● 相 談 事 業 の お 知 ら せ ●
こころの保健室（一般相談）

女性弁護士による法律相談

毎月第２土曜日・・・午後2時～4時[男性相談員担当]

毎月第３土曜日・・・午後2時～4時

毎月第３木曜日・・・午後2時30分～4時30分［女性相談員担当］
最近眠れない・・朝起きるのがつらい・・

毎月第３水曜日・・・午後5時～7時

人間関係で悩んでて・・など。

離婚問題、相続問題、労働問題など気軽に
ご相談ください

悩みを話してスッキリしませんか。
※相談の際はご予約をお願いします。保育も付きますのでお気軽にご相談を。

チャchat料理

やってます！

2015.3

忙しい時間の合間におしゃべりしながらちゃちゃっと出来ちゃうレシピの
ふれあいセンターの情報、ゆーあい講座、図書の情報
などをお伝えしています。

ご紹介です。センタースタッフようこの、チャchat一品です。

ぜひ「いいね！」をしてふれあいセンターのリアルタ
イム情報をGETしてくださいね！

@fureaicenter
https://www.facebook.com/furesen
「緑が丘ふれあいセンター
（男女共同参画センター「ゆーあい」）」

Recipe
発行年月 2015年3月
編集・発行 男女共同参画センターゆーあい
（武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター）
所在地
〒208-0012
東京都武蔵村山市緑が丘1460-1111‐1
電 話 042‐590-0755
F A X 042‐567-1433
Email fureai@diversitycommu.jp
ｗｅｂｓｉｔｅ http://www.fureai-diversity.com/

スナップえんどうは栄養バランスが良い野菜です。たんぱく質とでんぷんが主成分でビタ
ミン類、カリウム、食物繊維も豊富に含まれます。また、集中力を高めたり、老化や生活
習慣病の予防効果も期待されます。ビタミンCは熱に弱いので、調理の際は加熱はなるべ
く短く。茹で過ぎず、さやのシャキシャキ感を楽しめるようにしましょう。

【材料】
スナップえんどう８本

「緑が丘ふれあいセンター」で検索

ツナ小さじ２
味噌小さじ1,5

①スナップえんどうは洗って筋を取り、塩少々（分量外）を入れた熱湯で茹でる。
②ざるに上げて水気を切っておく。
緑が丘ふれあいセンターは、平成26年4月1日より、

③ボールにツナと味噌を入れ、よく混ぜ合わせる。

ダイバーシティコミュ・東建社グループが指定管理者と
して指定を受け、管理運営をおこなっています。

④②のスナップえんどうを加えて和える。

特集

YOU・Iフォーラムを通して考える

LGBTって何だろう？・・・02-03

丼丸
男女共同参画センターゆーあいからのご案内・・・04-08

武蔵村山店
お持ち帰り専門の海鮮丼 全70種以上お値段均一！ 並盛500円（税別）から

武蔵村山市学園3-49-10 042-562-8533

08

村山支店 武蔵村山市学園 3-101-1 042-565-9111
残堀支店 武蔵村山市残堀 1-33—1 042-569-2111

む さ し む ら や ま 男 女 共 同 参 画 情 報 誌

今、多様な性を考える
LGBTって何だろう？

男女共同参画センターゆーあいからのご案内
●武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター長

森林育代

●図書コーナーのご案内●ふれあいセンターでは、図書コーナーを設けており、
LGBTって？
あなたはLGBT（エル・ジー・ビー・ティー）と
いう言葉を聞いたことがありますか。LGBTとは、
「女性として生まれて自分を女性と認識し女性を恋
愛の対象者とする人（レズビアン‐L）」、「男性
として生まれて自分を男性と認識し男性を恋愛の対
象にする人（ゲイ‐G）」、「恋愛の対象が相手の
性別にとらわれない人（バイセクシュアル‐
B）」、そして「生まれたときに割り当てられた性
別とは違った性のありかたで生きようとする人な
ど（トランスジェンダー‐T）」を意味する頭字語
で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）
の狭義のことです。
「そうなんだ。でも自分の周りにはいない
な。」「水商売や、テレビに出ているようなオネ
エでしょ。」「自分には関係ない世界。」などと、
感じる方もいらっしゃるかと思います。けれど
も、もしかしたらご自分のお子さんやご友人がそ
うであるかもしれません。LGBTの人はどの地域や
時代でも、人口の3～5パーセントいるといわれて
おり、日本では5.2パーセントという調査結果がで
ています。つまり20人に1人、40人のクラスには2
人いるという計算で、AB型や左利きの人の割合と
同じくらいとも例えられています。
実際には私たちのすぐ身近にいるはずなのに「見
えない存在」のLGBT。
私たちはなぜその存在に気付かないのでしょう
か。

「マイノリティ」の抱える生きづらさの問題
私たち人間の性のあり方は思っているより多様で
す。けれども現在の社会では、いまだその多様性を
受け入れる意識やシステム、慣習や情報が追い付い
ていないのが現状です。
男か女に生まれて、異性と恋愛や結婚し、男は男
らしく、女は女らしく生きることが「あたりま
え」、という今の社会の価値観が、「あたりまえで
はない」少数派への差別や偏見につながり、当事者
にとっては、「周りに受け入れられない自分を、自
分自身が受け入れられない」という自己否定につな
がってしまいます。
特に、子どもたちにおいては、周囲の理解や繋が
りが得られにくいことや、偏見や差別などから、
いじめや不登校、自殺願望につながることが問題視
されています。また、社会に出てからも、職場や同
僚などの理解がないなどで、転職を繰り返さざるを
えなかったり、ウツや自殺につながったりという
ケースも多いようです。
こうしたLGBTを取り巻く問題を当事者や家族の
人たちだけの課題とせず、周りの人たちが支援者や
理解者として声をあげていくことで勇気づけとな
り、また、広く社会の意識や価値観を変えることに
つながっていきます。

「誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会」づ
くりのためには、男性、女性の問題だけでなく、性
の多様性を知り、受け入れることも必要ではないで
しょうか。
また、当事者の人たちだけの問題とせず、周りの
人たちが支援者として声をあげていくことが、広く
社会の意識や価値観を変えることにつながるのでは
ないでしょうか。

1人2週間5冊まで借りることができます。

書店員

よしだあみのブックレビュー

なかったことにしたくない～実父から性虐待を受けた

ふたりのママから、きみたちへ

多様な性のありかた（セクシュアリティ）

私の告白～

～新しい時代の<家族のかたち>～

人間の性を4つにわけて考えると、以下になりま
す。

東小雪（元タカラジェンヌ）/講談社

東小雪・増原裕子/イーストプレス

父が有名なナレーション会社を営む

からだの性→生物学的性
こころの性→性自認

東京ディズニーリゾート初の、同性結婚式

家庭に育ち、CMの子役等でも活躍。そ

で話題となった著者が、ふたりの子どもを産

の後、宝塚音楽学校に入学という華や

み育てる事を、真剣に模索した一冊。小雪さ

好きになる性→性的指向

かな生い立ちの影で、繰り返す父から

んが“お母さん”、裕子さんが“ママ”として、

社会的・文化的な性→ジェンダー

の性虐待、宝塚での過酷ないじめの伝

二人の関係性や取り巻く環境について、ま

統、またレズビアンである事に悩み続

だ見ぬ子どもに丁寧に思いを綴ります。ど

けた著者の、壮絶な体験の告白と、そ

んな方法で授かるの？子どもにはどう伝え

こからの再生の物語です。摂食障害・

る？連載HPに寄せられた様々な質問への

リストカット・薬物依存を経て、全ての苦しみと向き合い、現在

答えや、LGBTの基礎知識など、分かりやすく、多様なセクシュ

LGBTの支援活動を精力的に行う東小雪さんの、生きる力の

アリティへの理解が深まる良書。

源に迫ります。

女性同士、新しい家族をつくるために話し合い支え合うふたり

過去の辛い事も全て“なかったこと”にせず、全力で受け止め

の姿に、改めて人が人を愛する事の大切さ、家族、そしてパー

て乗り越える姿は、現在、生きづらさを抱えている多くの人

トナーシップのありかたについて考えさせられます。

表

多様な性のあり方の例

からだの

こころの

好きに

性のあり方

性

性

なる性

男

男

女

異性愛の男性

男

男

男

同性愛の男性

男

男

男

女

男

性同一性障害で異性愛の女性

男

女

女

性同一性障害で同性愛の女性

女

女

男

異性愛の女性

女

女

女

同性愛の女性

女

女

女

男

女

性同一性障害で異性愛の男性

病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指します。したがっ

女

男

男

性同一性障害で同性愛の男性

て、リプロダクティブ・ヘルスは、人々が性感染症の不安なしに、安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖

女・男 両性愛の男性

男・女 両性愛の女性

に、きっと勇気を与えてくれるはず。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ『性と生殖に関する健康・権利』
リプロダクティブ・ヘルスは、人間の生殖システムおよびその機能と活動過程のすべての側面において、単に疾

能力を持ち、子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを決める自由をもつことを意味します。
このような表では伝えきれないほど、性のあり
方は多様です。けれどもいずれの場合も基準は「こ
ころ」です。
何が正しい、正しくない、多数派、少数派、どこ
に属しているか、ということではなく、それぞれ
の「こころ」が尊重され、「自分らしく」毎日を生
きることができ、同じ人間として尊厳や権利が保障
されている社会であれば、誰もが自分の人生をしあ
わせに生きることができるのではないでしょう
か。

また、ライツは、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関する健
康及びリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利です。

オールカラー
８×４センチ１枠に
つき
●企業、個人事業
主 →10,000円

「身体をほぐす」ことで身体の維持増進をお手伝いします！またお肌の悩みも解決。
●ボディーケア30分つ/1800円 50分/3000円●フェイシャルエステ60分/7000円～（シナリー
化粧品取扱店）※こちらのチラシをご覧頂いた方は10分無料延長致します。
■住所3/29まで→武蔵村山市三ツ木2-34-13（居酒屋てぃーだ２階）4月以降移転→武蔵村
山市神明4-119-4（新青梅街道沿い・武蔵村山三中前）■電話042-531-2380（4月以降番号
が変わります）■メールでのご予約＆お問い合わせinfo@gokurakuda.com■ホームページ
http://www.gokurakuda.com

●NPOその他市民
団体→ 8,000円
●個人→ 5,000円
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第15回YOU・Iフォーラム報告
第三次男女共同参画計画とは？

