2016 年度まちづくりカフェ１００ in 豊川
LGBT みんな違ってあたり前 個性を生きる力に

ワールド・カフェ実施

報 告 書

2016 年 5 月 29 日（日）13:30～17:00
第１部 ワールド・カフェ

13:30～15:30

やねのにっぽうホール豊川（プリオ５階）

第２部 結城愛さんを囲む会 16:00～17:00
ボランティア・市民活動センタープリオ（プリオ 4 階）

）

豊川共生ネットみらい
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は じ め に

《豊川共生ネットみらいについて》

豊川共生ネットみらいは、男女共同参画社会の推進を目指す市民団体です。
201４年１０月に「平成２６年度愛知県男女共同参画推進活動者」として
愛知県知事より表彰されました。
前身は『豊川男女共生ネットみらい』です。
「とよかわ男女共同
参画プラン（2001 年施行）
」の策定審議に 1999 年より関わった
3 女性市民団体を核として 2000 年から準備し、2001 年 5 月に
9 の団体会員・22 名の個人会員（女性 16 名、男性 6 名）で設立
しました。創立以来、男性を含めた組織です。2016 年 5 月現在、
4 団体会員・個人会員 5０名(女性 30 名、男性 20 名）ですが、
脱会した団体会員の内から個人会員になった人もいます。男性会員
は増加傾向にあります。

活動の二本の柱
【１】 自己尊重ができ、他人を受容できる自己形成
個人のこの成長が男女共同参画社会の土台となっていくと考えます。
【２】 人権を尊重し、自立と思いやりの心を大切にするまちをめざす
活動
１．男女共同参画に関する 講演会・人材育成講座・DV 理解講座など
豊川市・愛知県と協働で開催します。
２．日常活動
女性相談、DV 被害者支援、女性のための談話室、
男性だけのしゃべり場、定例開かれた学習会など
すべて参加費無料、託児室を設けています。
名称変更の理由

（2007 年、
『豊川共生ネットみらい』と名称変更）

名称変更は、当時男女共同参画社会づくりのキーワードとして、
“男らしさ・女
らしさの見直し”のみが強調された結果、
“女が強くなる、家庭が破壊される、社
会秩序が乱れる”という男女共同参画社会反対の声が日本のあちこちで起こって
いたからでした。
“男らしさ・女らしさ”は否定されるものでなく、あくまでも、
社会そのものが人それぞれの持ち味を大切にするという雰囲気をかもし出すこと
です。男女のくくりの中には子どもも年配の方も障がいのある方も外国籍の方も
入っていること、男女の分け方すら観念的なもの。こう考えた時それらを受け入
れていく社会が男女共同参画社会だと捉えたからです。当時の風潮に巻き込まれ
ないための名称変更でした。
団体の特徴
１． 複数代表制
２． 会員以外にも開かれた組織【いつでもだれでも参加歓迎】
３． やりたい人がやる。やりたくない人はやらない。
やりたい人はやりたくない人を強制しない。
1
やりたくない人はやりたい人の足をひっぱらない。

１

“まちづくりカフェ 100 in 豊川” の

ね ら い

男女共同参画社会の疑似体験の場として、
創立当初から市民討論会
“ワイワイ語ろう”
を企画し、
老若男女幅広い層の参加を求めました。さらに一歩進めて、まちづくりに男女共同参画意識が必
要だという認識を深めるために、2015 年度から“まちづくりカフェ 100in 豊川”を開催していま
す。
高校生から高齢者までの参加があり、男女共同参画のあり方を次代に伝えていく場ともなって
います。大勢の方の参加を期待して 100 という数字を掲げ、努力目標値としています。

2016 年度の “まちづくりカフェ 100 in 豊川 ”
①男女共同参画社会の認識を深める
男女共同参画社会・・・・・
・多種多様な人を受け容れる社会
・個性を尊重しておおらかに語り合う雰囲気のある社会
・自分らしさを取捨選択できる寛容な社会

目的

②LGBT についての社会の動きを敏感に捉え、理解を深める
・「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の
成立を機に、受け容れる方向の社会
・ 2017 年度から高校の教科書に採択
・ 豊川市男女共同参画基本計画改定版（2016 年 3 月）に「性の多
様性を理解し、尊重するための教育と取組」が追加

