
 

●一般相談  面接（要予約）・電話相談 

 月・水・木・土・日 9：00～16：00 

 火・金       13：00～20：00 

●専門相談 

＜女性のための法律相談＞ 

   女性弁護士による面接相談 

毎月第３木曜日 10：00～15：00 

（要予約・40 分） 

＜男性相談＞ 

   男性相談員による面接・電話相談 

毎月第２・第４土曜日 10：00～13：00 

（要予約・45 分） 

 

相 談 室 の ご 案 内 
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019-606-1762 

インターネット相談 

●LGBT相談 

  面接・電話相談 

  火・金曜日 16：00～20：00 

●女性のための就労相談 

  面接・電話相談 

  月・水・木曜日 9：00～16：00 

アイーナホームページ http//www.aiina.jp/ 

「用途から探す」→「相談」をクリック 

 ※相談者様の個人情報保護のため、情報登録が必要に 

なります。アイーナ HP よりご登録ください。 

相 談 室 か ら 

019-601-6891 

ＬＧＢＴ・性の多様性について考える 
～次世代につなげよう、誰もが暮らしやすい社会～ 

特

集 

岩手県男女共同参画センターでは平成 28 年度から LGBT

に関する相談や講座を実施しています。性のあり方は男性か

女性の二択ではなく多様です。また、生まれ持ったものであ

り、虹のようなグラデーションであると言われています。

様々な調査から、LGBT 等の人の割合は人口の 3～10％と言

われていますが、偏見や誤解から、生きづらさを感じている

人もいます。 

 当センターでは、全ての県民一人ひとりが幸せになるため

に、LGBT 相談や出前講座等による LGBT 等への理解促進の

普及啓発に取り組んでいます。今号を通じて、一緒に性の多

様性について知り、共に考えてみませんか？ 

■LGBT とは 

LGBT とは L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシュアル、

T：トランスジェンダー、それぞれの英語の頭文字をとって作

られた言葉です。性的マイノリティをあらわす総称の一つと

して使われています。 

  

  

 

性のあり方は多様で、次の４つから構成

されています。 

●社会的な性（ジェンダー） 

社会的・文化的に作られた男らしさや女

らしさ。言葉遣い、服装、しぐさなど。 

●からだの性（生物学的性） 

生まれた時の見た目（生殖器の形態）な

どで判断された性別。染色体や性ホルモ

ンの状態などから男性、女性に分けられ

ないこともあります。 

●こころの性（性自認） 

 自分自身が感じる自分の性別。 

●好きになる性（性的指向） 

どのような性別を好きになるか。恋愛や

性愛の感情を持たない人もいます。 

岩手県・岩手県男女共同参画センター

では、若年層への LGBT 等に関する理解

啓発のため「生徒・学生と保護者の皆さ

ん向け LGBT リーフレット」を発行しま

した。すべての人にとって安全で安心で

きる社会のために、リーフレットを活用

し学んでみませんか？ご希望の方は当

センターまでお問い合わせください。ま

た、ホームページからでもダウンロード

使用が可能です。 

「ダブルハッピネス」  

杉山 文野 著 

 常に“女体の着ぐるみ”を身に付けているか

のような違和感を抱く日々。心と体の性の不

一致に苦悩しながらも、フェンシングに打ち

込み、仲間や家族、愛する人たちとの理解を

育んできた著者。真剣に悩み、真剣に楽しん

できた“フミノくん”の直球自伝エッセイ。 

新着図書のご案内 

おすすめ 

 

【編集後記】2020 年東京オリンピック開催に向け、多様な人が暮らしやすい環境作りが進んでいます。これを機会に誰もが性別を越えて、

やりたいことにチャレンジできる社会になることを願います。（つ） 

その人がその人らしいままで、安心して生活できる社会。

社会や周囲から、受け入れられない経験をして、自分のこ

とを「尊い存在」として扱えなくなったり、個性を隠した

り変えようと苦しんだりしている人があなたの周りにも居

るかも知れません。私たちみんなが多様な性（LGBT 等)の

当事者ととらえ、家族も周囲も社会もそう考えられたらい

いですね。もし一番理解してもらいたい身近な人へ、自分

の個性を言えなかったり、自分の個性を否定して苦しかっ

たり、人の言葉に傷ついていたら、 

よければお気持を相談員に 

お聞かせください。 

レズビアン。女性として

女性が好きな人。 

 

