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左上）2016 年 1 月 16 日 土曜さんまクラブ「連凧を飛ばそう！」より  右上）2015 年１2 月 12 日 土曜さんまクラブ「消しゴムでハンコを作ろう」より 

下 ）2016 年 2 月 13 日 土曜さんまクラブ「アイスアリーナへ行こう！」より滋賀県立アイスアリーナにて 

 

巻頭言                津田智恵子（理事） 

春、新しい出会いの季節にさんまクラブもスタッフを新しく入れ替え始まります。約３年

前５人の愉快なスタッフで始まったさんまクラブ。スタッフは変われど、その“志”は同じ

です。“自分が自分らしくいて許される場所”“自分の存在を認められる場所”理事としての

私はさんまクラブをそう理解しています。なんだか「こうあるべきだ」とか、「しなければ

ならないこと」ばかりなこの息苦しい世の中にあってホッとできる場所。そんな所です。と

ても大切な場所です。 

 私が働いている水口幼稚園ではインクルージョンを大切にしています。大切にというと、

違和感があります。様々な子どもが同じ場で過ごせるよう環境を整える。ただそれだけのこ

とです。どんな性格でも、体に不自由な部分があって動けなくても、話せなくても、目が見

えなくても、自分の伝えたいことをうまく言葉にできなくても、同じ場で一緒に過ごせるよ

うにするだけです。そして、自分にできることはする、できないことは助けてもらう。単純

なことです。でも、この単純だけれど生きていく上で大切な環境を学校では整えてもらえな

いことが多いようです。できることはする、できないことは助けてもらうには、まず一緒に

過ごす上で困ることから始まります。困る課題をどう克服するのかは一緒に過ごす中で身に

ついていきます。同じ場で過ごせなければ、困ることも克服することもできないまま、社会

に放り出されてしまうのです。 

 さんまクラブでは、子どもたちが一緒に過ごす居場所があります。どんな子も一緒にいて

当り前です。どうかこの大切な場が守られ、続き、広がっていきますように。 

今後ともご理解とご協力をお願いいたします。 

 

ＮＰＯさんまクラブ 

ニュースレター 
 

編集：大川大地／廣田夏実 

発行責任：谷村徳幸 
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相次ぐ公人の差別的な発言 ――性的少数者をめぐって 

堀江有里 

（公益財団法人世界人権問題研究センター・専任研究員。専攻は社会学、フェミニズム、クィア神学） 

 

■同性愛者に対する差別発言 

前号（第 5 号）の拙著『レズビアン・アイデンティテ

ィーズ』への書評の応答で、議員など公人の同性愛者へ

の差別的な発言が相次いで起きていることに触れまし

た。さらに 2015 年 12 月には山形市議会、2016 年 2

月には東京都杉並区議会でも事実関係の誤認を含む発言

が登場し、インターネット上でも話題になりました。こ

れらは氷山の一角だと思いますし、今後もこの種の発言

は「確信犯」として、出現してくるのだろうと思いま

す。 

 この種の“妄言”に対して、公的な場で即座に反論す

る人びともいる。現実は少しずつ変わってきているから

あまり悲観的になる必要もないのかもしれない。前号で

はそう述べました。しかし、増殖するであろう「確信

犯」を考えると疲弊するのも事実です。その差別的な発

言に苦しめられる人びとがいるからです。 

 