テーマ

LGBT みんなちがってあたり前 個性を生きる力に
第１部 ① 結城愛さんの講演

方法

② ワールド・カフェ
第２部 ③ 結城愛さんを囲む会

日時

場所

２０１６年５月２９日（日)
第１部 13:30～15:30 第２部 16:00～17:00
第１部

やねのにっぽうホール豊川（プリオ５階）

第２部

ボランティア・市民活動センタープリオ視聴覚室

（プリオ４階）

参加者

６３名

・高校生から８０代まで・LGBT 当事者

・豊川市、豊橋市、新城市、田原市、岩倉市などから参加
２

１．事前準備
実行委員会を設立。企画運営を担う。 会員・会員外から実行委員を募り、14 名参加。

実行委員会の経緯
日

内

回

容

参加
人数

◆まちづくりカフェ 100in 豊川のカフェの目的

３/１２

４/２

第１回

第２回

◆テーマについて◆LGBT について
「素直に話し合いたい」「自分の考えを見つ
め直す」「誰も色眼鏡でみたくない」
LGBT 当事者、結城 愛さんと話し合い
岡崎市にて
◆テーマ 決定
LGBT みんな違ってあたり前
個性を生きる力に
◆「性別ってなんだろう？」
「自分らしさって？」
深く話し合いました。
◆結城さんとは初対面なのに
すぐに打ち解けて、 ワイワイ
と話すことができました。
お互いを尊重しながら話ができ、楽しく貴重な時間となりました。

9

5

◆LGBT の学習 「当事者の声を聴こう」

４/１６

第３回

◆ファシリテーターの役割って？ 話し合い

9

「まとめるのではなく、引き出す役割」
◆LGBT の学習

５/７

第４回

新聞記事「先生の無理解 傷深く」を読み、ワールド・カフェ
を実施し話し合い

11

◆当日のタイムスケジュールと会場設定
◆当日の担当係・アンケート用紙の最終確認
◆ファシリテーターの心得（ワールド・カフェを実施し話し合い）

５/２１

第５回

◆まちづくりカフェを開催する「目的」の再確認
「話し合いをして違う視点を持つこと」

11

「自分なりの答を、深ぼりする」
◆話し合いのテーマ「結城愛さんのお話を聴いて感じたこと」

５/２７

印刷作業

5

５/２８

荷物搬入

5

５/２９

ワールドカフェのファシリテーター・当日ボランティとともに会場設定など

20

６/１１

第６回

お疲れさん会 ◆当日の振り返り ◆来年度継続に向けて
３

14

２．当日
（１）タイムテーブル
① 会場準備
時間

備 考

１０：３０

集合

10:30～11:00

事前打合せ
自己紹介
安全運営確認
昼食（自費）

11:00～12:00

バザー設置
昼食販売
接待

１９名

380 円×４０人
うちゲスト２０食（みらい会計分）他は自費
お茶はフリードリンクコーナーで
どんぐり工房

ゲスト３名・豊川高校生５名・豊川高校教師
茶菓子 茶器 布巾等
水出し茶 ジュース 飴・チョコレート 紙コップ 布
フリードリンク
巾 ゴミ袋 ガムテープ テーブルセンター ティッシ
コーナー 設置
ュペーパー
カフェ会場は、総会会場の後方と隣室に、なるべく グ
机椅子配置
ループ間を離す
カフェは１グループ４人
A1 用紙１枚 マジック４ グループ札１ A4 用紙４枚
カフェ机上配置
パネル 掲示物（豊川共生ネットみらいの紹介）
壁面パネル掲示
掲示物準備
会場案内掲示
「グルー
壁面飾り（さをり さをり織布 知的障がい者と障がいのない人の、
プさをり」の紹介パネル
布）
受付設置 机上
配置

機器設置

記録 メモ
記録 カメラ
講師送迎 接待
12:00～
受付開始
12:15～13:00 前後

スタッフ

名簿：会員・一般（情報希望のちらしを渡し終了後回収）
名札：
（A4 用紙４つ折 呼んでほしい名を書く）
資料：総会議案書 アンケート みらい通信５７号
みらい事業ちらし 他団体ちらし（ダルク プラ
クトピ
ア・カフェ メンタルネット）
会費徴収：領収書 おつり銭 徴収金入れ財布
これらを入れる箱（持ち歩く）
アンケート回収箱 情報希望用紙回収箱
駐車券通し機配置
文具（ボールペン 鉛筆 マジックなど）
パソコン マイク・スピーカー プロジェクター（視聴
覚ライブラリー２８日借り３１日返却）
ダイバーシティ（人権交通防犯課２７日借り３０日返却）
報告書用
報告書用

