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STOP DV・子どもを守ろう！〜くにたちダブルリボン〜
ＤＶと児童虐待は、同じ家庭内でおこりえる身近な問題です。
千葉県野田市の小４女児、東京都目黒区の5歳女児が、
いずれも父親からの暴力を受けて亡くなるという痛ましい事件が起きました。
どちらの事件も母親が夫(父親)からのＤＶを受けていたという共通点があります。
愛や、
しつけに暴力は必要ありません。
暴力を受けていい人もいません。
昨年、国立市では、
「女性に対する暴力をなくす運動」期間(11/12〜11/25)と
「児童虐待防止推進月間」(11月)にあわせ、
この2つの取り組みを表す
シンボル「パープルリボン」
と
「オレンジリボン」
を組み合わせた「ダブルリボン」事業を実施しました。
一人ひとりが大切な存在であることを伝え、考え続けていきたいと思います。
くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」
では、
「ダブルリボン」事業の一環として、
ショーウィンドウのパープルライトアップや、
メッセージの募集を行いました。

●パープルライトアップ

女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に向けて、
「ひとりで悩まず、
まずはご相談ください
」
というメッセージを込めて内閣府が実施する運動。期間中、
タワーや商業施設、お城など、全国45都道府県、150カ所の
施設でも同様のライトアップが実施されました。
（パープルは女性に対する暴力の根絶のシンボルカラー）
くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」
でも、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザショーウィンドウのライト
アップを行い、ＤＶ撲滅に向けたメッセージや、お知らせを、パープル色の光とともに展示しました。

「パープル・オレンジ
リボンカード」
メッセージ
ＤＶ防止・虐待防止のためのメッセー
ジを書いて、ツリーやカードを飾ってい
ただきました。
くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」
では、ＤＶも虐待もない社会をめざして、今後もさまざまな事業に
取り組んでいきます。一人で悩まず、
まずはご相談ください。
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
令和元年８月24日
令和元年８月27日
令和元年９月18日
令和元年９月24日
令和元年11月20日
令和元年11月30日

４

国立市立国立第四小学校教員研修
国立市立国立第一小学校教員研修
国立市公民館「女性のライフデザイン学」
東京都立飛鳥高校「デートＤＶ」講習
一橋大学プライドブリッジ寄附講座
くにたち映画館をふたたび主催「カランコエの花上映会トーク
イベント」

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/

気 に な る ワ ード

SOGIハラ（ソジハラ）

って知っていますか？

みなさんは、
「SOGIハラ
（ソジハラ）」
という言葉を聞いたことがありますか。
性のあり方は、その人の存在や人格、人との関係のあり方と深く関わっていたり、女性、男性という２つで
はとらえきれないほどさまざまであったりするにもかかわらず、誰かの性的指向や性自認、服装などの性表
現に関して差別やいじめ、暴力などを行うことは人権の侵害にあたり、“SOGIハラ”と呼ばれます。
SOGIハラは、性的マイノリティ当事者に対してだけ行われるものを指すわけではありません。
自分の性
別に違和感がなく、異性を好きになる人であったとしても、その人のふるまいや格好が期待される男女の
姿にあてはまらないことを理由にいじめや暴力を受けているとしたら、それもSOGIを理由にしたハラスメ
ントにあたります。

CHECK

たとえば職場や学校、家庭など、あなたのまわりに、
こんな言動はありませんか？

①「ホモって気持ち悪い」
「オトコオンナって変」
差別的な言動や嘲笑、差別的な呼称
②「俺らもゲイだと思われたらキモくね？無視しようぜ」 いじめ・無視・暴力
③「戸籍は女性なんだから、セーラー服で登校しなさい」 望まない性別での生活の強要
④「このまま男なのに化粧して出社するなら、異動だぞ」 不当な異動や解雇、不当な入学拒否や転校強制
⑤「あの子、
レズって知ってた？」 誰かのSOGIについて許可なく公表すること
（アウティング）
出典：
「なくそう！SOGIハラ」ホームページ http://sogihara.com

