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その昔、常陸国国府であった石岡市には、古代か
その昔、常陸国国府であった石岡市には、古代か
ら近現代に至る歴史が残っています。JR石岡駅西
の国府3丁目付近には、関東大震災後に流行した
の国府3丁目付近には、
関東大震災後に流行した
看板建築（道路側だけ洋風の外観を持つ店舗兼
看板建築（道路側だけ洋風の外観を持つ店舗兼
用住宅）が数多く見られます。
用住宅）
が数多く見られます。
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県内初の性的マイノリティ国
P0法人 RAINBOW
県内初の性的マイノリティ「NPO法人
RAINBOW茨城」
茨城」 とは
とは
(LGBT 含む性的マイノリティや
《LGBT
含む性的マイノリティや SOGl
SOGI について》
について》
LGBT
、性的マイノリティ、セクシュアルマイ
LGBT、性的マイノリティ、セクシュアルマイ
ノリティ等、近頃よく耳にする言葉のひとつでは
ノリティ等、近頃よく耳にする言葉のひとつでは
ないでしょうか？全て同様な意味を持っ言葉で
ないでしょうか？全て同様な意味を持つ言葉で
す。
LGBT とは性的マイノリティのなかの「L…
とは性的マイノリティのなかの「L・・・
す。LGBT
レズビアン（女性同性愛者）」
レズビアン（女性同性愛者）」「G…ゲイ（男性同
rG・・・ゲイ（男性同
性愛者）
]「B…バイセクシュアル（両性愛者）
rB・・・バイセクシュアル（両性愛者）」
性愛者）」
」
「T
rT

NPO 法人
法人 RAINBOW 茨城初代会長
茨城 初代会長

滑
滑 川
川 友
友 理
理

(2017 年
《2017
年 RAINBOW 茨城設立》
茨城 設立》
NPO
法人
法人 RAINBOW 茨城の初代会長兼事務
茨城の初代会長兼事務
なめかわ ゆ り
り
なめかわゆ
局の滑川友理と申します。
局の滑川友理と申します。
私自身はレズビアン（女性同性愛者）であるこ
私自身はレズビアン（女性同性愛者）であるこ
とを公言してます。RAINBOW 茨城設立までは、
とを公言してます。RAINBOW
茨城設立までは、
個人での啓発活動を行って参りましたが、活動を
個人での啓発活動を行って参りましたが、活動を
続けていく中で思っていた以上に、茨城県内にも
続けていく中で思っていた以上に、茨城県内にも
性的マイノリティに関する多くの課題があること
性的マイノリティに関する多くの課題があること
に気づきました。
に気づきました。
そこで法人化することにより、組織を発展、確
そこで法人化することにより、組織を発展、確
立することができ、将来的に茨城における性的マ
立することができ、将来的に茨城における性的マ
イノリティへの理解や権利保障を広げる取り組み
イノリティへの理解や権利保障を広げる取り組み
が展開できるようになると強く感じ、2017
年に
が展開できるようになると強く感じ、2017 年に
RAINBOW 茨城を設立致しました。
茨城を設立致しました。
性的マイノリティに関する社会教育事業や啓発
性的マイノリティに関する社会教育事業や啓発
事業を広く一般市民や企業、行政等と連携して実
事業を広く一般市民や企業、行政等と連携して実
施することや、当事者等への相談・支援事業を行
施することや、当事者等への相談・支援事業を行
うことを通じて、あらゆるセクシュアリティを持
うことを通じて、あらゆるセクシユアリティを持
つ人々が互いに尊重しあい、誰もが幸せに暮らす
つ人々が互いに尊重しあい、誰もが幸せに暮らす
ことのできる地域社会づくりに寄与することを目
ことのできる地域社会づくりに寄与することを目
的に活動しております。
的に活動しております。
具体的な活動内容として、行政・教育現場や企
具体的な活動内容として、行政・教育現場や企
業等への講演活動、電話・メールでの相談業務、
業等への講演活動、電話・メールでの相談業務、
毎月第
2 土曜日に交流会の開催を中心に活動して
毎月第２土曜日に交流会の開催を中心に活動して
おります。
おります。
毎月の交流会では、さまざまな年齢やセクシユ
毎月の交流会では、さまざまな年齢やセクシュ
アリティ等多様な方々が参加されており、
「居場
アリティ等多様な方々が参加されており、「居場
所」として感じていただき有意義な時間となるよ
所」として感じていただき有意義な時間となるよ
う取り組んでおります。
う取り組んでおります。
会員の構成も、年齢は
会員の構成も、年齢は 10 代から
代から 70 代と幅広く、
代と幅広く、
性的マイノリティ当事者やその保護者、有識者の
性的マイノリティ当事者やその保護者、有識者の
方々等で構成されております。だからこそ、多角
方々等で構成されております。だからこそ、多角
的に課題を捉え、より有意義な交流を持っことが
的に課題を捉え、より有意義な交流を持つことが
できます。
できます。
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・・・トランスジェンダー（出生時の性別と性自認が
…トランスジェンダー（出生時の性別と性自認が
一致しない者）」これの頭文字をとり
と言
一致しない者）」これの頭文字をとり LGBT と言
われています。しかし近年は、 4 つのセクシユア
われています。しかし近年は、４つのセクシュア
リティを指す言葉ではなく、その他さまざまなセ
リティを指す言葉ではなく、その他さまざまなセ
クシユアリティを指す総称として使用されている
クシュアリティを指す総称として使用されている
ことも多くあります。
ことも多くあります。
「近年
「近年 LGBT 当事者が増加傾向なのか？」とい
当事者が増加傾向なのか？」とい
う質問をいただくことがありますが、そうではご
う質問をいただくことがありますが、そうではご
ざいません。日本や世界各国の法や制度、多様性
ざいません。日本や世界各国の法や制度、多様性
の在り方等が整備され、以前に比べると「声をあ
の在り方等が整備され、以前に比べると「声をあ
げやすい」「自認しやすい」環境ができてきたこ
げやすい」「自認しやすい」環境ができてきたこ
とが要因と言われております。しかし日本では、
とが要因と言われております。しかし日本では、
多様なセクシユアリティに対応した社会かという
多様なセクシュアリティに対応した社会かという
と、未だ多数課題が存在しております。先進国
と、未だ多数課題が存在しております。先進国
(G7）の中のひとつでもある日本でありますが、
（G7）の中のひとつでもある日本でありますが、
日本のみ同性愛者を国レベルで保障する法律がな
日本のみ同性愛者を国レベルで保障する法律がな
いのが現状です。また、オリンピック憲章に「性
いのが現状です。また、オリンピック憲章に「性
的指向による差別禁止」という項目が追加されま
的指向による差別禁止」という項目が追加されま
した。
2020 東京オリンピック・パラリンピック
した。2020
東京オリンピック・パラリンピック
に向け、全国各地の様々な組織・団体でまずは
に向け、全国各地の様々な組織・団体でまずは