多様な「家族」の形～同性パートナーとの暮らしから見えてくること～

男女共同参画社会基本法や東京都の計画に基づき、本市の男女共同参画社会の形成を促進するために策定したものです。

男女共同参画社会基本法（国）

武蔵村山市の基本理念

男女平等参画のための東京都行動計画
「チャンス＆サポートプラン2012」（都）

誰もがイキイキと暮らせる
社会をつくりましょう

晴天の2月14日

統計（これは左利きや血液型AB型と同じ割合）

土曜日。緑が丘ふ

もある中で、この問題に社会や周囲の皆が関心

れあいセンターに

をもち、取り組む必要性を強く考えさせられま

て、LGBT支援に

した。

携わる元タカラ

第三次男女共同参画計画（武蔵村山市）
どんな事業を実施するの？
基本理念の達成に向けて４つの目標を設定し、７９事業を実施していきます。また、計画を効果的に推進するために、目標ごと
に重点事業を設定しています。ここでは、重点事業の目標内容を一部ご紹介します。
目標２

目標３

目標４

男女平等の意識づくり

男女の人権の尊重

様々な分野における男女
共同参画の推進

就労における男女共同参画
とﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの推進

重点事業の目標内容

重点事業目標内容

重点事業目標内容

重点事業目標内容

・情報誌の配布企業数の増
加

・性的少数者に関する講
座を増加

・審議会等の委員の女性割
合の増加

・再就職等を支援する講座
の開催

・市役所男性職員の育児休
業取得率の向上

・総合体育館の利用者数
の増加

・男女共同参画団体の増加

・ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽを推進
している企業の認定

・男女共同参画センターの
認知度の向上

・ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研
修の実施

・国際ｶﾞｰﾙｽﾞ・ﾃﾞｰに国際
交流ｲﾍﾞﾝﾄの開催

ている東さん。けれども、その道のりは決して

さんを招き、第

平坦ではありません。「マイノリティーの人が

15回YOU・I

暮らしやすい社会は、誰にとっても暮らしやす

フォーラムが開催されました。

目標１

い社会」という言葉に深く共感すると共に、

会場には、藤野市長をはじめ市議会議員の方々

・ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽに関す
る講座等の開催の増加

や事前申込みの方に加え、

LGBTへの理解が深まるひとときでした。
（レポーター

当日駆けつけた参加の方な

よしだあみ）
レインボーカ
ラーのリストバ
ンドを掲げて記
念写真

ど80人が来場。全員に
LGBTのシンボルであるレ
インボーカラーの手作りの

今日からみんな
「ally」(アラ
イ）です！

リストバンドが配布され、
手話の通訳付きで、多様な

※ally･･･協力
者、支援者

性の形についてのレク
第三次男女共同参画計画の閲覧はどこでできるの？

現在、同性のパートナーと幸せな家庭を築い

ジェンヌの東小雪

チャーが行われました。

平成２７年４月１日から、市役所市政情報コーナー、情報館えのき、緑が丘ふれあいセンター、ボランティア・市民活動セン
ター、地区会館、図書館等でご覧いただけます。また、市政情報コーナー、情報館えのきで購入することもできます。

「LGBTという言葉を知っていますか？」
「同性カップルに会った事はありますか？」

りますが、男女共同参画センターを市民に広く周知
し、男女共同参画社会を推進しようという想いは、調
布市も武蔵村山市も同じです。
「調布市男女共同参画推進センターを視察して」
１月２１日、私たち男女共同参画推進市民委員会
委員（６名）は、武蔵村山、市の男女共同参画推進の
参考にするため、調布市男女共同参画推進センター
を視察しました。
時流やニーズに応じた情報誌の作成・配布、市民
参加型のフォーラムの開催等、多くの市民に参画し
ていただこうという工夫や努力が随所に感じられ感
心しました。
センターの立地環境、運営、発信方法の違いはあ

男女共同参画社会の推進を目指す上で、他市の状
況を見学させていただいたこと
は、大変有意義な機会になりまし
た。委員としてこの経験を、「誰も
がイキイキと暮らせる社会を作る」
ための活動に生かしていきたいと
感じました。
武蔵村山市男女共同参画推進
市民委員会
副委員長 水上 玲子

―視察先の調布市男女共同参画
推進センターで担当者の説明を聞く
本市委員―

という質問から始まった東さんの講演。実父か

LGBTについて

らの性虐待を受けていた生い立ちから、話題と

事前にパネル展

なった同性結婚式にまつわるエピソード、質疑

を実施しました

応答ではカミングアウトについてなど、自身の
経験に基づいた率直なお話は、とても貴重なも
のばかり。
今の日本で法的に同性カップルの婚姻関係が認
められていないために起こる数々の困難や、渋
谷区で同性
カップルへの
「結婚相当証
明書」の発行
案が提出され

参加者から講師
へのメッセージ
などを付箋に書
いてもらいまし
た。
LGBTの支援に必
要なものは？と
いうシールアン
ケートも実施し
ました。

たことにも触
れ、全人口の
5.2％が実は
LGBTだという
06

◆アンケート結果（LGBT支援に必要なもの）
周囲の理解・・40
社会的な制度や法律・・34
学校での教育・・27
メッセージから・・「LGBTでもそうでない人も自
分らしく生きていい」
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男女共同参画センター「ゆーあい」からのご案内