少しでも気になることがあったら、いつでもご相談ください。
参考資料：「なくそう！SOGIハラ」実行委員会 (2019)『はじめよう！SOGIハラのない学校・職場づくり』
LGBT法連合会編 (2016)『「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう？』

SOGIパンフ、無料でお配りしています
くにたち男女平等参画ステーション・パラソルでは、性別や性のあり方に関わらず、だれもが生きやすい世界になることを
願い、SOGI（ソジ：性的指向・性自認）に関するパンフレット
（第1版）を製作しました。
無料で配布していますので、必要な方は「パラソル」にお気軽にご連絡ください。

５

※講演会当日のグラ

講座・イベント開催報告

フィックレコーディング

「 変わりゆく憧れのプリンセス」～メディアが描く
女性像と社会規範～講演会
令和元年8月10日
（土）

ジャーナリストの治部れんげさんをお迎えし、時代と共に
変化してきたプリンセスの描かれ方を切り口に、
メディア
における女性像・男性像とその影響力、
ジェンダー平等な
どについてお話を伺い、参加者の皆さんと一緒に考えまし
た。

参加者の感想から
■少しずつ社会は変わってきているのが良く分かり、少し希望が持
てました。
■とても分かりやすい講義でした。社会規範は変わり得る、変える
ことができるということが伝わってきて、勇気づけられました。
■大変わかりやすいお話だった。
ジェンダー規範がすりこまれてい
る状況を意識しようと思いました。
■これまでとはまたちがう視点で見られるようになりました。子ど
もたちとも話したいです。

女性に対する暴力防止啓発講演会～DVは、すぐそばに。
「ない」のではない。「気づいてない」だけ。～
令和元年11月10日
（日）

言葉の力で、DVが身近な問題であることを伝え
てこられたコピーライター玉山貴康さんのお話
を伺いました。
また講演会とともにDV根絶パネル展を
実施しました。

参加者の感想から
■言葉の力を改めて感じさせる話でした。言葉の先にあ
るものを常に感じる人になりたいと思いました。
■人も言葉と同じで、皆すぎてしまえば通りすがりの1人
ですが、その先には暮らしや人となりや色んなものを
はらんでいて、つい見ないことにしてしまいがちです
が、少しでもそばに感じて生きていきたいと思いまし
た。
■興味深く拝聴させていただきました。外を歩いている
方が結構パネルを見て行かれますね。

5・7・9・11・1・3月 奇数月の第4金曜日に開催

ふらっと
カフェ

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7月30日
（火）開催
「親子でアートセラピー」
パステルを使って、今の自分の気分、気持ちにあった
色を選び、語り合いました。

世界のジェンダー

令和元年9月27日
（金）開催
「○○ちゃんママでない自分を語ろう」をテーマ
に語り合いました。

台湾 編

世界のジェンダー、今回は台湾。台湾のおいしいものといえば、
位
番目 タピオカミルクティーなどが有名でしょうか。
小籠包（ショウロンポウ）
や魯肉飯（ルーロウファン）、最近では、
台湾では、同性愛者やトランスジェンダーの人権を保障する法律がありませんでしたが、台北市内の私立中学校で起きたアウティ
ング事件、南部の中学校で起こった非常に痛ましい事件などをきっかけに、伝統的な男女の「両性」だけでなく、性的指向や性自認、
ジ
ェンダーの「気質」
といった多様な性を包摂する
「ジェンダー・セクシュアリティ教育」の重要性が広まった結果、2004年に「ジェンダー
平等教育法」が成立しました。
日本にもこんな法律があるとよいな、
と思います。
2016年10月には唐鳳（オードリー・タン）氏が台湾史上最年少の35歳で行政院（内閣）に政務委員として就任しました。唐鳳さんは8
歳でプログラミングを学び、中学中退後に16歳で起業し、台湾内外のIT企業の顧問として活躍。デジタル技術で政府の情報に誰もが
アクセスできるようにしたサイト
「開かれた政府」(”open government”)をつくったことで、台湾の民主化に大きく寄与した人物として
も知られています。
トランスジェンダーの人物が閣僚に任命されるのは、世界で初めてだそう。
また、2019年5月17日には同性婚を認める法律が成立し、同月24日から同性カップルが婚姻できるようになりました。国立台湾大学
や新北市の高校では、法案への関心を高めるために男性や男子学生がスカートをはき、
ジェンダーの固定観念を問い直し違いを尊
重し合うことを目的としたイベントも各地で行われました。同性婚が実現されただけではなく、
ジェンダーの思い込みそのものを問い
直す運動が行われていたんですね。
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（参考：世界の女性議員割合 国別ランキング・推移

