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問い合わせ：くにたち男女平等参画ステーション・パラソル
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東京レインボープライド2019に出展しました

4/28、29の2日間、代々木公園で開催された「東京レインボープライド２０１９」

国立市ブースには、約1200名の方がお越し下さいました。ありがとうございました！

東京レインボープライドとは、性別に関わらず、すべての

人があるがままに暮らせる社会を目指し、誰もが参加できる

イベントです。年々参加者数は増え、今年の参加者数は約20
万人となりました！

国立市ブースでは、昨年４月に施行された「国立市女性と
男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」に関する情

報提供のほか、
「パラソル」の紹介、
レインボーアロマバスソ

ルト作り/レインボーブレスレット作りのワークショップ開催、
記念撮影用のパネル貸し出し、永見市長を交えた意見交換
会を行いました。

あったら良いなこんな街
あったら良いなこんな学校
また「あったら良いなこんな街 あったら良いなこんな学校」
と
いうテーマでメッセージを募集し、
ご記入いただいたメッセー

ジを、展示しました。

事前に、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内でご記入い
ただいたメッセージとあわせ、集まったメッセージは、なんと

400枚！たくさんのメッセージへのご協力、ありがとうございまし
た！

トークイベント
「シゲせんせーとお話しよう！」
LGBT当事者で、公立小学校非常勤講師の他、
さまざまなところで活
動されている当ステーションアドバイザーの鈴木茂義さん（シゲせ

んせー）を講師にお招きし、永見市長も交えてご来場者の皆様と意
見交換を行いました。参加者は12名。

一人ひとりの参加者の方が、地域のなかで普段感じていることや学

校の生徒たちが主体的に取り組んできた性の多様性への理解に関

する活動、国立市の今後の取組みについて、率直な意見交換が行わ
れました。

くにたち男女平等参画ステーション・パラソルでは、いただいたメッセージをもとに、一人ひとりが性別に関わらず誰もが自分らし
く生きていく社会を目指して、今後も様々な事業に取り組んでいきます。
また、性的指向、性自認などの性別に関する相談も受け付
けています。一人で悩まず、
まずはご相談ください。

気になるワード
性的同意
（セクシュアル・コンセント）

って知っていますか？

相手の合意のないセックスは人権侵害、
性行為ではお互いの意思を確認して
性的同意（セクシュアル・コンセント)とは、性行為の際に、

泊まりに来たからといって、セックスがOK」なわけではあ

お互いの意思を確認することをいいます。

りません。

スウェーデンをはじめ「同意のない性行為はすべて性暴

日本ではとくに女性の場合、はっきりと自分の意思を伝え

てはいますが、
日本の法律では、性行為の際に暴行や脅

すが、性行為は、
自分と相手の気持ちを前提にした大切

力・レイプである」
とみなす法律を整備する国が増えてき
迫があったという事実がなければ性暴力とはみなされ
ないという現実があります。

ない奥ゆかしさや恥ずかしさを美徳とする文化もありま
なコミュニケーションの1つともいえます。

おたがいの意思と同意が必要であるということ、そのこと

たとえ法的に性暴力とはみなされなくても、相手の同意

を話し合える安心で安全な関係性、それらがなければ性

あたります。恋愛対象であったり性的欲求を感じる性別

ぜひ一度考えてみませんか。

なく性行為に及ぶことは、相手の人権を侵害する行為に
の相手や、付き合っているパートナーが「家に

CHECK

チェックしてみよう！

性的合意はとれていますか？
一例ですが、1つでもあてはまると、性的同意が
取れていないということになります。

被害や性暴力につながる場合もあることなどについて、

□ 相手が嫌だと言わなければ、
OKのサイン
□ 成人していれば、
同意なく性行為をしてもいい
□ 付き合っていたら、
性行為をするのがあたりまえ
□「イヤよイヤよも、
好きのうち」
だと思う
□ キスをしたら、
性行為をしてもいい
□ 同じ相手に毎回、
性的同意を得る必要はない

参考資料：公益財団法人京都市男女共同参画推進協会発行「ジェンダーハンドブック ‒必ず知ってほしい、
とても大切なこと。性的同意」
https://www.wings-kyoto.jp/docs/association̲GH1808

information

出 前 講 座 の お 知らせ
くにたち男女平等参画ステーション・パラソルでは、出前講座の講師を派遣しております。

男女平等参画講座/DV予防講座/デートDV予防講座/性の多様性・LGBT・SOGI講座、その他ご要望
により対応しますので、
まずは一度、
ご相談下さい。

これまで開催した出前講座
平成30年7月11日
平成30年11月21日
平成30年12月11日
平成31年2月9日
令和元年5月26日
令和元年７月1日
令和元年7月14日
令和元年7月18日

