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さんまハウスの玄関／クリスマスの飾りつけをしました。 

巻頭言                   谷村耕太（現場主任） 
 例年に比べ暖かかった秋も終わり、さんまハウスではクリスマスの飾りつけ。ようやく冬が来たと実感がわいてきました。 

 さて、「放課後さんまクラブ（放課後学童クラブ）」は、2 学期から、新たに取得した「さんまハウス」で行うようになり、

毎日、市内 3 小学校から 10 名程の子どもたちが放課後の時間を過ごしています。「ありのまままで生きられる居場所づくり」

を目指してスタッフは日々奮闘しています。 

大人「掃除（片付け）の時間やで～」子どもＡ「掃除キラーイ！ギャハハハ！（走って逃げる）」大人「嫌でもやらなあかん！

（私も掃除嫌い）」子どもＢ「アメリカの子どもは掃除しないらしいよ（本当なのか？）」大人「（だまれ！）ここは日本だ！」

と、子どもの頃、嫌だと思っていた大人に私もなってしまっている・・・。 

私たちにとっては、放課後 15 時からが 1 日の始まりですが、当然のことですけれども、子どもたちは、学校での過酷な

（？）集団生活を終え、「さんまハウス」に帰ってくるわけですから、一人ひとりにとっては解放された時間なのです。まずは、

アットホームな雰囲気を作りだし、安心してもらうようスタッフ一人ひとりが心がけました。それが功を奏してか、子どもた

ちの抱える問題（課題）が表れてきたな、と思うようなことがちらほら出てきました。それは基本的には、安心してきたから

こそ出てきた問題（課題）であると私たちはとらえるべきだし、「よくぞ自分を出してくれた」と感謝すらすべきことなのだろ

うと思います。しかし、ここも他人同士の集団生活に変わりはありません。お互い気を配り合い、妥協しなければならない場

面も当然あります。やりたくなくてもやらなければならないこともあります（宿題、片付け、掃除など）。それらを加味しても

なお、「みんなと一緒に「さんま」に来て過ごすのが楽しい」と思ってくれるのが、放課後さんまクラブの役割だと思います。 

ここ十数年で、発達障害という言葉が一般に浸透し、使われるようになりました。しかしそれは、作られた概念であり、発

達障害という存在ではないということを私たちは常に気を付けておかなければならないと思います。上記のようにアメリカの

子どもが本当に掃除をしないとして、ここで「掃除をしない困った子」がアメリカに行っただけで、「困った子」という見方が

なくなります。同じように、「コミュニケーションに障害がある」子どもが、別の文化、環境では、全く問題がなくなることも

考えられるわけだし、「急に飛び出して危ない障害がある」子どもが、車が 1 台もないところではそんなに危なくないわけで

す。「障害」は環境の側にあります。まずは「障害」が障害になっている障害を周りが取り除く努力が本当にされているのか？

が、私たちに問われているのだと思います。「治すべき」なのは、「発達障害」とされている存在の方なのではなくて、本来あ

るべき、人と人との関係なのではないでしょうか？なんとかして掃除をサボりたい子どもと大人が、自分たちの居場所を楽し

くしようと日々格闘しながら、私たち（あいつら）の「障害」と闘っています。 
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 ニュースレター「さんま」の前５号は「さんまハウス大特集」を夏の行事のご報告と共に 

お送りいたしました。さんまハウスは一般家庭用の中古家屋でしたので、子ども達が安心・安全に楽しく過ご

せる環境にするために、夏から半年間かけてリフォームを行いました。「新規拠点取得事業」です。「さんまハ

ウス取得募金」にご協力頂いたみなさま、本当にありがとうございました。写真と共に新規拠点取得事業のご

報告をお届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの安全を考えて門扉を新しくつけました。       ボロボロだったフェンスも新しく。 

                             庭で子ども達が楽しく遊べます 

 

 

 

 

 

 

 

 

お庭のリフォームで何よりも子どもが喜んでいるのが、新しくできた砂場です。毎日楽しく遊んでいます！ 

 