2016 年度 総会

４

全体司会（西本）
議事（彦坂・事務局）

１９名

２名
２名
２名

７名
３名
２名
１名
１名
５名

１名

３名
３名
１名
３名

12:15～13:00 前後

② 第１部

２０１６年度

総

全体司会（西本） 議事（彦
坂・事務局）

会

ワールド・カフェ

（2016 年度総会後に開催）

テーマ
「結城愛さんの講演『LGBT みんなちがってあたり前 個性を生きる力に』
を聴いて感じたこと」
13:00 前後

休憩

スタッフ順次、昼食

受付開始

13:29～13:30

災害心構え

13:30～

開会挨拶

３分みらいの紹介含む

13:33～13:38

市長挨拶

５分

13:38～13:43

豊川高校生の ５分『ベいベー』を演じた感想
スピーチ

13:43～14:23

講演
結城愛さん

14:23～14:30
14:30～14:32

杉浦

全体司会

第１ラウンド

ワールド・カフェの意義
机上 A１用紙の使い方の説明
１５分

14:47～14:50

席替え

３分

14:50～15:05

第２ラウンド

１５分 グループファシリテーター（実行委員）

15:05～15:25

各自発表

２０分

15:29～15:30

豊川高校
加藤圭さ
ん

ワールド・カフ ２分

グループファシリテーター（実行委員）

15:25～15:29

全体司会
（西本）

４０分 質疑応答含む

ホール内のワールド・カフェ会場に移動・１グループ４人 ７分

ェの説明

14:32～14:47

受付
（黄木
高橋 坂
井 井上）

アンケート記入

閉会挨拶

全体ファ
シリテー
ター
（石田）

グループファシリテーターは移動せず

気づきの共有

４分
１分
「結城愛さんを囲む会」の会場案内

５

全体司会

③ 第２部

結城愛さんを囲む会
（さらに話し合いたい人のために）
ボランティア・市民活動センタープリオ 視聴覚室
（プリオ４階）

スタッフ

15:30～16:00
ワールド・カフェ会場 会場復帰・施錠
結城愛さんを囲む会会場
開錠
会場準備
椅子円形に配置 机使用せず
スタッフ一部解散
参加希望者、会場に移動
３０分

全員

スタッフ

16:00～17:00

有志

結城愛さんを囲む会

６０分

ファシリテ
ーター（金
当）
記録（黄
木・川上）

17:00～17:30

会場復帰 施錠
スタッフ有志解散

６

（２）会場設定
① 総会・講演

②ワールド・カフェ

④ 受付

⑤ 接待

③ フリードリンクコーナー・バザー
５階エスカレーター

～～～～～～パネル～～～～
事務方
●●●●●●
演台
●●●●●●
PowerPoint

①

●●●●●●●

ゲスト・議長・司会
パネル

⑤

④受付
●・

●

●

●

●●●
１グループ机２椅子４

②ワールド・カフェ会場

全 17 グループ

接待

② ③
バ フ
ザ リ
ー ー
ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー
・
バ
ザ
ー

会場【４人１グループ 全 17 グループ】
受付

机上：マジック 4 本

個人発表用紙 A4 4 枚

グループメモ用紙 A１１枚（中央にテーマ記載）

バザー・フリードリンクコーナー

接待コーナー【講師・来賓・高校生など】
７

（３）第１部の１

あいさつ・スピーチ・講演

① あいさつ 山脇実豊川市長
豊川市長になり、男女共同参画推進条例を制定できた。
豊川共生ネットみらいの尽力、ありがとうございます。
本日は、「全ての人が同じ人間として、お互い認め合う社会」のため
のすばらしい機会だと思います。
今後も豊川共生ネットみらいの活動を応援したい。
皆さんと共に、住みよい社会をつくっていきたい。

② スピーチ

豊川高等学校演劇部 加藤圭さん
２０１５年度東三河高校演劇合同発表会で、豊川高校演劇部は
『べいべー』（作：青山一也）を発表した。
私は、「性同一性障害」の人を演じた。
カミングアウトする場面では、素直に受取ってもらえるとうれしいと思った。
自分とどんなに違っても、「一人の人間」として接することが大事。
ＬＧＢＴへの偏見をなくすため、社会全体で取り組む問題だと思います。
まずは、理解することが重要と思います。

③ 講演 結城愛さん

８

◆現在 24 歳。
◆小学校低学年の頃・・・Ｔシャツにズボンスタイル。
男の子と遊びたい盛りでやんちゃしてた。性別の悩み
なく楽しく活発に過ごしていた。
◆中学校・・・制服のスカートをイヤイヤ着た。
遊びも服も、女の子ならどうするんだろう？と考えて合
わせて生活していた。

