
［開催報告］� 2020年度第 7回理事会 1
［開催報告］� 2020年度第 8回理事会 3
［開催報告］� 第60回通常総会 4
［開催報告］� オンライン組合員活動交流会「コロナ禍の組合員活動」 8
［開催報告］� OCoNoMiおおさか第 5回幹事会 9
［連　　載］� 「サラダボウル～ひとりひとりが輝いて～」 10
［スケジュール］� 11

No.353
2021.7.15

第60回通常総会



　� 　 1

大阪府生協連　2020年度第 7回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2021年 5 月20日㈭
� 15時05分～16時25分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館
� 4 階403＆オンライン
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、22名出席、2名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 3名出席）
⑶　陪席（ 1名出席）

Ⅳ．議　　長� タン会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

○審○議○事○項
1 　第60回通常総会の件

⑴　開催時間の変更について

　小山事務局長より、開催時間を午前11時から12時
に変更し、昼食のお弁当は持ち帰りとして用意する
旨提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

⑵　2020年度活動報告・2021年度方針について

　小山事務局長より、2020年度活動報告及び2021年
度方針について、提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

⑶　2020年度決算について

　中村専務理事より、2020年度決算及び剰余金処分
案について提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

⑷　監事監査報告について

　谷川特定監事より、2020年度の理事の職務の執行
に関する監事監査の結果について、監査報告書を
以って通知がされた。
　全員異議なく承認された。

⑸　2021年度予算・役員報酬総額について

　中村専務理事より、2021年度予算案、管理費及び
諸経費明細、役員報酬の設定について提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

⑹　�役員補充（理事 5名、監事 1名の補充）選任に

ついて

　中村専務理事より、人事委員会および理事推薦委
員会、監事推薦委員会での討議を踏まえ、役員補充
選任議案について提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

⑺　総会運営について

　小山事務局長より、総会運営について、総会役員
等の内、司会を飯田理事に、議事運営委員候補を木
村理事に、代議員からの議長候補、議事運営委員候
補、資格審査委員候補については第 8回理事会にて
確認する旨、また、当日のスケジュール、議事日程
予定について提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

2 　理事・監事研修会開催企画の件

　小山事務局長より、理事・監事研修会の開催企画
について提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

3 　社会福祉問題研修会開催企画の件

　小山事務局長より、社会福祉問題研修会の開催企
画について提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。
　なお、清水理事より「参加者の対象について」質
問が出された。

4 　日本生協連第71回通常総会代議員選出の件

　小山事務局長より、日本生協連第71回通常総会の
代議員（ 1名）の選出について、中村専務理事とす
る旨提案がされた。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

5 　日本生協連関西地連運営委員会委員選出の件

　小山事務局長より、日本生協連関西地連運営委員
会の委員について、推薦を依頼した生協から回答さ
れた候補者及び中村専務理事を日本生協連に推薦す
る旨提案がされた。
　討議の結果、全員異議なく承認された。

大阪いずみ市民生協　　副理事長　松本　陽子さん
おおさかパルコープ　　参与　　　松下　高広さん
大阪よどがわ市民生協　理事長　　貫　　恒夫さん
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大阪府生協連　　　　　専務理事　中村　夏美

6 　消費者支援機構関西2021年度通常総会表決
権行使者選出の件

　小山事務局長より、消費者支援機構関西の2021年
度通常総会における表決権行使者（ 1名）の選出に
ついて、中村専務理事とする旨提案がされた。
　討議の結果、全員異議なく承認された。

7 　行政審議会等及び他団体役員候補の推薦の件

　小山事務局長より、豊中市、地球環境市民会議
（CASA）、関西消費者協会からの要請を受け、審議
会委員および役員等の推薦について提案がされた。
　討議の結果、全員異議なく承認された。
•�豊中エコショップ制度運営協議会委員
コープこうべ大阪北地区本部長
� 遠藤　健男さん（重任）
•�地球環境市民会議（CASA）監事　専務理事　
� 中村　夏美さん（重任）
•�関西消費者協会評議員　専務理事　
� 中村　夏美さん（重任）