LGBT 含む性的マイノリティについて知ろうとい
含む性的マイノリティについて知ろうとい
う動きをみせている現状です。
う動きをみせている現状です。
セクシュアリティとは、実に多様であり、流動
セクシユアリティとは、実に多様であり、流動
的なものであります。しかしながら、
日本では「性
的なものであります。しかしながら、日本では「性
別二元制」が先行している現状です。
別二元制」が先行している現状です。
SOGI
SOGI（セクシュアルオリエンテーション＆ジェ
（セクシュアルオリエンテーション＆ジェ
ンダーアイデンティティ）という言葉をご存知で
ンダーアイデンティティ）という言葉をご存知で
しょうか？これは「性的指向と性自認」という意
しょうか？これは「性的指向と性自認」という意
味になります。性的指向とは「好意を抱く対象の
味になります。性的指向とは「好意を抱く対象の
性別」のこと。性自認とは「自身が思う心の性別」
性別」のこと。性自認とは「自身が思う心の性別」
のことであります。すべての人に関わりのある言
のことであります。すべての人に関わりのある言
葉であり、これは誰もが持っアイデンティティの
葉であり、これは誰もが持つアイデンティティの
ことです。
LGBT 含む性的マイノリティの方、異
ことです。LGBT
含む性的マイノリティの方、異
性愛者の方、とカテゴリー分けするのではなく、
性愛者の方、とカテゴリー分けするのではなく、
壁を取り払う言葉であります。それまでは「異性
壁を取り払う言葉であります。それまでは「異性
愛者しかいない、見えない」という考え方から、
愛者しかいない、見えない」という考え方から、
時代の流れと共に、近年では「異性愛者の方以外
時代の流れと共に、近年では「異性愛者の方以外

