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れている職業があることをご存知でしょうか？法律

会員卓話「20 分で聞く LGBT」

で品位自体の定義がされているわけでは無いそうで

弁護士 掛布真代さん

すが、医師・看護師などの医療従事者や弁護士・司法

新会員研修セミナーでのスピーチ内容

書士などの法律関連従事者などの人は、職種全体の信

「ロータリーの魅力について」 山田一成さん

頼を維持するために法律によって品位を保つことが

◆開会点鐘

義務付けられているそうです。私は、公的な職種では

◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱

なく一般企業に勤務していて、法律で品位を保つ職業

◆会長挨拶

ではありませんが、社会人としてロータリアンとして、
皆さんこんにちは、本日の卓話

ある程度の品位を保つ事がマナーだと思っています。

の方を、紹介させて頂きます。弁

例えば、ドレスコードやテーブルマナーなども品位の

護士の掛布真代先生です。「２０

一部ではないでしょうか？だからと言って、プライベ

分で聞くＬＧＢＴ」についてお話

ートな時間でも常に堅苦しくしていましょうとか、規

をして頂きます。ＬＧＢＴの意味

定されている食事作法をきちんと覚えて守りましょ

が全然わかりませんでしたので、

うと言いたいわけではありません。しかし、家の外で

今日は新しい世界を見させて頂けるという事で、大変

はいつ誰に見られているかわからないですし、たとえ

楽しみにしています。後程宜しくお願いします。

見知らぬ人でも気分を害して良いということではあ

話は変わりますが、地区補助金事業でお世話をさせ

りません。私も、外食時にスマートフォンを操作しな

ていただいているロータリー財団奨学生の粥川恵理

がら片手で食事をしているのを見かけたり、会話中に

子さんが、３月１７日、１０：００－１７：００．長

スマートフォンを操作したり、電話をかけてきても名

良川うかいミュージアムにてコンサートを開催され

乗らずにいきなり用件を話し始めたり、スマートフォ

るそうです。時間のある方は会場に足を運んで頂きた

ンの扱いついては、余り良い気分にはなれない時もあ

いと思います。

ります。品位とは、礼儀や節度に富む様子をいい、品

さて、今日は社会人の品位について話をさせて頂き

位を保っている人は信用され尊敬される存在とされ

ます。数年前関ロータリークラブテーマに「品格」と

ますが、それ以前に他の人に対して不快感を与えない

いう言葉が入ったテーマで展開をされ、例会中は、居

ように気を使うものだと、私は考えています。もちろ

眠りとか、ヒソヒソ話は、ほとんど無く、品格に溢れ

ん、性格や慣習、大きいところでは国民性などで差が

た例会をされていましたので、印象に残る一年と覚え

出ますが、清潔感や言葉遣い、態度など基本的な部分

ていました。本題の社会人の品位についてですが、皆

はあまり変わりません。それは、他の人に不快感を与

さんは、一般の人でも法律で品位の維持を義務付けら

えない様に気配りしているという内面的な事が、品位

という形で外面的に現れていくのだと思います。私は、 タリーの魅力はロータリアンの皆さんの素敵な笑顔
品位も品格もありませんが、これから気配りをしなが

です。例会で、「こんにちは」の挨拶や、「山田君、

ら、品位品格を少しでも、積み重ねて社会人としてロ

元気？」など、お声をかけていただいた時の先輩たち

ータリアンとして努力していきたいと思います。

の笑顔が素敵です。とても素敵な笑顔です。自分もマ

◆委員会報告

ネしたい！と思う素敵な笑顔です。私もそれから、先

◎出席委員会
会員 49 名中

委員 奥村敏教
30 名出席

◎ニコボックス委員会

出席率 62.50％

委員 酒井泉

会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日の卓話「20

輩たちのマネをして例会のとき、笑顔を心がけていま
す。もう一つは、色々な大人にあえることです。異業
種交流会とも言えます。私が携わっている仕事は、め
っきです。めっき業界での常識、物の見方、考え方、