■意図的な誤認 

なかでも少し異色な“妄言”は、2016 年 2 月 15

日、東京都杉並区議会定例会の一般質問で小林優美区議

が行ったものでした。彼女は性的少数者の人権をめぐる

施策に疑問を提示しました。昨今、ひとくくりにされる

ことの多い「LGBT」（レズビアン・ゲイ・バイセクシュ

アル・トランスジェンダー）をふたつにわけて表現する

点にも特徴があります。 

 まず、同性愛者やバイセクシュアルについて。これら

は「性的嗜好であり、現時点では障害であるかどうかが

医学的にはっきりしていません。そもそも地方自治体が

現段階で（…）個人的趣味の分野にまで多くの時間と予

算を費やすことは、本当に必要なのでしょうか」と発言

しています。近代以降、同性愛者を刑法で処罰、病気と

して治療対象とする国や地域が出現してきました。しか

し、現在、世界の趨勢をみてみると、脱犯罪化・非病理

化の方向へと進んでいます。世界保健機構（WHO）は、

1990 年 5 月に精神疾患のリストから「同性愛」の項目

を削除。同性愛者やバイセクシュアルなど、性的指向
．．

（性の向く方向）はいかなる方向へ向こうとも精神疾患

ではないとされています。また、国連人権理事会は、

2011 年 6 月、個人の性的指向や性自認を理由とする暴

力や差別に対して「由々しき懸念」を表明した決議を採

択しています（第 19 回国連人権理事会決議「性的指向

と性別違和に関する決議」）。つまり、小林議員のように

「嗜好」と表現することは問題であり、人権問題として

認識すべきだ確認されてきています。少し調べれば得ら

れる情報であるのに、議員という公職にある人がそれを

怠り、意図的な誤認を公的な場で主張するのは、やは

り、大きな問題であるといわざるをえないでしょう。ち

なみに 2011 年の国連決議には、日本政府も賛同してい

ますが、採択当時もあまり国内で報道されることはあり

ませんでした。 

 

■「わたしには友だちがいる」という隠蔽話法 

小林議員のもうひとつの問題はトランスジェンダーに

関する発言です。彼女は性的指向をめぐる少数者と、性

連載 「居場所」を考える  ～第 6 回～ 
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別違和をもつトランスジェンダーをあえてわけ、後者に

は支援の必要があるとしています。対比しつつ性的指向

をめぐっては人権問題として認めないとし、分断の視点

を持ち込んでいます。なぜ、人権問題として認めないの

か。その理由として「トランスジェンダーである私の親

友」が登場します。その「親友」は「騒がれると目立っ

てしまい、逆に差別が生まれてしまいそうだ」と述べて

いる、と。ここから小林議員は持論を展開します。「こう

いった人権問題が始まると、（…）マイノリティに対して

差別的な目線を送るマジョリティと、逆に力が肥大化し

てしまって、マジョリティを迫害するマイノリティが生

まれてしまう可能性があります。（…）差別のないところ

に、新しく差別や憎しみ、恨みを生んでしまうことで

す」（小林優美杉並区議ブログより）。 

 ここにはふたつの問題があります。まず、「友だちがい

る」という、差別問題にしばしば使われる話法。親しく

している、だからわたしはその課題について差別するわ

けではないし、持論を展開する権利がある、という主

張。しかし、その先の「友だち」の姿がほかの人びとに

は伝わってこない。しかも、サンプル数は１つだけ。小

林議員の発言が、先のように意図的な誤認を含むから問

題（差別）であると指摘されているのですが、「友だちが

いる」話法は、その指摘を正面から受け止めず、応答を

回避する手法として使われます。 

 もうひとつは、マイノリティの人権を認めることでマ

ジョリティの存在が脅かされると危機感を煽っている点

です。この点については、マイノリティがそう簡単にマ

ジョリティの生き方を脅かすほどに「力」を持つことが

できないこと、むしろ危機感という恐怖はどこから来て

いるのかをあきらかにすることを考えていく必要がある

でしょう。 

 