にも、LGBT 含む性的マイノリティの方もいる」
にも、LGBT
含む性的マイノリティの方もいる」
という認識に変わってまいりました。しかし、こ
という認識に変わってまいりました。しかし、こ
れからは「異性愛者の方と LGBT 含む性的マイ
れからは「異性愛者の方と
含む性的マイ
ノリティの方」と分けるのではなく「多様なセク
ノリティの方」と分けるのではなく「多様なセク
シュアリティ」という考え方が主流となります。
シユアリティ」という考え方が主流となります。
多様なセクシュアリティとは、先ほども申し上げ
多様なセクシユアリティとは、先ほども申し上げ
た、性的指向と性自認の意味である SOGI
という
た、性的指向と性自認の意味である
SOGI という
意識が重要となります。
意識が重要となります。
社会における環境もそうです。「男らしくしな
社会における環境もそうです。「男らしくしな
さい」「女らしくしなさい」等、性別の役割的価
さい」
「女らしくしなさい」等、性別の役割的価
値観を押し付けられることにより、また、生き方
値観を押し付けられることにより、また、生き方
を否定され続けた結果、生きる希望を失ってしま
を否定され続けた結果、生きる希望を失ってしま
う程、苦しむ方々がいらっしゃいます。これを
う程、苦しむ方々がいらっしゃいます。これを
rsoGlハラスメント」と言います。
SOGIハラス
ハラス
「SOGI
ハラスメント」と言います。SOGI
メントとは、性的指向や性自認に対し、差別的な
メントとは、性的指向や性自認に対し、差別的な
言動や精神的・身体的暴力。望まない性別での生
言動や精神的・身体的暴力。望まない性別での生
活を強要すること、また、本人の許可なく他者に
活を強要すること、また、本人の許可なく他者に
公表してしまうアウティングなどを言います。こ
公表してしまうアウティングなどを言います。こ
ういった
ハラスメントにより、会社を退職
ういった SOGI
SOGI ハラスメントにより、会社を退職
せざるをえない状況にまで追い込まれてしまった
せざるをえない状況にまで追い込まれてしまった
事例も県内各地から多数報告を受けております。
事例も県内各地から多数報告を受けております。
これは人権問題であり、人権侵害に当たります。
これは人権問題であり、人権侵害に当たります。
どんな時でも差別はあってはなりません。
どんな時でも差別はあってはなりません。
に対してどのような対策・対応が必要
「LGBT
rLGBT に対してどのような対策・対応が必要
なのか？」という声を耳にします。私たち
なのか？」という声を耳にします。私たち LGBT
含む性的マイノリティ当事者は、特別な対応は望
含む性的マイノリティ当事者は、特別な対応は望
んでおりません。平等の権利・保障のもと生活し
んでおりません。平等の権利・保障のもと生活し
たいだけなのです。
rLGBT の方の対策」このよ
の方の対策」このよ
たいだけなのです。
「LGBT
うに考えてしまうと難しく感じる方もいらっしゃ
うに考えてしまうと難しく感じる方もいらっしゃ
るかと思います。しかし、そうではなく「すべて
るかと思います。しかし、そうではなく「すべて
の方が対象の対策」と考えると、これこそが多様
の方が対象の対策」と考えると、これこそが多様
性を尊重・考慮した対策となるでしょう。その為
性を尊重・考慮した対策となるでしょう。その為
にも、LGBT 含む性的マイノリティについてを可
にも、LGBT
含む性的マイノリティについてを可
視化し「あ、私たちと何も変わりないんだ」と感
視化し「あ、私たちと何も変わりないんだ」と感
じていただく必要があると考えます。
じていただく必要があると考えます。
《学生会員の声》
《学生会員の声》
飛鳥斗亜
飛鳥斗亜 19 歳
歳 ゲイ
ゲイ
私は男性が好きです。
私は男性が好きです。
小学生の頃、周りの
小学生の頃、周りの
友達が恋バナをする中
友達が恋バナをする中
自分だけ全くついてい
自分だけ全くついてい
けず自分は周りとは違
けず自分は周りとは違
うんだと自覚しました。
うんだと自覚しました。
しかし自分自身あまり気にしておらず、好きなも
しかし自分自身あまり気にしておらず、好きなも
のは好きと表現する子供だったので、同性の友達
のは好きと表現する子供だったので、同性の友達
にも「好きだ」と伝えていました。
にも「好きだ」と伝えていました。

しかしある日、先生にそれは違うと言われまし
しかしある日、先生にそれは違うと言われまし
た。小学生からすると、先生の言うことは絶対な
た。小学生からすると、先生の言うことは絶対な
ので私は好きと伝えることができなくなってしま
ので私は好きと伝えることができなくなってしま
いました。周りと違う人はその違いを表現しては
いました。周りと違う人はその違いを表現しては
いけない、そんな周りの空気感に違和感を覚えな
いけない、そんな周りの空気感に違和感を覚えな
がら中学に上がり生活していたある日、私はいじ
がら中学に上がり生活していたある日、私はいじ
められることになりました。理由はいたって単純
められることになりました。理由はいたって単純
で、男のくせに女とばかり遊んでいたから。もと
で、男のくせに女とばかり遊んでいたから。もと
もと言動が中性的だった私は活発な生徒からホモ
もと言動が中性的だった私は活発な生徒からホモ
と呼ばれるようになり、仲の良かった友人も口を
と呼ばれるようになり、仲の良かった友人も口を
きいてくれなくなってしまいました。ただでさえ
きいてくれなくなってしまいました。ただでさえ
いじめの多い時期にホモ（周りと違う子）がいる
いじめの多い時期にホモ（周りと違う子）がいる
に対して知識のない子供がいじめ
のです、LGBT
のです、LGBT に対して知識のない子供がいじめ
ないわけがありません。
「同性愛は人を不幸にす
ないわけがありません。「同性愛は人を不幸にす
る」「同性愛は悪い」自己嫌悪に陥り、親にも相
る」
「同性愛は悪い」自己嫌悪に陥り、親にも相
談できず、毎日死にたいと思っていました。
談できず、毎日死にたいと思っていました。
高校に進学すると噂はさらに広がり、駅で歩い
高校に進学すると噂はさらに広がり、駅で歩い
ているだけで他校の生徒から 「おいくそホモ」 と
ているだけで他校の生徒から「おいくそホモ」と
呼ばれるようになりました。辛さに耐えきれず、
呼ばれるようになりました。辛さに耐えきれず、
担任の先生に相談することにしたのですが、その
担任の先生に相談することにしたのですが、その
際「特別扱いしてほしいのか」と言われたのです。
際
「特別扱いしてほしいのか」と言われたのです。
自分のセクシュアルについて、だれにも打ち明け
自分のセクシュアルについて、だれにも打ち明け
られなかった悩みについて一緒に考えてほしかっ
られなかった悩みについて一緒に考えてほしかっ
ただけなのに。私は呆れてそれ以上何も言えませ
ただけなのに。私は呆れてそれ以上何も言えませ
んでした、同時にこれ以上こんな悲しい思いをす
んでした、同時にこれ以上こんな悲しい思いをす
る人を増やしてはいけないと思い自ら啓発活動を
る人を増やしてはいけないと思い自ら啓発活動を
することにしました。
することにしました。
そんな時塾の先生に
そんな時塾の先生に RAINBOW 茨城を紹介し
茨城を紹介し
てもらい、自分の悲しい過去が誰かの助けになる
てもらい、自分の悲しい過去が誰かの助けになる
ならと思い会員になりました。
ならと思い会員になりました。
大学生になった現在、私は
大学生になった現在、私は RAINBOW 茨城を
茨城を
はじめ、自身で設立した LGBT 支援サークルや
はじめ、自身で設立した
支援サークルや