               ←3 階工作室には木のつみき「カプラ」を購入しました。 

                  

                本棚を買いました。雨の日などに読書を楽しみます→ 

 

 

大 改

造 

造 ！

造 

？

造 さんまハウスリフォーム報告＆新規拠点取得事業決算報告 
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                             全部屋に最新型のエアコンを取り付けました。 

                             株式会社オイコス（東京）さんのご協力で、定価よりも 

                             かなり安く購入・取付することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階事務室の備品も揃えました。事務備品購入の一部に、「ＮＰＯ法人しがＮＰＯ 

センター」から頂いた「若人エンパワープロジェクト助成金」を使わせて頂きました。 

感謝をもって報告します。 

 

 

1 階には子ども達が勉強で使う机とイスを購入しました。子どもの背丈にぴったりの机とイスで宿題もはかどります！ 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                １０月１０日に開催したオープンハウスの様子。 

                                ご近所、水口教会の方々、たくさんの方がお祝いに 

                                いらして下さいました。 
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新規拠点取得事業決算中間報告 
（2015 年 6 月 1 日～1２月１日） 

 

 

収入 

項目 原予算 更正予算 決算 

事業融資 25,500,000 25,500,000 25,500,000 

全国募金 1,400,000 500,000 510,183＊１ 

ＮＰＯ債権 0 2,000,000 2,000,000*2 

合計 26,900,000 28,000,000 28,010,183 

 

 

支出 

項目 原予算 更正予算 決算 

土地・建物

購入費 

22,480,000 22,480,000 22,480,000 

リフォーム・

構築物 

2,220,000 2,220,000 3,166,992 

登記等費用 864,000 864,000 435,000 

火災保険 316,000 66,000 66,010 

備品購入 1,020,000 700,000 691,846 

移転費用 0 89,000 89,300 

租税公課 0 34,000 34,200 

設計管理 0 32,000 32,400 

返済積立  1,515,000 1,014,435 

合計 26,900,000 28,000,000 28.010,183 

 

 

 

 

