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早いもので、にじたま創刊から一周年☆
みなさん、いつもありがとうございます。これからも当たまごをよろしくお願いします!

〈創〉

【ＩＤＡＨＯメッセー
ＩＤＡＨＯメッセージ
開催します！】
メッセージ展、開催します
します！】
にじたま春号で紹介されたアイダホ(ＩＤＡＨＯ)アクションに寄せられたメッセージを、青森で展示しちゃいま
す！ 遠いから…予定が合わないから…という方もご安心♪ なんと、青森・弘前・八戸の３ヵ所で、それぞれ違
う日に開かれます。ぜひ、皆さんお越しください☆
【青森会場】 日時：８／１５(日) １０時〜２０時
場所：アウガ５階 カダール研修室

【セクマイＮｅｗｓ
セクマイＮｅｗｓ】
Ｎｅｗｓ】

【弘前会場】 日時：９／１２(日）９時３０分～１５時
カルチュアロードに出展予定（雨天は翌週に延期）

4 月下旬、文部科学省が全国の都道

場所：弘前市土手町通り

府県教委などに対し、GID の児童・
生徒について、教育相談を徹底し本

【八戸会場】

秋口開催予定！

人の心情に十分配慮した対応をす

各会場の詳細は、たまごＨＰでも随時アップしていきますので、どうぞお

るよう通知しました。GID の診察を

見逃しなく☆☆

〈愛浬〉

行っている岡山大病院によると、受

【にじたまの主
にじたまの主な設置場所】
設置場所】

診者の 7 割は自殺を考えたことが

青森県立図書館／青森市民図書館／青森県男女

あり、8 人に 1 人が小学生の時に自

共同参画センター「アピオあおもり」／青森市男

殺を考えたことがわかっています。

女共同参画プラザ「カダール」／弘前市立図書館

GID に限らず、セクシュアルマイノ

／弘前市民参画センター／弘前市ボランティア

リティの子どもは周囲に打ち明け

支援センター／弘前大学／藤崎町ふれあいずー

られずに 1 人で悩んでいるケース

む館／平川市文化センター／スポカルイン黒石

が少なくありません。今年 5 月の

／五所川原市立図書館／八戸市立図書館／八戸

「セクシュアルマイノリティを正
しく理解する週間」で実施された無
料相談のホットラインには、そうし
た若者の声も寄せられました。この
週間は今年が初めての開催で、政府