LGBT 向けのイベントを企画している会社の運営
向けのイベントを企画している会社の運営
など様々な活動をしていますが、その中で LGBT
など様々な活動をしていますが、その中で
の認知度の低さを痛感しています。
の認知度の低さを痛感しています。
このことから、私はまずは
このことから、私はまずは LGBT を認知して
を認知して
もらうために
茨城や自分の持ってい
もらうために RAINBOW 茨城や自分の持ってい
るコミユニティの力を借りて啓発活動をしてい
るコミュニティの力を借りて啓発活動をしてい
く。そこから、非当事者の方々と同じ最低限度の
く。そこから、非当事者の方々と同じ最低限度の
権利が得られるよう（結婚など）権利の主張をし
権利が得られるよう（結婚など）権利の主張をし
ていきたいと考えています。これ以上自分が生ま
ていきたいと考えています。これ以上自分が生ま
れてきたことを後悔する人が増えないように頑
れてきたことを後悔する人が増えないように頑
張って活動していきたいと思います。
張って活動していきたいと思います。
《保護者会員の声》
《保護者会員の声》
保護者
保護者 母
母 A 50
50 代
代
娘からの突然のカミングアウトから
娘からの突然のカミングアウトから 4 年が経
年が経
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ち、
今では随分と落ち着いたようにも見えますが、
ち、今では随分と落ち着いたようにも見えますが、
現実はまだまだ困難なこともあるようです。
現実はまだまだ困難なこともあるようです。
娘からの最初に言われたのは「察してよ」でし
娘からの最初に言われたのは「察してよ」でし
た。
「えっ？何を察する？」さっぱり分かりませ
た。「えっ？何を察する？」さっぱり分かりませ
んでした。そして次に「LGBT って知ってる？」
んでした。そして次に「LGBT
って知ってる？」
と言われ、私の頭の中はハテナマークに埋め尽く
と言われ、私の頭の中はハテナマークに埋め尽く
されました。
されました。
この子は何を言ってるんだろ？・・・って。全く察
この子は何を言ってるんだろ？…って。全く察
することが出来ませんでした。でも、ハッ！とし
することが出来ませんでした。でも、ハッ！とし
たんです。もしや
!? と。でも「わかるように話
たんです。もしや！？と。でも「わかるように話
してよ」と言うと、娘からは「自分は
だと
してよ」と言うと、娘からは「自分は FTM だと
思う。大学に入ってから違和感を感じていたと。
思う。大学に入ってから違和感を感じていたと。
ただ、まだはっきりとはわからない部分もある」
ただ、まだはっきりとはわからない部分もある」
と。（現在は
と。
（現在は FTX)
FTX）
そして娘は、翌年に控えていた成人式で着物を
そして娘は、翌年に控えていた成人式で着物を
着たくないとも言いました。その後も
着たくないとも言いました。その後も 2 人で話し
人で話し
をして、娘の気持ちも落ち着いた頃、私は「話し
をして、娘の気持ちも落ち着いた頃、私は「話し
てくれてありがとう。あなたはあなたらしく、自
てくれてありがとう。あなたはあなたらしく、自
分の思うように生きれば良い」と言い、娘の理解
分の思うように生きれば良い」と言い、娘の理解
者でありたいと強く思いました。私にカミングア
者でありたいと強く思いました。私にカミングア
ウトする時、きっと娘はものすごく怖かったと思
ウトする時、きっと娘はものすごく怖かったと思
うんです。分かってもらえなかったらどうしよう
うんです。分かってもらえなかったらどうしよう
と。でも私にとって娘は、とても大切な存在。だ
と。でも私にとって娘は、とても大切な存在。だ
から娘がこの先何かあっても、いつも安心できる
から娘がこの先何かあっても、いつも安心できる

《茨城県の制度》
《茨城県の制度》
現在の日本では同性同士の法的保障は整ってお
現在の日本では同性同士の法的保障は整ってお
りませんが、制度やサービスとして茨城県の「茨
りませんが、制度やサービスとして茨城県の「茨
城県男女共同参画推進条例」第
城県男女共同参画推進条例」第 19 条に「性別に
条に「性別に
よる権利侵害の禁止」があり、 2 項には「性的指
よる権利侵害の禁止」があり、２項には「性的指
向及び性自認を理由とする不当な差別的取扱いを
向及び性自認を理由とする不当な差別的取扱いを
行ってはならない」
と記されています。
行ってはならない」と記されています。
また、2019 年
7 月より「いばらきパートナー
また、2019
年７月より「いばらきパートナー
シップ宣誓制度」が施行されました。全国初とな
シップ宣誓制度」が施行されました。全国初とな
る都道府県でのパートナーシップ宣誓制度を実施
る都道府県でのパートナーシップ宣誓制度を実施
した県でもあり、人権や多様性を尊重していく県
した県でもあり、人権や多様性を尊重していく県
であります。
であります。
パートナーシップ制度とは
「同性パートナー
パートナーシップ制度とは「同性パートナー
シップ制度」として
2020
シップ制度」として 2015 年から施行され、
年から施行され、2020
年
3 月現在で 34 の自治体が要綱や条例として取
の自治体が要綱や条例として取
年３月現在で
り入れております。
（2020
年４月以降も増加予定）
り入れております。
(2020 年
4 月以降も増加予定）
パートナーシップ制度を導入することで、公営
パートナーシップ制度を導入することで、公営
住宅への住居や、手術時の同意書、民間サービス
住宅への住居や、手術時の同意書、民間サービス
として携帯会社の家族割引適応、生命保険・損害
として携帯会社の家族割引適応、生命保険・損害
保険の保障等を利用できます。（自治体により対
保険の保障等を利用できます。（自治体により対
応差あり）
応差あり）
また、当人同士の粋や責任感が生まれます。
また、当人同士の絆や責任感が生まれます。
パートナーシップ制度は、特別な対応ではあり
パートナーシップ制度は、特別な対応ではあり
ません。全ての方が平等の権利・保障のもと、生
ません。全ての方が平等の権利・保障のもと、生