男性のための

「ゆーあい」では、男女共同参画を啓発するための講座や講演会、相談事業などを皆様に提供しています。市内外問わずご参加出来ますのでお気軽にご参加ください。

男性・女性・若者支援、DV防止など、講
座やセミナーを通して多様な課題に対す
る学びの場を提供します。

情報誌YOU・Iの発行、図書閲覧・貸出し、
情報コーナー、ロビー展示、ホームページで
の情報発信などを通して、男女共同参画に
様々な情報を提供します。

YOU・Iフォーラム、ふれあいフェスティ
バル等の開催を通して、様々な立場の方
の交流の場を設けます。

男性・女性相談員による、なやみごとや生
き方相談ができる「こころの保健室」、女
性弁護士による「法律相談」を通して問題
解決のお手伝いをします。

巻き寿司・プチオードブルづくり

講座報告

春のちらし寿司講座

プチ起業フェスタ！

2月22日、第1回「プチ起業フェスタ」を開催しました。
好きなことを仕事に、無理をせずマイペースに、でも
やりがいを求めて形にしていく、「プチ起業」。
今回のフェスタは､起業している方、目指している方、いつかは起業してみ

☆生きがい講座☆指２本で弾く

ギター弾き語り講座

たいと思っている地域の方々に、手作りの作品の販売や、ネイルなどの体験
ブースをご出店いただき、訪れたお客様から相談を受ける等もあり、大いに

楽器を弾いてみたいけれどなかなか挑戦できない方、自分でギターを弾いて歌いたい

また、市内で自宅サロンを経営している佐藤絵利奈さんの、自宅サロン経営

方、楽器の楽しさ、歌う楽しさを体験しませんか？

講座案内

にぎわっていました。
についての講座にもたくさんの方が来てくださり、みなさん熱心にお話を聴

◇日時◇3月26日（木）午後7時30分～8時30分

いておられました。

◇場所◇多目的室１・２

やロールモデルを得て、自分の可能性を広める場としていただけるよう、今後も継続して行っていきます！

このイベントを通じて、出店、来場のみなさんに、自分らしく輝く人生を送るヒントや、自分のスキルの社会的な価値の発見、繋がり

◇対象◇ギターを触ったことのない方
◇定員◇１０人（申込先着順）

☆ふれあい歌声サロン☆

☆家事サポ！交流会

どなたでも参加できる歌声喫茶です♪子どもから大
人まで一緒に歌って楽しみましょう！

～オススメのお歌菓子のシェア会☆
あなたの思い出のお菓子や子どもに食べてもらいたいお菓

◇日時◇3月31日（火）午後2時～4時
◇場所◇多目的室１・２◇対象◇どなたでも

子などを持ち寄り、みんなで家事サポについて話しあいま

◇出演◇コールムサシ◇参加費◇１００円（歌集代）

しょう。

募集、その１）ゆーあい戦隊

ふれンジャー！

ゆーあい講座の企画や運営の戦略スタッフとして活動してもらいます。例えば、ふれあ
いセンター職員と企画会議をしたり、イベントを盛り上げたり、参加者の安全を守った
り、Facebookページをシェアしたり・・・。楽しいことが大好き、ふれあいセンターで何
かにチャレンジしてみたい、そんな方のご応募をお待ちしています！

◇日時◇3月22日(日）午後2時～4時

☆ふれあいベビーマッサージ☆
やわらかな赤ちゃんの肌に触れてみませんか。ス
キンシップをたくさんして親子の絆を深めましょ
う。
パパマ◇日時◇3月15日（日）
マママ◇日時◇3月18日（水）

募集、その２）ママインターン！

◇場所◇多目的室１・２

子育て中のママが社会復帰するはじめの一歩として、ママイン

◇対象◇家事サポートプログラムに興味のある方

ターンシップ（就業体験）を導入いたします。内容は、ふれあいセン

◇定員◇２０人

ターの受付、事務、講座企画運営等の実務体験です。いきなり社会に
出るのは不安、子育てと両立できるか心配、パソコンに触れておきた

午前10時～11時
◇講師◇三木智有氏（NPO法人tadaima！代表）

◇場所◇保育室◇定員◇６組（申込先着順）
◇対象◇０歳児のお父さん、お母さん

◇保育☆あり(１人２００円・要予約）

いという方など、まずはお気軽にご連絡ください！

募集、その３）保育インターン！
子どもが好き、以前保育士をしていたなど、子どもと関わる仕事を

☆むらパパ連続講座始まります！☆ダッチオーブンでつくる
◇日時◇４月１９日(日）午前１０時～午後２時

男の野外メシ！☆

◇場所◇屋外体験学習広場

◇対象◇男性

◇定員◇１５人

したい方に、保育インターンシップ（就業体験）を導入いたします。
保育付きの講座において、保育アシスタントとしてお手伝いいただき
ます。オリエンテーション、および一定のインターン期間を経た後

☆パパ子でつくろう！母の日に贈るありがとう料理♪☆
◇日時◇５月９日(土）午前１０時～午後１時
の子どもと父親
04

◇定員◇９組

◇場所◇三ツ木地区会館実習室

◇保育◇あり（無料・要予約）

は、センター主催の講座の保育スタッフとしてお仕事に従事していただけます。
◇対象◇働く母親をもつ５－１０歳

詳細、応募受付は随時行っていますので、気になった方！興味のある方！は
ふれあいセンターまでお電話ください（042-590-0755）
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男女共同参画センター「ゆーあい」からのご案内

