
シンママにじともプロジェクト　2020年活動報告

　年々、シングルマザーが周囲に子育てを協力してもらうことが難しくなってきていることがわかっています。
それは根強く残る母親神話や自己責任論、近所付き合いが希薄であること、労働環境の悪化、社会全体に他者を
支援するという心の余裕がなくなってきていることにも起因しているようです。

　一方で、LGBTQ は、近年同性パートナーシップ制度を実施する自治体はでてきたものの、異性愛者と同じよう
に家族を持つことにはまだまだ高いハードルがあります。また、子どもに興味があっても関わるチャンスがない
人もたくさんいます。この両者どちらにもメリットがあるようなことができないか？！ということで、まずは出
会うための交流会を開催しています。2019 年冬のクリスマス会には、約 30 人の参加があり、シングルマザーと

子 ど も た ち が
LGBTQ の大人（に
じとも）と和気あ
いあいとクリスマ
スを楽しみまし
た。

　2020 年はコロ
ナ禍でイベントが
たびたび中止にな
ることもありまし
たが、その中でも
忘れられない出会
いが数々ありまし
た。この１年を振
り返って報告させ
ていただきます。
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　塩安九十九

シンママにじともプロジェクト　2020年活動報告

2020 年 3/27（金）の朝日新聞に掲載されました！

シンママにじともプロジェクト　2020年活動報告
子育てに人手がほしいシングルマザーと
子育てに関わりたい LGBTQ のための交流会



シングルマザーと LGBTQが
子育てを通してお互いを知るための研修会

2020年 3月 29日（日）ドーンセンター

2019 年度子どもの貧困、虐待の防止、虐待を受けた子どものケアに関する助成を受けて開催します。

参加費：無料 (保育有 )

この企画は、「シングルマザーのつながるネットまえむき IPPO」と「SOGI+LGBTQ と〇〇を考えるプロジェクト」が合同で行っています。

申し込み　g20.lgbtq.subcommittee@gmail.com（当日参加も可）
①ニックネーム　②参加人数　を記入の上、メールにてお申し込み下さい。
保育をご希望の場合は、お子さんの人数と年齢をお知らせ下さい。