■どのように「場」をつくっていくのか 

このような時代状況のなかで、わたしたちは何を考え

るべきか。さまざまなかたちで人びとの居場所をつくっ

ていく必要があると思います。人権問題を考えようとす

るときに想定されがちなのは「マイノリティ当事者の声

を聴こう」という形式。それも大切なことかもしれませ

んが、しかし、つねにマイノリティを対象化し、他人事

としているなかでは、状況はかわらないと思います。マ

イノリティに対する差別を生み出す社会の構造を一緒に

考えていく場は、誰もが「当事者」となる場ではないで

しょうか。 

 性の問題をめぐって、秋に神戸でイベントを開催しよ

うと準備中です。地域、教会との関わり方、「家族」のあ

り方…。日本社会に統計としては決して“大多数”とい

うわけではないものの、つねにモデル家族として想定さ

れる「父−母−子」という核家族が「正しい家族」とされ

るあり方。そして、同時に排除されているシングルマザ

ー／ファザー、シングル、離婚、などなど…。課題はつ

ながっていることを一緒に考えてみたいと思っていま

す。ぜひご参加ください。 

 

■□■ 第 2 回 性と人権 キリスト教全国連絡会議 

■□■ 

テーマ：教会の異性愛主義と向き合う 

日程：2016 年 9 月 18 日（日）〜19 日（月・休） 

場所：シーパル須磨（神戸市立国民宿舎須磨荘） 

問合せ先： seitojinken2016@freeml.com 

- - - - - 

最後になりましたが、今年度をもって、事務局の大川

大地さん、池田純平さんが「さんまクラブ」を離れられ

るとうかがいました。お二人のこれまでのお働きに心よ

り感謝します。また今後も別々の場でありながらも、な

んらかのかたちで“さんま（仲間・空間・時間）”を共有

していけることを願っています。
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                                       仲良く下校 

 

 

 

  スターウォーズになりきり！ 

 

 

 

 

 

へへん。どんなもんだい 

 

 

 

 

 

 

                                へ 

 

絵しりとり 

 最近は将棋にはまっています。         みんなで公園！ 

 

                      ギターも楽しいよ！ 

水口神社にて 

 

                                  雨の日は読書。 

 

                                             宿題も一生懸命やります。 

 
 
 

ＮＰＯさんまクラブのメ

イン事業「放課後さんま

クラブ」の様子を写真で

ご紹介します。 
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３月５日 クヌギの森遠足 

おとなりの甲賀町で森の遊び広場を開催されている「くぬぎの森」さんに 

お邪魔して、自然遊びをいっぱいたのしみました！ちょうど花粉の季節だ 

ったので目はかゆかったけど、楽しかったね！ 

とっても素敵な活動をされているくぬぎの森さんのＨＰは、http://kunuginomori.shiga-saku.net/です。 

 

                                        ←木登りやぶらんこ楽しいよ。 

 

 

                                      ↓森探検にも行きました。もののけ姫みたい。 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 月 12 日  牛乳パックでハガキを作ろう 

 

まずは牛乳パックの表面からいらないポリエチレンをはがし、紙を細かくちぎります。 

 

 

 

 

 

 

http://kunuginomori.shiga-saku.net/
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                      続いて、細かくしたものを水と一緒にミキサーへ。 

                       これで紙のもと、「パルプ」の出来上がりです。 

 

 

 

 

                                  紙すきキットを使って実際に紙すきを体験します。 

 

 

 

 

 

 

アイロンとドライヤーで 

                       乾かしたら完成！ 

 

※2015 年度の土曜さんまクラブの化学実験活動は「子どもゆめ基金」から助成をもらい運営しました。 

 

 

