Rainbow community coLLabo

2017 年度
活動報告

2017 年度の
お礼とご挨拶
桜の便りもいつもより早くに届き、今年も一年の総まとめの季節となりました。
みなさまのご支援、ご協力のお蔭で一年間活動することができました。御礼の気持ちをこめ
て、年度報告をさせていただきます。
NPO 法人 7 年目となる 2017 年度、私たちは新たな活動スタイルを模索し始めました。任意団
体の時代から共にきたスタッフも、それぞれ歳を重ねました。家庭の都合や、自分のライフス
タイルの変化、仕事の展開で活動から離れるひともいます。一方、新しく一緒にやりたい、と
やって来る方もいます。そんな変化を経験しながら、継続と成果の実感できる活動の仕方にこ
だわった年でした。まだ大きな成果を発表することはかないませんが、従来なかなか腰を据え
られないできた事業、リサーチやリソースづくりを展開することができました。そして、当事
者のみなさんが参加してくださるプログラムもリノベーションが始まりました。従来から大切
にしている「社会へと向けた活動」と「当事者をサポートする活動」の両輪が、同じ方向で回
転し始めるよう、知恵とアイディアを持ちよって動いております。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

活動のご報告
ヒューマンライツ・アクション
メイン事業
大きく４つに分けて
ご紹介いたします。

講師派遣等を行い、レズビアン等当事者の
声を届け、生きやすい社会となるよう認知と
理解を広める活動を行っています。
① 8/17 共創カフェやまとにて「「LGBT」を知ってみよ
う！！」へ講師を派遣しました。（聴講者 17 名）
② 12/12 帝京大学「学校心理臨床 II」の講義にス
ピーカーを派遣しました。
③ 1/7 NPO 法人 SHIP「セクシュアル・マイノリティの
コミュニティ資源について ～各団体の活動紹介」へ
スピーカーを派遣しました。（聴講者 27 名）
④ 1/12 立教女学院短期大学「家族心理学」（佐々木
掌子先生）の講義にスピーカーを 2 名派遣しました。
（聴講者 45 名）
⑤ 1/12 慶應大学教育臨床論、佐々木掌子先生の講
義に講師を 2 名派遣しました。（聴講者 36 名）

レズビアンライフのための
リソースづくり（LL アクション）
レズビアンや多様な女性が困りごとを軽減し、
生きやすくなるために社会資源を開拓するため
に、スタディ（私たちが直面する困難や希望に
ついて語り、学び合う）を繰り返してきました。
いよいよ 2017 年度は、医療（婦人科）に焦点
を当て、「かかりやすい婦人科を作ろう！」をコ
ンセプトとした婦人科プロジェクトに取り組みま
した。レズビアンなど多様な女性たちにとって、
必要とは分かっていても異性愛中心的な婦人
科の敷居は、実に高いものです。
通年で世田谷区にある玉川レディースクリニッ
ク（婦人科）の医療従事者と意見交換を重ね、
連携してプログラムを実施するに至りました（プ
ログラムの 8/9、9/16 を参照）。今後ともこう
した取り組みに関心をもつ機関とつながって、
相互に学び合っていきたいと思います。

プログラム実施

⑥ 3/8 東京弁護士会主催「婚姻の平等をめ
ざして ～憲法・民法から考える同性カップ
ルの結婚～」へ、スピーカーを 2 名派遣しま
した。（聴講者約 60 名）
⑦ インタビュー等への協力：4/10 テレビ番組
制作者研修、8/12～ 都留文科大学学生
のレポート発表
⑧ 「セクシュアルマイノリティ女性の産婦人科
受診行動に関する意識調査」(研究代表
者：神奈川県立保健福祉大学吉田安子先
生)に協力をしました。
⑨ 世田谷区、千葉市など地方自治体で、
LGBT の権利向上等を行政に働きかける
市民団体に協力しています。
⑩ 国と自治体の LGBT に関する取り組みを向
上するため、市民としての意見提出を行い
ました（「世田谷区多様性を認め合い男女
共同参画と多文化共生を推進する条例」な
ど）。
⑪ 企業の LGBT を対象としたサービスの充実
と情報発信の正確さを向上してもらうため、
coLLabo スタッフが意見提出を行い（秋田
書店、みずほ銀行）、他団体主催のアクショ
ンに賛同しました（フジテレビ SOGI ハラア
クション）。

通算１００回を超えました！！

2017 年度は「社会が変われば、わたしたちはもっと生きやすくなる」と一歩視点を進めた
プログラムを実施しました。
その一環として、最近メディアで取り上げられる事が増えてきた LGBT、SOGI という言葉
について、当事者自身が理解して表現できるよう、セクシュアリティの基礎復習コーナーを
プログラムに盛り込みました。また、テーマでは、「パートナーシップ」を取り上げ、女性どう
しで将来を共にしたいと考えるときの対処法を、様々な世代のカップルと共に話す回や、
「女性」に焦点を当て、女性らしさを強制されてしまうことへの違和感を話す回がありまし
た。
レズビアンや多様な女性当事者自身たちの中から出てきた声を元に、当事者自身が現在
の日本社会で生きていく上で必要だと感じているテーマで、プログラムを作っています。