存在でありたいと思いました。
存在でありたいと思いました。
カミングアウトされた後、私は当事者の親の集
カミングアウトされた後、私は当事者の親の集

活をする上での制度だと考えます。
活をする上での制度だと考えます。
また、パートナーシップ制度は法的効力はあり
また、パートナーシップ制度は法的効力はあり

まりに出かけたり、本を読んだりしました。それ
まりに出かけたり、本を読んだりしました。それ
でも、まだまだ知らないことが沢山あるように思
でも、まだまだ知らないことが沢山あるように思

ません。パートナーシップ制度を望む方、望まな
ません。パートナーシップ制度を望む方、望まな
い方、さまざまいらっしゃいます。しかしながら、
い方、さまざまいらっしゃいます。しかしながら、
パートナーシップ制度を利用するかしないか「選
パートナーシップ制度を利用するかしないか「選
択できる」ことが重要です。そしていつか、すべ
択できる」ことが重要です。そしていつか、すべ
ての方の法的な婚姻制度を望みます。
ての方の法的な婚姻制度を望みます。

います。また当事者の方々は、いろんな思いを心
います。また当事者の方々は、いろんな思いを心
に抱えているようにも思うんです。娘のように親
に抱えているようにも思うんです。娘のように親
の私にカミングアウト出来、またお友達にも恵ま
の私にカミングアウト出来、またお友達にも恵ま
れ、何とか前に進むことが出来ている子もいます
れ、何とか前に進むことが出来ている子もいます
が、社会全体としては、まだまだ男尊女卑なとこ
が、社会全体としては、まだまだ男尊女卑なとこ
ろもありますし差別もあります。性的指向や性自
ろもありますし差別もあります。性的指向や性自
認に対しても偏見があります。いろんな思想があ
認に対しても偏見があります。いろんな思想があ
りますから仕方ないけれど、頭からそれは駄目！
りますから仕方ないけれど、頭からそれは駄目！
ではなく、少しでも良いから理解してあげる気持
ではなく、少しでも良いから理解してあげる気持
ちを持って欲しいです。
ちを持って欲しいです。
親なら、自分の子供がその子らしく生きられた
親なら、自分の子供がその子らしく生きられた
ら、こんな嬉しいことはないと思います。
ら、こんな嬉しいことはないと思います。
これから社会に出て行く娘にとって、まだまだ
これから社会に出て行く娘にとって、まだまだ
不安はあると思いますが、乗り越える強さを持っ
不安はあると思いますが、乗り越える強さを持っ
て欲しいと思っています。
て欲しいと思っています。
最後に当事者の親として、もしお子さんからカ
最後に当事者の親として、もしお子さんからカ
ミングアウトをされたら戸惑うかもしれません
ミングアウトをされたら戸惑うかもしれません
が、どうか一番の理解者であってください。子供
が、どうか一番の理解者であってください。子供
から学ぶことが沢山あり、親も成長出来ますよ。
から学ぶことが沢山あり、親も成長出来ますよ。
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《今後の課題》
《今後の課題》
未だ茨城も「異性愛中心」で物事が進められて
未だ茨城も「異性愛中心」で物事が進められて
いると感じます。学生生活や社会での環境等、ラ
いると感じます。学生生活や社会での環境等、ラ
イフステージに応じて課題もさまざまです。その
イフステージに応じて課題もさまざまです。その
現状に気づき、多様な人材を尊重することが、組
現状に気づき、多様な人材を尊重することが、組
織・地域・経済の活性化に繋がると考えます。
織・地域・経済の活性化に繋がると考えます。
「茨城にいても希望がない」と絶望を感じ、生
「茨城にいても希望がない」と絶望を感じ、生
きがいを失ってしまう方や、茨城から出て行かれ
きがいを失ってしまう方や、茨城から出て行かれ
てしまう方に歯止めをかけ、未来に希望が持てる
てしまう方に歯止めをかけ、未来に希望が持てる
茨城県になることを願います。
茨城県になることを願います。
今後も
今後も RAINBOW 茨城は、相談業務・啓発活動・
茨城は、相談業務・啓発活動・
当事者の居場所づくりを通して、誰もが自身の人
当事者の居場所づくりを通して、誰もが自身の人
生に胸を張って暮らせる社会になるよう活動して
生に胸を張って暮らせる社会になるよう活動して
参ります。
参ります。

