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 令和元年11月11日、NPO法人になり
ました！

NPO法人せいしとらんし熊本は、
熊本県熊本市を中心に性教育活動を展開
していている特定非営利活動法人です。

当法人の活動理念

 人生の土台となる「性」の学びを通
じて、誰もが自分らしく生きられる
社会をめざす

性教育は生教育、コミュニケーション教
育です。
私たちは命の源である性を通じて、生き
方に主体的に向き合う力をはぐくむこと
ができる社会の実現をめざしています。

当法人の活動

正会員数：２１名

賛助会員数：２４名

団体会員数：３団体
（2020年6月30日現在）

幼児から大人まで、すべての人を対象と
した性教育学習講座を行っています。
また、個人、行政、企業等の皆さまから
の性教育講演のご依頼をお引き受けして
おります。

⼀⻫休校中に⾏った

無料オンライン講座

⼤盛況でした！

親⼦で参加して下さった

全国の皆さん！

どうもありがとう！！

ＮＰＯ法人せいしとらんし熊本理事長　中村　和可子                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   平素より格別のご⽀援を賜り厚く御礼申し上げます。

 新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のため、当法⼈では従来の対⾯スタイルだけ
ではなく、新たな取り組みとして、オンラインでの講座を⾏うことになりました。
これにより、熊本県内での開催が多かった性教育の主催講座を全国の皆さまにお届
けすることが可能となりました。この3か⽉の間だけでも、Zoomを⽤いた親⼦対象
の無料主催講座をはじめ、保護者対象講座、精神科クリニックにて思春期の⼦ども
たちに向けての性教育、他団体との合同企画を含め、すでに約500名の⽅々が受講
して下さっております。当法⼈の使命の⼀つである「誰もが性に関する正しい知識
を学べるような環境を実現する」ために、どのような状況下でも活動を続けていく
所存です。

 私は、この活動は公益性の⾼いものだと⾃負しており、そのためNPO法⼈格での
設⽴にこだわりました。この世の中は、育ち、環境、思想、宗教、さまざまな違い
のある⼈で成り⽴っています。その違いがあるからこそ学び得ることのできる⼈⽣
はかけがえのないものです。このありがたさを数多くの⽅々に感じていただきた
い。⼀⼈ひとりが⼤切な存在なのだと伝えていきたいと思っております。

 昨今、私たちが育った時代と違い、ネット普及のおかげで便利になった分、良い
ことも良くないことも増えてきました。⼩学⽣のインターネット使⽤率は全国で
85.6％（平成31年2⽉内閣府調べ）となっており、触れようと思っていなくても、
成⻑発達にそぐわない情報も⼊ってきます。刺激の強いゲームやアダルト動画、
SNSに振り回されることも多く、興味本位で、知らず知らずに加害者、被害者にな
ってしまう事例が多く⾒受けられます。

 「早い」と思われがちの性教育は、⽣まれた時からすでに必要で、≪⾃分は⼤切
だから、あなたも⼤切≫と、私たち⼤⼈が、⼦どもたちに⾃然に⼼に響く関わり⽅
を知るべきですし、⼦どもの性に対してのアプローチも学んでおく必要があるので
はないでしょうか。これまでと同様、⼤⼈向けの性教育講座や、学校での⼀⻫授業
だけでは⾏き届かない⼦どもたちにも、⽣きていく上で⼤切な性の基礎知識や⼈と
の関わり⽅、⾃分のからだを⼤切に扱う⽅法などを伝え続けたいと思います。

 これからもご⽀援ご協⼒のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
 

・性教育学習事業
・性に関する情報提供
・性教育教材開発、作成、販売
・性教育講師養成事業

正しい性知識を伝えることができる
性教育講師（SPT）の養成も積極的に行
っています。

ごあいさつ
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せいしとらんし熊本とは？



団体の周知に力を入れた初年度は、「親子で聴こう！性教育①」や「保護者対象講
座」等の性教育講座を主に開催しました。大人対象の性教育講座も実験的に行った
ところ予想以上の参加があり、大人が性を学び直す機会という社会的なニーズが高
まっていることを改めて認識することとなりました。その他、団体への講演やオン
ライン講座への出演などの依頼講演も行いました。

性教育講師養成事業

性教育講師（SPT）の養成は年間を通じて行っており、初年度は4名の受講がありま
した。性教育に携わりたいという方のための講座（SPA）を新たに創設しました。 令和元年度 依頼講演実施団体（敬称略）

性教育教材開発／性に関する情報提供事業
動画配信による性教育学習事業を導入するにあた
り、動画教材の撮影を行いました。FMやつしろ「か
っぱのoh!ちゃちゃ」、RKKラジオ「いいね！イチサ
ンGoGo」、熊本シティエフエム「レディーオ791」
「校区のチカラ」に出演し、当法人の理念や性教育
の重要性についてお話しさせて頂きました。

