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新年度が始まりましたね！進級・進学、就職、転職（？）と、春は何かと変化の季節。
今年はどんなことが待っているでしょうか？それではにじたま春号、浮かれ気分で参ります♪
《春を遊ぼう★
ぼう★たまご学生部
たまご学生部、
学生部、始動！！》
始動！！》
スクランブルエッグには、
「学生部」なるものがあります。ご存知ですか？…ご存じない！それもそのはず、学
生部はまだ一度も活動していないからです！ハハ…ということで、今、動き出します！！まだ一度もセクシュア
ルマイノリティの当事者に出会ったことがないというあなたも、誰でもいいからとりあえずいろんな人と話しが
したいというあなたも、外がぽかぽかしているから誰かと遊びたいというあなたも、たまごと一緒に春を楽しみ
ませんか？？企画は学生部が行いますが、年齢的に大人になっちゃった方の参加ももちろん歓迎です。
期日：５月２日
内容：お楽しみ♪♪（詳細はWeb にアップするので、上記のたまごサイトをこまめにチェックしてね★）
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国際反ホモフォビアデー
国際反
ホモフォビアデー

５月１７日って何の日か知ってますか？
そうそう、あたしの誕生日なんですよー。なので、
プレゼントお待ちしてまーす。 え？何歳になる
って？それは聞かない約束よ♪
あとちなみに、セクマイの記念日でもあるんです
よー。アイダホってのは、平成２年同日にＷＨＯ
の精神疾患リストから同性愛が外れた日を国際
反ホモフォビアデーとし、その日をきっかけに生
まれたものです。
そして、今では世界各地でアイダホアクションが
行われており、日本国内でも各地でいろいろやっ
てるんですね。あたしをお祝いする会をね(違)
詳しくは、たまごサイトで検索してみてねん。
P.S.たまごでは秋になんかやるらしい？【涼子】

青森県立図書館／青森市民図書館／青森県男女共同参画センター
「アピオあおもり」／青森市男女共同参画プラザ「カダール」／弘
前市立図書館／弘前市民参画センター／弘前市ボランティア支援セ
ンター／弘前大学／藤崎町ふれあいずーむ館／平川市文化センター
／スポカルイン黒石／五所川原市立図書館／八戸市立図書館／八戸
市図書情報センター／八戸市市民活動サポートセンター「ふれあい
センターわいぐ」／十和田市民図書館／三沢市公会堂／むつ市立図
書館／ＦＭアップルウェーブ コミュニティースペース「ぽむ」

♪お知らせ～たまごに手紙が送れます！♪
スクランブルエッグではこの春からお手紙を受け付けています！
メールやインターネットが使えない…という方も、是非当たまごに
お手紙をお寄せくださいo(^-^)o
【宛て先】〒036-8355 弘前市大字元寺町１番地１３
弘前市民参画センター内 スクランブルエッグ
※センター利用団体用のレターケースをレンタルしています