8 　大阪府へ「大学内福利厚生事業者への補償・
協力金拡大の要望書」提出の件

　中村専務理事より、大学生協専務理事と連名で、
大阪府に対し、新型コロナウイルス感染防止対策等
により、行政から大学等への「オンライン講義要請」
の際には、大学内で福利厚生事業を担う生協・事業
者に対し補償等を求める要望書を提出した旨報告が
された。野尻監事より補足がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

○報○告○事○項
報告事項 報告者

【大阪府生協連】
1 ．大学生への食の支援第 2弾報告 後藤
2．東日本大震災から10年のつどい 小山
3．�オンラインで会議上手になろう！
ファシリテーション＆リモートメ
イク術

小山

4．委員会報告
　⑴　組織活動員会 清水
　⑵　生協大会実行委員会 秋山
　⑶　文楽・コンサート実行委員会 吉川
　⑷　健康チャレンジ実行委員会 木村
【日本生協連、他生協等】
5 ．日本生協連総会議案検討会議 中村
6．日本生協連関西地連運営員会 中村
【会員及び友誼団体等】
7 ．消費者支援機構関西（KC's） 中村
8．なにわの消費者団体連絡会 中村
9．全大阪消費者団体連絡会 小山
10．OCoNoMiおおさか 小山
11．�大阪府下避難者支援団体等連絡協

議会（ホッとネットおおさか）
小山

【行政等】
12．�農に親しむライフスタイル推進大

阪府民会議
小山
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2021年 6 月24日㈭　10時～10時30分
Ⅱ．場　　所� 大阪社会福祉指導センター
� 4 階研修室＆オンライン
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、20名出席、4名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 3名出席）
⑶　陪席（ 1名出席）

Ⅳ．議　　長� タン会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

○審○議○事○項
1 　第60回通常総会の件

　小山事務局長より、代議員の出席予定状況、総会
役員の理事会からの推薦者、当日運営について提案
がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

2 　2021年度会費額決定の件

　小山事務局長より、2021年度の会費額について提
案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

3 　アルプス処理水海洋放出に関する署名運動
への参加の件

　小山事務局長より、アルプス処理水海洋放出に関
する署名運動の趣旨に賛同し、会員生協及び関連団
体への参加の呼びかけと、ホームページにリンクバ
ナーを貼る等の取り組みについて提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

4 　大学生への食の支援第 3弾実施の件

　中村専務理事より、大学生への食の支援第 3弾の
取り組みについて提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

5 　大阪府食の安全安心推進協議会委員選出の件

　小山事務局長より、大阪府食の安全安心推進協議
会委員に、中村専務理事を選出する旨提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

6 　ドーン財団（一般社団法人大阪府男女共同
参画推進財団）からの女性の支援に関する
要請の件

　中村専務理事より、ドーン財団の女性の支援に関
する取り組みの趣旨に賛同し、「はなみずき基金への
5万円の寄付」と、「はなみずき基金、大阪府の困難
を抱える女性の支援事業、シングルマザーの応援
フェスタ2021に会員生協への協力呼びかけ」につい
て提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。
　なお。清水理事から「提供品の詳細な情報及び支
援対象者の範囲」について質問があった。

○報○告○事○項
報告事項 報告者

【大阪府生協連】
1 ．委員会報告
　⑴　ジェンダーフォーラム協議会 羽多野
　⑵　健康チャレンジ実行委員会 木村
【日本生協連、他生協等】
2 ．日本生協連第71回通常総会 中村
【会員及び友誼団体等】
3 ．消費者支援機構関西（KC's） 中村
4．全大阪消費者団体連絡会 小山
5．地球環境市民会議（CASA） 中村
6．消費者ネット関西 中村
7．大阪みどりのトラスト協会 中村
8．OCoNoMiおおさか 小山
9．JVOAD第 5回全国フォーラム 中村
【行政等】
10．大阪府2021年度生協検査日程 小山

大阪府生協連　2020年度第 8回理事会開催報告
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　 6月24日㈭、大阪社会福祉指導センターにて、第60回通常総会を開催しました。

