この世代は家事を手伝うのは男として恥ずかしいことだという思いがあり︑
その
先入観を取り除くことが先決かもしれない︒
将来の日本は絶対に高齢社会なのであ
る︒ 老老介護 ︵老人が老人を介護すること︶が目前になりつつある現在の社会に
おいて︑男性が家事をすることは︑高齢社会を生き抜く為にも必要なことなのであ
る︒

59 61
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Miho

人に良い影響を与えられる仕事を
したい。
今関心があるのは、親との関係性
。彼氏なし。

（21歳女性）

結婚はわからないなぁ。
どっちでもい

い。するなら27歳かな、なんと

なく。
子どもは、
いたらいたで楽しいと

思う。
いないならそれでいい。相

手がほしいといったら産むけど、
どっちにしても仕事は絶対続けた
い。
あ、でも子育 てに集中したかったら
（経 済的 に大 丈夫なら）辞めても
いいか
も。
家事・育児はちゃんと分担した
いな。
主夫はあり!相手がしたいなら
ぜひ。
…それにしてもなんでみんな結婚に
ついては真剣になるんだろう？

Rika

Kei

（22歳女性）

を築くことに
子どもがほしいのと、家庭
産みたいから、28 歳くら

いが 理 想。最 終 的に

能力を社会で試
仕事は続けたい。自分の
できる家 族 にしたい。主

夫は ありだと 思う

なってほしいなぁ。
育休を取れるような社会に

将来はあったかい家族を築きたい！
今一番の関心は年金とか就職。彼氏あり。

（22歳女性）

30歳ま
結婚は26〜27歳でしたい！子どもを産むことを考えて。

親が面倒み
子どもが できたら、
2人以上ほしいな。
でに１人は産みたいし、
てくれると思うから、働き続けるのもいいけど、辞めてもいい。とにかく夫
には働いていてほしい。家事とか育児は主に自分がしようと思う。
他人がしてい
主夫って、
やっぱ自分の育った環境が影響しているんかな。

自分の夫が主夫になるなんて考えられない！
るのはかまわないけど、

Shizu

（20歳女性）

自分に正直に生きるのがモットー。彼氏なし。

結婚はどちらでもいいけど、
老後のことを考えたら、した方が

いいか

なぁと思う。
結婚するとしたら28歳くらい。
子どもを産むなら2人はほしい
な。仕事は子どもができても続ける。専業主婦でやっていけるほ

世の中甘くないと思う。家事は好きだから、３割くらい手伝ってもらえ

Tatsu

たらいい。
でも家事をやってもらうのが当たり前って思われるのは嫌。

子ども がほしいから結 婚はした い。30

ど、

主夫はいいと思う！

（23歳男性）

上ほしい。結婚して子どもが できても 仕事は
たい。主夫はありだと思うけど、自分が 主夫

Aya

りたい。
将来は学校の先生にな
いきたい。彼氏あり。
海外旅行にもいっぱい

（23歳女性）

らさ

性と一緒に暮
どっちでもいいな。別に男
結婚はしてもしなくても
となく
結婚するとしたらなん
うから。
楽しい生活が送れると思
なくても、
いというなら産む
くないけど、相手がほし
28歳くらい。子どもはほし
ちろん 仕事は
子どもが生まれてもも
2人は。
１人っ子は寂しいので
かな。
いうもんでしょ？
がメインかな。やっぱそう
続ける！家事・育児は自分
なら全然かまわない。

相手がそう望む
主夫については、
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インタビューに答えた人た
いろいろ考えてはいるものの、
が影響を与えているようです。
になったとのこと。家事につい
は家事を分担してやっていこ
性別役割分業の意識は、女性の

りを大切にして、
いろんな人とのつなが
。彼氏の有無は内緒。
たい
献し
会貢
は社
将来

。20 代で１人 は

興 味 が あるから 結 婚したい
もが できても
2人はほしい。結婚して子ど
は自然に分担
し続け たいから。家事・育児
しい！男性が自然 に
し、育休は是非とってほ

