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セクシュアルマイノリティ・ボランティアサークル

http://gochamazetamago.
main.jp/
酷暑だった今年の夏。たまごメンバーも日焼けしすぎたり熱射病になったり； でも夏満喫しました☆
さて、夏のメッセージ展に続き、秋にまたイベント開催決定！ますます目が離せないよ～(≧ｍ≦)
【講座のお
講座のお知
のお知らせ☆
らせ☆】
青森市にあるアピオあおもりで『パートナーセッション２０１０秋 アピオあおもり１
０周年まつり』が開催されます。なんと、そこでスクランブルエッグが講座をしちゃい
ます！！ 「性の多様性を考える〜揺らぎからのアプローチ」をテーマに、性的少数者に
ついての基礎的な解説や、一般的な男女では表しきれない性の多様性を当事者の話を交
えて考えていけたら…と思います。 めったにない講座です(笑)皆さん、ぜひぜひご参加
下さい(・ω・)お待ちしています♪

【LGBT
LGBT 映画祭レポート
映画祭レポート】
レポート】
今年 5 回目を迎えた青森インタ
ーナショナル LGBT フィルムフ

日時：１１月１３日(土) １４：２０〜１６：００
場所：アピオあおもり２階 大研修室２
※お申し込みは不要です。会場に直接お越し下さい☆
※参加費も無料です★
【その
その他
その他のたまご
のたまご活動報告・
活動報告・イベント情報
イベント情報】
情報】
＜終了分＞

ェスティバル。ナチスドイツに
よる同性愛者迫害を追ったドキ

■7/30～8/27

ュメンタリー
『刑法 175 条』
。人

八戸市で市民活動団体パネル展に参加

間の善悪の曖昧さ、人生に刻ま

■9/3～9/9

れた傷痕の深さに震撼させられ

八戸市で市民活動写真展に参加

た後、
今年各地の LGBT 映画祭で

＜今後の予定＞

好評を博している『おばけのマ
リコローズ』で大爆笑。ポジ テ
ィブなパワーにあふれた映画で
した。最後にタイの長編『ミウ
の歌』
。
家族の絆と少年の夢と恋
心を歌が包み込む素敵な映画。
どれも心にしっかり残る作品で
した。

＜さくぽん＞

＜愛浬＞

■10/31 午前 10 時～午後 2 時 30 分
弘前市民参画センターで交流まつりに参加予定！
【IDAHO メッセージ展
メッセージ展、無事に
無事に終了しました
終了しました！
しました！】
青森会場 ８月１５日(日)
弘前会場 ９月１２日(日)
八戸会場 ９月２６日(日)
ご来場くださった皆様、応援してくださった皆様、
本当にありがとうございました！

【にじたまの主
にじたまの主な設置場所】
設置場所】

＜知基＞
【セクマイこぼれ
セクマイこぼれ話
こぼれ話】

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」／

フランスに留学している友達 S からの新鮮情報

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

♪ Sが最近フランスのビアンカップルとメールし

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

た時、当事者は sexual minority という言葉をあま

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

り使わない、というよりむしろ、嫌う傾向にあるら

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

しいということが判明。「自分たちは minority なん

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

かじゃない!」という意識があるようです。文化の

ペース「ぽむ」

違いですね～(-０-)

＜ひろ＞

今回のテーマ

「あったらイイナ☆

今回の特集は、みなさんへのアンケートです！
セクマイさんが何かとぶつかる制度や世間のルールの壁。

こんな制度」

あー、こんな時こんな制度があったら！これこういう風にな
らんの？など、
「あったらいいのにな～」と思う制度を教えて
いただきました！

外国の一部では成立してる。頑張れば日本で

同性パートナーシップだけではなく、
「ポリ

もいつか叶いそうな気がしないでもない。結

ガミー」にも配慮したパートナーシップ

婚というものではなく、パートナーという少

を。
。
。国がパートナーのあり方を決めるの

し自由なイメージで、一生を共に過ごせる相

ではなく、パートナー同士で話し合い、契

手との約束という形があればいいな。

約内容を更新していくパートナーシップ制
度が望ましいと思う。

パートナーと結ばれる・・・

パートナーシップ制度

男女間の結婚制度だと、めっ

結婚っていうと私にはどうしても「しばられる」っていうイ

ちゃくちゃ細かく決められ

メージがあるんです。

てて息苦しいから、それほど

でも、パートナーシップ法は「パートナー」っていう絶対的

厳しい制度じゃなくて、ほど

な自分の相手っていうイメージがあって「きずな」っていう

よい同性間の結婚制度がほ
しいから。

日本にはまだない制度だけれど、異性でも同性でも「パート

イメージがあるんです。
ナー」って凄い大切な存在。
パートナーシップ法があって、一生大切な人と制度に守られ
ながら生きていけたらいいなあ～って思います。

同性によるパートナー同士は、事実婚とさえ見られていないはずなので、こ

同性婚と

れをなくし、いっそ正式に結婚を認めるといいと思います。
また、子供好きで養育条件をクリアしていても、子を授かれないので、子供

養子縁組

さえ良ければ養子関係を築ければ、幸福な家族が増えると思います。

紙面に掲載しきれなかった回答も、ＨＰで紹介しています！ → http://gochamazetamago.main.jp/

身近な公民館とかで、セクシュアルマイノリティを含めいろい
ろなマイノリティの人たちのことをテーマにして集まれる場所
が定期的にあったらいいなと思います。NPO 主催でもいいけれ