コ0
あたり前は、不思議なセミの脱皮
あたり前は、不思議なセミの脱皮
セミの脱皮をご覧になったは、ありんせうか？全身はカラの背中が割れて出てくるもんが脚なんぞのカ
セミの脱皮をご覧になったは、ありんせうか？全身はカラの背中が割れて出てくるもんが脚なんぞのカ
ラは割れずに関節で曲がったまま残る。しっかも前脚は幼虫では土をかき分け前進するための鎌状なんに
ラは割れずに関節で曲がったまま残る。しっかも前脚は幼虫では土をかき分け前進するための鎌状なんに
成虫では普通状になる。どげんしたら、この違った形のもんをカラを壊さずに取り外すことができるんじゃ
成虫では普通状になる。どげんしたら、この違った形のもんをカラを壊さずに取り外すことができるんじゃ
ろ？まんずは 10
10 時間ぐれえ考えてみるんも楽しきゃろう・・・はあて
時間ぐれえ考えてみるんも楽しきゃろう ･･･ はあて 10
10 時間たったんで答え合わせを書い
時間たったんで答え合わせを書い
ろ？まんずは
てみるぜい。①鎌状脚のカラはそのままで成虫の脚はストッキング状のもんに入った液になる。②ストッ
てみるぜい。①鎌状脚のカラはそのままで成虫の脚はストッキング状のもんに入った液になる。②ストッ
キングは形が自在やからズルズルとカラから引っこ抜くことができる。③ストッキングはだんだん固まっ
キングは形が自在やからズルズルとカラから引っこ抜くことができる。③ストッキングはだんだん固まっ
ていき成虫の脚のカラ（外骨格）や関節になる。液は、中で筋肉や神経等になっていく（ここは内部なん
ていき成虫の脚のカラ（外骨格）や関節になる。液は、中で筋肉や神経等になっていく（ここは内部なん
で肉眼では見えん）。この間数分間。④ついでに目玉はと言えば幼虫に対して成虫は体積で
で肉眼では見えん）
。この間数分間。④ついでに目玉はと言えば幼虫に対して成虫は体積で 2,3
2,3 倍でかい。
倍でかい。
カラから成虫の目玉が、はずれるやいなや数秒でムクムクとでっこうなる。人間のどこかが膨らむ速度の
カラから成虫の目玉が、はずれるやいなや数秒でムクムクとでっこうなる。人間のどこかが膨らむ速度の
比ではない。あっひゃあ、びっくらこっきん、たまげまくりのすけなり。これやかて不完全変態や、てふ
比ではない。あっひゃあ、びっくらこっきん、たまげまくりのすけなり。これやかて不完全変態や、てふ
てふとかの完全変態は、もそいとすごかろう。肉眼で見えるだけでもこんなんに微細な世界じゃ、いって
てふとかの完全変態は、もそいとすごかろう。肉眼で見えるだけでもこんなんに微細な世界じゃ、いって
えどんげん驚樗なこつが起こってるんじゃろか。それぞれの原子が、どんな風に動き変化しとるんかは想
えどんげん驚愕なこつが起こってるんじゃろか。それぞれの原子が、どんな風に動き変化しとるんかは想
像を絶する。ほいで、そのことを指令してるんは何？
像を絶する。ほいで、そのことを指令してるんは何？ DNA
DNA ？あの螺旋形が「おまえあっちへ行け、こっ
？あの螺旋形が「おまえあっちへ行け、こっ
ちへ来い」？それとも指令があるというんは人間の浅はかな思い込み？しっかも、そこには材料しかない。
ちへ来い」？それとも指令があるというんは人間の浅はかな思い込み？しっかも、
そこには材料しかない。
人間がそんなことを工学的に実現するにゃあ、どでかい装置が要り、あと
人間がそんなことを工学的に実現するにゃあ、どでかい装置が要り、あと 1000
1000 年位かかるじゃろう。そ
年位かかるじゃろう。そ
ん前に滅びちもーてるか？類推してみれば貴方がこん世界に発生されたんの時も、はたまた今日び生きて
ん前に滅びちもーてるか？類推してみれば貴方がこん世界に発生されたんの時も、はたまた今日び生きて
られるんの時も同レベルのことが無数回起きてるんやのう。当人たちがちーとも知らん間に。
iPS の山中
の山中
られるんの時も同レベルのことが無数回起きてるんやのう。当人たちがちーとも知らん間に。iPS
氏は人間の体のことが
％位しか解ってないとのたもうた。じゃから専門家つう井の中の蛙は、やになっ
氏は人間の体のことが 10
10%
位しか解ってないとのたもうた。じゃから専門家つう井の中の蛙は、やになっ
ちまう。自分達の手法の先に全容があると思い込む。全然違う手法や全容の可能性を想像もできん。せい
ちまう。自分達の手法の先に全容があると思い込む。全然違う手法や全容の可能性を想像もできん。せい
ぜい
％未満でっしょう。
99.9％の未知の世界に対して人類は、どうしていくんやろう。生命とは何か
ぜい 0.1
0.1%
未満でっしょう。99.9%
の未知の世界に対して人類は、どうしていくんやろう。生命とは何か
すら解っとらんバカ
E ノ達は。（この文を書いた翌日展覧会に行った。鉛筆画が描かれた画用紙がテーブ
すら解っとらんバカモノ達は。
（この文を書いた翌日展覧会に行った。鉛筆画が描かれた画用紙がテーブ
ル上に置かれていて、その絵が紙ごと見る間に大きくなっていった。こんな拡大コピーみたいなことが現
ル上に置かれていて、その絵が紙ごと見る間に大きくなっていった。こんな拡大コピーみたいなことが現
実にできるのかと驚嘆した。やってくれるじゃねえか、夢よ）
実にできるのかと驚嘆した。やってくれるじゃねえか、夢よ）
はて話を元に、真夏の夜の林の中アイツらはノシノシと登るべきもんを求めて歩く。貴方力切、枝を前に
はて話を元に、真夏の夜の林の中アイツらはノシノシと登るべきもんを求めて歩く。貴方が小枝を前に
そーっと置けば登ってきて観察しやすい場所に移動できるやもしれん。脱皮は
3 時間程、幼虫にはなかっ
時間程、幼虫にはなかっ
そーっと置けば登ってきて観察しやすい場所に移動できるやもしれん。脱皮は 3
た羽が大きくなっていき、その薄青緑の半透明の美しさ！ふにゃふにゃから固まってくると旅立ちの時、
た羽が大きくなっていき、その薄青緑の半透明の美しさ！ふにゃふにゃから固まってくると旅立ちの時、
最初の一飛びは
ケイティ
最初の一飛びは 50cm 位、次は
位、次は 2m
2m 位、そして不思議のカタマリは空へ、新たなるセミ生ヘ
位、そして不思議のカタマリは空へ、新たなるセミ生へ
ケイティ