Pepe

（22歳男性）

妹が2人おり、実家暮らし。彼女あり。

結婚はしたい！年は28歳くらいかな。僕自身3人兄妹だったから、自
続
分の子ど もも2〜3人 がいいな。結婚して子どもが 生まれても仕事は
けるつもり。共働きだったら家庭の仕事もフェアに分けたいけど、相手が
主
専業主婦を選ぶならある程 度は任せ たい。もし機会 があれば、自分が
夫になってみたい気持ちはあるよ。とは言っても、何しろ自分の就職 が
はっきりしないからなぁ。。。

Yo-suke

（21歳男性）

理科の教師になるのが夢。彼女は現在募集中。

子どもがほしいから、
早めに結婚したいな。30歳前後が理想。結
婚して子どもができてもお互い仕事は続けていたい。
子どもは自分たち
の親に任せることになるのかな。
でも、
もし環境 が整っていなけれ

ば、
子ど

もをみるためにどちらかが仕事を辞めなくちゃいけないよね。託児
所に預け ればいいやー、
っていうのはNG。
もしそうなった場 合、
僕が家

に

残るっていう選択肢もありかな。パソコンが好きだし、子どもをみなが
ら、
家でできるパソコン関係の仕事でも探そうかな。

Yoshi

将来は仕事頑張って、
なかよし家庭をつくりたい。彼女なし。

。彼女なし。

一人暮らししている
（23歳男性） 新潟県出身で、現在は

子ど もがほしい！結 婚や 子ど
33歳までに結婚して、35歳までに
ないよ。僕が主夫になるのは想像
もを理由に仕事を辞めるつもりは
育休とか、
ていくのが理想。

育て
できないかな。働きながら一緒に子どもを

続ける。
家事や育児は積極的に協力していき

やっぱり家事は分担し
共働きだと、
。
保育園等を活用して育 てていきたい
やっぱり具体 的には
からの意 見で、
「23歳 の自分」
今のは
…でも、
なくちゃ。

になるのは考えられない！

想像しにくいかな。

歳までにできたらいいかな。子どもは３人以

ちはみんな学生。まだ社会にでていないため、将来の見通しが立てられない様子でした。
まだ揺れている部分が多いのが実情です。思い描く家族像や生き方は、育った環境（家庭）
例えば、三世代同居の家庭で育った人は、自然に将来の家族も三世代にしたいと思うよう
ても、親の姿をみていていろいろ考えているようです。今回インタビューした中で、男性
うと思っている人が多い一方、女性の多くが、主に自分がしていこうと考えていました。
方に根強く残っているのかも…。まだまだ若い世代も保守的？！
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おススメDVD

今回の表紙

『クレイマー、
クレイマー』

「こんにちは！」
玄関のドアを開けたとたん
「お母さん、
ラディッシュは切るの？」
とお兄

DVD発売中 2,990円
発売・販売元：㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

ちゃんの元気な声。
取材にお邪魔したのは夕

仕事人間だった夫が、
妻の家
出をきっかけに、
家事に育児に
大 奮闘。30年も前の映画だけ
ど、
とても他人事とは思えない
ストーリー。昔観たあなたも、
もう一度観てみては。
改めて自
分の人生、
考えちゃうかも。

を洗って、
お兄ちゃんと一緒にお手伝い中で
す。
深尾さんご一家では家事は全員でするの
が当たり前だそうです。
表紙の絵はそんな日常を描いたもので、
お
父さんは洗濯物を干して、
お母さんは食事の
後片づけ。
お兄ちゃんは洗濯物をたたんで、
莉子ちゃんは玄関の靴を揃えています。

お父さんは毎朝食事の用意をしてくれるのだそうで、
優しくて何でもで

DVD発売中 4,935円
発売・販売元：㈱メディアファクトリー

きるお父さんは子どもたちに大人気！
「僕、
お父さんみたいなお父さんに

暴力ホットライン

福井市男女共同参画・子ども家庭センター
相談室

すね。
「私も、お父さんみたいなお母さんになりたい！」と莉子ちゃん。
「？？？お母さんみたいなお母さんじゃないの？」
「だって、
お母さん怒る
と怖いもん…。
（
」一同爆笑！）
でも、
ニコニコととっても優しそうなお母さ
んですよ。
取材したこちらがとっても温かい気持ちになったご一家でした。