　理事会より提案した全ての議案を賛成多数により、ご承認いただきました。

　会員生協代議員の皆様、メッセージをいただきました各生協・連合会、諸団体の皆様、御礼

申し上げます。

第 60 回 通常総会を開催しました

【第60回通常総会開催概要】
　［日　　時］　　2021年 6 月24日㈭　11時～11時45分
　［場　　所］　　大阪社会福祉指導センター　 5階多目的ホール
　［開催要領］　　⑴　開会宣言
　　　　　　　　⑵　議長選任
　　　　　　　　⑶　会長理事挨拶
　　　　　　　　⑷　総会役員選任
　　　　　　　　⑸　議事日程確認
　　　　　　　　⑹　議案審議
　　　　　　　　　　第 1号議案　2020年度活動報告・決算報告・剰余金処分案承認の件
　　　　　　　　　　第 2号議案　2021年度活動方針・予算案承認及び役員報酬の設定の件
　　　　　　　　　　第 3号議案　定款の一部変更の件
　　　　　　　　　　第 4号議案　役員選任規約一部変更の件
　　　　　　　　　　第 5号議案　役員補充選任の件
　　　　　　　　　　第 6号議案　議案決議効力発生の件
　　　　　　　　⑺　閉会
　［出席状況］　　代議員　総数39名の内、出席39名
　　　　　　　　　　　　（本人出席 6名、書面出席33名）
　　　　　　　　理事・監事　　23名
　［総会役員等］　議長　　　　　　　若江　陽子　代議員（生活クラブ生活協同組合大阪）
　　　　　　　　議事運営委員　　　木村　準司　理事（大阪きづがわ医療福祉生活協同組合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　金澤　　治　代議員（日鉄大阪生活協同組合）
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　　　　　　　　資格審査委員　　　石原　　淳　代議員（生活協同組合コープこうべ）
　　　　　　　　書記　　　　　　　堀口　悦永　府連事務局
　［議案提案］　　第 1～ 6号　　　　中村　夏美　専務理事
　　　　　　　　監査報告　　　　　谷川　英子　特定監事
　［審議結果］　　全議案とも可決承認されました。

〈2021年度役員〉
（代表理事）会長理事　　タン　ミッシェル　（員外）
　　　　　 副会長理事　柴橋　圭介　　関西大学生活協同組合　理事長
　　　　　 副会長理事　勝山　暢夫　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事長
（代表理事）専務理事　　中村　夏美　　員外（常勤）
　　　　　 常任理事　　後藤　高宏　　�近畿大学生活協同組合・大阪樟蔭女子大学生活協

同組合・阪南大学生活協同組合　専務理事
　　　　　 常任理事　　中谷　　清　　生活協同組合ヘルスコープおおさか　副理事長
　　　　　 常任理事　　羽多野宏子　　北大阪医療生活協同組合　専務理事
　　　　　 常任理事　　平尾　斎次　　全大阪労働者共済生活協同組合　専務理事
　　　　　 常任理事　　松岡　賢司　　生活協同組合おおさかパルコープ　常務理事
　　　　　 理事　　　　秋山也寸子　　生活協同組合コープこうべ　理事
　　　　　 理事　　　　飯田　容子　　生活協同組合おおさかパルコープ　理事
　　（新任）理事　　　　石原　　淳　　生活協同組合コープこうべ　常勤理事
　　（新任）理事　　　　今口　　朋　　大阪みなみ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　大内　淳次　　生活協同組合エスコープ大阪　常務理事
　　（新任）理事　　　　金澤　　治　　日鉄大阪生活協同組合　理事長
　　　　　 理事　　　　木村　準司　　大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　久保　幸雄　　大阪いずみ市民生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　西村　明彦　　生活協同組合コープ自然派おおさか　専務理事
　　　　　 理事　　　　貫　　恒夫　　大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長
　　　　　 理事　　　　藤井　貴浩　　大阪市立大学生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　松田　　忍　　大阪学校生活協同組合　理事
　　（新任）理事　　　　森本　秀友　　関西大学生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　吉川佐和子　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事
　　（新任）理事　　　　若江　陽子　　生活クラブ生活協同組合大阪　常任理事