＊１ 全国募金にご協力頂いた方のお名前は巻末の「会費納入者・寄付者氏名」で合わせてご報告いたしま

す。 

＊２ ＮＰＯ債権にご協力頂いた方のお名前（順不同、敬称略） 

   川上信、福澤祥、西田周平、平野隆・明子、大川清、藤原忠昭、白川勝代、津田智恵子、上村万里子 

ご協力に心から感謝いたします。 
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安倍政権が提唱する天

下の愚策「一億総活躍社

会」に関する「意見交換

会」なるものが去る 11

月 18 日に開かれた。そ

こで明治大学教授の加藤

彰彦は、「伝統的家族観」

こそが、日本社会を救う

規範であると大真面目に

主張している。その「伝

統的家族観」の内容は凄

まじい。曰く、①生涯を独身

で過ごすことは望ましい生き方ではない、②どん

な社会においても女らしさ男らしさはある程度必

要である、③結婚したら家族のためには自分の個

性や生き方を半分犠牲にするのは当然だ、④結婚

後は、夫は外で働き妻は家庭を守るべきである、

⑤結婚したら子どもは持つべきだ、⑤いったん結

婚したら性格の不一致くらいで別れるべきではな

い。「一億総活躍社会」、「希望出生率 1.8」を実

現するためには、「伝統的家族観」を「国民」に

徹底的に布教することが不可欠だというのであ

る。眩暈がしそうな質の悪い冗談なら良いのだ

が、これこそが、紛れもなく現下の日本政府が推

進しようとするベクトルなのだ。 

 堀江有里がこの度世に問うた本書『レズビア

ン・アイデンティティーズ』は、こうした時代状

況の中にあって、きわめて重要な「羅針盤」とな

るであろう。著者は、精密に一つひとつの思想的

概念、用語を丁寧に位置づけ直しながら、立体的 

に論を展開していく。「レズビアン」という言葉

への拘り。異性間の婚姻制度に則って「特権」を

もって生活する者たちが、マイノリティとの連帯

のためと称し自らを「クィア」を標榜することへ

の批判的視座。「アイデンティティ」あるいは

「アイデンティティーズ」という用語に、さらな

る深い意味を与えつつ、読者を決して、評論家的

立ち位置に留め置くことを許さない。「多様性」

はリベラルな思考においては金科玉条であるが、

「多様性の称揚」が、実はマイノリティ排除の構

造的戦略とも連結する危険性を指摘する。 

 本書の中心的提起の一つは、例えば、同性間パ

ートナーシップの法的保護を求める動きが、あち

らこちらに分散していた取り組みを互いに結びつ

ける有意義性は承認しつつも、婚姻制度そのもの

を問い、それを支える「戸籍制度」という日本独

自の社会制度に対してあまりにも無頓着であると

いう点にある。「越境的な社会運動の可能性を模

索することは、複合的な要素で構成される“わた

し（たち）”の内部をみつめていく作業でも」あ

り、「さまざまな側面を複数の視点から考察し実

践していくことは、困難で時間と労力のかかるこ

とではある。しかし、社会制度のなかに生きる人

間の営為は複雑であるからこそ、こうもいえるの

ではないだろうか。多様な複数の＜アイデンティ

ティ＞や問題意識が交錯する地点－＜アイデンテ

ィティーズ＞－に、より多くの人びとの“より豊

かな生”を構想する契機を生み出していく試みも

可能になるのだ、と」（266 頁）。「怒り」あるい

は「怒りの共同性」に根底を置きつつも、著者が

本書を通底して語り続けるのは「可能性」であり

「希望」に他ならない。＜コミュニティ＞に連な

ろうとするすべての者が、手に取るべき書であ

る。 

巻末の「文献一覧」は圧巻である。その中に、

昨年 5月に急逝した私たちの盟友、八幡明彦の

論考を見つけた。きっと八幡も喜んでいるに違い

ない。 

さんまの本棚 特別企画 ～～書評と応答～～ 

『レズビアン・アイデンティティーズ』 

堀江有里著、洛北出版、２０１５年 

 

西原廉太（立教大学教員、文学部長） 
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堀江有里 

 

  