◆高校の時、先生に呼び出された。
「おまえがいるだけでその場が明るくなったりして、
それはおまえの長所だと思う。
でももうちょっと女の子らしくできないか？
男は男らしくしたほうが社会的にも認められやすいし、
女は女らしくしたほうが周りにも可愛がられるぞ」
その時思ったことは、女らしくできるんだったら、
とっくにしとるわー！それができないから、
悩んでいるのに。
隠すために嘘をつき続けなければならない、
生きづらさ！

◆大学３、４年、自分の心と体が一致してないってことを話してから死ん
でも、遅くはないんじゃないのかってそういう風に思った。
仲いい友達にカミングアウト。
その子が「今まで気付けなくてごめんね。性別違和があなたの使命に変
わるかもしれない」と言ってくれた。大っ嫌いで一番嫌だと思ってた性別
違和の部分を受け入れてくれる人がいるんだっていう、ものすごく励まさ
れた。

◆一番何がネックだったかというと父親への
カミングアウト。
カミングアウトしたら、こう言ってくれた。
「別に男だろうが女だろうが、そんなの関係ないっ
てなんでもいいから死ぬな」
「おまえがこれから生きたいように生きて、生きて
生き抜いて、生きたあかしをこれから残していけ」

◆自分がやりたいことをやって、やりたくないことはやら
ないで積極的に生きて行こう
って思えるようになってきて、去年の５月から性同一性
障害の診断書を取得。
ホルモン治療を開始して今に至ります。

◆障害があるから不幸になっていくことは絶対になくて、ただ周りからわ
かりやすくするために障害って名前が付けられてるだけ。障害のあるなし
にかかわらずに何かしらみんな違いがあり、何かのマイノリティだなって思
います。
◆根本は同じ人間だっていうこと、共通していて、誰もが幸せになりたい
と思っているし、人とつながって安心したい、温和な生活を送りたいと思
ってるとこは一緒なんだって思った時に、小さな違いにこだわるんじゃなく
て、ほんとに同じ人間だよね、仲良くやっていこうぜってそういう視点で見
ていけたらもっともっと温かい世の中になっていくのかなって思います。

９

（４）第１部の２ ワールド・カフェ
名札

安全運営チェックシート

会場風景
→
（他の参加者の気付きを共有できるから）

15：30 終了

発表

１０

☆☆☆☆ 一 言 メッセージ ☆☆☆☆
◆自分自身をしっかりもち、マイノリティの存在も認める社会
◆他人を受け入れる力 豊川市に広がれ～
◆ロッカー、トイレ、お風呂はどうするのが一番ＬＧＢＴの人にやさしい？
◆子育て中は気付かなかったけれど、改めて娘の行動を今、思い起こしてみると、
愛さんと共通点があり、とまどっている。
◆お互い認めること！
◆いろんな人がいて、あたりまえ！
◆みんなマイノリティで、みんな同じ人間
◆自分らしく生きる
◆皆ちがって普通。気にすることは、何もない
◆個人の主張 一人の人間として生きる
◆「常識」って何？ 「普通」って何？
◆LGBT フレンドリーの社会を
◆心で受け入れる
◆受け入れてくれる人や場所があれば、カミングアウトできる
◆両親へのカミングアウトが難しいのと同じ仲間がいると安心
◆皆さん情報を求めている。理解したがっている。 ＬＧＢＴＰＱＩＡＳ・・・
◆その人自身を認める、という当たり前のことを大事にしたい。
◆それぞれが自分自身を知ろうとし認めていけば、それぞれが何かのマイノリティー
さが

せい

◆偏見を持つのが人間の性であり、性。
◆楽しく生きよう。
◆共に生きる。
◆知らない事を知る事が大切
◆自分が一番の理解者になりたい
◆知ってもらうのは大切
◆受容のゆたかさを求めていく
◆いろんな人に理解があるといいな。LGBT 以外でも
◆理解する場をつくって、できるだけ理解をしてもらう。偏見をもたない！
◆まず知ること → わかること、受け入れることにつながる。
◆どちらの性を好きになるかという話があったけど、
性よりも特定の人を好きになることが自然だと思う。
◆LGBT を理解するために、まず、知るきっかけをつくることが大切かな
◆自分を認めると、相手を受け入れられる。人それぞれの個性が見えてくる
◆全ての人々が平等に暮らせる世の中であってほしい。

１１

（５）第２部 結城愛さんを囲む会（自由参加）
16:00～17:00 プリオ４階視聴覚室
★参加：２２名
LGBT を知りたい人・知ってほしい人、
もっと話したい人