　　　　　 監事　　　　木村　美和　　泉南生活協同組合　理事
　　（新任）監事　　　　關戸　雅弘　　大阪大学生活協同組合　専務理事
　　　　　 監事　　　　谷川　英子　　医療生協かわち野生活協同組合　専務理事

【退任役員】
　　　　　 常任理事　　岩山　利久　　生活協同組合コープこうべ
　　　　　 常任理事　　江口　慶明　　関西大学生活協同組合
　　　　　 理事　　　　清水　啓子　　生活クラブ生活協同組合大阪
　　　　　 理事　　　　田崎　貞雄　　大阪みなみ医療福祉生活協同組合
　　　　　 理事　　　　橋下　篤司　　日鉄大阪生活協同組合
　　　　　 監事　　　　野尻　郁智　　大阪大学生活協同組合
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　このたび、理事に就任いたしましたコープこうべの石原　淳
です。
　タン会長の総会でのご挨拶にもありました通り、コロナ禍
によって様々な社会問題が悪化し、地域社会の在り方も変わ
りつつあります。また、デジタル化が進んだとしても、それ
に対処できない方も多数いらっしゃいます。
　これら地域やくらしの様々な諸課題に対して、生協として
できることを考え、『コープがあってよかった』と組合員が
思って頂けるような地域にしていければと思っています。
　連携の力によってできることはたくさんあると思っていま
す。大阪府生協連を取り巻く諸課題を学びながら、少しでも
お役に立てるように頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお
願いいたします。

　今回、補充選任された 5名の理事、 1名の監事からのご挨拶を掲載します。

　この度、大阪府生協連第60回通常総会において理事に就任
いたしました、生活クラブ生活協同組合大阪の若江陽子と申
します。現在、エコライフ活動担当常任理事として、水環境
や、エネルギー、遺伝子組み換え問題の解決に向け、未来を
想いより良い暮らしを願い活動しております。これまで自生
協内での活動が主でしたが、今回の就任を機にその枠を越え、
みなさま方との活動や交流を通じて、色々と学ばせていただ
き、持ち帰って活動に活かしてまいりたいと思います。大阪
府生協連での活動においては今までの経験を活かし、またご
指導頂きながら少しでもお役に立てるよう努めさせていただ
きますのでどうぞよろしくお願い致します。

　まずはコロナ禍のなか、医療生協をはじめ全国の医療従事
者に対し多方面から様々な援助をいただき、医療に携わる者
のひとりとして皆様に感謝を申し上げます。各医療機関が自
分たちのできることひとつひとつに取り組み、コロナ収束に
むけて日々の業務に励んでいますので、引き続きご助力をお
願いしたいと思います。
　大阪南部の 4つの生協法人が合併してはや 4年が経ちまし
た。このたび法人内の任務交代に伴い、このたび大阪府生協
連の理事に就任いたしました。大阪南部をはじめとした医療
福祉の充実、生協活動の拡充をめざして多方面との連携をは
じめ、多くの方々から学び、今後の運営に役立てていけるよ
うがんばっていきたいと思います。

新任理事のご挨拶

若江　陽子
�生活クラブ生活協同組合�
�　　　 常任理事 　　　�

今口　　朋
�大阪みなみ医療福祉生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�

石原　　淳
�生活協同組合コープこうべ�
�　　　　常勤理事　　　　�
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新任監事のご挨拶

　初めまして、日鉄大阪生協の金澤と申します。
　弊生協は、職域生協として設立され今年で74年目を迎えま
すが、最近では、会社周辺で増えるコンビニエンスストアの
影響や社内事務所部門のテレワークへの移行などにより、客
数が減少し厳しさを増す中、組合員の会社生活を支えるべく
販売活動を継続しております。
　そのような中、代表理事という役をいただいてまだ 2年の
私ですが、この度大阪府生協連の理事に就任させていただく
こととなりました。微力ではありますがお力になれれば幸い
に思いますのでどうか皆様方のご指導をよろしくお願いいた
します。