男性のための

「ゆーあい」では、男女共同参画を啓発するための講座や講演会、相談事業などを皆様に提供しています。市内外問わずご参加出来ますのでお気軽にご参加ください。

男性・女性・若者支援、DV防止など、講
座やセミナーを通して多様な課題に対す
る学びの場を提供します。

情報誌YOU・Iの発行、図書閲覧・貸出し、
情報コーナー、ロビー展示、ホームページで
の情報発信などを通して、男女共同参画に
様々な情報を提供します。

YOU・Iフォーラム、ふれあいフェスティ
バル等の開催を通して、様々な立場の方
の交流の場を設けます。

男性・女性相談員による、なやみごとや生
き方相談ができる「こころの保健室」、女
性弁護士による「法律相談」を通して問題
解決のお手伝いをします。

巻き寿司・プチオードブルづくり

講座報告

春のちらし寿司講座

プチ起業フェスタ！

2月22日、第1回「プチ起業フェスタ」を開催しました。
好きなことを仕事に、無理をせずマイペースに、でも
やりがいを求めて形にしていく、「プチ起業」。
今回のフェスタは､起業している方、目指している方、いつかは起業してみ

☆生きがい講座☆指２本で弾く

ギター弾き語り講座

たいと思っている地域の方々に、手作りの作品の販売や、ネイルなどの体験
ブースをご出店いただき、訪れたお客様から相談を受ける等もあり、大いに

楽器を弾いてみたいけれどなかなか挑戦できない方、自分でギターを弾いて歌いたい

また、市内で自宅サロンを経営している佐藤絵利奈さんの、自宅サロン経営

方、楽器の楽しさ、歌う楽しさを体験しませんか？

講座案内

にぎわっていました。
についての講座にもたくさんの方が来てくださり、みなさん熱心にお話を聴

◇日時◇3月26日（木）午後7時30分～8時30分

いておられました。

◇場所◇多目的室１・２

やロールモデルを得て、自分の可能性を広める場としていただけるよう、今後も継続して行っていきます！

このイベントを通じて、出店、来場のみなさんに、自分らしく輝く人生を送るヒントや、自分のスキルの社会的な価値の発見、繋がり

◇対象◇ギターを触ったことのない方
◇定員◇１０人（申込先着順）

☆ふれあい歌声サロン☆

☆家事サポ！交流会

どなたでも参加できる歌声喫茶です♪子どもから大
人まで一緒に歌って楽しみましょう！

～オススメのお歌菓子のシェア会☆
あなたの思い出のお菓子や子どもに食べてもらいたいお菓

◇日時◇3月31日（火）午後2時～4時
◇場所◇多目的室１・２◇対象◇どなたでも

子などを持ち寄り、みんなで家事サポについて話しあいま

◇出演◇コールムサシ◇参加費◇１００円（歌集代）

しょう。

募集、その１）ゆーあい戦隊

ふれンジャー！

ゆーあい講座の企画や運営の戦略スタッフとして活動してもらいます。例えば、ふれあ
いセンター職員と企画会議をしたり、イベントを盛り上げたり、参加者の安全を守った
り、Facebookページをシェアしたり・・・。楽しいことが大好き、ふれあいセンターで何
かにチャレンジしてみたい、そんな方のご応募をお待ちしています！

◇日時◇3月22日(日）午後2時～4時

☆ふれあいベビーマッサージ☆
やわらかな赤ちゃんの肌に触れてみませんか。ス
キンシップをたくさんして親子の絆を深めましょ
う。
パパマ◇日時◇3月15日（日）
マママ◇日時◇3月18日（水）

募集、その２）ママインターン！

◇場所◇多目的室１・２

子育て中のママが社会復帰するはじめの一歩として、ママイン

◇対象◇家事サポートプログラムに興味のある方

ターンシップ（就業体験）を導入いたします。内容は、ふれあいセン

◇定員◇２０人

ターの受付、事務、講座企画運営等の実務体験です。いきなり社会に
出るのは不安、子育てと両立できるか心配、パソコンに触れておきた

午前10時～11時
◇講師◇三木智有氏（NPO法人tadaima！代表）

◇場所◇保育室◇定員◇６組（申込先着順）
◇対象◇０歳児のお父さん、お母さん

◇保育☆あり(１人２００円・要予約）

いという方など、まずはお気軽にご連絡ください！

募集、その３）保育インターン！
子どもが好き、以前保育士をしていたなど、子どもと関わる仕事を

☆むらパパ連続講座始まります！☆ダッチオーブンでつくる
◇日時◇４月１９日(日）午前１０時～午後２時

男の野外メシ！☆

◇場所◇屋外体験学習広場

◇対象◇男性

◇定員◇１５人

したい方に、保育インターンシップ（就業体験）を導入いたします。
保育付きの講座において、保育アシスタントとしてお手伝いいただき
ます。オリエンテーション、および一定のインターン期間を経た後