など

★円座になり、結城愛さんを真ん中にして、
話し合い。
★自分と社会の関わりについて率直に
意見交換。

～～～～～～～～～～結城愛さんを囲む会の内容～～～～～～～～～～
●●● 心について ●●●
愛さんへの質問
Q. 体が女で心が男の場合、女の心は理解できるのか？
A. ほとんど男の感覚なので、男の心。でも、少し女の部
分があり 100％男とは言い切れない。目で見えるもの
で はないので、自分でもわかりにくい。誰でも少な
からず、その感覚はあるのではないか。

Q. 車に乗ったら、運転席か助手席か？
A. 運転したい。疲れたら助手席。かっこよくなりたい。
女性を守ってやりたいという気持ち。女らしくなりた
いとは 全く思わない。

世の中の女性はか弱いアピールをしたがる。女を利用している？

自分は、体が男で、心が女、だから、

・本当はかまってほしいのかも。

・運転も好きだけど隣に乗りたい。

・男でも女でも、本当はかまってほしいのだと思う。

・女性脳があるので男性が働きやすい

・世の中には「男らしさ・女らしさ」はいっぱいある。

ように準備してあげたい。
・家事が好き。
・主婦の立場が好き。それが自分の生
き方。

・
「男らしくしろ」
「女らしくしろ」などと、しばられるとしんどい。
・自分で心のケアをする（心のバランスをとる）
。例えば、時々、
女装をするなどして。
・LGBT は、常に自分自身と向き合っている。

１２

●●● 社会について ●●●
・LGBT は社会に飛びこむのが難しい。
・実は LGBT は社会の中に大勢いる。
・他人からどう見られるか、他人の目を気に
しすぎると辛い。
・人に合わせるということが、一番辛い。
・その人をどう見るかは、その人の問題。

・自分が生きやすいように生きていきたいが…。
・まわりが受け入れてくれないだろう…と思う自分がいる。
・当事者にも偏見があるかもしれない。
・当事者は拒絶されることを恐れている。

・LGBT に偏見がないという人、実は「偏見」を持っている。その証拠は…、
・コミュニケーションの取り方がわからないという戸惑い。
・相手のプライドを傷つけないように、気をつけねばならな
いという恐れ。
例えば、車椅子の人にどう接していいかわからないと
いう人。
・社会には、ダブルマイノリティ・トリプルマイノリティの人がいる。
・SOS、助けてほしいと言えるような社会になるといい。
・男女共に使えるトイレが欲しい（全て個室）
。このほうが安心して
使用できる。

●●● 居場所について ●●●
・中学までは男女共学。高校から男子校・女子校がある。
・成長過程では男女という枠しかなく、二分化され過ぎでしまっている。
そのために「居場所」がない。
・一般に自分を中心におき正常だと考えてしまう。自分と違う人に違和感を持ち、
受け入れることに戸惑う。
・固定観念で決めつけてしまい、マイノリティを受け入れられない人もいる。
・その人が育ってきた常識が全てになってしまう。
・マイノリティと言って特別視されるのがいや、同じ人間だ。
・LGBT に限らず、誰でも少なからずマイノリティは持っているはず。
・テレビで観るマイノリティの人には親近感を感じない（実際に出会うことで親近
・家庭という小さく狭い社会でも
・歴史の常識は、時代によって変わる。
感を持つのでは）
。
・一人ひとりが何か行動することで変化し、
カミングアウトは難しい。
動き出すのが社会。
・親に対して罪悪感を持ってしまう人もいる。
・まずは、
「話を聴く」
「少しずつ相手を理解する」
が、それは LGBT に限らない課題。
ことで、新しい人間観が生れる。
・社会はまだまだジェンダー意識が強く、それが常識
として存在する。
・政治の役割が大切、国で取り組むこと
１３
・人間、少なからずマイノリティを抱えているという事
実で共感でき理解し合える。より生きやすい社会になる

アンケート集計
10 代：４名
50 代：３名

20 代：１名
60 代：６名

30 代：５名
70 代：３名

40 代：７名
計２９名（参加６３名中）

● 知っていた：２４名

１．LGBT について

●今回知った：５名

●はい：１４名
●ふつう：１２名 ● いいえ：３名
３．豊川共生ネットみらいについて
● 知っていた :１７名
●今回知った :1２名
２．意見、言いやすかったか

