Rainbow community coLLabo

2018 年度
活動報告

2018 年度の
お礼とご挨拶
さてこの１年も、みなさまのご支援ご協力のお蔭で活動してくることができました。心より
御礼申し上げます。coLLabo は小さな NPO ですが、小さくとも確実な一歩を重ねてまいりまし
た。その足跡をご報告させていただきます。
2018 年度は、各地でパートナーシップ制度が生まれ、同性婚をめぐる裁判もスタートし、実
に目まぐるしい１年でした。その様子は、地方自治体でパートナーシップ制度が始まった 2015
年と少し似ているかもしれません。メディアで性的マイノリティの話題がのぼる機会も激増し
ました。各地の制度や同性婚の訴訟の始まりには、coLLabo スタッフも大いにエンパワーされ、
笑顔に包まれていました。
私たちは、「当事者が元気になる→社会を変えていくパワーになる」と考え活動を始めまし
た。そして近年は、「社会を変えていく→当事者がもっと元気になる」を念頭に行動していま
すが、もっと大きな単位での、エネルギーの循環もあるのかもしれません。
コミュニティの一員として社会の動きや変化にパワーをもらい、いただいたエネルギーを希
望に包んで、みなさんにお届けする。私たちの活動には、そういう面もあるでしょう。
同性パートナーシップを保証する制度の在り方には多様な意見があると思いますが、私たち
は同性婚をめぐる訴訟の動きに賛同しながら、改めてミッションに向かって進んでいきたいと
考えています。
レズビアンと多様なセクシュアルマイノリティ女性たちが、自尊心をもって、のびやかに生
きられる社会へ向けて～「社会へと向けた活動」と「当事者をサポートする活動」の両輪で、
動いてまいります。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
自治体へのアクション
メイン事業
大きく４つに分けて
ご紹介いたします。

各自治体に在住しているスタッフが、地域で自
治体への働きかけ等を行っている団体に協力
して活動し、地域でセクシュアル・マイノリティの
権利向上に向けての政策提言等の活動を行っ
ています。

自治体へのアクション
① 世田谷区の当事者団体、世田谷 DPR に協力して活動を継
続しています。 ２月には、婚姻届を一斉に提出するアクション
に参加し、結婚の自由をすべての人に訴訟に連なる市民の
存在を可視化することに関わりました。
② 千葉市の政策提言団体、レインボー千葉の会にて、千葉市

や県内他市への意見提出、意見交換会への参加、シンポジ
ウム開催に協力しました。なお、千葉市では、2019 年 1 月よ
りパートナーシップ宣誓制度が開始されました。これは同性
のみならず、国内で初の異性の事実婚カップルも対象とした
制度です。
③ 横須賀市の LGBTQ＆ally の団体よこすかにじいろかれー

にスタッフが所属し、セクシュアル・マイノリティ当事者の意見
交換会等へ参加しました。なお、横須賀市は 2019 年 4 月よ
りパートナーシップ宣誓証明制度がスタートします。

アンケートの実施
coLLabo では、L・セクマイ女性の実態を把握するために、
アンケートを実施しています。
例年のプログラム内アンケートに加え、今年は初の婦人科・
乳腺科受診に関する Web アンケートを実施しました。
これは、2017 年度より実施している「かかりやすい婦人科
を作ろう！」をコンセプトとした受診しやすいクリニックを増
やすことを目指した『婦人科プロジェクト』の一環です。
このアンケートの実施に際しては、協力関係にあるクリニッ
ク・大学に助言をいただくことで、より専門的かつ正確な
データを収集することができました。
今後はこのデータを分析して活用し、昨年に引き続き当事
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実態＆ニーズ調査
（婦人科・乳腺科受診に係る Web アンケート）

2018/10/14～2018/11/30

110 名
（当事者 91 名・
非当事者 19 名）

セクシュアルマイノリティ女性の実態＆ニーズ調査

2018/6/17～2019/2/20

59 名
（１名１回 回答）

① 桜美林大学「NGO/NPO 実務実習 A『セクシャ
ルマイノリティと NPO』 」に講師を派遣しまし
た。（聴講者４名）
② 10/14LGBT 医療福祉フォーラム介護分科会
へスピーカーを派遣しました。
③ 12/7 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。（聴講者 66 名）

ヒューマンライツ・アクション
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。

プログラム実施
2018 年度は昨年度に引き続き、医療・福祉とパートナーシップに重点を置き、プログラム
を実施しました。医療では婦人科に加え乳腺外科でも見学会を実施しました。また、パー
トナーシップでは、カップルが向き合うべき個別のテーマを顕在化することができ、201９
年度につながるプログラムにすることができました。
LGBT のことが報道で取り上げられることがこれまでになく増えています。社会的な動向
を見据えつつ、当事者に必要なプログラムをこれからも構築していきます。

開催日

プログラム名（内容）

参加者数

5 月 12 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？！

３０名

6 月 9 日（土）

よるコラ
～現場のセクマイ事情あれこれ編

２１名

7 月 21 日（土）

よるコラ
～現場のセクマイ事情あれこれ編パート２

１１名

8 月 18 日（土）

よるコラ
～現場のセクマイ事情あれこれ編パート３

８名

9 月 8 日（土）

よるコラ
～現場のセクマイ事情あれこれ編パート４

８名

11 月 17 日（土）

L・セクマイ女性×突撃！女性のクリニック
（乳腺外科・婦人科）

１１名

1 月 26 日（土）

L・セクマイ女性×パートナーシップ

１７名

2 月 16 日（土）

L・セクマイ女性×であい

２１名

その他
①メディア取材協力
共同通信社・朝日新聞社・毎日新聞社
NHK エンタープライズ
朝日新聞デジタル「＃ニュース４U」ほか

②学生研究協力
筑波大学大学院学生への協力（スタッフインタビュー等）

③相談

coLLabo LINE（電話相談）

◆第１土曜日開催
（４月～３月中、年 9 回開催）

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 10 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
2018 年 5 月 12 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？！』では、にじいろ
かぞく代表の小野春さまのゲストトークでキラッと和ませていただきました。
また、当日は様々な形でご寄付をいただき、ありがとうございました。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、吉田安子様、大久保美保様
合計 8,050 円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。
2019 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 14 名
賛助会員 24 名 （2019 年 3 月末時点）

会費・寄付のお振込口座

◆三菱 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

発行：NPO 法人レインボーコミュニティ coLLabo 〒158-0094 世田谷区玉川 1-3-25
info@co-llabo.jp

@collabonpo

＆

http://www.co-llabo.jp/

copyright(c) 2019 All right reserved. NPO 法人レインボーコミュニティ coLLabo