夫婦や恋人などからの身体的暴力・精神的暴力・経済的暴力・社会的暴力・性的暴力・
子どもを巻き添えにした暴力に対し、下記機関があなたを支援します。
福井市手寄1-4-1
（アオッサ5階）

0776-20-1541 水曜日〜月曜日 9:00〜18:00
（休所日：毎週火曜日、12/29〜1/3）

0776-41-7111
0776-41-7112

福井市光陽2-3-36

0776-24-6261

月曜日〜金曜日

8:30〜17:30

福井市西木田2-8-8

0776-36-2857

月曜日〜金曜日

8:30〜17:30

福井県警察本部 女性被害相談電話

福井市大手3-17-1

0120-292-170
0776-29-2110

月曜日〜金曜日

8:30〜17:30

福井地方法務局 女性の人権ホットライン

福井市春山1-1-54
（福井春山合同庁舎）

0570-070-810

月曜日〜金曜日

8:30〜17:15

福井県人権センター

福井市手寄1-4-1
（アオッサ7階）

0776-29-2111

火曜日〜金曜日
第2､4日曜日と
その前日の土曜日

9:00〜17:00

福井市文京2-13-5

0120-783-892
0776-88-0800

月曜日〜土曜日

10:00〜16:00

公益社団法人 福井被害者支援センター

ゼロナナゼロのハートライン

（PHS、IP電話からはつながりません）

（国民の祝日を除く）

（国民の祝日を除く）

（土・日・祝日は留守番電話）

（国民の祝日を除く）

（国民の祝日を除く）

（国民の祝日を除く）

編集後記
アイアムの 紙面を通じ て、男女がお互いに
助け合う、生きやすい 社会づくりに役立ちた
いと思います。

３人の子育て真っ最中、
仕事に地域活動に忙
しい毎日を送っています。
特別な知識や能力は
ありませんが、
自分の経験を生かし、
自然体で
編集に携われるといいなあと思います。
〈瀬戸〉

自分 の 性に誇りを持ちな がらも、その枠
に縛られず に、自分らしく生きてゆける社会
を作っていきたいです。
〈市川〉

〈児玉〉

ば調 べ
男女 共同 参画 は奥 が深 い！調 べれ
を知ること
たこと
なかっ
知ら
今まで
、
るほど
〈藤田〉
ができます。

企画・編集／アイアム編集委員

※この情報誌をご希望の方は、男女共同参画・子ども家庭センターまでご連絡ください。

市川
薫
瀬戸 よしみ
藤田 恭平

児玉
廣瀬

定美
静子
（50音順）

FAX：0776-20-1538

視点 からの男 女共
新し い仲 間達と新しい
います。どうぞよ
と思
たい
組み
取り
同参 画に
〈廣 瀬〉
ろしく。

TEL：0776-20-1537

9:00〜17:00

福井市手寄１‐４‐１ アオッサ5階

火曜日〜日曜日

（第3日曜日、国民の祝日の翌日を除く）

発行／福井市市民生活部 男女共同参画・少子化対策室 男女共同参画・子ども家庭センター

福井市下六条町14-1

〒910-0858

配
偶 福井県生活学習館（ユー・アイふくい）
者
暴 福井県総合福祉相談所 女性相談課
力
被
害
福井健康福祉センター 福祉課
者

なりたい！」
とお兄ちゃん。
子どものお手本になるお父さんなんて素敵で

2009年9月30日発刊

一緒に住んでいるのにバラ
バラな 家 族。決して特 別な一
家 なので は なく、そこに映し
出されているのはリアルな日
常。現代社会の歪みや孤独感
がみえて、なんだか不安になる
けれど、最後には希望が。

アイアム 第40号

麻生津小学校 2年
深尾 莉子 さん

『トウキョウソナタ』

パートナーからの

食の準備の最中。
写真の莉子ちゃんもレタス