　この度、大阪府生協連の監事に選任いただきました、大阪
大学生活協同組合専務理事の關戸です。昨年度から続く新型
コロナの影響を大学生協は大きく被っています。昨年度 1年
間、学生がほとんどキャンパスに登校出来ない状況が続き、
新入生の中には「 1日しか大学に行きませんでした」という
方もおられます。そのような登校状況の中でも、お陰様で組
合加入率は例年と同じ水準を維持しています。職域生協とし
ての大学生協が、学内に組合員がおられない状況が続く中で
どのような役割発揮が出来るのか、府連の皆さまからご助言
やお知恵をいただきながら取り組んでまいりたいと思います。
最後になりましたが、昨年度来、大学生協職員の転籍にご尽
力いただきましたこと、また、学生への食料支援を賜りまし
たことに厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

金澤　　治
�日鉄大阪生活協同組合�
�　　　 理事長 　　　�

關戸　雅弘
�大阪大学生活協同組合�
�　　　専務理事　　　�

　大阪府生協連の理事に就任いたしました関西大学生協の森
本と申します。
　昨年度はコロナ禍により大学生協もこれまで経験したことの
ないような大きな打撃を受けました。今年度も現時点では未だ
先が見通せない状況が続いていますし、例え収束してもコロ
ナ前の状態に戻るとは考え難く将来への不安は拭えません。
　しかし、このような時こそ新たな発想での創意工夫と支え
あいを実践していくことで組織も個人も成長できると信じ、
学生組合員に貢献できる生協活動のありかたを模索していか
ねばならないと思っています。
　まだ経験も浅く微力ではございますが、これから府連の活
動を学ばせていただき、お役に立てるよう努めて参りたいと
思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

森本　秀友
�関西大学生活協同組合�
�　　　専務理事　　　�
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　コロナ禍により、生協の組合員活動は長期間に渡り中止や延期など大きな制限を受けていま

す。一方、オンラインによる会議や学習会等、新たなツールの活用や、感染防止対策のルール

づくりなど各生協で創意工夫がなされています。

　コロナ過での組合員活動の状況、工夫や悩みなどについて交流し、各生協の今後の活動に活

かしていくことを目的に、 5月19日㈬にオンライン組合員活動交流会「コロナ過での組合員活

動」を開催しました。

　各生協で組合員活動を担当する組合員リーダー、役職員から11生協45名が参加しました。ま

ずは話題の提供として、大阪よどがわ市民生協、コープ自然派おおさか、ほくせつ医療生協か

ら、この間の組合員活動の状況などについてお話いただきました。

　大阪よどがわ市民生協からは、YouTubeやZoomを活用した講座や学習会の状況、コープ自

然派おおさかからは、Zoomによる映画会、学習会や交流会の状況、ほくせつ医療生協からは、

コロナ禍による活動が自粛される中、家庭で出来る健康づくりの普及やスマートフォンによる

Zoomの講習会等について紹介がされました。

　報告生協への質問はチャットで受付、全員で共有し、質疑応答を行いました。

　その後、ブレイクアウトルームで小グループになり、参加者交流を行いました。他の生協の

状況について聞くことが出来てよかったととても好評でした。このような気軽に交流できる場

をもっと作ってほしいなどの要望が多く寄せられました。

オンライン組合員活動交流会
「コロナ禍の組合員活動」を開催しました。
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OCoNoMiおおさか
（大阪府協同組合・非営利協同セクター連絡協議会）