☆パパ子でつくろう！母の日に贈るありがとう料理♪☆
◇日時◇５月９日(土）午前１０時～午後１時
の子どもと父親
04

◇定員◇９組

◇場所◇三ツ木地区会館実習室

◇保育◇あり（無料・要予約）

は、センター主催の講座の保育スタッフとしてお仕事に従事していただけます。
◇対象◇働く母親をもつ５－１０歳

詳細、応募受付は随時行っていますので、気になった方！興味のある方！は
ふれあいセンターまでお電話ください（042-590-0755）

05

第15回YOU・Iフォーラム報告
第三次男女共同参画計画とは？

多様な「家族」の形～同性パートナーとの暮らしから見えてくること～

男女共同参画社会基本法や東京都の計画に基づき、本市の男女共同参画社会の形成を促進するために策定したものです。

男女共同参画社会基本法（国）

武蔵村山市の基本理念

男女平等参画のための東京都行動計画
「チャンス＆サポートプラン2012」（都）

誰もがイキイキと暮らせる
社会をつくりましょう

晴天の2月14日

統計（これは左利きや血液型AB型と同じ割合）

土曜日。緑が丘ふ

もある中で、この問題に社会や周囲の皆が関心

れあいセンターに

をもち、取り組む必要性を強く考えさせられま

て、LGBT支援に

した。

携わる元タカラ

第三次男女共同参画計画（武蔵村山市）
どんな事業を実施するの？
基本理念の達成に向けて４つの目標を設定し、７９事業を実施していきます。また、計画を効果的に推進するために、目標ごと
に重点事業を設定しています。ここでは、重点事業の目標内容を一部ご紹介します。
目標２

目標３

目標４

男女平等の意識づくり

男女の人権の尊重

様々な分野における男女
共同参画の推進

就労における男女共同参画
とﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの推進

重点事業の目標内容

重点事業目標内容

重点事業目標内容

重点事業目標内容

・情報誌の配布企業数の増
加

・性的少数者に関する講
座を増加

・審議会等の委員の女性割
合の増加

・再就職等を支援する講座
の開催

・市役所男性職員の育児休
業取得率の向上

・総合体育館の利用者数
の増加

・男女共同参画団体の増加

・ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽを推進
している企業の認定

・男女共同参画センターの
認知度の向上

・ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研
修の実施

・国際ｶﾞｰﾙｽﾞ・ﾃﾞｰに国際
交流ｲﾍﾞﾝﾄの開催

ている東さん。けれども、その道のりは決して

さんを招き、第

平坦ではありません。「マイノリティーの人が

15回YOU・I

暮らしやすい社会は、誰にとっても暮らしやす

フォーラムが開催されました。

目標１

い社会」という言葉に深く共感すると共に、

会場には、藤野市長をはじめ市議会議員の方々

・ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽに関す
る講座等の開催の増加

や事前申込みの方に加え、

LGBTへの理解が深まるひとときでした。
（レポーター

当日駆けつけた参加の方な

よしだあみ）
レインボーカ
ラーのリストバ
ンドを掲げて記
念写真

ど80人が来場。全員に
LGBTのシンボルであるレ
インボーカラーの手作りの

今日からみんな
「ally」(アラ
イ）です！

リストバンドが配布され、
手話の通訳付きで、多様な

※ally･･･協力
者、支援者

性の形についてのレク
第三次男女共同参画計画の閲覧はどこでできるの？

現在、同性のパートナーと幸せな家庭を築い

ジェンヌの東小雪

チャーが行われました。

平成２７年４月１日から、市役所市政情報コーナー、情報館えのき、緑が丘ふれあいセンター、ボランティア・市民活動セン
ター、地区会館、図書館等でご覧いただけます。また、市政情報コーナー、情報館えのきで購入することもできます。

「LGBTという言葉を知っていますか？」
「同性カップルに会った事はありますか？」

りますが、男女共同参画センターを市民に広く周知
し、男女共同参画社会を推進しようという想いは、調
布市も武蔵村山市も同じです。
「調布市男女共同参画推進センターを視察して」
１月２１日、私たち男女共同参画推進市民委員会
委員（６名）は、武蔵村山、市の男女共同参画推進の
参考にするため、調布市男女共同参画推進センター
を視察しました。
時流やニーズに応じた情報誌の作成・配布、市民
参加型のフォーラムの開催等、多くの市民に参画し
ていただこうという工夫や努力が随所に感じられ感
心しました。
センターの立地環境、運営、発信方法の違いはあ

男女共同参画社会の推進を目指す上で、他市の状
況を見学させていただいたこと
は、大変有意義な機会になりまし
た。委員としてこの経験を、「誰も
がイキイキと暮らせる社会を作る」
ための活動に生かしていきたいと
感じました。
武蔵村山市男女共同参画推進
市民委員会
副委員長 水上 玲子

―視察先の調布市男女共同参画
推進センターで担当者の説明を聞く
本市委員―

という質問から始まった東さんの講演。実父か

LGBTについて

らの性虐待を受けていた生い立ちから、話題と

事前にパネル展

なった同性結婚式にまつわるエピソード、質疑

を実施しました

応答ではカミングアウトについてなど、自身の
経験に基づいた率直なお話は、とても貴重なも
のばかり。
今の日本で法的に同性カップルの婚姻関係が認
められていないために起こる数々の困難や、渋
谷区で同性
カップルへの
「結婚相当証
明書」の発行
案が提出され

参加者から講師
へのメッセージ
などを付箋に書
いてもらいまし
た。
LGBTの支援に必
要なものは？と
いうシールアン
ケートも実施し
ました。

たことにも触
れ、全人口の
5.2％が実は
LGBTだという
06

◆アンケート結果（LGBT支援に必要なもの）
周囲の理解・・40
社会的な制度や法律・・34
学校での教育・・27
メッセージから・・「LGBTでもそうでない人も自
分らしく生きていい」