『「レズビアン」という生き方』堀江有里著、新教出版社、2015 年（重版） 

 著者の堀江有里は 2015 年に『レズビアン・アイデンティティ―ズ』を世に問うたが

（ニュースレター5 号、6 号で紹介）、その同じ年に重版されたのが、2006 年に堀江

が世に問うた『「レズビアン」という生き方』である。 

 『レズビアン・アイデンティティーズ』を読んでからこの本を再読すると、改めて著

者の堀江の姿勢が変わらずに一貫していることに気付かされる。それは「当り前」を押

し付ける多数者
マジョリティ

の暴力を疑い、暴き、抗う、その姿勢である。常に多数者の暴力にさ

らされながら「たたかい」と「思考」を繰返してきた著者の指摘は、多数者

のフィクションの中に安住してしまっている私には限りなく重たい。  

 後半の、日本基督教団の主に総会の場でおきた差別事件をめぐる論考は堀江のたたかいの記録でもある。キ

リスト教、あるいは日本基督教団という宗教団体も、「同性愛は罪である」とのフィクションを押し付けてい

る多数者なのだ。この絶望的な宗教に対する堀江の 2006 年時点での回答は次のようなものだった。「ただ、

もし教団に希望があるとすれば、こんな＜絶望的＞な状況のなかに留まりつづけ、せめてもの

抵抗をつづけていこうとする人々がいること。（略）ほかにもあきらめずに立ちつづけようとす

る女たちがいる。であれば、わたしもしばらく、この＜絶望的＞な場の片隅にかかわっていたい

とも思う」（204 頁）。著者の「希望」と「絶望」は、相も変わらず絶望的な状況が続く社会と

キリスト教会の中で何が変わり、何が変わっていないのか。私はその答えが『レズビアン・アイ

デンティティ―ズ』なのだと読んだ。（だ）

さんまの本棚 ～こんな本読んでみました～ 
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退職と新任のご挨拶 
この度、一身上の理由により 3月末をもちましてNPO さんまクラブを退職することとなりました。在職中は

公私にわたり一方ならぬご支援とご指導を賜り心より感謝申し上げます。 

さんまクラブの活動開始から 3年間、至らぬ点ばかりの事務局長でしたけれども、会員のみなさまに多くの励

ましを受け、そして何よりも子どもに気づきと発見を与えられての日々でした。さんまクラブで過ごした 3 年間

は私の一生の“宝物”です。これからは在職中に与えられた多くの気づきと素敵な出会いを胸に、新たな場でよ

り一層の努力をしてまいりたいと存じます。 

なお、退職後もＮＰＯさんまクラブの理事職には留まります。今後は別の場所からではありますが、自分にで

きる範囲でみなさまと一緒にさんまクラブをさらに盛り上げて参りたいと思っております。 

末筆になりましたが、みなさまの今後のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。事務局長：大川大地 

 

 一身上の都合により、池田はさんまクラブの理事を辞任し、この３月末をもって退職することになりました。

わたしが居場所の創造という“さんま”のプロジェクトの一端を担えたのは、会員の皆さま、理事の皆さま、周

りのスタッフ、保護者の皆さまのご指導・ご支援があったからです。仲良くなった子どもたちと別れるのは辛い

ですが、耕太さんや新しいスタッフに託します。本当に短い間ではありましたが、お世話になりました。 

池田純平 

 

 この度さんまクラブでお世話になることになりました。廣田です。約 5年前に水口幼稚園で働いていまし

た。結婚・出産・・・などで保育の現場から離れていましたが、またこうして子どもたちと関わる機会ができ

たこと、とても嬉しく思っています。初めてのことばかりで、保護者の皆さま、会員の皆さまには色々ご迷惑

をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。   現場主任代理：廣田
ひ ろ た

夏
なつ

実
み

 

    

 娘（現在中学 1 年生）が水口幼稚園でお世話になったご縁から、さんまクラブに協力させて頂くことになり

ました。始めてのことばかりで、ただいま頭をフル回転させて頑張っています。事務の仕事が中心ですが、1

日も早く仕事に慣れて、子どもたちと接する時間も作っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いい

たします。                               事務局長代理：満田
み つ だ

寿
す

美子
み こ

 

 

子どもの三間（仲間・空間・時間）を保証するという、さんまクラブの趣旨に賛同し仲間に入れていただく

ことになりました。 

 おやつを担当します。限られた予算と時間の中ではありますが、「今日のおやつは何かな～？」と楽しみにし

てくれるよう頑張ります！                               岡部
お か べ

智光
と も こ

 

 