いろいろなマイノリティ

ど、行政主導でそういう仕組みづくりをしてもらえたらいいか
なと。

の人たちのことをテーマ

やっぱり身近な場所で、自分や友達のことを考えられる機会が
あることが大事だと思うから。自分自身がマイノリティの当事

にして集まれる場所

者であってもなくても、日ごろから「あの場所にいけば、何か
教えてくれるかも」って場所があれば、困ったときでも相談で
きる。安心できる。

教師の方が、同性愛やトランスジェンダー
のことを認め、隠さずに教える制度
私は男子が圧倒的に多い学校に通っているので、先生
方の冗談にも男性同性愛者に関する冗談が含まれるこ

恋人とデートしてるのに、カップル割引

ともあります。おそらく当事者である私は、先生が生

とかにならないのがさりげなく無念。

徒を笑わせようとしてセクシャルマイノリティー当人
たちの気持ちを考えずに話すのはどうか、と思ってい
ました。

性別関係なく利用できる

そこで私は、保健体育の授業や、社会的差別というこ
とで社会の授業などで性的少数者のことを生徒に理解
させて欲しいと思うようになりました。

トイレが性別関係なく

カップル・夫婦割引

小学校の教育実習における性別自己申告制度

すべて個室
教育実習をするときに・・使用するトイレ、使う名前、着用するス
これなら性自認が不明の人も

ーツを面談の上で決められる制度。小学校であればほとんど数週間

入りやすい？！(｀・ω・´)

の付き合いで、本当のことを話したほうがすんなり受け入れてくれ
てスムーズに実習も進みそうだから。子どもたちは本当に正直で素
直。その良さを活かしたいし、ずっと持っててほしいという思いが
あるから、こんな制度があったらいいな～。

現行の結婚というカタチではなく、恋人との関係を法的に認めるパートナーシップ制度は、セクマイさんにとっ
ても事実婚をしている男女にとっても必要になりそうですよね☆その他、なるほどなぁと思う「あったらイイナ」
が色々と聞けました。
「みんな」を大切にする制度、少しずつ実現されていったらいいですね o(^-^)o ＜創＞

【新
新メンバー紹介
メンバー紹介】
紹介
瑠維です。
たまごに入ってまだ日も浅
いため右も左もわからない
お尻の青いわぁですが、ど
うぞよろしくお願いしま
す。m(_ _)m
＜瑠維＞

【夏の思い出】
今年の夏初めて、
自分のセクシュアルを明か
した仲間たちと海に行きました。
他人の前で女性用の水着を着ることに強い
抵抗がある私が、
友達とプールや海に行くこ
とは小学生以来でした。
しかし今回はそんな心配も不要！
純粋に「海」を楽しむことができました！

こんにちはー！

皆で軽装のまま入った海が、
最高に楽しかっ

よしゆきです！

た！

スポーツ大好きです！

仲間と囲んだバーベキューが、
最高においし

皆さんバドミントンやりま

かった！

しょう！

そして何より、“自分”のまま「夏」を噛み

これからたまごの活動の力

しめていることが嬉しくてたまらなかっ

になれるよう頑張りますん

た！

でよろしくお願いします！

自然体でいられるってことは、
本当に幸せな

＜よしゆき＞

んだと実感しました。
２２歳の夏。記憶の中で、一番無邪気だった
夏。こんな思い出を、春夏秋冬つくっていき
たいと思う今日この頃です。
＜ショウ＞
※右の４こまもショウ作です。

【Smash hit!
hit!】
同性の幼馴染に恋をしたことがありますか？
お兄ちゃんに恋をしたことがありますか？
智和に恋をした幼馴染のヨシキと、血の繋がらない
妹のみさお。そして次第に二人の気持ちに気づいて
いく智和。三人の切ない恋心と成長を描いた作品です。

来年はこんな

ありえないような話ですが、実はありえるお話かもしれません。
主演も、今話題の若手俳優なので、セクマイのお話ととらず、青春映画と
して気軽に見れるのではないかなと思いました。
スキトモ/2006/
スキトモ/2006/日本
/2006/日本/
日本/ビデオプランニング

＜奏夜＞

【編集後記】
編集後記】
今回はひろのよていだったんで・す・が！
ひろ多忙の為、私奏夜が書いておりますです。
さて今回発行が遅れてすみませんでした；；
二度とこういうことがないよう気をつけますのでおゆる

感じになって
る予定(笑)
＜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
バル

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

○性と人権ネットワーク ESTO

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

しを～＞＜

（携帯からは http://hp.kutikomi.net/esto/）

新メンバーも加わり益々活気づいたたまごパワーで次号

○Anego

も頑張りますのでにじたまをよろしくお願いします!!

○やろっこ http://sendai865.web.fc2.com/

感想お待ちしてます♪

○World Open Heart http://www.worldopenheart.com/

＜奏夜＞

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