【頭の体操クイズ
体操クイズ】
クイズ】

ぷ。

さあ、みなさん！頭を柔らかく

きました。

してください！上の文字は、よく

セクシュアルマイノリティの子ど

見ると人間に見えますよね…。

もや若者の悩み。これまで閉ざされ

さて、何をしているところでしょ

てきた声に、ようやく耳が傾けられ

う！？

せん。

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／

iii

や企業の後援・協賛を得ることがで

るようになってきたのかもしれま

市図書情報センター／八戸市市民活動サポート

〈しょう〉
〈創〉 答えはにじたまのどこかに★

ＦＭアップルウェーブ コミュニティースペース
「ぽむ」

【にじたま初
にじたま初！がっつりインタビュー
がっつりインタビュー！！
インタビュー！！】
！！】
今回の特集は、まるまるインタビュー！青森県内の大学に通うヨシキさん（20 代、ゲイ）にお話をお聞きしました。
当事者のリアルな声をお届けします。
【以下、質問者：
（質）
、ヨシキさん：
（ヨ）
】
質：ではさっそく、はじめましょう。自分がマイノリティだってことは、いつ自覚した？
ヨ：えーとだね…本当に｢俺、男好きなんだ｣ってムッチャ自覚したのは、高校三年生のとき。
それで、そのとき振り返ってみたら、中学のときにも好きな人がいたっていうのに気づい
て、｢あ～｣って。そこで自分を再発見って感じだった。
質：高３かぁ。その自覚したきっかけは、何だったの？
ヨ：それは…野球部の部長さんと仲が良かったんだ。で、よく受験勉強一緒にやってて、
それで仲良くなって、｢あ、俺好きかも｣って思って。それで、｢ああ、そういえばそうだったなぁ、俺けっこう
男好きだったもんなぁ～｣って。ショックだったのが、その好きな人にどうやら想っている人がいるらしくて…
｢ああ、複雑な気持ちだなぁ｣って。まあずっと応援したけどね。陰ながら。
質：そっかぁ…切ないね（泣）じゃあ、そのとき、男の子が好きだってことを自覚したとき、ヨシキはどんな風に
思った？どんなことを考えた？自覚したときって、けっこうダメージを受ける人が多いようだけど…。
ヨ：俺はねぇ、気づいた時は、不思議とそういうマイナスな感情はなかった。そういう自分に気がついていたんだ
よね、じんわりじんわりと。で、高３の時に決定的なものが来て。…まぁ確かに普通の人の恋愛とおんなじよ
うに、少し不安定にはなったよ。すぐ落ち込んだりして。家帰ってソファーにバッサー！ってなって、｢ふぅ～。
あいつの前でずっとニコニコしてんの疲れるわ～｣って。まぁ異性愛者の人の恋愛と変わりはないよね。
質：そっかそっか。…では、質問は変わりますが、自分以外の当事者に初めて会ったのは、いつ？
ヨ：中学のとき、そういう人なんじゃないかなぁ～って人に遭遇したことはある。学校の人で。自分の意志で会っ
たのは、大学一年の夏。俺けっこう絵描くの好きで、絵を描く仲間が集まるサイトがあって、そこの人と仲良
くなって。どうやらその人はバイらしくて、地元に近かったから会ってみようぜってなって。
質：そっかぁ～。やっぱ掲示板は活用するよね（笑）
ヨ：うん（笑）今付き合っている人も掲示板で。掲示板パワーはすごいよね（笑）
質：確かに！え、今付き合っている人とは、どんな感じで付き合うことになったの？
ヨ：付き合い始めたのは、おととしの 11 月ごろ。もう一年と半年くらいかな。最初は、
しばらくずっとメールしていて…会ってみる？って感じになって。初めて会ったときは、
普通に飯食ったり、ドライブ連れてってもらったりして。３回目くらいにあったとき、まぁいろいろあって…
そのあと向こうから言われて。ほんとに向こうは軽い気持ちだったらしくて。だから、こっちも「いいよ」っ
て。軽く(笑)。今でも、どっちかっていうと兄弟って感じ。そんな特別恋人恋人しいって感じではないかな。
質：へぇ～。それもいいね。ところで、周りの人にはカミングアウトしてる？
ヨ：けっこうしてます。同じ学部の人、サークルの人達、地元の友達にも同窓会で会って話したり。…うん、結構
オープン。そういう（カムできそうな）空気があったら言うし。あと、付き合い上やっぱり言っておいた方が
いいかなっていう場合は言う。その人を見てからね。｢この人だったらいける｣って。うん、ちゃんと探って、
どんな人なのかなーって、ちょっと価値観とかみて。
質：カムする相手を見極めるのは重要だよね。結構カムしてるみたいだけど、否定的な反応されたことはない？
ヨ：うーん…言った相手によっては、え～って反応する人もいる。でも、その後｢おまえだったら別にいいのかなぁ｣
って言われたよ。｢他のやつならどうなんだ？｣ってなるけど（笑）まぁ、カムした相手によっては、たまにそ
の話題振ってくれる人もいる。｢最近彼氏とうまくやってるか～？｣とか、｢お、今日彼氏ん家？｣とか。やっぱ
りね、そうやって聞いてくれるのは、助かる。
質：それわかる！スルーされるより、突っ込んで聞かれたいよね（笑）う～ん、でもカムするって勇気いるよね？