開催日

プログラム名（内容）

参加者数

5 月 7 日（日）

L・セクマイ女性×パレードを歩こう！

13 名

5 月 20 日（土）

L・セクマイ女性×キラっとトーク
～You はどうして活動を？！

32 名

6 月 17 日（土）

L・セクマイ女性×私たちが欲しいもの
〜医療・職場・パートナーシップ〜

15 名

7 月 15 日（土）

L・セクマイ女性×働きやすい職場

8 月 8 日（火）

L・セクマイ女性×平日休つながろ会（第１回）

12 名

8 月 19 日（土）

L・セクマイ女性×女性の病気とクリニック

21 名

9 月 16 日（土）

L・セクマイ女性×突撃！女性のクリニック

16 名

10 月 21 日（土）

L・セクマイ女性×であい

30 名

10 月 31 日（火）

L・セクマイ女性×平日休つながろ会（第２回）

11 月 19 日（日）

L・セクマイ女性×「女性」ってなあに？

12 名

12 月 16 日（土）

L・セクマイ女性×パートナーシップ

19 名

2 月 20 日（火）

L・セクマイ女性×平日休つながろ会（第３回）

13 名

7名

★通算１００回！！

9名

リサーチ
coLLabo では、「L・セクマイ女性が受診しやすいクリニック」を
増やすことを目指して、『婦人科プロジェクト』を実施しています。
このプロジェクトの一環として、今年度は当事者へのアンケートを
行い、婦人科受診状況の実態を調査しました。今後はこの結果を
基礎資料として活用し、当事者向けのプログラム作りや、医療機
関・従事者への改善提言などの活動に活かしてまいります。

アンケート名

アンケート期間

回答者数

セクシュアルマイノリティ女性の婦人科受診の実態調査

2017/10/21～2018/2/20

63 名

セクシュアルマイノリティ女性の実態＆ニーズ調査

2017/6/17～2018/2/20

89 名

※アンケートは、各プログラムの参加時に参加者の方々にご協力いただきました。

その他

①メディア協力

以下のような書籍や冊子に coLLabo の情報等が掲載されました

・ 「よくわかるＬＧＢＴ 多様な「性」を理解しよう」（藤井 ひろみ監修、ＰＨＰ研究所）、相談先情報
・ 「多様な性を生きる人のための防災ガイドブック」（性と人権ネットワーク ESTO 制作）
・ 「性的マイノリティ専門全国電話相談一覧表」（CoPrism 制作）
・ 「GID 全国交流会誌 2018」（ＧＩＤ全国交流会２０１８ 有志実行委員会制作）
②ネットワーク作り
・ レズビアンコミュニティの充実のため、東京レインボーウィーク 2017（セクシュアル・マイノリティの人たちが、より自
分らしく前向きに暮らしていくことのできる社会を応援しサポートする週間）に協力し、プログラムを実施しました。

・ 目的を同じくする他団体の活動を応援するため、「LGBT 成人式（NPO 法人 ReBit 主催）」、「LGBT 等法整備の
ための全国連合会」に賛同をしています。

・ 「兵庫県伊丹市セクシュアルマイノリティ相談」のリファー先として協力しました。
③相談
◆毎月第１土曜日開催
（４月～11 月、年 8 回開催）

coLLabo LINE（電話相談）・coLLabo ほっとカウンセリング（対面相談）
セクシュアリティ（同性愛、性自認）の悩み、レズビアンとしての生きにくさや、どう生きて
いくか（ライフプラン）、当事者にどう接したらいいか（関係者）などのご相談を、臨床心
理士など専門スタッフが受けています。のべ 13 名に相談サービスを提供しました。

ありがとう
ございました
2017 年 5 月 20 日（土）『L・セクマイ女性×キラっとトーク～You はどうして活動を？！』におきまして、
当日は様々な形でご寄付をいただきました。
おいしい差し入れをくださった方、お土産をくださった方、お祝いをお送り下さった方々のおかげで、彩り
豊かになりました。
高田真様、上杉崇子様（弁護士）、立教大学 原田様、その他３名
合計 10,372 円（打ち上げのお釣りカンパ含む）のご寄付をいただきました。
心よりお礼申し上げます。

ご支援ください

会員数

coLLabo の活動は、主に会員のみなさまからの会費や寄付などの
ご支援によりなりたっております。
2018 年度も、よりレズビアンと多様な女性たちが生きやすい社会
を作るために、当事者や社会に向けた活動を進めていきます。
今後ともご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
NPO 法人レインボーコミュニティ coLLabo スタッフ一同

正会員 16 名
賛助会員 21 名 （2018 年 3 月末時点）

会費・寄付のお振込口座

◆三菱東京 UFJ 銀行

◆ゆうちょ銀行

◆振替口座

記号：10580

玉川支店（店番 131）

口座記号番号

番号：51197021

普通預金

00120-3-718676

名称：特定非営利活動法人

口座番号：0112670

名称：NPO 法人 coLLabo

レインボーコミュニティ coLLabo

名称：NPO 法人

《他金融機関からの場合》

（トクヒ）コラボ

レインボーコミュニティ oLLabo

店名：〇五八
店番：058
普通預金
口座番号：5119702
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