
支援者養成研修講座
セクシュアル・マイノリティ

セクシュアル・マイノリティの当事者団体や関連分野の専門家などを講師に、セクシュアル・マイ
ノリティ支援のための基礎を学ぶオンラインの研修講座です。４日間の全日程を修了することで、セ
クシュアル・マイノリティに関する相談員など、支援者としての基礎知識とスキル、マインドを身に
着けることを目的としています。４日間の全日程を修了した方には、修了証を発行いたします。 

1 月 22日㊏  ・1月 23日㊐

基礎編

2月 26日㊏  ・2月 27日㊐
10：00 ～ 16：45

(1月 22 日㊏ ・2 月 26 日㊏  は、各期初回につき 9:45 ～）

第１期

第 2期

2022 年

２日間ずつ２期にわたる計４日間の研修です。４日間の全日程を修了された方に修了証を発
行します。講義形式の講座が中心ですが、ケーススタディを学ぶグループワークの時間もあり
ます。各日終了後に受講者同士の交流会を予定しています（参加任意）。

進め方

50 名（先着順）定 員

相談員など、すでにセクシュアル・マイノリティの支援者として活動している方、教育現場や
企業で当事者や家族などからの相談を受けている方、そのような活動を今後予定されている
方、セクシュアル・マイノリティへの理解を進めたい方、など。 

対 象

2021 年 12 月 1日（水） 9 時～ 2022 年 1月 20 日（木）17時
※申込方法・当日の流れについては、チラシの最終ページを参照。

申 込
期 間

・各期 2日間参加可能であること。 
・添付ファイルのあるメールが送受信できること。 

参 加
条 件

川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）主催：

NPO法人 共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク（共生ネット）協力：

オンライ
ンで開催

（ＺＯＯ
Ｍ）オンラインにて開催（Zoomを利用）

・本講座はリアルタイム配信のみでの開催となります。 
・講義中はカメラオン（お顔出し）が必須です。 
・事前に Zoomアプリのインストールが必要です（無料）。 
・パソコンやタブレットを利用しての受講をおすすめします。 
・Wifi 接続などの通信環境が必要です。通信費は受講される方の負担となります。 
・一部の講義については、当日欠席された方限定で後日配信（YouTube の限定公開・期間限定）
　を予定しています。

開催方法

次のURLからお申込みください。

※操作方法、お支払い他、不明点やわからないこと等ございましたら、
　お気軽に「川崎市男女共同参画センター」までお問合せください。 

申込方法

いずれも１期２日間の受講料　参加費

https://scrum2120220122.peatix.com　（peatix イベントページ）

本研修講座は、2021 年度川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）の自主事業として行って
います。「すくらむ２１」では、性別にかかわらず、すべての人に居場所があり、だれもが力を発揮
してくらせる地域社会を実現していくために、女性の就労支援（再就職、起業、職場復帰・就労継
続、活躍支援）、男性の家事・育児への支援、DV防止や人権尊重などをテーマにした、講座や研修、
イベントの開催、相談事業や安全・安心な居場所づくり、図書資料などの情報収集と提供、男女共
同参画推進にかかわる地域課題やニーズの把握のための調査研究事業などを行っています。
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川崎市男女共同参画センター

申込受付から講座当日までの流れ

当日までの流れ！

１．申し込み手続き：上記URLでお申し込み・お支払い手続きをしていただきます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（peatix イベントページ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）振込先名は、川崎市男女共同参画センターの指定管理者である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．申し込み確認後、申し込みフォーム記載のメールアドレスに、確認のメールを差し上げます。
　  申し込み後３日を過ぎてもメールが届かない場合には、「川崎市男女共同参画センター」まで
　  お問い合わせください。 

３．研修開催前までに、受講用URLをメールで送付します。
　  講義資料については、講座前日にメールで送付いたします。 

４．講座当日 ：すべての回がオンラインになります。

指定管理者：社会福祉法人共生会 SHOWA

「社会福祉法人共生会 SHOWA　すくらむ 21」名義になります。　

主催者について

※すべて事前支払制（Peatix 経由。別途手数料がかかる場合が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。）・自治体・企業などからの団体派遣：10,000 円

・個人参加：5,000 円

・学生、18歳以下：2,500 円



【１日目】

【2日目】

9：30 

9：45 ～ 10：00 

10：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 11：30 

11：30 ～ 12：45 

12：45 ～ 14：00 

14：00 ～ 15：15 

15：15 ～ 15：30 

15：30 ～ 16：45 

16：45 ～ 17：00 

17：00 ～ 18：00 

9：45 

10：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 11：30 

11：30 ～ 12：45 

12：45 ～ 14：00 

14：00 ～ 15：15 

15：15 ～ 15：30 

15：30 ～ 16：45 

16：45 ～ 17：00 

17：00 ～ 18：00 

受付開始 

講義５：公的制度の積極活用　行政等の制度活用、社会資源の情報提供 
　講師：鈴木 純子さん（男女共同参画センター等研修講師） 

休憩 

講義６：教育現場における取り組み 倉敷市の実践から学ぶ「個別支援と全体への働きかけ」 
　講師：松尾 真治さん（倉敷市立西中学校教頭、元倉敷市教育委員会人権教育推進室指導主事） 

