
   

令和５年２月６日（月）第 2095 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   松井 寛 会長 

祝  事  ２月  会員誕生日  夫人誕生日 

米山奨学金授与 ２月分 チャン・ザ・ウエイくん 

幹事報告  竹澤 俊彦 幹事 

委員会報告 

① ロータリー情報委員会 

「これだけは知っておきたいﾛｰﾀﾘｰの基礎」 

 ｐ33 国際的な各種プログラム    

本日の担当者：前川徹会員 

② 例会出席報告 

③ ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

「北陸で考える難民と平和」 

（特非）ロシナンテス 

スーダン共和国駐在員（予定） 

    （特非）地雷廃絶日本キャンペーン理事 

七條 孝司 様 

20：00 閉会点鍾 

本日の例会  

令和５年 ２月２０日（月）第 2097 回例会 

外部卓話(仮題）「ジャーナリズムの視点から」 

 元福井新聞社取締役編集本部長 

論説委員長   四戸 友也 氏 

令和５年 ２月２７日（月）第 2098 回例会 

外部卓話 未定 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①米山奨学生 終了式と歓送会の案内 

 ⇒3/12 京都にて 

②2023-24 年度 地区補助金 書類一式 

③2023-24 ロータリー手帳の予約開始 

 ⇒ご入用の方は、事務局まで 締切2/15 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 
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次回の例会  

令和５年 ２月１３日（月）第 2096 回例会 
外部卓話 「子どもシェルター・ 

自立援助ホームについて」 
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皆さんこんばんは。先週から降り続く雪で大変疲れていらっしゃるとは思いますが、本日

も例会を開催することができました。ありがとうございます。 
まずは、お客様のご紹介をさせていただきます。本日の卓話をしていただきます下川陽菜

乃様です。「LGBTQ」という現在の社会において大変注目されている話題の一つです。お話

を聞ける貴重な機会ですのでどうぞよろしくお願いいたします。 
さて、先週お伝えしましたが、タイ国力ンチャナブリ県のバーンガオ高校介護用品の贈呈

と同県タームアンロータリークラブへの表敬訪問に行ってまいりました。高校については

杉本会長だった年度に贈呈したオンライン機器の確認とバン一ガオ高校の校長先生から

「仕事のない貧しい地区のため介護の仕事を通して日本語の勉強ができること、仕事がで

きることを大変喜んでいます。カンチャナブリ県の他の高校からも介護の仕事を目指して

通う子もいます。」と話をいただきました。特に今回はバンコククロントイ地区から幼いこ 
ろに生き直しの学校に入り、バーンガオ高校卒業と同時に介護の仕事を始めるクリーティー・ウブワンさん(通称ギンち

ゃん)とも楽しく話をすることができました。今年の 4 月に日本に来ることを楽しみにしていました。今後はプラティー

プ財団出身の恵まれない子供たちもこちらで働くようになってきます。どうぞよろしくお願いいたします。詳細につい

ては西出国際奉仕委員長のから報告があると思います。本日は以上です。 

松井 寛 会長挨拶                          １月３０日（月） 

外部卓話                    １月３０日（月） 

              「受け入れよう・受け止めよう」～ＬＧＢＴＱについて理解を高める～ 

                 一般社団法人坂井青年会議所 2023 年度 理事長 下川 陽菜乃 様 

① ＬＧＢＴＱとは何か？ 
L レズビアン    （女性の同性愛者） 
G ゲイ       （男性の同性愛者） 
B バイセクシャル  （両性愛者） 
T トランスジェンダー（こころの性とからだの 

性が一致しない人  
からだの性に違和感を持っている人） 

Q クエスチョニング 
 （どれも当てはまらない人性自認が不明な人） 

② 私のストーリー 
  私は、物心がついた時には、女性が好きで、どうしてこの身体で生まれてきたの

だろうという疑問を持ちながら２５年間生きてきましたので、Ｔ：トランスジェン

ダーとしてお話させていただきます。 
＜幼少期編＞ ・好きな色は青や黒     ・スカートは絶対に履かない 

 第一子で生まれてきて、両親は、最初に欲しかった女の子ができ、目に入れても痛くないくらいに可愛がって育てて

もらいました。しかし、母は初めての女の子でスカートを履かせたり、髪の毛を結ぶのにかわいいゴムを買ってきたり

するのですが、自分の思いが強くて嫌でした。自分では、ズボンを選び、欲しいおもちゃはリカちゃんやポポちゃんな

どの人形ではなく、戦隊ものでした。ドッジボールやサッカー、野球などして、保育園の友達は男の子でした。 
＜学 生編＞ ・初恋は女の子       ・制服に違和感がある    ⇒ 学校が嫌になる 