電話相談員募集
あなたも相談員になりませんか。
あなたも相談員になりませんか。
電話相談員養成講座の研修参加に関する問合せは、常時
電話相談員養成講座の研修参加に関する問合せは、常時

受けつけております。事務局へお問い合わせください。
受けつけております。事務局へお問い合わせください。
（事務局）つくば
TEL
（事務局）
つくば Ｔ
ＥＬ029-852-8505
029 – 852 – 8505（平日
（平日 99 時～
時〜 17
17 時）
時）
FAX
Ｆ
ＡＸ 029
029 一
– 852
852 一
– 8355
8355
水
TEL
水 戸
戸 Ｔ
ＥＬ029-244-4722
029 – 244 – 4722（平日
（平日 12
12 時～
時〜 17
17 時）
時）
FAX
Ｆ
ＡＸ 029
029 一
– 350
350 一
– 1055
1055
ホームページ http://www.iid.or.jp
ホームページ
http://www.iid.or.jp
フリ一夕イャル党信状況
フリーダイヤル受信状況

2019
2019 年
年
2020
2020 年
年

10 月
月 10
10 日
日
10
11 月
月 10
10 日
日
11
12 月
月 10
10 日
12
日
1月
月 10
10 日
1
日
2
月 10
2月
10 日
日
3
月 10
3月
10 日
日

男（自殺傾向）
男（自殺傾向）

32
(8)
32（8）
27
(7)
27（7）
10
(2)
10（2）
36
(2)
36（2）
20
(4)
20（4）
35
(10)
35（10）

~履雁状況
── 受信状況 ──
1985
月1
月末現在
1985 年
年6
6月
1 日～
日～ 2020
2020 年
年3
3 月末現在
総受信件数
総受信件数

949,346 件
件
うち当期受信件数
うち当期受信件数
(2019 年
月1
月末現在）
（2019
年 10
10 月
1 日～
日～ 2020
2020 年
年3
3 月末現在）

9,378 件
件
男
4,631 件
男 4,747 件
件 女
女 4,631
件

女（自殺傾向）
女（自殺傾向）

19 (4)
19（4）
28
(10)
28（10）
22
(5)
22（5）
21
(6)
21（6）
29
29（8）
(8)
23
23（8）
(8)

受信件数
受信件数

(12)
51
51（12）
(17)
55
55（17）
(7)
32
32（7）
57
(8)
57（8）
49 (12)
49（12）
58
(18)
58（18）

55

社会福祉法人茨城いのちの電話
社会福祉法人茨城いのちの電話
開局
35周年記念コンサートのお知らせ
開局35周年記念コンサートのお知らせ
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蒐倉凄

茨城いのちの電話は
2020年6月に開局35周年を迎えます。みなさまの温かい ． ． 踏
茨城いのちの電話は2020年6月に開局35周年を迎えます。みなさまの温かい
ご理解とご支援によって大きく支えられながら、電話という手段を通し、孤独
ご理解とご支援によって大きく支えられながら、電話という手段を通し、孤独
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の中で悩み苦しんでいる方々の声に良き隣人として耳を傾ける活動をここまで
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の中で悩み苦しんでいる方々の声に良き隣人として耳を傾ける活動をここまで
続けることができました。感謝の気持ちを込めて、下記の要領で記念コンサー
続けることができました。感謝の気持ちを込めて、下記の要領で記念コンサー
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花と名曲い可ち奏でるコンサニト
2020]
花と名曲 いのち奏でるコンサート2020」
演奏者】東京＊華カルテット
演奏者：東京＊華カルテット
フルート：園城三花
バイオリン：中島麻
ヴィオラ：丸山奏
フルート：園城三花 バイオリン：中島
麻 ヴィオラ：丸山
奏 チェロ：木越洋
チェロ：木越 洋
後
後 援】朝日新聞水戸総局、毎日新聞水戸支局、読売新聞水戸支局、（株）茨城新聞社
援：朝日新聞水戸総局、毎日新聞水戸支局、読売新聞水戸支局、（株）茨城新聞社
【おしらせ】
【おしらせ】
現在、新型コロナ感染症拡大の影響でさまざまな講演や演奏会が中止や延期となっておりますが、つくば公
現在、新型コロナ感染症拡大の影響でさまざまな講演や演奏会が中止や延期となっておりますが、つくば公
演については、現時点では実施に向けて準備中です。
演については、現時点では実施に向けて準備中です。