休憩 

講義７：セクシュアル・マイノリティの就活・就労とその支援
　講師：認定NPO法人 ReBit 

休憩 

講義８：セルフ・ヘルプ・グループ　仲間とつながる 
　講師：金井 聡さん（ソーシャルワーカー（社会福祉士・精神保健福祉士））
　

休憩 

意見交換：第１期の研修講座を振り返り、自由な意見交換・情報交換の場 

受付開始 

オリエンテーション：研修講座の進め方、留意事項等 

講義１：セクシュアリティの基礎知識 　セクシュアリティとジェンダーを理解する 
　講師：大賀一樹さん（NPO法人共生ネット共同代表理事、臨床心理士、公認心理師）

休憩 

講義 2：パートナーとの暮らし 　恋愛、家族、暮らし方 
　講師：大江 千束さん（セクシュアル・マイノリティ女性のためのスペース LOUD代表） 

休憩 

講義３：支援の現場で必要な法的知識 　司法の仕組み、関連の法制度、法的課題を読み解く 
　講師：森 あい さん（弁護士） 

休憩 

講義４：企業における様々な取り組み  LGBTQ＋にとってもインクルーシブな企業とは 
 　講師：松中 権さん
　　　　（NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表、（work with Pride 事務局 / PRIDE 指標事務局））

休憩 

交流会：受講者同士の交流会＜自由参加＞ 

第1期
2022年 1月 22日㊏  セクシュアル・マイノリティ支援者養成研修講座《基礎編》

第1期
2022年 1月 23日㊐ セクシュアル・マイノリティ支援者養成研修講座《基礎編》

【3日目】

【4日目】

9：30 

9：45 ～ 10：00 

10：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 11：30 

11：30 ～ 12：45 

9：45 

10：00 ～ 11：15 

11：15 ～ 11：30 

11：30 ～ 12：45 

12：45 ～ 14：00 

14：00 ～ 15：15 

15：15 ～ 15：30 

15：30 ～ 16：45 

16：45 ～ 17：00 

17：00 ～ 18：00 

受付開始 

講義５：生活保護と貧困　生活に困窮した性的マイノリティの支援を具体化する 

　講師：稲葉 剛さん（一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事） 

休憩 

講義６：セクシュアル・マイノリティとDV・性暴力について 
　講師： 岡田 実穂 さん（レイクライシス・ネットワーク代表）

休憩 

講義７：家族の支援と家族関係 　親、子どもとのかかわり方を考える
　講師：松尾 ゆみ さん・タクミ さん（NPO法人共生ネット研修講師）

休憩 

講義８：当事者とアライ 
　
　　　　大賀 一樹さん（NPO法人共生ネット共同代表理事、臨床心理士、公認心理師）

休憩 

意見交換：第２期の研修講座を振り返り、自由な意見交換・情報交換の場 

受付開始 

オリエンテーション：第１期の振り返り、講座の進め方、留意事項等 

講義１：対人援助の基礎 　エンパワーメント相談のプロセスについて学ぶ
　講師：景山 ゆみ子さん（臨床心理士、公認心理師） 

休憩 

講義２：発達障がいの基礎知識と複合的マイノリティへの支援を考える　
　　　　精神疾患、発達障害等のある LGBTQの自助会を通じて
　講師：カラフル＠はーと（精神疾患や発達障害等を抱える LGBTQのための自助グループ） 

休憩 

講義３：セクシュアル・マイノリティの精神疾患とメンタルヘルス 
　講師：柘植 道子さん（一橋大学保健センター特任准教授） 

休憩 

講義４：「多様な性」への気づきと対応　LGBTQ相談支援に不可欠な視点とは？

第2期
2022年 2月 26日㊏  セクシュアル・マイノリティ支援者養成研修講座《基礎編》

第2期
2022年 2月 27日㊐ セクシュアル・マイノリティ支援者養成研修講座《基礎編》

たいが

12：45 ～ 14：00 

14：00 ～ 15：15 

15：15 ～ 15：30 

15：30 ～ 16：45 

16：45 ～ 17：00 

17：00 ～ 18：00 

講師：原 ミナ汰さん（NPO法人共生ネット代表理事） 

休憩 

交流会：受講者同士の交流会　＜参加自由＞ 

たいが
講師：原 ミナ汰さん（NPO法人共生ネット代表理事） 