Lesbian Gay 

ゲイ。男性として男性が

好きな人。 

Bisexual 

バイセクシュアル。異性

を好きになることもあれ

ば、同性を好きになるこ

ともある人 

Transgender 

トランスジェンダー。か

らだの性とこころの性が

違う人。 

 

リーフレット紹介 

QR コード▶ 

「生徒・学生と保護者の皆さん向け 

ＬＧＢＴリーフレット」を発行しました！ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ 

当センターでは、DVD の貸出も行っております。 

お気軽にお問い合わせください。 

⚫ 「NHK『ハートをつなごう』LGBT BOOK」 
杉山 文野 他 著 

⚫ 「セックスワーク・スタディーズ」 
  ＳＷＡＳＨ 著 

⚫ 「ソーシャルワーカーのための 
女性支援ガイドブック」 

女性の暮らしやすさを考えるソーシャルワーク研究会 著 

⚫ 「ジェンダーと政治参加」 
  大海篤子 著 

⚫ 「日本の女性議員 どうすれば増えるのか」 
  三浦まり 著 

避難所運営ゲーム 

「HUG」貸出のご案内 
岩手県男女共同参画センターでは、避難所運営ゲーム

「HUG」の貸出を致します。セットには、ゲームに必要な

避難所の図面等がダウンロード可能なＤＶＤ、冊子も含ま

れています。 

●セット内容 

１セット（４組）、取扱説明書１冊、解説用ＤＶＤ１枚、 

収納ケース１箱  ※１組で５人を想定 

●貸出対象 岩手県内の市町村、学校、企業及び各種団体 

●貸出期間 ２週間 

●利用料 無料（ただし、往復の送料をご負担ください） 

●貸出方法 

避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」利用申込書に必要事項をご

記入のうえ、岩手県男女共同参画センターまでお申込く

ださい。 



 

 

親子 deクッキング らくらく簡単いいね!!  ごはん報告  
2019 年 12 月 15 日に「2019 年度日本テトラパック株式会社助成事業」及び「全国女性会館協議会働く母親を応援す