分で聞くＬＧＢＴ」まだまだ理解に苦しむ点が多々あ

発想はすべて、めっき業界専用と言ってよいと思いま

りますが、理解ができる環境を作れるよう勉強したい

す。別の業界に行けば、その業界の常識、物の見方、

と思います。よろしくお願いします。

考え方、発想があると思います。今現在、自分の友人、

岩倉宏幸さん・・・本日、例会を欠席させていただ

住んでいる町内の人たち、そして仕事関係の繋がりや

きすみませんでした。
林昇様、
代わりをお願いします。

職場または、その他を含めた現状の生活環境にもいろ

林昇さん・・・岩倉幹事の代打として幹事職を務め

いろ楽しいところがありますが、そこだけにとどまっ

させていただきます。よろしくお願いします。

ていると、どうしても世界が狭くなってします。ロー

酒向薫さん・・・掛布真代弁護士 いつも相談をい

タリーを通じていろんな職業の経営者、職人、プロフ

ただいた県民をご紹介いただいています。
相談された

ェッショナルの皆さん、そして、いろんな大人に会う

県民からは「親切丁寧に相談に乗っていただいた」と

事で刺激を受け、世界が広がっていく、そんな感じが

お礼の言葉をいただいております。これからもご指導

しています。例会での昼食をとりながらの会話、どん

よろしくお願い致します。

な会話の内容でも、その会話がいつも魅力的であり、

杉浦、酒井、加藤（浩）の皆さん・・・掛布先生、

興味が湧き、とても刺激を受けます。会話の中に、自

本日は、時代にマッチしたお話、自分たちはＬＧＢＴ

分では思いつかない発想がたくさんあります。そうい

には縁がありませんが、
できるだけ理解したいと思い

う人たちとお付き合いできることが魅力です。

ます。

関 RC には、木曜クラブという会があります。もの

岩本雅文さん・・・本日、講師の掛布様、お話を楽

すごく簡単に表現しますと、2 カ月に 1 回食事をする

しみにしています。何か身につけられるように聴きた

会です。時には大先輩のロータリアンをゲストに招き、

いと思います。

皆で食事、お酒を飲みながら交流を深める楽しい会で

長尾一郎さん・・・先日は、私の LINE が乗っ取ら

す。毎回 15～20 名の会員が参加しています。この木

れて皆さんに大変迷惑をかけました。SNS は怖いです。 曜クラブの活動目的は会員増強と若手、下部組織の勉
掛布真代さん・・・バースデーカードありがとうご
ざいました。