初めての時なんか特にさ。ヨシキの初カムって…？
ヨ：大学一年の春。当時付き合っていた女の人がいたんだけど、どうしてもやっぱり、自分はそういうの（男の人
を好きになること）があるんだなっていうのにずっと悩んでいて…。でもさ、女の人だってかわいいって思う
んだよ。付き合ってもいいって思うんだよ。でも、なんか、どうしても自分の中にそういうのがあるから、付
き合う上では知っておいてほしいな、って思って、彼女に言ってみたの。で、言ったら、｢全然オッケー｣みた
いな感じで。その後もしばらく付き合っていたよ。それで安心してか、ちょっとずつちょっとずつ話し始めた
って感じ。それがあったからね、地元に帰って初恋の人にカムできたし。それ以降その人とも仲良しだし。
質：初カムの相手が付き合ってる彼女って、珍しいパターンだね。
ヨ：な～んかね。このままいって、向こうもなんも知らないまま終わっちゃうのも嫌だなって思って。
質：そっかあ。なんかいいね。あ、そういえば、家族にはカムしてるの？
ヨ：家族には言ってない。でも、なんか勘づかれてるんじゃないのかな～って最近思う。考えすぎなのかなぁとも
思うけど。でもね～…親には、どうだろうなぁ…。とりあえず、自立するまでは言えないよねぇ。何があるか
わからないなぁって。それは、どんだけ親を信頼していてもね、やっぱ話は別だし。やっぱ自分の子どもだか
らさ。心配していれば、気にしていれば、やっぱりよりショックだろうし。
質：そっかぁ…いつかは親・兄弟に言いたいなって気持ちはある？
ヨ：あ～…そういう状況になればね。自分からは、そんなに言おうとは思わない。
上手くいくんだったら、そのまま言わずに、軽～くスルーしていきたい。兄弟もそうかな。
質：なるほどね～…。じゃあ、質問変えます！セクマイである故に日常生活で不安になる事とか、
不自由することとかってある？
ヨ：あるね。飲みのとき。どうしてもみんなさぁ、恋愛話になるじゃん。でも、カミングアウトしてる人じゃない
と恋愛話できないじゃん。そういうのはちょっと困るよね。そういう話振られた時とかさ。恋人いるよーって
言って、名前は出さずにしゃべったりするけど、
「男の人と付き合ってる、彼氏がいるんだ」っていうことを言
えないのが、｢あぁぁ～｣ってなる。あと、そういう風に話をする時は、いまいち男友達に共感してもらえない
のがもどかしい。女友達は、｢うんうん！｣って言ってくれるんだけどね。あと…向こうが俺のことを女の代わ
りとしてみてるんじゃないかって思ったりして、少し落ち込むときがある。向こうが見る AV 的なもので、女の
ものもあったりするんだ。それで、あ～どうなんだろうな～って。彼氏に聞くたび｢ヨシキはヨシキだよ｣って
言ってくれるから、うーん…ってなるけど。たまに｢俺は男だ～。こら～｣って強がってたら、｢また強がって。
素直じゃないな～｣って言われて、俺が「キィーー！」ってなって…。
質：
（最後ノロケ入った？笑）…そっか～。やっぱ自分のセクシュアリティについて、今でも考えたりするんだ？
ヨ：今でもたまーに考える。だから、ちょっと困ったことがあったり、良かったことがあったとき、なんとなく振
り返って、｢俺どっちかなぁ～。どっち寄りなのかなぁ～｣って考えたりする。やっぱグレイゾーンがあって、
ちょっとずつ移動したりしてるんだよねやっぱり。それで、｢こんな生き方もできるんじゃないかな～｣とか考
えたり。
質：そっか。良かったことがあったときっていうのは、どんなとき？
ヨ：例えばカムして、プラスの反応が返ってきたときとか。｢ああ、俺こういう生き方でもありだな～｣って思って。
｢ま、いっか｣って感じで、自分を認めるようになる。だから、そういうのでセクって固まっていくな～って思
う。逆にマイナスな事があったら揺らいだりするし。
質：そっか～…。まだまだ聞きたいことあるけど、紙面の関係で今回はこの辺で。最後に一言お願いします。
ヨ：俺は基本的に、セクシャルマイノリティだからって、大きく不幸だな～って思ったりしたことはそんなにない。
逆にそうであることを理由にして、不幸だって思うのは嫌なんだ。…まぁえらそうなこと言いますけど（笑）
いかがでしたか？普段あまり聞くことのないであろうセクマイ当事者のリアルな声。当事者である私は、か・な・り共感できる
ところもあれば、
「へぇ～」と驚くこともありました。体験も考え方もイロイロなのだなぁということを感じました。このヨシキ
さんへのインタビュー記事を通して、
「セクマイって、こんなんか～」
「こんなこと思うんだ～」ということをちょっぴりイメー
ジしていただけたらいいなぁと思います。