４．自由記述
偏見なんて
いらない！

当事者が多かった。
最後の一言メッセー

話ができる場がつくれて良かった。

ジ、本音かな？

もっと話す時間がほしかった。

たくさんの人の意見を言い合う場を

LGBT 当事者は、13 人に１人。

持つことが大切と感じました。

一人ひとりグラデーションがあると思った。
改めて、LGBT について理解ができた。

色々な年代の方が意見を言い合える興
味深い場でした。参加できてよかった
です！

性転換手術の費用
が保険適用できる
ように何かした
い。

自由に発言することは良いが、場合

話し合いの時間がもう少し
ほしかったです。１グループ
の人数も、もう少し多くても
いいのでは。

によってはあまり発言できない人
が出てくるのが課題。

「みんな違って当たり前」は本当か？んなんで公的
立場の人は、LGBT の人のことを異常人間と言うの

とても入りやすく自分の意見を言わ

か。秩序が乱れる？

枠をつくったほうがいい？

せてもらいました。実際に当事者の方
に話を聞き情報を得ることはとても

会場外部の音がうるさい。会場を変えてほしい。

よい体験なので、これを機に様々な知

マイクの声にエコーがかかって説明が聞き取り

識を得ていきたいと思いました。

にくく、席替えの意味がよくわからなかった。

男女と区別するのが偏見だと言

表面的な話に終始し深く話せなかったが、打ち解け

われる世界になるのかと。男女

あうことはできた。できれば、次もこのテーマで話

という偏見を作った人間。偏見

し合いたい。

を持つのが人間の性（さが）で
あり、性（せい）。

三河地区では LGBT の活

個人の意見がいろいろ

動がほぼないので、盛り

聞けてよかった。今後の

上がってほしいです！

活動に期待しています。

１４

事業実績及び効果
①参加
・６３名

（豊川市・豊橋市・新城市・田原市・岩倉市などから参加）

・LGBT 当事者の参加、全体の２０％ほど。
・年齢層に幅あり。（高校生から８０歳代まで）
・豊川市議会議員、愛知県議会議員、岩倉市議会議員の参加あり。
②実行委員会
・一般市民とみらい会員の１４人で実行委員会を結成、LGBT への理解とワールド・ カフェの
事前体験をし、当日に臨んだ。
・ワールド・カフェでは実行委員がファシリテーターとなり、話し合いを促進した。
③ワールド・カフェの様子
・結城愛さんの講演と豊川高校生加藤圭さんのスピーチが共通の土台となり、率直な意見交換
をした。
・LGBT について、自分の内面に照らしながら理解を深めた。
・初めて当事者に会った人が多かったが、構えずに自然体で接した。
・当事者も安心して自分を語ることができる場となった。
④結城愛さんを囲む会（参加：２２名）
・ワールド・カフェ終了後（16:00～17:00)、もっと話したい人・学びたい人のために、プリ
オ４階視聴覚室で行った。
・当事者が苦悩を赤裸々に語った。
・ワールド・カフェでの話し合いの未消化な部分を話し合い、課題（偏見・差別の根強さ）が
浮き彫りになった。
⑤『まちづくりカフェ１００in 豊川』の翌月の市議会
・豊川市議会と豊橋市議会で LGBT についての一般質問がなされた。
⑥自治体からの問合せ
・岡崎市文化芸術部男女共同参画課

6/8

結城愛さんの講演会（9/4）予定。ワールド・カフェのやり方の問合せ。
・名古屋市教育委員会 7/19
人権教育で LGBT を扱い、結城愛さんの講演を予定。講演内容の問合せ。
⑦豊川共生ネットみらいのその後の動き
・『まちづくりカフェ１００in 豊川』を共生の大切さを実感する場として、毎年開催。
・来年度『まちづくりカフェ１００ in 豊川』に向けて現実行委員会を継続。
・スタッフのファシリテーター力をさらに高め、ワールド・カフェの更なる充実を図る。
アイスブレイク講座を企画し、ファシリテーターの養成をする。
・『みらいカフェテリア』を創設（月１回開催）。
テーマ（メニュー）〝わたしも、あなたもマイノリティー”を中心に、誰もが安心して
話し合いのできる場所。
・LGBT フレンドリー宣言
『定例開かれた学習会』7/21（木）・『みらいカフェテリア』7/23（土）で検討・決定。