国立市公民館主催講座「女性のライフデザイン学」
一橋大学 地域・都市社会学 講義
国立五天「セイベツ」
国立市地域子育て支援拠点事業「つちのこひろば」
くにたち社会福祉士会 定期総会 基調講演
国立市立小中学校保健主任会 研修会
くにたち社会福祉士会 定例会
国立市立第八小学校「人権教育研修会」

詳細やお申込み方法は
下記ホームページをご覧下さい。
http://kuni-sta.com/demaekoza/

講座・イベント開催報告
「知りたいLGBT・SOGIのこと」意見交換会
平成31年2月2日
（土）

講師：丸山真由(まさよし)さん

「多様性を対話する。lag」代表の丸山真由(まさよし)さ
んを講師にお迎えし、LGBT・SOGIをテーマに、
これか

参加者の感想から

ら自分たちに何ができるのか、一緒に学び考え、意見

・学生、
子どもの目線から、
参加したことで違う立場の意見を聞くことができた。
LGBTに対
する意識が広がってきていると感じた。

交換を行いました。

・さすが女子！ではなく、
さすが○○さん！と言えるような大人になりたい。

「にじいろ絵本カフェ〜違うって素敵なことだよ」

・子どもたちに接するとき、かける言葉を考えていきたい。
・このような会には初めての参加だったが、楽しくおしゃべりできてよかった。

平成31年3月10日
（日）

・その時、
その場で感じたまま。
自分でいい。
そのことが確かめられて、皆さんと話せて
いい時間だった。

「 女 の 子 だ から」
「 男 の 子 だ か ら 」で は な く、
その子らしさに目を向けることについて、絵本「りつと

・SOGIは生きること、存在そのものという話がありましたが、
その考
えを社会に浸透させることが大事だと思いました。職場の役割、家
族の役割、友情間での役割などコミュニティごとの役割とは別に
性別は生きることそのもので、
どのような場面でも関係してくるこ
とだと思います。誰もがSOGIについて考える機会としたいです。

にじのたね」を入り口に、性の多様性、LGBT、SOGIの
話を交えながら、参加者の皆さんで考えを深めました

。

5・7・9・11・1・3月 奇数月の第4金曜日に開催
地域で暮らしていても
「社会とのつながりがない」
「友達がいない」そんな心のモヤモヤを、申込不要
/出入り自由のゆるやかな場で、一息つきながら、気軽におしゃべりする場所です。

令和元年5月24日
（金）開催

平成31年3月22日
（金）開催
「勇気をくれたドラマ・コミックのヒロインを
語ろう！」

世界のジェンダー
1

位

先進国における子どもの幸福度

（ユニセフ・イノチェンティ研究所/2007）

「わたしのストレス解消法
〜アロマバスソルト作りワークショップ付き〜」

オランダ編
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番目

世界で初めて
同性婚に関する法律を成立

（2000年）

世界で初めて同性婚を合法化、男女平等参画と多様な性の先進国
チューリップや風車、チーズやサッカー・・・

オランダでは1985年に、
トランスジェンダー当事者が身分証明書類

実は、オランダはワークライフバランス先進国であり、ユニセフ (国

したほか、2000年には世界で初めて同性婚に関する法律が成立し

先進国のなかでも第1位（2007年）。

に施行されました。2018年には、女性でも男性でもない「X」の性別

オランダと聞くと、何を思い浮かべますか？

連児童基金)・イノチェンティ研究所の調査では子どもの幸福度が

、同性愛者も異性愛者と同じように結婚できる婚姻制度が2001年

男女平等の度合いを示すジェンダーギャップ指数は、世界144か国

を選択できるパスポートが国内で初めて発行されたそうです。

多くの人々が仕事を分け合う
「ワークシェアリング」
といった働き方

理解が進んでいることが伺えます。

中27位（2018年）。男性が家事に費やす時間の比較的長いことや、
でも知られています。
6

上の性別欄で、
自らの選択にもとづく性別に変更できる法律を導入

男女平等参画の推進とともに、多様な性のあり方についても認知と

Book review

本 のご 紹 介
赤ちゃん本部長
竹内佐千子

花嫁は元男子

①②巻

ちぃ 飛鳥新社

講談社

突然体だけが赤ちゃんになってしまっ

恋愛をして、結婚をしたある仲のよ

理解やサポートもあり、
仕事は続行中!