待ちに待った春がやってきました♪ 春といえば…出会
出会い
出会いの季節！
季節

出会い
出会い」について HP で募りました！

…ということで、今回は「

みなさんの心に残っている出会いは何でしょうか♪

例
初めて付き合った彼女との出会い

Q１：自分の中で一番大きな出会いは？

人間、出会うべき時に、
Q3：出会いに関して

その出会いを

コメント

漢字で表すと？

光

Q２

出会うべき人に出会う
もんなんだなぁと時々
思う。

自分自身との出会い

大学に入学したばかりのころ、同じ学

自分の本当の姿を見つけ出し

科のバイの先輩との出会い。初めてバ

たときの感動は忘れません

イの人に出会った私は、あまりの衝撃

命

に最初は引いてしまいました。です

本当の自分に

が、ある日その先輩とお酒を飲む機会

出会い、本当に

があり、先輩の恋愛話をいろいろ聞く

愛する人が出来

ことができました。先輩は「たまたま

出会えば

ました。

好きになったのが、女性だったんだ」

出会うほど、

一方通行の想いですが、全力で愛

と堂々と言いました。私はその先輩の

世界が広がる！

しています。みなさんも、素敵な

おかげで、自分はバイであるというこ

視野が広がる！

出会いで溢れますように。

とに気づきました！

考えが広がる！

生

たくさんの人と

自分のコトを受け入れてくれる人を、初めて見つけた時（中一）。その時は、あまり意識していなかった
けど、塾で会った先輩に「お前、ゲイだろ？」って言われて・・・実際、自分は、“ゲイ”って言葉は知
らなかったから、分からなくて・・スルーした。で、先輩は、その後の態度は、一切変わらなかったし、
逆に、一緒に勉強してくれたり、昼食を一緒に食べたりと、フレンドリーだった。今思えば、自分が今生
きているのは、先輩のおかげなんじゃないかって思う。中学時代は、“ゲイ”という言葉を知った後、結
構悩んだりしていたから・・・先輩と会えたのは、本当に奇跡だったと思う。

出会いというのは、人を、いとも簡単に 180 度変えることが出来てしまうほど、

奇

ものすごい“力”を持っていると思います。ホント・・・ゲイに生まれてきてよか
ったって思う。だって、いろんな人に出会うことができているのだからｗ

小学校時代の先生との出逢い。弟の担任であり、部活の担当の先生でもあった。とっても可愛くて優し
くて、教員をやりながらもバイオリンを習い続け、ピアノも弾ける。でも専科じゃなくて、担任を持つ、
一人の教師。喜怒哀楽が豊かで、頼れて、安心できる先生だった。彼女みたいに、誰もを愛せる人にな
りたいと思った。音楽を愛し、生徒を愛し、先生と仲良くやっていける人になりたい、と。
きっと、今会って、活動のこととか話しても、受け入れてくれるだろう。

敬

出逢いのデカさと、その後の影響のデカさは比例する★
出逢いの質・量の向上は、その後の人生をでっかくする★
だから私は色んな人に出会いたいし、そのどれもを大切にしたい！

某女性同性愛者 SNS でオフ会の副幹事をしてお
り、沢山の大事な仲間に出会えたこと。最近でき

生き続ける約束をした出会いと
自分より長く生きることを約束して
もらった出会い

た仲間だけれどとても大事に思えます。

絆

出会いより多い別れはない。

一期一会を大切に。

昔は裏切られるのが怖くて

その瞬間に、すれ違った

遠ざけていたけれど
いまは怖くなんかない。

契

人が、次の瞬間には貴方
の大切な人になってい
る。

自分を生かしてくれた
カウンセラーさんとの出会い。

【出会いがあれば
出会いがあれば別
いがあれば別れあり…
れあり…】

人間必要な人間同士が出会うんだと思ってい

光

る。思い出したくもないほど
嫌いな人も、思い出すだけで
幸せになれるほどだいすきな
人も、自分に気づきをくれた。

春は別れも多い季節です。我ら
がスクランブルエッグのスマイル
担当、アンポン
アンポンが卒業です…（涙）
アンポン
アンポン、卒業の言葉です！

たまごが出来て間もない？初期からいるであろう私ですが、実は当初、なにも分からずただ創さん（注：たまご代表）に導か
れるままに参加していました。参加していくうちに、たまごのみんなと出会い、セクとか関係なく仲良くて、居心地よくて楽
しかったです。楽し過ぎてミーティング中にも関わらず、騒いでました…はい、すいません。話も聞いてないときがちらほら
……すいません。たまごでの活動を通して、たくさんの人と知り合えました。その人たちから刺激を受け、多様な視点から物
事を捉え、考えることができました。自分の視野が広がった気がします。そんな自分の成長があり、みんなとの楽しい日々が
あり…何気ない会話の一つ一つが今となっては懐かしい思い出です。青森を離れてしまう私ですが、今までのたまごでの活動
で学んだこと、得たことを忘れません。今後たまごでの活動には積極的に絡んでいきます。そのために貯金を…(笑)
最後に、今まで本当にありがとうございました。