第 5回幹事会

［日　　時］　　2021年 6 月 2 日㈬　10時～11時25分
［場　　所］　　オンライン
［出席団体］　　一般社団法人大阪労働者福祉協議会
　　　　　　　大阪府漁業協同組合連合会
　　　　　　　大阪府森林組合
　　　　　　　大阪府生活協同組合連合会
　　　　　　　大阪府農業協同組合中央会
　　　　　　　近畿労働金庫
　　　　　　　社会福祉法人大阪ボランティア協会
　　　　　　　日本赤十字社大阪府支部
　　　　　　　日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団関西事業本部
　　　　　　　〈オブザーバー〉
　　　　　　　日本協同組合連携機構（JCA）
［開催概要］　　⑴　JCAから組織体制の変更について
　　　　　　　⑵　2021年度委員会の開催について
　　　　　　　　　［日　　時］　2021年 7 月12日㈪11時30分～12時
　　　　　　　　　［場　　所］　オンライン
　　　　　　　　　［出　　席］　各団体代表者、幹事会メンバー
　　　　　　　　　［次　　第］　 1．栗本会長ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　 2．2020年度活動報告について
　　　　　　　　　　　　　　　 3．2021年度活動計画について
　　　　　　　　　　　　　　　 4．会長、副会長、監事の確認
　　　　　　　　　◦2020年度活動報告、2021年度活動計画の資料構成確認
　　　　　　　⑶　2021年国際協同組合デー＆OCoNoMiおおさか 1周年講演会について
　　　　　　　　　◦準備状況を確認
　　　　　　　　　◦資料内容と作成担当を確認
　　　　　　　　　◦資料データの事前送付と取り扱いの確認
　　　　　　　　　◦JCAへご挨拶を依頼することを確認
　　　　　　　　　◦講師料の団体分担金額を確認
　　　　　　　⑷　JCAブロック別情報交換会（ 7 /28）について
　　　　　　　　　◦JA大阪中央会、大阪府生協連が参加
　　　　　　　⑸　OCoNoMiおおさか活動への提案
　　　　　　　　　◦�大阪府生協連から、「コロナ禍で生活困窮する大学生への支援」「家庭の

容器包装プラごみ使い捨てプラごみ調べ2021」への協力のお願いと、「ク
リーンウォーク作戦」（仮称）の検討予定があった。

　　　　　　　　　◦�大阪府漁連から「魚庭の森づくり活動、海づくり大会、大漁旗デザイン
コンクール」の紹介があった。

　　　　　　　　　◦大阪府森林組合から「高槻市域の植樹活動の今後の予定」の報告があった。
　　　　　　　⑹　各団体からの情報提供
　　　　　　　⑺　第 6回幹事会は、 8月下旬～ 9月上旬で別途日程調整
　　　　　　　⑻　JCA横溝部長から感想が述べられた。
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   大阪府生協連ジェンダーフォーラム協議会

サラダボウル
　～ひとりひとりが輝いて～

“性の多様性について考える”学習会を開催しました。

� 大阪府生協連理事／ジェンダーフォーラム協議会委員

� 生活協同組合おおさかパルコープ理事
� 飯田　容子

　女性と男性だけでない多様な性のあり方や、性的指向についての社会の意識の高まりから、
行政や企業、学校等での取り組みが広がりつつあります。しかし差別や偏見は根強く残ってい
ます。民間団体の調査では、「LGBTは人口の10～13人に 1人」との報告もあり、私たちの身近
なこととして、性の多様性についての理解を広げ、SDGs�がめざす「誰ひとり取り残さない」社
会づくりをめざし、シリーズ学習会をオンラインで開催しました。
　第 1回目は 5月26日㈬に、「自分のセクシャリティを知ろう・考えよう」という議題で学習会
が開催され、NPO法人QWRC（くぉーく）のスタッフいもとさんに話をしていただきました。
　学習会では、基本的な知識からカミングアウトをするとき、されたときまでの事を説明して
いただきました。
　初めに、LGBTとは、 4 �つのセクシュアリティの頭文字を並べたものであるが、今ではL・
G・B・Tをはじめとするセクシュアルマイノリティ（性的少数者）全般を指す言葉として使わ
れていますがLGBT以外のマイノリティA（アセクシャル）・H（ヘテロセクシュアル）・C（シス
ジェンダー）やトランスジェンダーと性同一性障害の違いなど正しい意味を理解し、知ること
ができました。
　次に、カミングアウトとは、自分の秘密を他人に打ち明けることです。カミングアウトをさ
れたときに、周りの人がどう受け止めるかが大切で否定しないで、話を聴く、一緒に考える、
本人以外の人が勝手にその人のセクシュアリティを他人に話すことはしてはいけないというこ
とが特に重要とされます。このようなことをアウティング（誰かの秘密を本人の承認を得ずに
言いふらすこと）と言い本人からカミングアウトを受けたとしても他人には勝手に話してはい
けないなど、わかりやすく話をしていただきました。
　現在日本では10％の人がLGBTの該当者ではないかと言われています。カミングアウトには
ハードルが高いのが現状で差別を受けるケースも珍しくなく、心ない言葉をかけられたり、そ
の場に該当者がいないかのように差別的な言動や行動をとられたりすることもあるようです。
当事者ではなくても世間のイメージや思い込みから傷ついてしまい、無意識のうちに誰かを傷
つけている場合もあります。様々な多様性を理解するためには正しい知識や理解が必要になっ
てくると考えられます。
　周りに実は困っている方がいるかも知れませんその時、あなたなら何ができるのか一緒に考
えませんか。シリーズでオンライン（Zoom）学習会を開催します。

