
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ＬＧＢＴ』という言葉をご存知でしょうか？『ＬＧＢＴ』とは、セクシャルマイノリティの人

たちが自分のことをポジティブに語る言葉として使われています。  

 

       レズビアン。女性同性愛者。女性で女性を愛する人。「レズ」という略称は侮蔑的

に感じる人が多く、「レズビアン」「ビアン」と表現する。レズビアンのイメージを

男性的な格好をした女性と考えている人も少なくないが、女性的な服装をしている

レズビアンも多く、異性愛者の女性と同じように、そのあり方は多様である。 

 

       ゲイ。男性同性愛者。男性で男性を愛する人（欧米では“gay（ゲイ）“は、性別

を問わず全ての同性愛者を含む言葉として用いられることもあるが、日本ではレズ

ビアンと区別して男性同性愛者のみをさすことがほとんどである。メディアで露出

している人の傾向から、女装したりオネエ言葉を使うのがゲイだと思われがちだが、

そうでない人も多い。「ホモ」や「おかま」という表現は侮蔑的なニュアンスが含

まれて不快に感じる人が多い。 

 

       バイセクシャル。両性愛者。好きになる人が同棲の場合も異性の場合もある人のこ

と。「バイ」は「２」を意味する接頭語。「男性か女性か」の二者択ではなく、「性

別には関係なく」人を愛するという意味である。なお自分のことをバイセクシャル

だと思っていない人の中にも、「異性愛者であると思っているが、異性にも興味を

持ったことがある」という人はいる。 

 

       トランスジェンダー。生まれた時に法律的に社会的に割り当てられたその人の性別

を生きる人のことを言う。心の性別と体の性別一致しない人のことを指す医学上の

診断名「性同一性障害」より広い概念で、トランスジェンダーの人の中には「障害」

という言葉に違和感をもつ人が多く、アメリカ精神神経学会では「性別違和」とい

う診断名に変更された。 

 

 お話を伺った飯田亮瑠（あきる）さんは小柄でしたが清潔感のある爽やかな青年でした。でも子

どもの頃のお写真にはスカートをはいた可愛い女の子やセーラー服を着た中学生の姿が写ってい

ました。子どもの頃からずっと着ぐるみを着せられているようで、苦しくて仕方がなかったそうで

す。セクシャルマイノリティーの人の割合は１３人に一人です。決して特別なことではありません。 

見えないしんどさを抱える子どもたちが沢山いることを理解してあげてください。（記 安藤） 
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今年初めの真夏日に！

これまでデイキャンプは例年７月ごろに行っていましたが、昨今の異常な暑さを考慮し

昨年からは５月に開催としていました。ところが５月２１日（日）当日の最高気温の予想

は３０℃。今年はじめての真夏日でした。

 キャンプでの火おこしでは

いることが時々あり、

は木が多く、時折涼しい風が吹いていたので少し安心しました
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今回のメニューは「ドライカレー」と「お好み焼き」で

す。４つのグループごとに分かれて、

した。白グループの青年のかっこが「１８歳です。」と自

己紹介していましたが、

といけないのですぐに訂正しました。

「ドライカレー」にするか「お好み焼き」にするか、各

グループの代表４名による

た。第１勝者のかやちゃんのグループと第２勝者の安藤さんのグループがドライカレーを

選んだので、中学生のめいちゃんとつばさくんママのグルー

 

の時にぜひ経験してほしいことの一つです。

「フォレストヴィレッジ」の管理になり、料

りした分とても便利になりました。今では自分達で火を

起こして調理する人は他にはいなくなりました。でもか

まどの前で夢中になっている子の顔や「○○つくったん

だよ！」と自慢気に話す子

いつまでも大切にしたい活動です。

 

「わぁ！マジックだ！」

かまどの前で山倉さんがこうすけくんにマッチの使い方を教えていた時の事です。「こっち
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待ちどおしい夏。 

今年のキャンプは 

千葉の山奥 七里川へ 

 

緑区子どもサポートセンター主催のキャンプに参加しま

せんか？大人から中学生、小学４年生までのみんなですご

すサポセンのキャンプは仲間を作ります。 

今年は２泊３日で千葉県君津市の七里川キャンプ場にバ

スをチャーターして出かける予定です。キャンプで出会っ

た中学生が中心となって準備を進めています。自分たちが

参加して楽しかったキャンプを思い出しながら、参加する

子どもたちが楽しい時間を過ごし、自分たちにも楽しい時

間になるようにいろいろと企画を考えてくれています。キ

ャンプ場の下見に行った青年と話し合いをしています。

「しおりを作ろう」、「テーマソングは？」、「どんな歌を載せようか」、いろいろと意見が出

ているようです。 

募集人数が少ないですが、ぜひとも参加してください。青年も忙しい中、たくさん来てくれ

る予定です。待ってますよ!(^^)!。 

詳しくは緑区子どもサポートセンターにお問い合わせください。 

 

日  時：平成２９年８月１１日（金）から１３日（日） ２泊３日 

場  所：七里川 オートキャンプ場   

活動予定：1 日め ９時集合予定（土気）、ゲーム、昼食（お弁当）、 

テント建て等、夕食つくり、 

2 日め スペシャル活動、キャンプファイヤー 

3 日め 撤収、ゲーム等、昼食、４時解散予定（土気） 

＊事前の集まりと保護者説明会を７月３０日（日）に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 