03

今、多様な性を考える
LGBTって何だろう？

男女共同参画センターゆーあいからのご案内
●武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター長

森林育代

●図書コーナーのご案内●ふれあいセンターでは、図書コーナーを設けており、
LGBTって？
あなたはLGBT（エル・ジー・ビー・ティー）と
いう言葉を聞いたことがありますか。LGBTとは、
「女性として生まれて自分を女性と認識し女性を恋
愛の対象者とする人（レズビアン‐L）」、「男性
として生まれて自分を男性と認識し男性を恋愛の対
象にする人（ゲイ‐G）」、「恋愛の対象が相手の
性別にとらわれない人（バイセクシュアル‐
B）」、そして「生まれたときに割り当てられた性
別とは違った性のありかたで生きようとする人な
ど（トランスジェンダー‐T）」を意味する頭字語
で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）
の狭義のことです。
「そうなんだ。でも自分の周りにはいない
な。」「水商売や、テレビに出ているようなオネ
エでしょ。」「自分には関係ない世界。」などと、
感じる方もいらっしゃるかと思います。けれど
も、もしかしたらご自分のお子さんやご友人がそ
うであるかもしれません。LGBTの人はどの地域や
時代でも、人口の3～5パーセントいるといわれて
おり、日本では5.2パーセントという調査結果がで
ています。つまり20人に1人、40人のクラスには2
人いるという計算で、AB型や左利きの人の割合と
同じくらいとも例えられています。
実際には私たちのすぐ身近にいるはずなのに「見
えない存在」のLGBT。
私たちはなぜその存在に気付かないのでしょう
か。

「マイノリティ」の抱える生きづらさの問題
私たち人間の性のあり方は思っているより多様で
す。けれども現在の社会では、いまだその多様性を
受け入れる意識やシステム、慣習や情報が追い付い
ていないのが現状です。
男か女に生まれて、異性と恋愛や結婚し、男は男
らしく、女は女らしく生きることが「あたりま
え」、という今の社会の価値観が、「あたりまえで
はない」少数派への差別や偏見につながり、当事者
にとっては、「周りに受け入れられない自分を、自
分自身が受け入れられない」という自己否定につな
がってしまいます。
特に、子どもたちにおいては、周囲の理解や繋が
りが得られにくいことや、偏見や差別などから、
いじめや不登校、自殺願望につながることが問題視
されています。また、社会に出てからも、職場や同
僚などの理解がないなどで、転職を繰り返さざるを
えなかったり、ウツや自殺につながったりという
ケースも多いようです。
こうしたLGBTを取り巻く問題を当事者や家族の
人たちだけの課題とせず、周りの人たちが支援者や
理解者として声をあげていくことで勇気づけとな
り、また、広く社会の意識や価値観を変えることに
つながっていきます。

「誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会」づ
くりのためには、男性、女性の問題だけでなく、性
の多様性を知り、受け入れることも必要ではないで
しょうか。
また、当事者の人たちだけの問題とせず、周りの
人たちが支援者として声をあげていくことが、広く
社会の意識や価値観を変えることにつながるのでは
ないでしょうか。

1人2週間5冊まで借りることができます。

書店員

よしだあみのブックレビュー

なかったことにしたくない～実父から性虐待を受けた

ふたりのママから、きみたちへ

多様な性のありかた（セクシュアリティ）

私の告白～

～新しい時代の<家族のかたち>～

人間の性を4つにわけて考えると、以下になりま
す。

東小雪（元タカラジェンヌ）/講談社

東小雪・増原裕子/イーストプレス

父が有名なナレーション会社を営む

からだの性→生物学的性
こころの性→性自認

東京ディズニーリゾート初の、同性結婚式

家庭に育ち、CMの子役等でも活躍。そ

で話題となった著者が、ふたりの子どもを産

の後、宝塚音楽学校に入学という華や

み育てる事を、真剣に模索した一冊。小雪さ

好きになる性→性的指向

かな生い立ちの影で、繰り返す父から

んが“お母さん”、裕子さんが“ママ”として、

社会的・文化的な性→ジェンダー

の性虐待、宝塚での過酷ないじめの伝

二人の関係性や取り巻く環境について、ま

統、またレズビアンである事に悩み続

だ見ぬ子どもに丁寧に思いを綴ります。ど

けた著者の、壮絶な体験の告白と、そ

んな方法で授かるの？子どもにはどう伝え

こからの再生の物語です。摂食障害・

る？連載HPに寄せられた様々な質問への

リストカット・薬物依存を経て、全ての苦しみと向き合い、現在

答えや、LGBTの基礎知識など、分かりやすく、多様なセクシュ

LGBTの支援活動を精力的に行う東小雪さんの、生きる力の

アリティへの理解が深まる良書。

源に迫ります。

女性同士、新しい家族をつくるために話し合い支え合うふたり

過去の辛い事も全て“なかったこと”にせず、全力で受け止め

の姿に、改めて人が人を愛する事の大切さ、家族、そしてパー

て乗り越える姿は、現在、生きづらさを抱えている多くの人

トナーシップのありかたについて考えさせられます。

表

多様な性のあり方の例

からだの

こころの

好きに

性のあり方

性

性

なる性

男

男

女

異性愛の男性

男

男

男

同性愛の男性

男

男

男

女

男

性同一性障害で異性愛の女性

男

女

女

性同一性障害で同性愛の女性

女

女

男

異性愛の女性

女

女

女

同性愛の女性

女

女

女

男

女

性同一性障害で異性愛の男性

病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指します。したがっ

女

男

男

性同一性障害で同性愛の男性

て、リプロダクティブ・ヘルスは、人々が性感染症の不安なしに、安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖

