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豊川共生ネットみらい事務局
TEL・FAX

２０１６・６・１６

みらい通信

0533-87-2564

ホームページ

NO．５８

http://mirai.net.cn

メール mirai2001kara@gmail.com

～2016 年度 総会 のご報告～
2016 年 5 月 29 日（日）12:15～13:00 プリオ５階
総会員数
総会成立！
過半数２７以上

出 席

２０

団体２ 個人１８

◆個人会員

５０

委 任

２３

団体０ 個人２３

◆団体会員

４

計

４３

豊川ビジョンリサーチ
豊川商工会議所女性会
NPO 法人どんぐりの会
プラクトピア・カフェ

★☆★すべての議案が承認されました★☆★

プラクトピア・カフェ

豊川市人権交通防犯課
課長 鈴木智彦さんに
ご挨拶を頂きました

テーマ 心豊かにする切り口、 男女共同参画！

１

のもと、２０１６年度は
以下の事業を行います

まちづくりカフェ１００ in 豊川

2016 年 ５/２９（日）13：30～15:30

LGBT

豊川プリオ ５Ｆ
やねのにっぽうホール豊川
６３名参加

みんな違ってあたり前。
個性を生きる力に！

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。
豊川市長 山脇実さん

演劇部の劇で、「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。
豊川高等学校 演劇部 加藤圭さん

◆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？
男は男らしくいたほうが社会的にも認められやすい
し、女は女らしくいたほうが周りにも可愛がられるぞ」

結城愛さん
お話（４０分間）

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。

４人グループになり席に着く。
話し合い１５分→席替え→話し合い１５分
席替えをすると、違う人と話せ、多様な視点が得られ
た。

◆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。

16：00～17：00 「結城愛さんを囲む会」
円陣になり、結城愛さんを含め、皆で話し合い。
その後、撮影した記念撮影

話し合い後、「気付いたこと」を各自書く
→最後に一人ずつ、全員が発表
（他の参加者の気付きを共有できるから）
15：30 終了

・結城愛さんの講演は、分かりやすかったし理解しやすかったです。
だからこそ、「私だってこんなふうに自分と向き合ってるから、聞い
て！」と思う参加者が大勢おり、グループでの話し合いが盛り上がった
のでしょう。
・誰しもがすーっと話し合いに入り込める安全な場となった。
・どんな人でも受け入れる雰囲気がありました。

まちづくりカフェ100in豊川

実行委員会のあゆみ
参加
人数

2016年

３/１２

◆LGBTについて、話し合い
「自分の考えを見つめ直せたら、いいな」
第１回 「誰かを色メガネで見たくない」
LGBT当事者：結城 愛さんと話し合い

４/２

9

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

5

４/１６

◆LGBTの学習
第２回 ◆ファシリテーターの役割って？ 話し合い
「まとめるのではなく、引き出す役割」

9

５/７

◆LGBTの学習
◆当日のタイムスケジュール
第３回
◆新聞記事「先生の無理解 傷深く」を読み
ワールドカフェで話し合い

11

◆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役割って？
ワールドカフェで話し合い
第４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」
「自分なりの答を、深ぼりする」

11

５/２１

印刷作業
荷物搬入
当日

５/２７
５/２８
５/２９
６/１１

お疲れさん会
第５回 ◆当日の振り返り
◆来年に向けて

2017年 春開催
まちづくりカフェ100
第１回 実行委員会
８/27（土）16～18時
プリオ４階

LGBT

みんな違ってあたりまえ
個性を生きる力に
このテーマの下、実行委員会 結成！
現在、有志５名で準備中。
メンバー募集中！
詳細は、決まり次第お知らせします。

5
5
63
14

自主的に参加し、
話し合いました。
･みらい会員７人
･会員外７人

まちづくりカフェ100in豊川 実行委員の声
当日は、参加者が自分の考えを
発言でき、考えを聴き合うこと
ができた。
すると「一人よがり」が解消
して、楽になる気がする。

