
平成 29 年度秋田県地域自殺対策強化事業 

「OUT IN JAPAN」とは、日本国内の性的
マイノリティにスポットライトを当て、身
近な存在として可視化させ、正しい知識や
理解を広げるきっかけとして、個人、団体、
企業、自治体等との連携を通して、WEB サ
イト・展覧会・写真集などを展開し、5 年
間で 10,000 人のギャラリーを目指してい
るプロジェクトです。 

公式サイト「OUT IN JAPAN」 

photos PROJECT #008（東北） 

http://outinjapan.com/ 

参加費 無料 
 

性や性別の悩みで生きにくさを抱えている人達が自殺に追い込まれないように何ができるのか？を 
考えるため、秋田県内 3 ヶ所で東北内の性的マイノリティの写真展と講演会を開催します。 

 

『OUT IN JAPAN 東北』【仙台】会場：仙台 PIT 

2016 年 3 月 21 日(月・祝) (c)PhotoWin 福田沙織 

 

大館市■ 2017 年 11 月 4 日（土） 講演会「カミングアウトとクローゼット－伝える権利と言わない権利－」 

大仙市■ 2017 年 12 月 9 日（土） 講演会 「同性のパートナーと共に生きることの課題」 

秋田市■ 2018 年 1 月 13 日（土） 講演会「虹色の街で生きるために－行政と民間の連携－」 

主催 性と人権ネットワークＥＳＴＯ 

 
【後 援】秋田県，大館市，大仙市，秋田市，秋田県教育委員会，秋田県教職員組合，社会福祉法人秋田県社会

福祉協議会，秋田魁新報社，河北新報社，毎日新聞秋田支局，読売新聞秋田支局，朝日新聞秋田総局，産経新聞

社秋田支局， NHK 秋田放送局， ABS 秋田放送， AKT 秋田テレビ， AAB 秋田朝日放送， CNA 秋田ケーブ

ルテレビ，エフエム秋田， ACB 秋田コミュニティー放送，一般社団法人社会的包摂サポートセンター 
 
【協 賛】 国際教養大学ダイバーシティークラブ,【非公式】秋田大学セクマイサークル，NPO 法人あきたパー

トナーシップ，秋田いのちの電話，NPO 法人あきた子どもネット，NPO 法人セーフティネット秋田つなぎ隊，

秋田・こころのネットワーク，青森セクシュアルマイノリティ協会～にじいろ扁平足～，青森インターナショナ

ル LGBT フィルムフェスティバル実行委員会，スクランブルエッグ， 岩手レインボー・ネットワーク，キリス

ト東北虹会，東北 HIV コミュニケーションズ，やろっこ，Anego，♀×♀お茶っこ飲み会・仙台，ろう LGBT
東北，セクシュアリティと人権を考える会，みやぎの萩ネットワーク，ダイバーシティふくしま 
 



平成 29 年度秋田県地域自殺対策強化事業 

第 1 回 大館市：秋田県北部男女共同参画センター 研修室 

2017 年 11 月 4 日（土） 13：30～16：30 （受付 13：15～） 

＜講 師＞ 

■ 松中 権さん（東京） 

認定ＮＰＯ法人グッド・エイジング・エールズ代表 

■ 佐藤 夏色さん(宮城）         てんでん宮城代表

「OUT IN JAPAN」の企画運営団体代表の松中
さんから性的マイノリティの可視化が必要とされ
る理由を、多賀城市図書館で開催された
「OUT IN JAPAN」の写真展に協力した佐藤さ
んからは写真展の効果とクローゼットで生きるこ
とについて、お話をいただきます。 

[会場へのアクセス]  東大館駅より徒歩 15 分 

□交通案内： 高速バス：大館鍛冶町下車 徒歩 5 分  

飛行機：大館駅行きリムジンバス 長倉町下車 徒歩2分

バス：大館駅よりバス 10 分 鍛冶町下車 徒歩 5 分   

□駐車場：周辺の有料駐車場を利用 

共催■特定非営利活動法人 秋田県北 NPO
支援センター（秋田県北部男女共同参画セン
ター） 所在地：秋田県大館市字馬喰町 48-1 
E-MAIL：：angec1@io.ocn.ne.jp 
TEL:0186-49-8552  FAX:0186-49-8589 
平 日 9:00－21:00  土日祝 9:00－17:00 