○第 2回　 8月20日㈮　 「性の多様性に関わる社会的状況、外国と日本の違い」
○第 3回（10～11月頃）　「行政や企業、学校での取組等」を予定しています。
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ス ケ ジ ュ ー ル

7 月
15日㈭	 会報発行
15日㈭	 第 1 回理事会
15日㈭	 消費者ネット関西理事会・評議会
16日㈮	 オンラインで会議上手になろう！（初級編）
19日㈪	 消費者支援機構関西（KC's）常任理事会
19日㈪	 第 2 回ジェンダーフォーラム協議会
20日㈫	 ホッとネットおおさか（大阪府下避難者支援団体等連絡協議会）定例会
21日㈬	 近畿地区生協府県連協議会
21日㈬	 消費者支援機構関西（KC's）双方向コミュニケーション研究会
28日㈬	 社会福祉問題研修会
28日㈬	 第 1 回大規模災害対策協議会
28日㈬	 消費者支援機構関西（KC's）理事会
29日㈭	 日本生協連第 1回県連活動推進会議・関西地連第 1回運営委員会
29日㈭	 オンラインで会議上手になろう！（初級編）
30日㈮	 夏休み文楽鑑賞のつどい

8 月
2 日㈪	 消費者支援機構関西（KC's）双方向コミュニケーション研究会
4日㈬	 第 6 回文楽・コンサート実行委員会
5日㈭	 第 1 回理事・監事研修会
6日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
18日㈬	 第 4 回生協大会実行委員会
20日㈮	 第 2 回性の多様性に関する学習会
23日㈪	 消費者支援機構関西（KC's）常任理事会
25日㈬	 生協・行政合同会議（和歌山　オンライン）
26日㈭	 消費者支援機構関西（KC's）理事会
26日㈭	 オンラインで会議上手になろう！（ホスト編）
27日㈮	 オンラインで会議上手になろう！（ホスト編）

9 月
2 日㈭	 消費者支援機構関西（KC's）双方向コミュニケーション研究会
3日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
8日㈬	 第 7 回文楽・コンサート実行委員会
8日㈬	 第 2 回大規模災害対策協議会
11日㈯	 全大阪消費者団体連絡会総会
12日㈰	 なにわの消費者団体連絡会
15日㈬	 会報発行
15日㈬	 第 2 回理事・監事研修会
15日㈬	 第 2 回組織活動委員会
16日㈭	 	オンラインで会議上手になろう！	 	

（ファシリテーション＆メイクアップ編）
16日㈭	 第 2 回ジェンダーフォーラム協議会
22日㈬	 	オンラインで会議上手になろう！	 	

（ファシリテーション＆メイクアップ編）
22日㈬	 日本生協連第 2回県連活動推進会議・関西地連第 2回運営委員会
30日㈭	 消費者支援機構関西（KC's）理事会