シングルマザーと LGBTQが
子育てを通してお互いを知るための研修会

10：30 ～ 11：00

企画説明　大森順子（まえむき IPPO）
11：00 ～ 12：00

第１講「LGBTQ+SOGI について」
セクシュアルマイノリティについて基本から学び、
子育てにも役立つ「性」についての理解を深めます。

講師：塩安九十九（新設 Cチーム企画主催）
トランスジェンダー当事者として行政・教育現場への講

演活動や教材・映像の制作、LGBTQ へのピアサポート、

原稿執筆、翻訳などの活動を行う。カナダのトロントで

４年ほど LGBTQ コミュニティ活動を経験。

13：00 ～ 14：00

第２講「シングルマザーの生活」
シングルマザーは何に困っているのか、どんな生活
をしているのか？リアルな暮らしぶりを学びます。

講師：植田香代子（キャリアコンサルタント）
ファイナンシャルプランナーの資格と自身の離婚経験を

活かし、当事者の就労支援、家計相談にのっている。業

務では学生のキャリア相談、神戸市ひとり親の就労相談

を行っている。

14：00 ～ 14：45

体験談
「子どもの頃ゲイたちに育ててもらった体験」
現在自分が幼い子を育てる中で幼い頃にゲイの方々
に関わってもらって育った体験を振り返ります。

ゲスト：大森暁
3 歳の時に両親が離婚。様々なアイデンティティをもつ

人たちがいる中で育った。26 歳の時に婚姻制度を利用せ

ずに子どもを出産。働きながら自分らしさが発揮できる

環境を常に模索している。

15：00 ～ 16：30

第３講「子どもの生活と権利」
すべての人に知ってもらいたい、子どもの発達と子
どもの権利について学びます。

講師：北野真由美（えんぱわめんと堺 /ES代表理事）
関西を中心に他府県なども含む各地域で、人権研修や人

間関係づくり（ハラスメント、ネットいじめ、性暴力・デー

トＤＶなどの予防）、多様性教育をワークショップ、専門

職向けに人権研修などを実施。

シンママにじとも交流会（無料）
第２弾：ピクニック＠長居公園

5/30（土）
11:00 ～ 14:00

詳
細
は
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昼食は各自ご用意ください

子育てに人手が欲しいシングルマザーと、子育てに関わりたい LGBTQ（にじとも）の交流プロジェクト

10：00 ～受付開始



夏休み大作戦、宿題お助け隊 orボードゲーム：報告

シングルマザーと LGBTQが
子育てを通してお互いを知るための研修会：報告

夏休み大作戦、宿題お助け隊 orボードゲーム：報告

シングルマザーと LGBTQが
子育てを通してお互いを知るための研修会：報告

　夏休み宿題お助け隊！ということでにじともが子どもた
ちの宿題を手伝い、その間にシンママはゆっくり図書室や
お出かけ、という企画でしたが、コロナの影響で夏休みが
短縮になったため、既に二学期がはじまってしまいました。
ということで、宿題ではなく、ボードゲームで遊ぼう！に
変更しました。

　今回はボードゲーム／カードゲームの達人に来て頂き、
教えてもらいながら、いろーんなゲームの中から参加者が
やりたいものを選んで楽しみました。今回の参加者は前回
に比べるとかなり少なめで、シンママ家族は３家族、にじ
ともも数人の参加となりましたが、スタッフも加わって本
気でゲームを楽しみました。

　子どもたちはゲームのテーブル２つ、勉強のテーブル１
つに分かれて、それぞれの時間を楽しんでいました。シン
ママも子どもたちから離れ、自由な時間をゆっくりしたり、
用事をしたりして過ごしていました。ゲームをいっしょに
するうちに、子どもたちとにじともが打ち解け、さらにゲー
ムが盛り上がり良かったです。子どもたちの、ルールに縛
られない自由な発想に驚いたり、関心したり。ルールずく
めが当たり前になっている大人からすると、子どもたちと
触れ合うことで新鮮な発見がありました。私は普段ゲーム
をすることがないため、普段使わない筋肉を使うようで、
よい頭の体操にもなりました。

　もちろん、コロナのため、手の消毒やマスク、定期的な
換気、大声を出さないなど、感染対策を十分行いました。
自粛生活が続き、こうした対面での人との関りが少なく
なっているので、こうしてワイワイとリアルで集まり遊ぶ
ことの尊さを改めて感じました。

　とても盛り上がり、子どもも大人も楽しんだので、また
ボードゲーム・カードゲームの交流会ができたらいいなと
思いました。

　研修に現地でご参加くださった皆様、ライブ配信を観て
くださった皆様、講師の皆様、ありがとうございました！
LGBTQ や SOGI について学んでいただき、シングルマザー
の状況について知り、ゲイに子守りされた経験談を聞き、
子どもの取り巻く権利や具体的な対応についても考え議論
することができた、盛沢山な一日でした。これをきっかけ
に、更につながりを深めたり広げたりしていけたらと思っ
ております。

　今回も手話通訳の方（ろう通訳も含め）にご協力いただ
き、ろう者の方の参加が可能になりました。心より感謝で
す。今後も、様々な立場の人が参加しやすいイベント作り
を心がけてまいりますので、皆様の資金的なご援助もどう
ぞよろしくお願いいたします。

　また途中でライブ配信が中断してしまいましたこと、深
くお詫び申し上げます。いろいろと試行錯誤したのですが、
復旧することができず、北野さんの大変興味深いお話を後
半部分で配信できなかったのが誠に非常に残念でした！

↑写真はゲームの達人がスーツケースに
詰めて持って来てくださった大量のゲーム

夏休み大作戦、宿題お助け隊 orボードゲーム：報告

シングルマザーと LGBTQが
子育てを通してお互いを知るための研修会：報告

右から

講師の大森暁さん

主催「まえむき一歩」の

大森順子さん

ろう通訳をしてくださった

山本芙由美さん

子どもたちに

性の多様性を

教えるための

紙芝居を実演



らしく生きたいらしく生きたい
大切にしたい わたしの気持ち

2020年
7月23日 ( 木・祝）
13:30 ～ 16:30
＠ドーンセンター
中会議室１・２・３

らしく生きたい
大切にしたい わたしの気持ち

そんな方法をいっしょに学びましょう。
たとえば、絵を書きながら今の気持ちを伝えてみたり、
ゲームをしながら相手の思いを考えてみたり。
むずかしく考えずに、どうぞ、気軽にご参加ください。