■性教育講座の充実と細分化を行います
・親子講座①「はじめての性教育」（幼児～小学生とその保護者対象）
・親子講座②「げっけいせいつう教室」（小学生とその保護者対象）
・親子講座③「にんしんしゅっさん教室」（小中学生とその保護者対象）
・保護者対象「我が子の成長発達に合わせた性教育」
・夫婦／カップル対象性教育講座
・性教育に携わる人の勉強会など

ご依頼・ご相談など
お気軽にどうぞ！

性教育学習事業
性教育講座の参加人数（R1.11月~R2.3月）

●主催講座
・親子で聴こう！性教育①     35名
・保護者対象講座             　        1名
・大人対象講座　　　  　　   16名
●依頼講演　　　   
                                      全5件      113名

令和元年度　事業別レポート
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■社会への働きかけを積極的に行います
・各種学校や福祉施設などとの連携の必要性
・企業研修などでの「性」に関する研修の必要性
・助成金の申請に向けて

令和2年度
団体会員紹介

■ 医療法人よしもと小児科
（熊本県菊池郡菊陽町）

 ■日本アマナ性共育協会
（大阪府大阪市）

 ■満たされ繁栄堂
（兵庫県神戸市）

（入会順・敬称略）　

■インターネットによる性教育学習活動を始めます　
・Zoomを利用したオンライン講座　
・当法人HP、Facebookによる情報提供
・YouTubeによる動画配信

・不登校引きこもり支援『ダッシュスクール富合』
・wakuwakuプロジェクト福岡
・熊本県よかボス企業グループ活動支援事業
・オンラインスクールWithU
・オンラインスクールおうちde学び舎

（R1.11.11~R2.3.31)報 告⽀収

科　目 金　額
Ⅰ．収入の部
会費収入
事業収入

1,194,000
369,600

その他収入 1,000
収入の部　合計 1,564,600

科　目 金　額
Ⅱ．支出の部
事業費
管理費

1,504,107
0

次期繰越 60,493
支出の部　合計 1,564,600

令和２年度　事業の予定
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応援よろしく
お願いします

な し

⼊会⾦ 年会費

正会員

団体会員

5,000円/年

3,000円∼/年

20,000円∼/年

※団体会員は、年度途中の年会費は実質無料になります。

※会員特典や詳しい内容等につきましては、HPをご覧ください

賛助会員 な し

な し

■入会費及び年会費が変更になります！
入会費及び年会費の変更についての議案が可決されたことにより、
下記の通りとなります。これに伴い、会員規則も改訂しました。
詳しくはホームページをご覧ください。
　　　　

■全議案（4件）について、全会一致で可決されました。
今後とも、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
　　　　

第1回通常総会のご報告（令和2年6⽉6⽇開催） 



「⼤⼈対象の性教育」講座
【対象】どなたでも

【⽇程】未定

【場所】熊本市市⺠活動⽀援センター・

あいぽーと

（熊本市中央区⼤江５丁⽬１番１号）

※現在は、新型コロナウイルス感染拡⼤

防⽌のため、実施を⾒合わせておりま

す。再開時はホームページでお知らせい

たします。

受講者の声より

　小学校時代の性教育を思い出してみてください。高学年になると、男女分かれて性教育を受けた記憶がありま
せんか。女の子が生理について詳しく教えてもらっている間、男の子は外で元気にドッチボール！…でも、その
日から男子と女子の「見えない溝」のようなものを感じ始め、なんとも言えない気持ちになった記憶が筆者には
あります。
　異性の体の仕組みは知らなくても生きていける。でも、パートナーの身体に起こることをお互いに正しく理解
し、いたわりの気持ちをもてる大人は、とても素敵だと思うのです。当法人主催の「大人の性教育」は、少年少
女時代に教わることができなかった「性教育」をもう一度しっかりと学ぶことができる大人対象の講座です。長
年の凝り固まった「心のタブー」を外しに来られませんか。

■性教育は⼈にとってとても⼤切な話だと分かって良かったです。性についてあまり

考えてこなかったので、少し勉強してみようと思いました。（40代・男性）

■性知識は、⼈を⾃由にすると思いました。なぜ⽇本⼈は性の話をタブー視してしま

うのか、その原因がわかりました。（30代・⼥性）

■性の知識を科学的な数値でわかりやすく教えてもらったことが良かった。（70代・

男性）

■⼥性の⼼理、男性器や⼥性器のしくみがわかり、⼤変勉強になりました。すごく分

かりやすかったです。（30代・男性）

■とても良いタイミングで、聞きたいことが聞けました！！性の知識は⼈として⼤事

なことだから性教育は積極的に⾏うべきだと思います。きっと知ってると楽しいと思

うから。（40代・⼥性）

                

⼤⼈対象の性教育講座 活動レポート

令和2年度　役員

　今回は、昨年度大好評だった「大人の性教育」についてお伝えします。
　この講座は熊本市内外の方に「正しい性知識の必要性」と「新しい性教育」を感じて
いただきたいという理事長の熱い想いから、設立キャンペーンとして無料で行っている
講座です。（20年6月現在、休止中）
　性という漢字は「心に生きる」と書きます。つまり性とは「生きることの中心にある
もの」であって、性について語ることや知ることは、決してタブー視されることではな
く、また卑猥なことでもありません。私たちが生まれてこられたのは、ご先祖さまから
絶え間なく続いてきた命のバトンリレーの賜物なのです。
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理  事  長 ：中 村  和 可 子