〈ヒロ〉

【キリスト教
キリスト教と同性愛の
同性愛の関係性】
関係性】

新企画★
新企画★４コマ劇場
コマ劇場（
劇場（ショウ）
ショウ）

知基の
。
。
知基の呟き。
今年は新しいことに

「キリスト教で同性愛が罪だと言わ

挑戦しようと思ってい

れているのは何故か」という疑問を抱

ます。

いたのは４年前。レビ記にそれは書か

しかし、
何をしようか一

れていました。

向に決まらない今日こ

レビ記 18:22「女と寝るように男と寝

の頃…(T_T)(笑)
〈知基〉

てはならない。それはいとうべきこ
とである」20:13「女と寝るように男
と寝る 者は、両者共にいとうべきこ
とをしたのであり、必ず処刑に処せら
れる。彼らの行為は死罪に当たる」…
これを見る限り、男性同士のことしか
書かれていません。それは簡単に言え
ばキリスト教でも男尊女卑なのです。
女性からは離縁できないとか…当時、

【新スタッフ挨拶
スタッフ挨拶】
挨拶】

女性は人間以下とされていました。考

今月からスタッフに加わ

え方次第ですが、レズビアンが罰せら

りましたけんいちろうで

れないと考えるか、レズビアンがいな

す。中年で腹の出たおじ

い者とされていたのかはわかりませ

さんです。体力がないの

んがね…。

で気力で頑張ります。ど

キリスト教で同性愛は、強姦と同罪で

うぞよろしくお願いしま

もあります。しかし、罪に問われるの

す。

は同性愛だけではなく、自慰行為もな

【Ｓｍａｓｈ

んです。ということは…同性愛自体が

「プリシラ」 ／ 1994 年劇場公開

〈けんいちろう〉

Ｈｉｔ!
ｉｔ!】

云々ではなく、キリスト教では生殖行
為に繋がらない事は違法となるので

3 人のドラッグクイーン(女装のゲイ)が大都会シド

す。ちなみに、よく聞く厳しく罰する。 ニーからオーストラリア中部、砂漠な真ん中にある
と言うのはカトリック。プロテスタン

リゾート地でショーをするために 3000 キロ に渡

トは「性」に対してカトリックよりは

る旅をするロードムービー。

多少は寛容だったりします。

笑いあり歌あり踊りあり。個々の悩みや迫害にも負

ただ、今は容認されてきているため、 けず、強く生きる 3 人の姿は必見です。衣装や壮大な景色も素晴らしい！ 今
罪に問われることはなくなってきて
います。

も尚、舞台などで上演されており人気を博しています。これを観たら元気に

〈奏夜〉 なれる事間違い無し!!

【編集後記】
編集後記】

〈シュウ〉

【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】
団体】
○青森インターナショナル LGBT フィルムフェスティ

はぁ！夏号！夏ですねー！嬉しい！
…はずの季節ですが、受験生のショウは、苦しい夏です！
それでも、今回はロングインタビューやキリスト教、超低
クオリティーの４コマと、新たな挑戦ができて、にじたま

バル

http://www.aomori-lgbtff.org/

○性と人権ネットワーク ESTO

http://akita.cool.ne.jp/esto/

の方は好調です★ あとは早く試験を終えて、
活動に参加

（携帯からは http://hp.kutikomi.net/esto/）

してみんなに会いたーい！！（叫）…ということで、夏に

○Anego

も負けないアツイにじたまを、
みなさんの手にとっていた

○やろっこ http://sendai865.web.fc2.com/

だければ幸いです♪

http://blog.canpan.info/anego/

〈ショウ〉 ○World Open Heart http://www.worldopenheart.com/