アンポン

奏夜…最年少のたまご家長女
シュウ…頼れる兄貴分
雨子…卒業したての
ぴちぴち 10 代
(雨子さんはゲストです。)
奏：春ということで今回は出会いがテ
ーマです。高校時代はどうでしたか？
雨：高校に入るまでは何となく自分の
感情に流されてて、セクマイがどれだ
け差別的な目で見られてるか分から
なくて、高校に入ってセクマイの人に
知り合って考え始めた感じです。
シ：僕の高校の同級生にFTM っぽい人
がいたんだけど、僕も周りも普通に男

その人の堂々とした態度が羨ましか
ったよ。
奏：二人ともセクマイ自覚は高校での
出会いがきっかけなんですね。私も高
校の時、創さんに出会えたのがきっか
けですね。付き合ってる人がいてもセ
クマイのセの字も知らなかった(笑)
では出会えてよかったと思う当事者
さんはどんな方ですか？
雨：奏ちゃんです(笑)なんでも相談の
ってくれて色々教えてくれて、まさに
姉ちゃんそのもの(笑)
シ:僕は涼子(注：たまごメンバー)と
創さんかな。
自分が何者なのかはっきり自覚させ
られたのが涼子だった。創さんは考え
方や目指すものが同じで、共感できた

人をかえますね(笑)では最後の質
問です。
あなたにとって『出会い』とはなん
ですか？
シ：難しい質問だ(汗) 僕にとって
の『出会い』とは、良くも悪くも、
人生を左右する不可抗力的なもの
かな(苦笑) ロマンチックに言う
なら出会いとは奇跡だな(笑)
奏：ロマンチックですね(笑)私にと
って『出会い』とは、大きく言うけ
ど、人生の分岐点ですね(笑)良い意
味でも悪い意味でも、誰かと出会え
たから今の自分がいると思うんで
す。だから分岐点ですね。
今回はゲストとして雨子さんに協
力していただきました。ありがとう

友達として接してたね。当時はセクマ
イって言葉自体知らなかったから、こ

人。出会いってすごいね(笑)
奏：あら照れる(笑) 私は雨ちゃんで

ございました。

ういう奴なんだって認識が既に出来
てて。そういった意味ではイジメみた

すね。活動するきっかけと決意をさせ
てくれたのが雨ちゃんでした。私が高

Let’s 対談☆

いなのはなかったけど、一線は置かれ 校で辛い思いしたから、この子は守ら
てたかもしれない。僕自身としては、 なきゃって。今考えると、出会いって
★ にじたま Smash hit ★ ～DVD・本などの紹介～
であるために』
『私が私であるために
』2006 年
性同一性障害(GID)をテーマにした主人公、
ひかるの辛くて苦しい戦い、そして自分自
身との戦いの姿を描いた作品。出演者に
性同一性障害の当事者が３人出ています★
当事者ならではの、思いが伝わってくる

たまごのつぶやき
別れることがなければ、
めぐり逢うこともでき
ない。
たまごの皆さん本当に
ありがとう。
真の友に幸あれ！
【亮太】

演技が感動的です！！
色んな人たちに見てほしい作品です(^_^)
【知基】
東北各地で
東北各地でイベントを
イベントを開催している
開催している団体
している団体
編集後記
○青森インターナショナル LGBT フィルムフェスティバル 桜はまだですが、春の足音が聞こえてきてますね。
http://www.aomori-lgbtff.org/
卒業するアンポン、亮太さん、お疲れ様でした。
○性と人権ネットワーク ESTO
今回から編集部を再編し、新メンバーで制作します。
編集長として、メンバーと一丸となって頑張っていき
http://akita.cool.ne.jp/esto/
（携帯からは http://hp.kutikomi.net/esto/）
ますので、これからもにじたまをよろしくお願いしま
○Anego http://blog.canpan.info/anego/
す。感想、尻尾ふってお待ちしてます☆
○やろっこ http://sendai865.web.fc2.com/
今年度もたまごをよろしくお願いします!!
○World Open Heart http://www.worldopenheart.com/
【奏夜】