強会です。新会員入会勧誘と退会の防止を兼ね備えて
います。新会員、若手会員、そして、入会を考えてい

市川義和さん・・・先週、バースデーカードを頂戴

る次期ロータリアンが集まります。私もロータリーク

しました。ありがとうございました。

ラブに入会する 2 年前から参加させていただきまし

◆新会員研修セミナーでのスピーチ内容

た。最初はとても緊張しました。暑くもないのに汗が

「ロータリーの魅力について」 山田一成
私は昨年の 7 月に関ロータ

ダラダラ出る、料理の味は全く分からない、もちろん、
誰と何を話したか、会話すら覚えていません。しかし、

リークラブに入会させてい

会に参加するごとに、先輩ロータリアンの皆さんに馴

ただき、7 カ月が経過しまし

染んでいき、今では、とても楽しみにしている会の一

た。入会して日が浅いですが、 つです。この木曜クラブのお蔭で、ロータリークラブ
今現在、自分が感じるロータ

に入会後も少ない緊張感で、例会に出席することがで

リーの魅力をお話します。ロ

きました。木曜クラブに感謝しています。今後も例会

ータリーの魅力はなんだろ

に出席して、新たな『ロータリーの魅力』をドンドン

う？と考えたとき、まず頭に

見つけていきます。以上で終わります。ご清聴ありが

浮かんだのは、先輩ロータリアンの笑顔でした。ロー

とうございました。

◆会員卓話「20 分で聞く LGBT」

か鈴木さんか高橋さんが知り合いにいるという方は

弁護士 掛布真代さん

手を挙げてもらえますか（ほとんど全員が挙手）。
タイトル通り 20 分で終わる

佐藤・鈴木・高橋を足した割合は，明治安田生命の

ようにしたかったのですが，

調査によると 5%です。セクシュアル・マイノリティ

時間が足らず駆け足になって

の割合の方が高いのに，私たちの周囲にいないように

しまいました。話しきれなか

見えるのはなぜか。日本社会では，セクシュアル・マ

った部分について少し補足し

イノリティであることをオープンにする不利益が非

たものを掲載します。

常に大きいために，隠したり，オープンにできる人間

1.ＬＧＢＴとは何か

関係だけで生活していると推測されています。②子孫

Ｌはレズビアン（女性同性

を残さない性行動は生物学的に見て異常である・人類

愛者）。同性愛者と言う表現は私は好きではありませ

だけにみられる行動である。これは誤りです。様々な

んが，女性で女性を恋愛対象にする人のことです。Ｇ

生物が同性愛的な性行動をするということが確認さ

はゲイ（男性同性愛者）。男性で男性を恋愛対象にす

れています。また同性同士の性行動が，子孫を残すと

る人のことです。Ｂはバイセクシュアル
（両性愛者）。

いう点において本当に無意味なのかどうかについて

男性も女性も恋愛対象にする人のことです。Ｔはトラ

も疑問が呈されています。③性的指向（好きになる性）

ンスジェンダー（体と心の性が一致しない人）。これ

は個人の趣味の問題である。これは誤りです。性的指

らをまとめてＬＧＢＴと呼んでいます。ＬＧＢＴより

向は自分の意思ではコントロールできないものだと

ももう少し広い概念としてセクシュアル・マイノリテ

理解されています。そしてこの誤解は非常に大きな問

ィがあります。性に関して社会が要求する「普通」に

題をはらんでいます。彼らは好きでやっているという

なじまない人たちのことです。ＬＧＢＴはそのうちの

発想でいると，好んで差別を受けるような立場にいる

一部の例です。性別は男・女に線引きできるようなも

んだから，自己責任なんだ，という理屈になりかねま

のではありません。現在では，①体の性（体の外形や

せん。これは差別や偏見の正当化につながる発想です。

染色体）②心の性（性自認，自分自身をどの性と考え

セクシュアル・マイノリティに対する差別や偏見の助

るかの自覚）③好きになる性（性的指向，恋愛対象に

長につながりかねない重大な誤解だと思います。まと

なる性）④表現する性（服装や口調など，自らを装う

めます。セクシュアル・マイノリティは特殊な性癖や

性）の４つ（または①～③の３つ）に分かれて理解さ

心身の障害ではありません。左利きである，視力の矯

れています。また，これらの要素は人それぞれ，グラ

正をしている，これらと同じような個人の特徴に過ぎ

デーションのように濃淡があると理解されています。

ません。彼らは好き好んでやっているんだという理解

大事なのは，外見からはわからないこと，男女に２分

は誤解です。日本社会ではずっと，いないものとして

できるものではないことです。トランスジェンダーと

扱われてきた存在が顕在化してきつつあります。いな

は性同一性障害のことです。障害や病気ではないので， いのではなく，セクシュアル・マイノリティだと言う
性別違和と呼ぶことがあります。体の性と心の性に不

ことを隠して，あなたの周囲にいるのです。セクシュ

一致がある人のことです。体は男性だが男性の服装や

アル・マイノリティを笑いものにすることの問題性を

男性の振る舞いに違和感がある。女性らしい振る舞い

思いやってほしいと思います。ホモオ田ホモ男という

や女性の服装の方が落ち着く。逆に，からだの性は女

キャラクターを覚えているでしょうか。いわゆる女言

性だけど女性の服装や振る舞いに違和感がある。そう

葉を使うサラリーマン風の男性を揶揄したキャラク

いう人たちのことをいます。

ターです。去年の年末，フジテレビがこのキャラクタ

2.セクシュアル・マイノリティに対するよくある誤解