globalnote.jp

BBCニュースジャパン 日本台湾学会報 第十九号(2017.10)）

Book review

本 のご 紹 介
はじめよう！SOGIハラのない
学校・職場づくり

ジェンダーについて大学生が
真剣に考えてみた――

あなたがあなたらしくいられるための29問

「なくそう！SOGIハラ」実行委員会
大月書店

一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同 (著),
佐藤文香 (監修)明石書店

SOGI（性的指向・性自認）にもと

一橋大学のジェンダー研究のゼミに

づく深刻な人権侵害であるSOGI

所属する学生が、
友人·知人から投げ

ハラは、性的少数者に対してだけ

かけられた29の素直な問いに真正

面から向き合う。答えは、
ホップ→ス

テップ→ジャンプと段階を踏んで理解を深められるよう

になっており、
学生たちの答えを読みながら、
自分の思考

を深めたり、
誰かの考えを聞きたくなる一冊。

でなく、
日常に起こり得ます。

いわゆる
「ホモネタ」や無視、SOGIを許可なく第三者

に暴露するアウティング、望まない性での生活の強要

など、マンガや事例などを交え丁寧に解説された

必読本。

話し足りないことはない？

すきって いわなきゃ だめ？

−「対人不安が和らぐグループセラピー」

辻村深月・作／今日マチ子・絵／
瀧井朝世・編 岩崎書店

アンナ・フィスケ 著
晶文社

枇谷玲子 訳

対人関係に悩んだ作者の体験から生

「すきな ひといないの？「
」すきって い
わないの？」

まれた漫画。
軽度の対人不安を抱えた

の会話の奥で感じている、
主人公の本

た不安や違和感、
過去の傷を各々の

参加者たちは、
週に一度、
日常で感じ

まわりのみんながしている
「あたりまえ」
当の気持ち。
さまざまなことを外側から決めつけず、
読み手の
想像力を信じてくれるような、
柔らかさと余白のあるステキな
絵本。

ちょっとつぶやき

ペースで話していきます。

「話す」
ことで自分と他者とのボーダーに気づく、
グループセ
ラピーの効用を教えてくれます。

イラストレーター

「ジェンダーギャップ指数を兄と話そう」 草笛みち

学んだことをとりあえず出してみる。完全に分かっているわけでは
なくとも、知ってほしいを伝えよう。

日本の男女平等、思っているよりずっと低いよ。事実を知り、理由を
知り、
できることから一歩ずつ。

＊ジェンダーギャップ指数…経済・教育・健康・政治の4分野14項目のデータを元にして、
各国の男女の格差を分析した指数。世界経済フォーラム（World Economic Forum）が
公表。
日本は、調査対象となった世界153カ国のうち、121位（2019年発表）。

7

お知
らせ

イベ
ント

国際女性デー ウィンドウパネル

3月８日の国際女性デーに合わせ、パネル展示とショーウ
ィンドウ展示を行います。

「○○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。

【パネル展示】
令和2年2月15日(土)～3月下旬
【ショーウィンドウ展示】
令和2年2月23日(日)～3月8日(日)
お知
らせ

ふらっとカフェ

■日

時︓

■場

所︓

■参加費︓
■対 象︓
■申 込︓

東京レインボープライドに参加します

令和2年3月27日（金）
10︓30～12︓00
国立駅前くにたち・こくぶんじ
市民プラザ 会議室
無料
女性（定員10名）
申込不要・途中参加可/途中退出可

4月25日(土)、26日(日)に代々木公園にてブース出展をし
ます。ぜひ、お越しください。

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／2020年2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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※無断複写、転載を禁じます。
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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