実行委員の皆さんとは、準備の段階
からお互いを「否定しない」「受け
入れる」「正解はない」という中で
話し合えたので、参加してとても気
持ちよかった。

学生の頃、居場所がなかった。
クラスで浮いていた。
でも実行委員として動いて、自分の居
場所があった。満足です。

実行委員として、まちづくり
カフェを体験できた。
自分の中で世界が広がった。
心が洗われた感じ。
今日、いいきっかけになった。

7,210
6,000

4,100
2,240

1,022

11,592
2,500
19,832

演台の

N様より寄付・・・卓上菓子・ジュース

豊川高校とコラボできて、良かった。
一番最初にしてくれたスピーチは、
自分の考えで発言していて、
すばらしかった。

５年前の女性限定の増井さんの講座
（みらい企画運営）に参加して、
みらいの活動に関わっている。
当日、ファシリテーターをやった。
盛り上がらなかった。
人見知りだけど、がんばった。

5,000

H様より寄付・・・卓上お茶
Y様 F様より寄付・・・演台の花

１４人集まりました。

19,832

カフェ当日は、ＬＧＢＴ
当事者が多かった。
話せる場ができて、
良かった。

まちづくりカフェ100in豊川 参加者の感想 ２９人
男女と区別するのが偏見だと
言われる世界になるのかと。
男女という偏見を作った人間。
偏見を持つのが人間の性（さ
が）であり、性（せい）。

偏見なんて
いらない！

LGBT当事者は、13人に１人。
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。

たくさんの人の意見を言い合う場
を持つことが大切と感じました。

三河地区ではLGBTの
活動がほぼないので、
盛り上がってほしいで
す！

とても入りやすく自分の意見を言
わせてもらいました。実際に当事
者の方に話を聞き情報を得ること
はとてもよい体験なのでこれを機
に様々な知識を得ていきたいと思
いました。

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、
場合によってはあまり発言でき
ない人が出てくるのが課題。

知っていた今回知った
24
5
はい
14

豊川共生ネットみらいについて

ふつう
11

いいえ
3

知っていた 今回知った
17
12

全ての問合せ先・記事投稿先
豊川共生ネットみらい 事務局
442-0854 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
この“みらい通信”は、豊川共生ネットみらい会員や、
講座の参加者など、市民に配布しています。

豊川共生ネットみらい

個人の意見がいろいろ聞けて
よかった。今後の活動に期待
しています。

表面的な話に終始し深く話せなかったが、打ち
解けあうことはできた。できれば、次もこの
テーマで話し合いたい。

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！

意見を言いやすかったか

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。

会場外部の音がうるさい。会場を変えてほし
い。マイクの声にエコーがかかって説明が聞
き取りにくく、席替えの意味がよくわからな
かった。

「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
言うのか。秩序が乱れる？枠をつくったほうが
いい？

LGBTについて

当事者が多かった。
話ができる場がつくれて、良かっ
た。

最後の一言メッセー
ジ、本音かな？

10代
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
計

みらい通信5８号

4
1
5
7
3
6
3
29

編集後記

無事総会を終え、また新しい一歩を踏み出し
ました。カフェには、会員以外に一般の方や
性的マイノリティの方が多く参加されました。
十人十色、ホントそれぞれ、でも、楽しい話
し合いができるのですね。温かい雰囲気があ
りました。心のつながりってこういうものか
なと思いました。

～2001年設立～
会費（入会金 無料）
～活動の目的：男女共同参画社会の実現～
個人会員・・・2,000円／年
～ボランティアで活動する、市民活動団体～
団体会員・・・3,000円／年
継続して活動するためには、皆さまの
ご支援が必要です。
豊川信用金庫 本店営業部 豊川市役所出張所
支えて下さる会員やご寄付を募集しております。
（普）１４１７１３７