ーをテレビに登場させて大批判を受け，謝罪をする事

①性的少数者は私の周囲にはいないという誤解。2015

態になりました。マイノリティを笑い者にすることに

年に電通が７万人を対象に調査した結果，7.6%の人が， 対して，社会では批判的な意識ができつつあるという
自分はセクシュアル・マイノリティにあたると答えま

ことです。岐阜県でも，同性愛は異常と発言して役職

した。13 人に 1 人の割合です。そんなにいれば皆さ

を降りられた県議さんがおられましたね。

んの周囲に何人かいてもおかしくないですが，知り合

3.セクシュアル・マイノリティを取り巻く法制度

いに性的マイノリティの方がいる方は手をあげても

（１）児童生徒に対する対応について，文科省が通達

らえないでしょうか（あがらない）。では，佐藤さん

を出しています。性別が意味を持ってくる年齢が，小

学校高学年から中学生高校生くらいだということか

中，持続可能な社会を作るためには，性に関する多様

ら，特に配慮が要請されました。ご自身のお子さんと

な価値観を認め，社会から排除してきたセクシュア

か，知り合いのお子さんがどうもそうらしい，いじめ

ル・マイノリティを社会に取り込むことが必要です。

や偏見で困っているらしいと言う情報をキャッチし

いままで，人口の約７％もの人を社会から廃除してき

た場合には，この通達に基づいて学校側に対応を求め

たわけですから，この人たちをオープンな社会に取り

ることができます。実は，自分はもしかしてゲイやレ

込むということは，労働力を増やす，消費者を増やす，

ズビアンなのではないかと悩み始めた子どもにとっ

また子の親となる人を増やすという意味で，みなさん

て，一番の障害は自分の親です。日本の家庭だと，法

にとっても価値があるはずです。社会的に偏見が強い

律婚をしていて子どもがいる親はほとんどの場合，性

ということを知りながらあえて同性カップル同士の

的にはメジャーです。そうすると，親はそんなこと想

生活を選択した人たちは，意識や教養の高い人が多い

像もつかないので，実は自分がゲイなのではないかと

ように思います。うちは多様性に寛容な会社ですよと

悩んでいる子供の前で「ゲイとか気持ち悪い」などと

いうことをアピールして，従業員として優先的に採用

言ってしまうわけです。実際，セクシュアル・マイノ

すれば，優秀な人材が集まるかもしれませんね。働く

リティの内８割か９割が，自分の親に性的指向を言え

環境を整えるという意味では，セクシュアル・マイノ

ないと答えています。（２）人事や労務管理の注意事

リティが安心して働けるように就業規則を整備する。

項です。まず安全配慮義務。従業員が心身の健康を損

例えば同性カップルのパートナーにも家族手当が出

なったりするようにすることがないように配慮する

るようにする。社員寮に同性カップルが住めるように

義務です。同性同士の性的な嫌がらせもセクハラだと

する。社員向けにセクシュアル・マイノリティに対す

言うことが理解されてきました。従業員をセクシュア

る理解を深める研修などを行うというのも大事なこ

ル・マイノリティであることを理由に差別したり不利

とだと思います。

益な取り扱いをしてはならない。男女別のトイレや更

◆幹事報告

衣室の利用の際の合理的な配慮。トランスジェンダー

◎例会変更と休会通知

の従業員には，心の性に配慮したトイレや更衣室が利

・美濃加茂 RC

用できるように配慮してあげることが望ましい。他の

◎例会終了後「理事、役員会」開催

従業員の意識などもあるので，たとえば会議室などを

◆3 月ゴルフ会

更衣室として使ってよいとするなどです。また従業員
がセクシュアル・マイノリティであることを知ること

日時：3 月 7 日（水）
9：40 スタート

ができた使用者は，それを本人の同意なく他人に教え
てはなりません。本人の同意なく，セクシュアル・マ
イノリティであることを他人が勝手に公表すること
を，アウティングといいます。いままでそれを隠して
きた人を，差別や偏見に晒してしまう危険性の非常に

場所：岐阜関 C.C
優勝：伊佐治啓司さん
準優勝：杉浦孝志さん

高い行為です。
4.多様な性と持続可能社会のために私たちに何ができるか
同性パートナーシップ制度。同性のカップルが，結婚

次例会のご案内

3 月 27 日（火）

12：30

「健康づくり」

している夫婦と同じように，社会的な制度を利用でき

介護老人保健施設

センチュリー21

るようにしようという自治体の試みです。
同性婚が実

施設長・管理医師

加藤正夫様

現するのは，いまの日本ではとてもハードルが高そう

担当：環境保全委員会

なのですが，これに代わるものとして部分的に認めて
いこうという制度です。
資料にもありますが関の市長

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

さんが導入に熱心ですね。東京都渋谷区，世田谷区，

例

沖縄の那覇市，兵庫県宝塚市，三重県伊賀市，大きな

例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F

ところでは福岡市が来年度から導入するということ

事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

を公表しました。セクシュアル・マイノリティの問題
はみなさんにとって無関係ではない。人口が減少する

会：毎週火曜日 12：30