公人の同性愛者への差別発言が相次いでいる。11 月 29 日には神奈川県海老名市の鶴指眞澄市

議がツイッターで同性愛を「異常人間の行動」と発言、続いて岐阜県職員が「同性愛は異常」と発

言。この件をめぐって岐阜県議会の本会議（12月 10 日）で藤墳守県議が「同性愛は異常だ」と野

次を飛ばしたという。鶴指議員には 12 月 3 日に海老名市議会で辞職勧告が可決され、藤墳議員は

発言翌日（12月 11 日）に謝罪会見し、県議会政治倫理審査会委員長と自民党県連政調会長の辞任

を申し出ている。しかし、事態が収拾したわけではなく、ネット上では同種の発言が相次いでいる。

そして、ああ、やっぱりねえ、と、ため息が出るが、「同性愛は罪だ」などというキリスト教の一部

の人たちも元気になっているようだ。ほんのちょっぴり気が重い。そう、ちょっぴり、である。なぜ

なら、そのような“妄言”に対して、おかしい、と声を挙げる人たちが、この国のキリスト教のなか

でも確実に増えているからだ。 

 さて、興味深いことに、発言を撤回し、「謝罪」したはずの藤墳議員は、同性愛が「社会全体に蔓

延することに危機感を持っている」とし、「子どもができない結婚を社会が認めれば世の中どうなる

か。子どもを作ることは社会に対する責任だ」と表明している。同性愛者のなかでも子育てをして

いる人びともいるので事実誤認ではあるものの、多くの人びとは、やはり、同性愛者の存在を認め

ることは少子化を促進することなのだ、と思い込んでいるのではないだろうか。 

 西原廉太さんが冒頭に「一億総活躍社会」意見交換会について触れられているように、そこでも

“子どもをもつこと”（＝生殖）の必要性が強調されている。いったい「伝統的家族」って、なんだ

ろう。労働力として（同時に兵力として）の次世代再生産、男性は外で働き、女性は家事・育児を担

うという性別役割分担。このふたつが両輪となって「伝統的家族」なるものが、むかしからあったか

のように喧伝されていく。そして、同性愛者は、その両方に合致しない存在として、ヘイト・スピー

チの対象となっていく。 

 実際に日本でこのような家族のかたちが奨励されていったのはそんなに古いわけでもない。とく

にサラリーマン男性と主婦というカップリングが優遇されるのは、1980 年代になってからだ（新

雅史、2012、『商店街はなぜ滅びるのか ――社会・政治・経済史から探る再生の道』光文社新書）。

男性が馬車馬のように働いて企業に尽くし、そしてそのためにできない自分のケアを女性が支える

というかたち――こんなライフスタイルを奨励するために、税金や年金の控除がもうけられ、女性

の労働が制限されていく。当人たちがそれが“幸せのかたち”であると納得していれば良いのかも

しれないけれど、しかし、そこには少なくとも二つの問題がある。 

 ひとつには、“幸せのかたち”が崩れてしまったときの問題。性別役割分担を基盤とした家族のあ

り方は、確実に女性の経済的・社会的自立を阻んでいる。稼ぎ手である男性と離れてしまったとき

に、たちまち、生活できなくなるからだ。それを制度として保障していることも、「伝統的家族」と

して奨励することも、やはり恐ろしいことだと思う。 

連載 「居場所」を考える ～第 5回～ 



ＮＰＯさんまクラブ ニュースレター（季刊） 

201５年１２月２２日発行 第６号 

7 

 

 もうひとつには、家族のあり方は、個人の問題ではなく、国家の管理と直結しているという問題。

結婚という出来事について、多くの人びとは「婚姻届を出す」ということを“あたりまえ”のことと

してとらえている。しかし、婚姻制度は、戸籍制度という「国民」管理のシステムを基盤としている

ことを忘れてはならない。 

 わたしが戸籍制度の問題を学んだのは、1980 年代終盤、学生時代に出入りし始めた在日朝鮮人

の集住地区である京都・東九条での出会いのなかであった。「結婚」するにあたって、婚姻届を出さ

ないという選択をする人びと。かれらは婚姻制度の基盤となっている戸籍制度が、天皇制を支えて

いること、外国人を排除していること、被差別部落出身者への差別を生み出していることなどを問

題化しつつ、「非婚」という道を歩んでいた。西原さんの親友でもある故・八幡明彦さんもそのひと

りだ。NCC 関西青年協議会という、東九条に拠点を置いて活動していたエキュメニカル（超教派）

運動のなかで学習会をつづけ、学んだことは、その後、わたしが「レズビアン」にこだわって生きて

いくなかでも、ずっと底流に流れつづけている大事な経験である。 

 本書『レズビアン・アイデンティティーズ』で、わたしが述べたかったのは、そんな問題を明らか

にすることでもある。「レズビアン」とは、いろんな人たちがいろんな説明をしているけれど、「伝統

的家族」なるものが強調されるときに、そこには乗らない、と表明することでもあると、わたしは考

えている。つまりは、経済的にも社会的にも、男性に依存せずに生きていくということ。そういう意

味では、シングルの女性たち――結婚せずに生きる女性たち、離婚する女性たち、シングル・マザー

として子育てをする女性たち――とも、課題を共有できるはずだ。それぞれ、置かれている場はち

がうかもしれないけれど。しかし、自分の置かれた立場から、誰かの置かれた立場へとつながって

いこうとすることはできるはずだ。 

 クリスマスの時期であるからこそ、いのちが育まれていくこと、そしてお互いのいのちに思いを

馳せることを大事にしていきたいと、あらためて思う。 

 西原廉太さん、素敵な書評をありがとうございました。心よりお礼申し上げます。 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

堀江有里さんの前著、『「レズビアン」という生き方 ―キリスト教の異性愛主義を問う』 

が新教出版社から重版されました。この度の新著と合わせてお勧めします。 
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◆正会員受取会費： 宇田慧吾、鵜飼典子、福永智子、森美佐子、福澤祥、 