　 シンママ、子ども、にじとも（LGBTQ）３つの部屋に分かれてそれぞれアサー
ションをします。アサーションとは、相手の気持ちを尊重しながら自分自身
も大切にして、自分の意見をしっかりと伝えるための自己表現のことです。

定員：シングルマザー、その子ども、LGBTQ、各 18 人（先着順）
　　※子どもの年齢は、おおむね３歳～ 18 歳まで。

　　　お母さんと離れて別室で過ごせることを目安にしてください。

　　　きょうだい参加可。保育が必要な方は、申込時に要相談。

　　※手話通訳あり

からだで表現　思いっきりあそぼう！
10月 31 日（土）扇町公園、北区民センター　

子育てに人手がほしいシングルマザーと子育てに関わりたい LGBTQのための交流会

シンママ、子ども、にじとも (LGBTQ) のためのアサーション

申し込み　g20.lgbtq.subcommittee@gmail.com
（1）ニックネーム
（2）参加人数と子どもの年齢
　（おとな〇人・子ども〇人（〇才））
　保育をご希望の場合はお知らせ下さい

2020 年
7月23日 ( 木・祝）
13:30 ～ 16:30
＠ドーンセンター
中会議室１・２・３

夏休み大作戦　宿題お助け隊参上！
8月 29 日（土）ドーンセンター

今後の予定

この取り組みは「シングルマザーのつながるネット まえむき IPPO」と「SOGI+LGBTQ と〇〇を考えるプロジェクト」の合同企画です。

自分を大切にする、
そして相手のことも大切にする、
そのうえでイヤなことはイヤと言ってもいい、
自分の意見や思いをちゃんと伝える、



らしく生きたい　大切にしたいわたしの気持ち：報告らしく生きたい　大切にしたいわたしの気持ち：報告

　参加者は２０人以上集まってくださり、有意義なイベン
トになりました。にじとも（LGBTQ の大人）の参加が少
なかったことが残念ですが、コロナ感染の拡大という背景
が影響していたかと思います。それでも子どもたちと元気
いっぱいに遊ぶことができて、良い交流の機会でした。（ま
た、消毒ジェルやマスク着用、部屋を密閉しないなど、コ
ロナ感染防止対策を行って実施しました。）

　アサーションということで、自分の気持ちをきちんと伝
えるためのトレーニングでした。子どもたち、シンママ、
にじともの３つのグループに分かれて行いました。

(子ども情報ステーションからダウンロードが可能です↑)

　子どもたちは小学校低学年以下と以上のふたつに分かれ
て、年齢に合ったアサーショントレーニングをしました。
イラストを使って、自分の気持ちをきちんと把握し、表現
したり、想定した状況での気持ちを考えてみるなど、楽し
く学びました。また、日常の中で友達と言い争いになった
りする時にどのようにうまく言い返したり、自分の主張を
したらいいかなどをロールプレイをして学んでいました。
また、大人から嫌なことをされたり、街で迷子になった時
のことを想定してどのように行動したらいいのかを考え、
練習したようです。ゲームやロールプレイ、気分転換も交
えて、子どもたちが飽きずに楽しめるアサーショントレー
ニングとなりました。ファシリテーションは、えんぱわめ
んと堺様に行って頂きました。

　シンママの方は、アサーションの理論的を最初に学び、
自分がどんなタイプなのか、相手に圧倒されて言いたいこ
とを言えないタイプか、相手に怒りを向けて言いたいこと
は言うが伝わらなくて孤独に感じるかタイプかなど、自分
のコミュニケーション方法の癖を振り返るところからはじ
まりました。そして実際に、言いたいことが言えない、嫌
な気持ちになる、関係がどうも上手くいかない、といった
日常の具体的な誰かとの関係性をひとつ取り上げて、どの
ように自分の気持ちを伝えるかを、メソッドに乗っ取って
台詞を組み立てていき、実際に発声して練習するところま
で行いました。モヤモヤしがちな人間関係を変えるアク
ションを理論的に整理し作り出すことで、シンママたちの
エンパワメントになったのではないでしょうか。ファシリ
テーションは、まえむき IPPO の加藤伊都子さんが行いま
した。