  今から 13 年前、水口幼稚園に長女と長男を通わせたくて、甲賀市に住み始めました。その長女が年長さん

の時、ダウン症の次女が生まれました。園長先生に「お誕生おめでとう‼」と言っていただいた喜びは忘れ

られません。 

そして…今年から、さんまクラブの輪に参加することになりました！ 

10 年ほど幼稚園教諭として働いていた経験を活かしながら、子ども達と一緒に、成長していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。                          久保田
く ぼ た

恵
え

理
り
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◆正会員受取会費： 浅野献一、有住航、池田純平、石田原さやか、石橋秀雄、 

入治彦、入江慶、鵜飼典子、宇田慧吾、越後屋朗、大川祈、大川清、大川大地、 

大谷和雄、大塚槇、上村万里子、片岡公子、片岡広明、川上信、川口義彦、川上幹太、

神山登美子、坂元明子、寒川公子、菅恒敏、関谷直人、高畑明久、谷涵、谷口ひとみ、

谷村徳幸、谷村耕太、千葉宣義、月下星志、造田弘司、津田智恵子、中島孝之、 

中村深鈴、西村二郎、平野明子、福澤祥、福永智子、藤居都、藤原忠昭、星山京子、

堀江有里、桝田翔希、村田敏、森美佐子、守岡英子、守岡健雄、森岡兼光、矢島哲夫、 

柳井一朗、安田和人、山田哲史、横田明典、吉村里佳 

◆賛助会員受取会費： 相原聡、伊早坂貴宏、稲村守、植田清一郎、上田俊子、 

上村静、榎本栄次、遠藤浩、奥村麻由、大谷元宏、小田原緑、川島洋一、北尾茜、 

北尾貞弘、北垣景子、北川博司、北脇曻、木下栄美子、谷文子、田村信征、鳥井新平、

続時子、中島樹生、原田孝行、林登子、藤岡正人、藤田結香、三谷一夫、三谷一子、

宮川道子、三宅静江、森田ヤス子、横田法子 

◆受取寄付金： 相原聡、池田純平、石田輝美、石田原さやか、伊早坂貴宏、 

入治彦、岩見沢教会、植田清一郎、鵜飼典子、宇田慧吾、遠藤浩、大川大地、 

大谷和雄、岡八十二、奥村敏江、奥村麻由、大谷隆夫、小田原緑、小野輝、片岡謁也・

輝美、片岡公子、片岡正義、片岡広明、上村万里子、川上潔・弘子、川上信、 

川上純平、川口義彦、川島洋一、北尾茜・渚・弘汰、北尾貞弘、北垣景子、 

木下栄美子、金迅野、久保恭子、小林昭博、坂井虔、坂元明子、桜井智恵子、 

佐藤幹雄、寒川公子、島しづ子、周防教会、菅恒敏、関谷直人、膳所教会、高畑明久、

谷文子、谷涵、谷口ひとみ、谷村耕太、谷村徳幸、田村信征、千葉教会、千葉宣義、

造田弘司、津田智恵子、寺村孜、西川瑛子、西川雄治、西村二郎、東神戸教会、 

ひばりが丘教会、平野明子、廣石望、広瀬規代志、福澤祥、藤岡正人、堀江宏、 

松本筑摩野伝道所、増田恵子、黛正、三谷一夫、三吉明、紫野教会、森口茂、 

安田和人、柚口実保、横田明典 （教会は全て日本基督教団です） 

みなさまのご支援、ご協力に心より感謝いたします！ 

2 月 10 日に会員のみなさまにお届けしました「緊急一時募金のお願い」

にたくさんのご協力を頂きましてありがとうございました。みなさまのご

期待に沿うことができず、年度末にこのようなお願いを発送せざるを得な

かったことを改めてお詫びいたします。次年度はさらなる支出削減の努力

と財源としての公的補助の獲得に努めてまいります。引き続きご支援のほ

どよろしくお願いいたします。 

ＮＰＯさんまクラブ 

理事長：谷村徳幸 スタッフ：大川大地（事務局長）、谷村耕太（現場主任）         

〒528-0028 滋賀県甲賀市水口町梅が丘５－２         

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」 
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