《公開講座中止のお詫び》
《公開講座中止のお詫び》
2020
年2月29日（土）に予定しておりました、
年度厚生労働省補助事業 茨城いのちの電話公開講座「働く人のメンタ
2020年2月29日
（土）に予定しておりました、2019
2019年度厚生労働省補助事業
茨城いのちの電話公開講座「働く人のメンタ
ルヘルス」（講師大塚泰正筑波大学准教授）は、新型コロナ感染拡大の影響により、中止とさせていただきました。参加をご
ルヘルス」
（講師 大塚泰正筑波大学准教授）は、新型コロナ感染拡大の影響により、中止とさせていただきました。参加をご
検討いただいていた皆様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
検討いただいていた皆様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
後援会活動
後援会活動

2019
年
2019年

2020年

10
月9日
10月９日
10
月16日
10月16日
11
月7日
11月７日
11
月10日
11月10日
11
月11日
11月11日
月加日
11
11月20日
12
月4日
12月４日
12
月17日
12月17日
12
月19日
12月19日
1月16日
１月16日
1月15日
１月15日
2月 5日
２月５日
2 月20日
２月20日
３月４日
3月 4 日

理事会、評議員会、運営協議会等
理事会、評議員会、運営協議会等

卓話（土浦中央ロータリークラブ）
卓話（土浦中央ロータリークラブ）

運営協議会
10
月20日 運営協議会
10月20日

卓話（土浦環ライオンズクラブ）
卓話（土浦環ライオンズクラブ）
後援会合同会議
後援会合同会議

2019
年
2019年

10
月28日 理事会
10月28日
理事会

前川林業バザー
前川林業バザー

11
月18日 運営協議会
運営協議会
11月18日

卓話（牛久ロータリークラブ）
卓話（牛久ロータリークラブ）

運営協議会
12
月16日 運営協議会
12月16日

卓話（土浦中央ロータリークラブ）
卓話（土浦中央ロータリークラブ）

1
月20日 運営協議会
運営協議会
1月20日

卓話（つくばアウルライオンズクラブ）
卓話（つくばアウルライオンズクラブ）
卓話体戸ロータリークラブ）
卓話(水戸ロータリークラブ）

22月23日
月23日 運営協議会
運営協議会

卓話（阿見ロータリークラブ）
卓話（阿見ロータリークラブ）

33月16日
月16日 第4回理事会（決議省略手続）
第4回理事会（決議省略手続）

卓話（土浦ライオンズクラブ）
卓話（土浦ライオンズクラブ）
後援会理事会
後援会理事会

2020
2020年
年

運営協議会
33月16日
月16日 運営協議会

卓話（水戸西ロータリークラブ）
卓話（水戸西ロータリークラブ）

33月23日
月23日 第2回評議員会（決議省略手続）
第2回評議員会（決議省略手続）

卓話（水戸東ロータリークラブ）
卓話（水戸東ロータリークラブ）

運営協議会（新型コロナウィルス感染防止
（新型コロナウィルス感染防止
運営協議会
44月20日
月20日
のため、会議アプリによるリモート開催）
のため、会議アプリによるリモート開催）

贈呈式（古賀中央ロータリークラブ）
贈呈式（古賀中央ロータリークラブ）

〈編集後記〉
〈編集後記〉
例年になく早く咲き始めた桜は思ったよりも長く私たちの目を楽しませてくれましたが、新型コロナ肺炎流行の影響
例年になく早く咲き始めた桜は思ったよりも長く私たちの目を楽しませてくれましたが、新型コロナ肺炎流行の影響
で、ゆっくりと花見もままならぬこの春でした。ウィルス、放射線、といった目では捉えられないものに対して、私たちは
で、
ゆっくりと花見もままならぬこの春でした。ウィルス、放射線、といった目では捉えられないものに対して、私たちは
本能的に恐れを抱きますが、ある全盲の新聞記者の方の言葉が心に残りました。「恐怖は、見えないからではなく、え
本能的に恐れを抱きますが、ある全盲の新聞記者の方の言葉が心に残りました。
「恐怖は、見えないからではなく、え
たいのしれなさからくる」。根拠のない情報に踊らされることなく冷静に、確かな情報を見極め、適切な対処をとること
たいのしれなさからく
る」。根拠のない情報に踊らされることなく冷静に、確かな情報を見極め、適切な対処をとること
が大切、とおのれに言い聞かせる日々が続きます。小紙がお手元に届く頃には状況も少しは落ち着いていることを祈り
が大切、
とおのれに言い聞かせる日々が続きます。小紙がお手元に届く頃には状況も少しは落ち着いていることを祈り
つつ、みなさまもどうぞお体大切に。
つつ、みなさまもどうぞお体大切に。
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