、花嫁がトランスジェンダー女性で

い夫婦。ただ、他の夫婦と違うのは

た本部長。上司や部下、
取引先などの

短いお話の中で、
自然に存在する多様

な生き方や価値観に、
きっと、
私たちの生活の中にも色々な
・
・

多様性がそこら中にあるのだろうなと思わせてくれる作品で

す。

あること。

LGBTの最新事情もていねいに描かれるなか、それぞれ

のストーリーに登場するキャラクターの話から、
さまざ

まなSOGIのあり方、人それぞれの感じ方などを知ること
ができる1冊。

炎上しない企業情報発信

男が痴漢になる理由

ジェンダーはビジネスの新教養である

斉藤章佳 イースト・プレス

治部れんげ

企業や自治体のCMなどがインターネ

今や世界に知られる
「痴漢大国」
。
日本

ット上で
「炎上」
する事例を耳にするこ

の痴漢は、津波やラーメンのように“
世界語”になりつつあるそう。加害の
動機が性欲だけではないこと、
犯罪者

や依存症の心理、
日本人男性の感情の言語化の困難からくる
・
・

家族問題、
再犯防止プログラムの詳細など、
痴漢行為の実態

が、
関連するさまざまな問題とともに網羅的に読み解かれて

います。

日本経済新聞出版社

とが多くなった。
制作者は多くの人が

共感するように工夫しているはずなのに、
なぜ、
批判される

のか？

本書では、
解決策として
「ビジネスパーソンもジェンダー視

点
（社会的性差）
を持つこと」
を提案する。
今日では
「”ジェンダ

ー”はビジネスパーソン必須の教養」
、
その教養を身に着け

るために読んで欲しい一冊。

ちょっとつぶやき

「のりすけでいく」

イラストレーター

草笛みち

つちのこやでの梅仕事。はじめての場所、はじめての体験はとっても怖いけれど、不安よ

り、楽しそう！やってみたいの好奇心。

直感は、やはり裏切らない。のりすけに乗ってビュンビュン進む気持ちよさを
感じたら、利用の手続きを煩わしく思った自分が惜しくなった。

準備の前から、
食べたいくらいの
いい香り。

えいやっ！と飛び込んで体で覚えたら、私の心地いい場所がどんどん拡がる。
※のりすけ

4月下旬から市内で民間事業者によるコミュニティサイクルの事業が始まりました。乗り
たいときに手軽にシェアできます。
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お知
らせ

ステーションの愛称が
「パラソル」に決定しました

イベ
ント

ふらっとしゃべり場

「○○ちゃんママ」
でない自分を語ろう会

申し込みせずふらっときて、自分らしくお話をする
会です。途中参加・途中退出もできます。
日時︓ 令和元年９月27日（金）
10時半～12時
場所︓ 国立駅前くにたち・こくぶんじ
市民プラザ 会議室
参加費︓無料
対象︓ 女性（定員1０名）
申込︓ 申込不要・途中参加可/途中退出可

市民の皆様の投票により愛称とロゴマークが「パラソル」
に決定しました。
■「パラソル」に込めた思いとは・・・
強い日差しから人々を守り、みんなが集まってリラックスし
た会話ができる場所。また、さまざまな色、形、素材がある
ように、多様性を大切にする「パラソル」のような存在にな
れるようにとの思いが込められています。

相談のご案内
家庭、ハラスメント、仕事、人間関係など・・・
「こんなこと、どこに相談したらいいんだろう︖」と迷われていたら、まずはご相談ください。
相談員による日々のご相談と、弁護士や専門家による相談を曜日ごとに行っています。
プライバシーは必ず守りますので、安心してお問い合わせください。

生きかた相談室 （1人50分）
月～金︓10︓00～12︓00 13︓00～18︓00
土日祝︓ 9︓00～12︓00 13︓00～16︓00
（専門相談の時間を除く）
法律相談 （1人30分）
第2/4土曜日 13︓30～16︓00
みらいのたね相談 （1人50分）
就労やキャリアのことなど
第3土曜日 10︓00～12︓00
相談は無料・電話 か 面 談 に て お 受 け し てい ま す 。 悩みごと相談 （1人50分）
第2水曜日 15︓00～18︓00
専門相談は予約制 で す 。

相談TEL
予約TEL

SOGI（ソジ）相談 （1人50分）
第2火曜日 16︓00～18︓00
第4日曜日 14︓00～16︓00

042-501-6996
042-501-6990

発行年月／2019年8月

ホームページは
こちらから

発行 国立市
企画・制作 くにたち男女平等参画ステーション・パラソル
〒186-0001 東京都国立市北1-14-1
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内
TEL 042-501-6990
FAX 042-501-6991
info@kuni-sta.com
http://kuni-sta.com
kunista
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kuni_sta

※無断複写、転載を禁じます。

kunitachi_sta

北口
至立川
南口

JR
国立駅

コメダ珈琲
・ 花屋
・

JR国立駅より徒歩１分
中央線高架下

nonowa east
至新宿