　にじとも（LGBTQの大人）は、３名の参加を得て、アサー
ティブなコミュニケーションを学ぶ部分（理論編）と、実
際にコミュニケーションの練習をする部分（実践編）から
なるアサーティブトレージングを実施しました。理論編で
は、よくあるコミュニケーションのパターンとして攻撃型・
受身型・作為型を紹介し、続いて、「アサーティブネスの
４つの柱」である「誠実・対等・率直・自己責任」につい
て学びました。理論編の最後では活発な質疑応答がありま
した。ここで、お仕事の都合で、残念ながら退席されたか
たが１名おられたので、残りの２名とわたし（いのもと）
の３名でアサーティブなコミュニケーションの練習をしま
した。にじともさんそれぞれから、実生活なかでトライし
たい例を出してもらい。本人役、相手役を設定して、どの
ように言うのがいいかなぁと、アサーティブな考え方も入
れつつ、伝え方を決めて、ロールプレイ（それぞれの役割
を演じるお芝居）をして、感想を述べあい、改善案をみん
なで話して、２度目のロールプレイ、感想を述べ合うとい
う、練習をしました。それぞれに、自分が今までしてきた
コミュニケーションと違うパターンのコミュニケーション
を体験してもらって、それをお土産に、アサーティブトレー
ニングを終了。終了後には、アサーティブトレーニングと
似た練習を行っている QWRC の「メンヘル！」というイ
ベントを紹介しました。

　アサーションを終えると、にじともが子どもたちに合流
して、部屋で走り回ったり、フラフープをしたり、カード
をしたりして遊びました。近頃はコロナの影響でなかなか
友達と遊べない日々が続いているせいか、子どもたちは元
気いっぱいにはしゃいで遊んでいました。にじともともす
ぐに仲良くなり、時間ぎりぎりまで一緒に過ごしました。

　アンケートでは「勉強になった」「具体的で良かった」「悩
みが整理できた」「今後も時間をかけてやってみたい」「考
え方を知れて良かった」「自分でも練習したい」「子育てに
も活かしたい」などの感想を頂きました。アサーションに
ついての理解を深めるとともに、お互いの状況をシェアす
ることでエンパワメントされたのではないかと思います。

らしく生きたい　大切にしたいわたしの気持ち：報告

子どもたちの
ロールプレイに
使われた教材。

具体的で
わかりやすく
すぐに使えそうな
内容でした。



８月 29日 (土）
＠ドーンセンター

10月 10日 (土）
＠扇町公園

10月 31日 (土）
＠北区民センター
＆ 扇町公園

12月 12日 (土）
＠ドーンセンター

イベントは全て 13時 30 分～ 16 時 30 分の開催です。

当日参加も可能ですが人数把握のためできればお申込みください

８月 29日 (土）
＠ドーンセンター

10月 10日 (土）
＠扇町公園

10月 31日 (土）
＠北区民センター
＆ 扇町公園

12月 12日 (土）
＠ドーンセンター

イベントは全て 13時 30 分～ 16 時 30 分の開催です。

子育てに人手がほしいシングルマザーと
子育てに関わりたい LGBTQ のための交流会

2020 年の予定（無料）

子育てに人手がほしいシングルマザーと
子育てに関わりたい LGBTQ のための交流会

2020 年の予定（無料）

申し込み　g20.lgbtq.subcommittee@gmail.com
（1）ニックネーム
（2）参加人数と子どもの年齢
　（おとな〇人・子ども〇人（〇才））
　保育をご希望の場合はお知らせ下さい