地元は勝山です。小学校ではランドセルが幸いにも男女とも黄色でしたので、我慢できたのですが、制服のスカート

を履きたくないという気持ちが強かったです。今は、スーツを着用しています。JC などで会う方は「どうしてネクタ

イ付けてる？」と言われることが多いですが、なりたい自分になっているという感覚です。 
しかし、学生のころは、友達は多いし学校も楽しいけれど、学校に行く時はスカートの制服を着用するので、それで

登校することが嫌でした。小学校中学校は、義務教育なので我慢していましたが、勝山高校に進学後は、自分の気持ち

を優先して１か月で中退しました。 
＜社会人編＞ ・現場仕事を 5年していた  ・親方を目指す 

      ⇒ 会社も適材適所に配属してくれた 

親方も、従業員も理解していただき、現場で重いもの持つこととかを言われず

に基本、図面を拾ってなど適材適所に配属されました。自分でできることを見つ

けて親方を目指していけたらいいかなと考えていたのが、10代の頃です。 
＜生きていて不便なことは、公衆でのトイレやお風呂（銭湯）＞ 

 公衆トイレは、車椅子の方に譲ってあげるべきですが、身障者用のトイレを使った

り、男女が分かれていないトイレを探してたりして使用することにしています。 
  

男女で分かれているトイレではないこのようなフリーのトイレが出てくると助かる。 
 

２/２福井新聞記事 
 



 

  

③ 今日からできること 
＜カミングアウトを受けたら＞ 

１．「話してくれてありがとう」と伝える 
 ⇒相手が、あなたに知ってほしいという想いでカミングアウトした場合には、あなたはその信頼を受け止め、変わ

らず良い関係を続けてください。 
２．「なにかできることはある？」ときく 
 ⇒困ったことがありカミングアウトした場合は、困りごとと共に対応ししてくれると心強いです。 
３．勝手に他者に伝えない 
 ⇒意図せず他社に伝わることで、職場・家庭・地域で安心し過ごせなくなる場合があります。対応するに当たって、

共有してよい範囲を本人に確認してください。アウティング防止に繋がります。 

④ 質疑応答 
Ｑ：お仕事は？ 
Ａ：スナックを経営です。場所は丸岡の

バローさんの駐車場です。 
Ｑ：タイプはどんな人？ 
Ａ：とても甘えん坊なのでお母さんみた

いな方がタイプです。年上派です。 
Ｑ：タイではトイレのマークが様々で、入るのに迷った。トイレの区別について？ 
Ａ：オールジェンダーの虹色のマークで男女兼用と便利だと思います。 
Ｑ：理想とする社会になるために最初に変わって欲しいところは？ 
Ａ：政治に興味があります。男女参画は、ＳＤＧｓにも掲げられています。人が影響されるのは有名な人の発言だと思

いますので、高市早苗さんが総理大臣になったら、もっと変わるのにと思います。ＬＧＢＴＱに関係なく、男女参

画をきっかけに進めばいいなと考えてます。 
Ｑ：カミングアウトできやすい環境を作っていくことが我々の役割と考えています。下川さんがカミングアウトできた

理由について？ 
Ａ：最初は母でした。中学生時に初めて彼女ができ、家に遊びに来た際に、ただの友達ではないと、母は、敏感に察知

したのだと思います。その時に素直に、「彼女できたんだよね」と伝えたのがきっかけです。父は、反対でした。カ

ミングアウトできる環境を作るのは、とても難しいと思います。私は性格上、カミングアウトできましたが、でき

ないまま大人になられた方達も沢山いると思います。10%の割合と言われていますが、10%以上いると思っていま

す。カミングアウトできていない、自分が自分のことを知らなかった、などということもあると思います。誰も偏

見を持たない環境を作って、それがカミングアウトのきっかけになると思います。私の父は、私のことを可愛がっ

てくれてて、孫を産んで欲しいという思いが強かったと思います。現在は、理解してくれて、彼女の子供を可愛が

ってくれているので、本当に受け入れてもらってるなと、いい家族の中にいるなと感謝しています。 
Ｑ：先日ＮＨＫでカルーセル麻紀の話を観たので、本日の話は興味深かったです。 
   【参考】：ＮＨＫで１/２７・２２時～放送 