谷涵、上村万里子、藤原忠昭、寒川公子、神山登美子、関谷直人、入治彦、 

石橋秀雄、浅野献一、柳井一朗、矢島哲夫、西村二郎、桝田翔希、藤居都 

坂元明子、星山京子、平野明子、高畑明久、片岡公子、越後屋朗、坂井虔、

大塚慎、森口茂、村田敏、大谷和雄、中島孝之、吉村里佳、有住航 

片岡広明、千葉宣義、石田原さやか、横田明典、津田智恵子、川口義彦、 

西川雄治、西川瑛子、入江慶、守岡英子、守岡健雄、大川祈、造田弘司 

◆賛助会員受取会費： 北尾貞弘、三谷一子、三谷一夫、三宅静江、 

上田俊子、鳥井新平、榎本栄次、北川博司、谷文子、横田法子、中井正子、 

川島洋一、北垣景子、大谷元宏、藤岡正人、木下栄美子、森田ヤス子、 

伊早坂貴宏、植田清一郎、中島樹生、上村静、遠藤浩、北尾茜、北脇曻 

◆受取寄付金： 宇田慧吾、鵜飼典子、谷村徳幸、池田純平、大川大地、 

谷村耕太、福澤祥、上村万里子、関谷直人、谷文子、片岡広明、川島洋一、 

北垣景子、大谷和雄、岡八十二、三谷一夫、寺村孜、川上純平、佐藤幹雄、 

広瀬規代志、日本基督教団岩見沢教会、寒川公子、平野明子、久保恭子、 

片岡正義、安田和人、坂元明子、伊早坂貴宏、三吉明、島しづ子、 

横田明典、小林昭博、奥村麻由、植田清一郎、千葉宣義、廣石望、堀江宏、 

川口義彦、奥村敏江、川上潔・弘子、高畑明久、遠藤浩、津田智恵子、 

桜井智恵子、木下栄美子、続時子、北尾茜・渚・弘汰、菅恒敏、川上信、 

北尾貞弘、片岡謁也・輝美、小田原緑、川島洋一、石田輝美 

みなさまのご支援、ご協力に心より感謝いたします！ 

2015 年度会費納入者・寄付者氏名（敬称略、順不同） 12/1 現在 

編集後記 

△ニュースレター「さんま」の第６号（2015 年冬号）をお届けいたします。△当法人監事

の川上幹太さんの 4 コマ漫画に加え、今号では「さんまの本棚」の特別企画として、再び当

法人理事の堀江有里さんの『レズビアン・アイデンティティーズ』を取り上げ、書評を西原

廉太さん（立教大学教員）、堀江さんにリプライを書いて頂きました。みなさん、お忙しい

中ご協力下さり、本当にありがとうございました。△今号は、先の特集と「さんまハウス新

規拠点取得事業」の報告の二本立てです。どうぞお読み下さい。△大変厳しい財政状況が年

度末まで続きそうです。「クリスマス献金のお願い」を同封させて頂きました。どうぞさん

まクラブの活動のためにご協力下さい。△良いクリスマスをお過ごし下さい。みなさんの上

にクリスマスの恵みが豊かにありますように。 

ＮＰＯさんまクラブ 

理事長：谷村徳幸                                           銀行口座 

スタッフ：大川大地（事務局長）、谷村耕太        湖東信用金庫水口支店  （普）０２４９３７６ 

〒528-0028 滋賀県甲賀市水口町梅が丘５－２        「特定非営利活動法人さんまクラブ 理事長 谷村徳幸」 

Tel：０７４８－７６－３４１４  FAX:０７４８－７６－３４１３    郵便振替口座 

E-mail：3ma.club@gmail.com                ００９１０－７－２０２６６３ 

ホームページが出来ました！！ http://3ma-club.com/ 「特定非営利活動法人さんまクラブ」 

                

mailto:3ma.club@gmail.com
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