１５

【ワールド・カフェを振り返って】実行委員会
１．ファシリテーター体験（実行委員１４人、全員ファシリテーターとなった）
・初体験。硬い話になってしまったが、がんばった。
・グループ全体を見渡す立場として、ある意味客観的でいることで、いろんな考えを「丸
ごとそのまま」受け取れることができたとおもう。「誰かが話している途中で自分の
考えを差し挟まない、主張しない」という姿勢をこのファシリテーターをやることで
体験できた。ふだんの会話ではなかなか難しいのだけど、この経験を思い出して使っ
ていきたいと思った。
・時間短縮のため自己紹介を省くことにしたが、初対面の人ばかりでアイスブレイクの
ためにも自己紹介はすべきだった。
・LGBT を受け止められる人、受け止められない人、当事者・・・どんな人も安心して
話すことのできる場にすることができた。
・マイノリティへの偏見を持つ参加者がその根っこを話した時、動揺してしまった。
・４人で話しているとき、話したい人がワーー！と話す。その後、聞く側になっていた
参加者が話せるように、私が促せた。良かった。ファシリテーターとして、あいづち
の語彙を増やしたい。「なるほど」
「その考えは、気付かなかった」「いつから、そー
思ってたの？」「まとまってなくてよいから、思いついたことを話して下さい」など
など。
・参加者が自分の考えを発言できて、お互いの考えを聴き合うことがものすごく大きい
とおもう。これを体験することでひとりひとりの「考え方の偏り」「ひとりよがり」
などを解消して、本人とそのまわりの人たちがもっとラクに生きやすくなる気がする。
・４人は対等な関係の中で話しあうのにちょうどいい人数。ファシリテーターというよ
り一個人としても充実した意見交換の場と思えた。

２．ワールド・カフェの話し合い
・１ラウンド１５分は短すぎる。もっとゆったりした会がよかった。
・当事者の参加が多く、もっと話したかったのではないか。理解してもらいたかったの
ではないか。
・安心して発言できる安全な場を提供することができた。誰もがよく発言していた。
・当事者が辛さを吐露する場になったが、その先がなかった。
・初めて当事者と接した人にとって、その思いを聴いただけでも貴重な体験。だが、
自分自身の考えをまとめあげるには至らなかった。そのための時間が必要。
・今回、偏見・差別の払拭への小さな一歩だった。
・ジェンダーが、当事者にも根強いことがわかった。今後の課題となる。
・実行委員会の皆さんとも、準備の段階からお互いを「否定しない」「お互いを受け入
れる」「正解はない」という中で話し合えたので、参加していてとても心地がよかっ
た。とても貴重な体験をさせていただきました。
１６

まちづくりカフェ100 in豊川
LGBT みんな違ってあたり前 個性を生きる力に
豊川共生ネットみらい

決算書
収入の部
金額

項目

摘要
1,000

特定非営利活動法人
穂の国まちづくりネットワーク

1,000 P＆Pグループ
有料広告

6,000

1,000 住宅型有料老人ホーム あっぱれ豊川
1,000 株式会社 Ｐ＆Ｐこめや
1,000 豊川信用金庫
1,000 株式会社 和ホーム
1,000 株式会社ハクヨプロデュースシステム

寄付

2,240

1,140 会員F様より
100 会場の寄付箱

みらい一般会計

11,592

合計

19,832

支出の部
金額

項目
講師料

摘要

5,000

会場費

結城愛さんへ
6,180

まちづくりカフェ：催事場１、催事場２
1030円×6時間×２室×0.5（減免５割）

1,030

託児：催事場３
1030円×2時間×0.5（減免５割）

3,800

ゲストへの軽食（380円×10人分）
どんぐり工房に注文

7,210

会議費

4,100

300 紙コップ
事務用品費

託児費

合計

1,022

ちらし用紙代

2,500

託児の申込みなし
前々日まで託児スタッフを確保したため
キャンセル料（正規の半額）
1.25h×２人×単価1,000円＝2500
託児従事：（特非）とよかわ子育てネット

19,832
金額 (単位：円)