「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」＜“オネエ”たちは闘った「〜知られざる勇気の系譜〜」＞ 
ＩＫＫＯやはるな愛、いわゆる「オネエ」タレントが人気を博している。その活躍の原点をたどると、

数々の「オネエ」が“あの人のお陰”と口を揃えるパイオニアの存在がある！半世紀近く前に、性別

適合手術を経て女性となったカルーセル麻紀。好奇の目をものともせず、堂々と喜びを語った生き様

は、隠れるように生きていた人々に勇気を与えた。差別や偏見と闘い、「オネエ」の道を切り開いた

勇気の物語。 
Ｑ：同じ悩みを共有できる人はいますか？ 
Ａ：私の場合は 3 人います。私は、女性で生まれて女性が好きっていうケースですがその逆もいます。 
Ｑ：経営されているお店は、ＬＧＢＴＱの方々のコミュニ―ティ的な場ですか？ 
Ａ：スナックですので、お客は、男性の方が圧倒的に多いです。私は「マスター」です。初めていらっしゃるお客様は、

「ママはどこ？」と聞かれるのですが、きちんと説明させてもらっています。 
さきほどのＮＨＫの番組の話にもありましたが、ＫＡＢＡちゃんや、はるな愛さんは、性転換手術していてトラン

スジェンダーであって、なりたい自分になってるからいいと思いますが、マツコデラックス、ミッツマングローブ

は、女装家という芸風で、テレビでの姿です。そういう意味で、区別が難しいところがあります。タイでは、それ

も性別として分けているから 18 区分になるのだと思います。 
Ｑ：私は男なので女性の気持ちはわからないですが、そこは、下川さんも同じですか？ 
Ａ：はい、私も全く分からないです。虫がとても苦手なのですが、目の前に虫が飛んでくると、そこは「キャー」とと

っさに言ってしまいます。 
Ｑ：結婚について 
Ａ：彼女の親に挨拶に行った際に、子どものことを言われました。きっと男女の夫婦でも養子縁組をするなどは、とて

も難しいことだと思います。しっかり考えて、いきたいです。 
Ｑ：失恋もされてきました？  Ａ：トランスジェンダーだからという理由で失恋したこともあります。 



 

 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：２９名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－杉本政昭 会報委員会 委員長－杉本政昭 副委員長－前川 徹 

委 員－下田重道 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1 月 30 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000 円 447,000 円 1,317,000 円 

ロータリー財団 20,000 円 388,000 円 

米山記念奨学会 16,000 円 400,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

松井会長 下川様外部卓話をよろしくお願いします。本日

は、釣部様山岸様の送別会でもあります。労を

ねぎらい楽しく飲みましょう。 
竹澤幹事 大雪の中御苦労様です。下川様本日の卓話よろ

しくお願いします。 
下田   下川様卓話ありがとうございます。 
奥村   釣部さん山岸さん永い間ご苦労様でした。 
林田恒正 下川様の卓話楽しみにしています！よろしく。 
水﨑   下川様卓話よろしくお願いします。 
杉本   今日もよろしく！！ 
三寺   下川さん宜しく！！ 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南利明 下田 林田恒正 水﨑 杉本 松井  道木 
川上  竹澤 岩田   海道 竹吉 南勝文 戸﨑 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
南利明 下田 林田恒正 水﨑 杉本 松井  道木 
川上  竹澤 岩田   海道 竹吉 南勝文 戸﨑 

委員会報告                    １月３０日（月） 

◆出席報告◆  出席委員会  

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

1/30 ２９ ２１ ８ ０ ０ 72.41% 

 

道木  下川様ご苦労様です。釣部さん山岸さん永い間ご苦労様でした。 
川上  本日もよろしくお願い致します。 
岩田  本日もよろしくお願い致します。 
海道  いつもありがとうございます。 
竹吉  下川様本日の卓話よろしくお願いします。 
戸﨑  本日もよろしくお願いいたします。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

新年会＆釣部様山岸様送別会           １月３０日（月） 

松井会長 開会挨拶 

釣部さん退会ご挨拶 

柿木直前会長の

音頭で乾杯 

山岸さんは、残念ながら所用のためご欠席 

竹吉副会長 

閉会挨拶 