る、男性・子どもの生活自立支援事業」としてお父さんとお子さんとの「親子ｄｅクッキングらくらく・簡単いいね！！

ごはん」を実施しました。共働き家庭のお父さんとお子さんが、積極的に家事に参画することで、忙しい家族のワーク・

ライフ・バランスを改善するというものです。メニューは、岩手県「おとう飯始めようキャンペーン」のメニュー“しい

たけ旨煮”をはじめ、「チキントマトの豆乳煮」「彩サラダとコーンドレッシング」「ご飯と味噌汁」。参加親子は１８名で、

調理、食事、食材パッケージのリサイクル、片付けを楽しんでいました。 

サラダをきれいに盛り付けています！ 岩手県メニュー「しいたけ旨煮」と、

晴澤雪枝先生考案のかんたんメニ

ュー！ 

お父さんは内閣府「おとう飯キャ

ンペーン」提供のお揃いのエプロ

ンで！ 

「いわてレインボーマーチの取り組みについて」 

いわてレインボーマーチは、胸を張って堂々と自分らし

く生きる人を増やすことが目的の団体です。目的達成のた

めに、①性別や性自認、性的指向等に対するあらゆる形態

の暴力を撤廃すること②自分らしさを探究する機会をつ

くることに取り組んでいます。具体的には啓発イベントや

交流会を開催しています。2018 年 9 月には岩手県初のプ

ライドパレード（※）を開催しました。 

いわてレインボーマーチのスローガンは“MARCH THIS 

WAY”。レディー・ガガの“BORN THIS WAY”という曲の

オマージュで、「胸を張って堂々と自分らしく生きる」と

いう意味を込めました。LGBT をはじめ様々な社会的マイ

ノリティが、岩手で“MARCH THIS WAY”できるよう、年

間を通じて様々な活動をしています。最近取り組んでいる

のは「死ぬまでにやりたいことリスト」の作成です。この

「LGBT等の現状や若年層への啓発について」 

レズビアン・ゲイやトランスジェンダーの人たちの団体が日本で初めてできたのは 1970～80 年代のことです。LGBT

の人たちは半世紀も前から自分たちの居場所をつくり、声をあげてきました。多くの人のあり方、例えば異性を好きにな

ることや、出生時の性と性別自認が一致することを「ふつう」「当たり前」とする法制度、教育、人々の意識によって、

排除や偏見、差別や暴力など日々生き難さを経験していたからです。 

LGBT ということばが広く知られるようになった最近でも、この生き難さはそんなに変わっていません。岩手でも「自

分のような人は周りにいない」「本当のことはだれにも言ってはいけない」と感じている LGBT の子ども・若者がいます。

いろいろな性について教えないことで、性のあり方を理由とするいじめの加害者も生んでいます。このリーフレットは、

岩手県において現状を変えていく第一歩です。一人でも多くの子ども・若者や、次世代を守り育てていくべき私たち大人

に届くことを願って止みません。 

リストをきっかけに「自分らしさ」や「どう生きたい

か」を探究する機会をつくっています。最も力を入れ

ているのは「プライドパレード」の開催です。性別等

に対するあらゆる形態の暴力から開放され、胸を張っ

て堂々と自分らしく生きられる岩手を目指し盛岡をパ

レードします。3 回目は 2020 年 5月 9 日（土）に開

催予定。 

MARCH THIS WAY TOGETHER！ 

※プライド・パレードとは 

「プライドパレード」とは、LGBT

に対する差別や暴力への反対や自

由で平等な社会を訴え、多様な在

り方を祝うことなどを目的に世界

各地で開催されているイベント。 

いわて男女共同参画 
フェスティバル 2020開催予告 !! 

岩手県が定める「いわて男女共同参画推進月間」（6 月）

に合わせ、今年もいわて男女共同参画フェスティバルを開催

します！ 

日時：2020 年 6 月 20 日（土） 

会場：いわて県民情報交流センター（アイーナ） 

   7 階 小田島組☆ほ～る ほか 

基調講演テーマ：「性の多様性・LGBT と男女共同参画」（仮） 

講師：杉山文野さん 

詳細は決定次第 HP などでお知らせします☆ 

杉山 文野さん 
株式会社ニューキャンバス 

代表取締役 

1981 年東京都生まれ。フェンシング元女子日本代表。トランスジェンダー 。 

早稲田大学大学院教育学研究科修士課程終修了。２年間のバックパッカー生

活で世界約 50 カ国＋南極を巡り、現地で様々な社会問題と向き合う。 

日本最大の LGBTプライドパレードである特定非営利活動法人東京レインボ

ープライド共同代表理事や、日本初となる渋谷区・同性パートナーシップ条

例制定に関わり、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議委員も務める。現在

は一児の父として子育てにも奮闘中。 

起業した  
女性のガイドブックを発行！！ ３６名のサポーターが誕生!!  

2019 年 6月 15 日（土）に開講したいわて男女共同参

画サポーター養成講座は 11 月 24 日（日）に閉講式を迎

え、36 名(うち男性 13 名)に岩手県知事より「いわて男

女共同参画サポーター認定書」が授与されました。認定

者の皆さんおめでとうございます！地域や職場でのご活

躍を応援しております。2020 年度もいわて男女共同参画

サポーター養成講座を開催予定です。講座予定が決まり

次第、HP・チラシ等で案内しますので、ご注目下さい！ 

岩手県では、女性の発想や視点を生かした起業を支

援する目的で、新たなビジネスにチャレンジし、活躍

している女性を広く紹介するためのＰＲ冊子「岩手で

輝く女性たち（起業・経営者編）」を発行しました。 

県内各地で起業した女性、ＮＰＯを設立した女性、

経営に携わる女性など、10 名の活動を掲載していま

す。事業に携わるようになったきっかけは人それぞれ

で、新しく何かを始めたい女性へのヒントが詰まって

います。 

冊子での作成のほか、岩手県のＨＰにも掲載してい

ます。ぜひご覧ください。 

お知らせ 

 

リーフレットの監修に御協力いただきました！ 

LGBT支援団体の取り組み 

ブライド・パレードを実施しています！ 

■ プロフィール 

ご報告 

マーチ当日の様子 

 

：団体名 岩手レインボー・ネットワーク 

：団体名 いわてレインボーマーチ 