第 2 回 大仙市：大仙市市民活動交流拠点センター オープンスペース 

2017 年 12 月 9 日（土） 13：30～16：30 （受付 13：15～） 

＜講 師＞ 

■ 小浜 耕治さん（宮城） 

東北 HIV コミュニケーションズ代表

■ 佐々木 敬海さん(宮城） 

石巻パシフィック Rainbow 代表

宮城県で活動する HIV 支援団体代表でゲイの

小浜さんから同性愛者の自殺予防について、

戸籍上の同性パートナーを自殺で亡くした

佐々木さんには自死遺族の立場から考える 

支援についてお話をいただきます。 

[会場へのアクセス]  ＪＲ大曲駅より徒歩５分 

所在地：大仙市大曲通町 8 番 36 号 Anbee 大曲 2 階 

□交通案内  バス：大曲バスターミナル前下車 

□駐車場：大曲ヒカリオ駐車場を利用（２時間まで無料） 

共催■特定非営利活動法人 秋田県南ＮＰＯ
センター（秋田県南部男女共同参画センター）
E-MAIL：sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp 
TEL:0182-33-7018   FAX:0182-33-7038 
平 日 9:00－21:00  土日祝 9:00－17:00 

第 3 回 秋田市：にぎわい交流館 AU（あう) 4F  研修室 1,2 

2018 年 1 月 13 日（土） 13：30～16：30 （受付 13：15～） 

＜講 師＞ 

■ 松山 雅彦さん（大阪） 

淀川区 LGBT 支援事業 元担当職員

■ 村木 真紀さん(大阪） 
NPO 法人虹色ダイバーシティ代表

性的マイノリティの人権啓発の先進的な取り組

み「淀川区 LGBT 支援事業」の担当として関わ

ってきた淀川区職員の松山さんと、淀川区が

「支援宣言」を行うために助言を行ってきた村

木さんから、多様な人々が生きやすい街づくり

についてお話いただきます。 

[会場へのアクセス]  ＪＲ秋田駅西口から徒歩 10 分 

所在地: 秋田市中通一丁目４番１号 

□交通案内  バス：千秋公園入口（広小路側）、 

中通一丁目または中通二丁目（中央通り側）

□駐車場：なかいち駐車場（隣接） 

一般利用者 1 台 1 時間につき 100 円 (30 分まで無料) 

共催■NPO 法人いきいきＦネット秋田 

秋田県中央男女共同参画センター内 

E-MAIL：：akitawmc@alpha.ocn.ne.jp 

TEL:018-836-7853  FAX:018-836-7854  

※ 下記の時間のみ電話・FAX が可能です。

平 日 9:00－21:00  土日祝 9:00－17:00  

参加申し込み＆お問合せ 

主催■性と人権ネットワークＥＳＴＯ 共催：大館市■秋田県北部男女共同参画センター

E-MAIL esto@estonet.info 共催：大仙市■秋田県南部男女共同参画センター

TEL  080-6049-8843 （非通知不可） 共催：秋田市■秋田県中央男女共同参画センター

FAX  050-1450-6768 （非通知不可） ※上記のセンターでも申し込みを受付けています。 

ご記入の上、FAX してください お名前（通称・仮名 可）：          同行者    人

参加希望の開催地をチェックしてください（複数選択可） □大館市    □大仙市    □秋田市

緊急時の連絡先 □電話：       □E-MAIL：          □連絡不要

※ 資料準備のため、お名前（仮名でも大丈夫です）と同行者の人数をお知らせください。 
※ 申込みなしでも入場可能ですが、定員に達した場合は受付を締め切らせていただくことがあります。

 