この取り組みは「シングルマザーのつながるネット まえむき IPPO」と「SOGI+LGBTQ と〇〇を考えるプロジェクト」の合同企画です。

宿題お助け隊
にじともが子どもたちの宿題をお手伝いしたり、
ボードゲームやおしゃべりをして遊びます。

体幹トレーニング＆扇町公園で遊ぶ
シンママは心置きなくフィットネス＆リラクゼーション、
その間にじともが子どもたちと公園で思いっきり遊びます。

みんなでピクニック
子どもとにじともが思い切り遊んでる間、

シンママはゆっくりのんびり。
関西レインボーフェスタにも参加できます。

クリスマス会
昨年に引き続き、楽しいクリスマス会！
ゲームやおしゃべりで盛り上がろう。

最新情報はHPでチェック！

＜コロナ感染防止対策について＞
※イベント時は、消毒ジェルの設置、マスク着用、部屋の換気などを行います。ご協力よろしくお願いします。
※感染拡大の状況により、やむなく中止、または延期する場合があります。ご了承ください。
　特に当日参加される方は、事前にご確認をお願いします。

手話通訳有

どの催しも手話通訳が必要な方は一週間前までにお問い合わせ頂けると幸いです

中止

中止



フィットネス＆公園で遊ぶ：報告フィットネス＆公園で遊ぶ：報告

　当日は秋晴れに恵まれ、やっと久しぶりにシンママにじ
とも交流会をすることができました。前回は台風で中止に
なってしまい本当に残念でした。そのかわりに今日はスッ
キリとした暖かい秋晴れの中、扇町公園に集合できました。
総勢で 20人弱の参加があり、子どもたちは５人、にじと
もも新しい人が参加してくださいました。今回は、子ども
たちは公園でにじともと遊び、シンママたちは北区民セン
ターでフィットネス・リラクゼーションという回でした。
講師には、フィットネスのパーソナルトレーニングを専門
とされている大森暁さんに来て頂きました。

　最初は全員で扇町公園の丘でウォーミングアップの体操
を、と考えていましたが、関テレの後ろのスリリングな滑
り台を見た途端、子どもたちは散って行きました！秋晴れ
の青空の下、シンママたちはストレッチなどをしてから区
民センターへ戻り、子どもたちとにじともは、一緒に滑り
台を滑ったりして遊びはじめました。

　土曜日の扇町公園は子どもたちで溢れており、滑り台も
順番待ちです。あまりの子どもの多さに、すぐに子どもた
ちを見失ってしまうほどでした。しかし、しばらくすると
シンママの子どもたちは、よその子と友達になって一緒に
遊び始めていました。子どもの社交性ってすごいですね！
自然と友達になって、鬼ごっこで盛り上がったり、秘密基
地のために草をみんなで集めたり。（写真）そんな風に簡

単に友達を作れる子どもたちに感心するとともにうらやま
しくも感じました。

　子どもたちはコロナの自粛のせいもあってか、ストレス
がたまっていたのでしょうね、二時間ほぼ休憩せず思いっ
きり遊び通しておりました。にじともの方もそれに合わせ
て、見守ったりハラハラしたり草集めに動員されたり、あっ
という間の二時間でした。

　区民センターに戻ると、シンママたちのリフレッシュし
た姿があり、子どもたちの満足そうな笑顔があり、お互い
にとってとても良い時間だったことが見て取れて、良かっ
たです。にじともは子どもの多さと炸裂するパワーに圧倒
された人もいましたが、普段関わることが少ない子どもた
ちと一緒に過ごすことができ、とても楽しかったという感
想もありました。

　12月クリスマス会でまた会おうね、と解散したのです
が、残念ながらコロナの感染状況が悪化したため、今年の
クリスマス会は中止となってしまいました。来年はつつが
なく開催できることを祈っています！

遊具の下の
くぼみ部分
基地というこで
草を取ってきて
敷き詰める
という作業を
リーダーの元
行いました。

フィットネス＆公園で遊ぶ：報告



多くのトランジェンダーがトイレで不自由と不安を感じています。
誰もが安全に用が足せるトイレにしたい！皆さんのアクションをお願いいたします。

新設 Cチーム企画のサイトからダウンロードしてご自由にお使い下さい。

トイレは人権！
トイレアクセシビリティ啓発ポスター