女・男 両性愛の男性

男・女 両性愛の女性

に、きっと勇気を与えてくれるはず。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ『性と生殖に関する健康・権利』
リプロダクティブ・ヘルスは、人間の生殖システムおよびその機能と活動過程のすべての側面において、単に疾

能力を持ち、子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを決める自由をもつことを意味します。
このような表では伝えきれないほど、性のあり
方は多様です。けれどもいずれの場合も基準は「こ
ころ」です。
何が正しい、正しくない、多数派、少数派、どこ
に属しているか、ということではなく、それぞれ
の「こころ」が尊重され、「自分らしく」毎日を生
きることができ、同じ人間として尊厳や権利が保障
されている社会であれば、誰もが自分の人生をしあ
わせに生きることができるのではないでしょう
か。

また、ライツは、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に関する健
康及びリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利です。

オールカラー
８×４センチ１枠に
つき
●企業、個人事業
主 →10,000円

「身体をほぐす」ことで身体の維持増進をお手伝いします！またお肌の悩みも解決。
●ボディーケア30分つ/1800円 50分/3000円●フェイシャルエステ60分/7000円～（シナリー
化粧品取扱店）※こちらのチラシをご覧頂いた方は10分無料延長致します。
■住所3/29まで→武蔵村山市三ツ木2-34-13（居酒屋てぃーだ２階）4月以降移転→武蔵村
山市神明4-119-4（新青梅街道沿い・武蔵村山三中前）■電話042-531-2380（4月以降番号
が変わります）■メールでのご予約＆お問い合わせinfo@gokurakuda.com■ホームページ
http://www.gokurakuda.com

●NPOその他市民
団体→ 8,000円
●個人→ 5,000円
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● 相 談 事 業 の お 知 ら せ ●
こころの保健室（一般相談）

女性弁護士による法律相談

毎月第２土曜日・・・午後2時～4時[男性相談員担当]

毎月第３土曜日・・・午後2時～4時

毎月第３木曜日・・・午後2時30分～4時30分［女性相談員担当］
最近眠れない・・朝起きるのがつらい・・

毎月第３水曜日・・・午後5時～7時

人間関係で悩んでて・・など。

離婚問題、相続問題、労働問題など気軽に
ご相談ください

悩みを話してスッキリしませんか。
※相談の際はご予約をお願いします。保育も付きますのでお気軽にご相談を。

チャchat料理

やってます！

2015.3

忙しい時間の合間におしゃべりしながらちゃちゃっと出来ちゃうレシピの
ふれあいセンターの情報、ゆーあい講座、図書の情報
などをお伝えしています。

ご紹介です。センタースタッフようこの、チャchat一品です。

ぜひ「いいね！」をしてふれあいセンターのリアルタ
イム情報をGETしてくださいね！

@fureaicenter
https://www.facebook.com/furesen
「緑が丘ふれあいセンター
（男女共同参画センター「ゆーあい」）」

Recipe
発行年月 2015年3月
編集・発行 男女共同参画センターゆーあい
（武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター）
所在地
〒208-0012
東京都武蔵村山市緑が丘1460-1111‐1
電 話 042‐590-0755
F A X 042‐567-1433
Email fureai@diversitycommu.jp
ｗｅｂｓｉｔｅ http://www.fureai-diversity.com/

スナップえんどうは栄養バランスが良い野菜です。たんぱく質とでんぷんが主成分でビタ
ミン類、カリウム、食物繊維も豊富に含まれます。また、集中力を高めたり、老化や生活
習慣病の予防効果も期待されます。ビタミンCは熱に弱いので、調理の際は加熱はなるべ
く短く。茹で過ぎず、さやのシャキシャキ感を楽しめるようにしましょう。

【材料】
スナップえんどう８本

「緑が丘ふれあいセンター」で検索

ツナ小さじ２
味噌小さじ1,5

①スナップえんどうは洗って筋を取り、塩少々（分量外）を入れた熱湯で茹でる。
②ざるに上げて水気を切っておく。
緑が丘ふれあいセンターは、平成26年4月1日より、

③ボールにツナと味噌を入れ、よく混ぜ合わせる。

ダイバーシティコミュ・東建社グループが指定管理者と
して指定を受け、管理運営をおこなっています。

④②のスナップえんどうを加えて和える。

特集

YOU・Iフォーラムを通して考える

LGBTって何だろう？・・・02-03

丼丸
男女共同参画センターゆーあいからのご案内・・・04-08

武蔵村山店
お持ち帰り専門の海鮮丼 全70種以上お値段均一！ 並盛500円（税別）から

武蔵村山市学園3-49-10 042-562-8533

08

村山支店 武蔵村山市学園 3-101-1 042-565-9111
残堀支店 武蔵村山市残堀 1-33—1 042-569-2111

む さ し む ら や ま 男 女 共 同 参 画 情 報 誌