Y様 Ｆ様より寄付・・・講師演台 花
Ｈ様より寄付・・・卓上お茶
Ｎ様より寄付・・・卓上菓子・ジュース

１７

『まちづくりカフェ 100in 豊川』の３日後、結城愛さんがフェイスブックで公開した記事
学びいっぱい、まちづくりカフェ 100in 豊川でした！
先週末、豊川共生ネットみらいさんが主催するまちづくりカフェに、ゲストとして参加させていただきま
した！
セクシャルマイノリティのことや性別違和の当事者の自分がどんな思いで生きてきたか、お話をさせてい
ただきました。
60 人前後の方が参加されて話を聞いた後に、みんなでグループに分かれて思いをシェアしあってお互いを
受け入れていきたい、認め合っていきたいって思いが溢れた、あったかい話し合いになりました。
なんでも言い合える、こういう場っていいな、必要やなって思いました！
今回初めてセクマイの話を聞く方もたくさんいて、
「すごく勉強になりました。」
「まず、自分を受け入れる！それから周りも」
「特別なんかない、みんな特別だ！」
などなど、たくさんの素敵な意見をいただきました！
まず知ってもらうことからはじまる。
初めからわからないだろうって決めつけるんじゃなくて伝えてみないと、どうなるかなんてわからないな
って。
今回、参加者どうし自由に話せたのはその決めつけがお互いなかったから、より意見も認め合うことがで
きたなって改めて思いました。
あと、今回の話し合いですごく学ばされたことがありました！
それは、生まれつきの性別違和(性同一性障がい)じゃなくても、特に小学生くらいまでは兄弟間がうらや
ましいなって気持ちや親からのこうなってほしいっていう期待で、無意識のうちにうらやましい兄弟の真
似をしたりして、男っぽく、もしくは女っぽくなったりした人がすごく多かったこと！
自分自身も思い返してみると、小学生の頃半年間だけ可愛くなりたいと思ったことがあったなって。
その頃は心の性に揺らぎがあって、女やったのかもって。
例えば、見た目は同じ男の子っぽくても、それがどんな気持ちからきてるのかは聞いてみないと本人にし
かわからないなって。
心の性ってそれぐらい自分自身で意識してみないとわからないから、特に小さい頃はあまり意識しないか
らこそ、そういう小さな変化を汲み取っていけたらいいなーって思いました！
たいてい、こういう男女共同参画の企画は、市とか行政が運営してることが多いんだけど、今回この会を
企画してくださった豊川共生ネットみらいの人たちは、みんな休み返上でボランティアでやってることに
びっくり、感激！！
だからこそ、みんな温かい、いや熱かった。
セクマイの当事者以外にも、こんなにも男女の枠に縛られずにお互いに認め合っていきたいと熱い思いを
もって動いている方達がいるんだってことが知れただけでも、本当によかった。
企画段階から何ヶ月にも渡って陰でめちゃめちゃ動いてくださって、ありがとうございました！！
今回の会に参加された豊川市の市議会議員さんが LGBT の教育と、トイレの問題について一般質問で扱って
くださることになりました！
「誰が動かなくても、私がうごく！」って、その思いにまたシビレました。
こうやって、同じ思いの人で動いていけば少しずつでも、きっと変わっていく。
思いに火を灯すのも灯されるのも、やっぱり人やなーっ！
今回、こういう機会をいただけたことに感謝でいっぱいです。
これからもできることを思いっきりやっていきたい！
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まちづくりカフェ１００ in 豊川

LGBT みんな違ってあたり前
個性を生きる力に

結城 愛さん
岡崎市在住
1991 年生まれ
2015 年５月にＧＩＤ
（性同一性障害）の
診断書を取得し、男性
ホルモン治療を開始。
自身のこれまでの体験談や、自分らしく
生きることをテーマに、自主開催で講演会や
交流会を行っている。
誰もが自分を好きになって、自分らしく
生きられる、多様性が認められる社会に
したいと日々奮闘中。
Facebook やってます。 結城愛で検索

ＬＧＢＴ
★レズビアン（女性に惹かれる女性）
★ゲイ（男性に惹かれる男性）
★バイ・セクシャル（両性愛者）
★トランスジェンダー（性自認と肉体性別
に違和感）
の頭文字を取った総称。

2016 年

５/２９（日）
午後 1：30～3:30
豊川プリオ ５Ｆ
やねのにっぽうホール豊川

（旧 プリオホール）前回と同じ会場
駐車券を会場にお持ち下さい
無料押印します

会場
無料 駐車場有

主催 豊川共生ネットみらい
後援 豊川市
豊川市教育委員会
豊川市社会福祉協議会
(特非)穂の国まちづくりネットワーク

LGBT 当事者のお話を聴いて、
ワールドカフェで話し合い

◆参加対象者：
どなたでも
◆定員：先着 100 名

ワールドカフェとは？
小グループで席替えを
繰り返して、話し合います。
参加者全員で話し合ってい
る感じです。

◆参加申込 不要
◆託児あります！
お子さん１人 500 円
申し込み：前日まで
◆障がいのある方へ
要望に応じ、サポートをします
まずはご相談下さい
◆全ての問合せ・申込み先
豊川共生ネットみらい （活動の目的：男女共同参画社会の実現）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mirai2001kara@gmail.com
TEL 090-6088－5309

参加無料

ホームページ http//:mirai.net.cn
フェイスブックやってます。豊川共生ネットみらいで検索
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豊川共生ネットみらい
～活動の目的・・・男女共同参画社会の実現～
～ボランティアで活動する、市民活動団体。2001 年設立。～
442-0854 愛知県豊川市国府町茶ノ休 61
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０５３３－８７－２５６４
メールアドレス mirai2001kara@gmail.com
ホームページ http://mirai.net.cn
フェイスブック https://www.facebook.com/mirai2001kara/