副 理 事 長  :  比 留 間  浩 子

理  事： 石 渕  知 美 
 　　　  長 瀨  恵 理 佳
　　　   中 村  光 宏 
　　　   吉 田  美 穂
 　　　  𠮷 本  孝 寿 

監  事  :  浦 里  か お り
                橋 本  博
　　　　　　　 　　　　 
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　私には二人の息子がいて、彼らは生き物
に触れることが大好き。毎年夏になると、
玄関には虫かごのタワーマンション（！）
が出現し、いろいろと捕まえてきては彼ら
なりにお世話を頑張っています。
　生き物を飼うと必ず命のはじまりと終わ
りに立ち会うことになります。孵化の様子
や交尾、産卵の様子、少しずつ弱ってい
き、やがて動かなくなる成虫の様子な
ど…。それはそれは、感動と悲しみの連続
です。

せいら
んの

なんで
んかん

でん　

　　　
　　

「⼦育てのなかの性教育」
⽐留間 浩⼦（副理事⻑∕事務局⻑∕性教育講師）

　命のリレーを一緒に観察しながら、生物
の性について科学的にお話をしてあげると
とても興味深そうに聞いてくれます。そし
て人間も昆虫も植物も、みんな世代を繋ぐ
ために今を生きていること、だから自他の
命は大切にしなきゃね、ということを話し
ています。
　これって性教育の「はじめのだいいっ
ぽ」でありながら、「最終目的地」の話ま
で入ってて良い教材じゃん…と、ふと気が
付いたマンションの影の管理人でした(笑)

今年の夏もがんばるぞ！！オー！



そして「一番最初に洗わんばんとこはここ（陰
部）ぞ。」と教えてくれました。

　私の知る限りでは、8人の子どもを出産した祖
母。防空壕でお産した経験もあるそうです。病弱
で華奢でしたが、精神力みなぎる人だったと今も
思います。
　
　
　幼い頃の記憶というものは、忘れてしまいがち
ですが、大人になってふと思い出すことってよく
ありますよね。当時は性教育をしてもらってるな
んて思いもしませんでしたが、祖母からはそうや
って性教育を受けていた幼き日の私です。ばあち
ゃん、ありがとう♡

　亡くなってもう20年以上経ちますが、祖母の
遺伝子がしっかり私にも受け継がれているようで
す。

　私は公務員の父と看護師の母のもとに3姉妹の
真ん中として生まれ育ちました。どちらかと言え
ば厳格な家だったと思います。
　同居していた父方の祖母は、明治生まれの小柄
で可愛らしい人でした。私が高校生の時、認知症
にもしっかりなりまして、その頃父はもう他界し
ていたため、母はあれやこれやと大変だったと思
います。夜間徘徊に気付けるように、当時私が一
緒の布団に寝ていました。

　そんな祖母がまだしっかりしていた頃の話で
す。祖母はいつも私たち姉妹に「まんまんせん
ば。」と、朝昼晩の食事前に仏壇を拝み、ご先祖
様に感謝することを教えてくれていました。
　一緒にお風呂に入ったときには、「まんじゅん
すは、まんまんさんぞ。ゆーっと洗わんば。」
（膣口はご先祖様だよ。きちんと洗わなければい
けないよ。）と言い、しゃがんでお風呂のお湯を
お股にかけながら洗い方を教えてくれました。

理事⻑わかちゃんの

「な∼んちゅ？」
※なんちゅ？は、熊本の⽅⾔で

「どういう意味？」という意味。

連
載
コ
ラ
ム

どうか私たちの性教育活動をご⽀援ください
会員・ご寄附を随時募集しております！

���20,000円〜/年（⾃由��制）

更�⽉��年4⽉

≪�典≫

・当��ホームページでのご��

・当��ニュースレターでのご��

・金�に�じて、�業研�など�料

で�ります。

（20,000円/年の場�は2時間の�料

��をプレゼントします）

ご寄附

⼀�でも�くの�どもたちに、�た

ちの性��を�けたい。授業とはま

た異なる「せいしとらんし��」の

いのちの��。�さまからの�付金

は、��を開�される����や主

�者の金�的負担の軽減につながり

ます。

 ご�附の⽬�や使い�など、�し

くはこちらのファンドレイジングの

ページをご�ください。

クレジットカード決�が可�です。

���3,000円〜/年（⾃由��制）

更�⽉��年4⽉

≪�典≫

・��時に�料チケット1枚�付。

（主���にご利⽤頂けます。）

・ご相��料。

・不�期で開�する性の���

（LGBTQ、思�期の性トラブルなど

トピックはさまざま）に�料�は⼀

�価�から��となる賛助�員価�

で��可�。

賛助会員 団体会員
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