
せいしとらんし熊本

 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：33名

団体会員数：6団体
（2021年3月1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。

ＮＰＯ法人せいしとらんし熊本理事長

　　　　　　　　　　　中村　和可子                      

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

   
 平素より私たちの活動にご理解とご⽀援を賜りまして、⼼より感謝申し上げま
す。 
 
 令和元年11⽉11⽇にNPO法⼈格を取得し１年と少しですが、沢⼭の⽅々に周知
されるようになりました。新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌のため、オンライン
での各種講座開講や動画収録でのご提供など、積極的に⾏っております。また、県
⽴⾼校でもご依頼を受け、講演もさせていただきました。SPT（性教育講師）養成
講座でもオンラインを取り⼊れ、埼⽟、神奈川、宮崎、福岡と他県の志を共にした
正しい性知識の普及活動を⾏う仲間も増えました。設⽴した時には6名だったSPT
は、今、総勢19名となっています。

 ⽂部科学省は、⼦供を性暴⼒の当事者にしないための⽣命(いのち)の安全教育の
推進するとし、性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないよう、学校教育がより
⼤きな役割を果たすと発表しています。（令和2年11⽉19⽇発表／いわゆる「デー
トDV」防⽌に関する⽂部科学省の取り組みについてより）
 特に「⽣命(いのち)を⼤切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」
「傍観者にならない」ことを教える教育をさらに推進する、という⼀⽂を⾒つけま
した。これは私が7年前に性教育活動をし始めるきっかけとなった想いそのもので
あります。国もようやくこのような認識を持ち、動き始めてくれたのだととても感
慨深く思っております。
 
 さて、令和２年7⽉に起きた熊本南部豪⾬災害では、⽀援物資や寄付⾦を募らせ
ていただき、全国から沢⼭の温かいお気持ちをお預かりしました。お預かりした寄
付⾦は⼀般社団法⼈熊本⼦ども⾷堂ネットワーク様、⼈吉球磨⻘年会議所様にお渡
しし、⽀援物資に関しては、直接お届けしたり他団体と連携したりして全ての物資
を必要な⽅に届けることができました。
 そして、当法⼈が出来ることはやはり、性教育です。来年度は被災した県南５市
町村の⼩学校への助成事業が決定しております。また、熊本市児童発達⽀援センタ
ー機能強化事業の⼀環として、南区の事業所職員の⽅々に「⼦どもの成⻑発達と特
性に合わせた性教育」についてモデル事業を⾏う予定です。

 このように活動が広がっているのも、いつも気にかけてくださっている皆様のお
かげです。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。

私たちは、性教育を通じて命の⼤切さを伝える活動をしています
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・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？

設立１周年記念パーティーを
開催しました！

賛助会員数：46名



 

講演会・学習会のご依頼
随時承っております。

リモート講座やご依頼先へのオリ
ジナル動画配信など、新しい生活
様式下でも可能な性教育学習をご
提案しております。日程や内容、
ご予算等もお気軽にご相談くださ
い！

　PTA役員さんと対象の学年や内容を相談し、①主に低学年児童を対象にした動画、②主
に⾼学年児童を対象にした動画、③保護者の⽅を対象にした動画、の3種類の⽥浦⼩オリジ
ナル動画に加え、「家庭での性教育のすすめ⽅」を詳しく説明した動画を制作しました。そして
、これら４つの動画QRコードと動画活⽤⽅法を載せたお⼿紙を⽥浦⼩学校にお届けしてきま
した。今年度はコロナ禍や豪⾬災害により学校現場では中⽌となった⾏事もたくさんありますが、⽥浦⼩PTAの⽅々のあき
らめない気持ちとアイディア、そして校⻑先⽣はじめ、先⽣⽅の温かいお⼼遣いにより新しい取り組みにご⼀緒できたことを
⼤変嬉しく思います。また、後⽇届けていただいた⼦どもたちや保護者の⽅々からのアンケートに法⼈スタッフ⼀同、⼤変励
まされました。

第2回通常総会を下記のとおり開催いたします。
ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます。なお、ご欠
席の際は委任状の提出（5月31日必着）が必要となります。詳細は追ってご連絡いたします。

〇日時　2021年6月5日（土）13時～14時
〇場所　法人事務所およびオンライン会議システム
〇議案　・事業計画及び活動予算ならびにその変更について
　　　　・事業報告及び活動決算について
　　　　・役員の選任又は解任、職務及び報酬について
　　　　・その他運営に関する重要事項について
※令和２年度事業報告については通常総会の議決をもって、改めてお知らせいたします。

　せいしとらんし熊本の講演を受けると、性教育全体の輪郭を⾒渡せるようになると
思います。現代では、情報は簡単に⼿に⼊れることができるため、辿り着くまでの⽅
法や情報の整合性は、疑問を持つか、誰かに⾔わないと得にくいものです。講演を
受けることで低学年でも性教育全体の輪郭を垣間⾒ることができるため、いざ疑問
に思った時や体験した時には⾃分で考え判断しやすくなると思います。性教育を知
識としても、判断材料としても得ることができる講演は「⽣きる⼒」に直結し、⼦どもも
⼤⼈も導いてくれます。
　今回は講演の動画を配信していただくオンライン講演会でしたので、周りを気に
せず⾃分のペースで受講することができたり、年代別に動画を⽤意して頂いたこと
で、より深くより広く理解することができました。 　
　⼦どもが⾃主的に学ぶためにも、⼤⼈がしっかり話すためにも、様々な場所でのご
活躍を期待しております。

　この度、私の⼦どもも通う芦北町⽴⽥浦⼩学校にて講演会
をお願いしました。性教育と聞くと⾝構えてしまいがちでしたが、
理事⻑中村様の⼈柄と、講演内での図やぬいぐるみにより、受
け取りやすくとても穏やかに受講できました。「性教育は気張る
必要はない」と、ハードルを下げることができたように感じます。

　 熊本豪⾬災害の被災地でもある芦北町。命の尊さや親⼦の絆をより⼀層強く感じた昨年の
夏、⼀⼈の⽥浦⼩PTA役員さんからリモートでの性教育講演をご依頼いただきました。参加
者が⼀同に集まることは避けなければならず、校⻑先⽣やＰＴＡ役員さんたちとの協議の末、
あらかじめ動画を制作し、各ご家庭で視聴していただく形をとることにしました。 

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
 
 大変お世話になりました！
　　　　　　　 　　　　 
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

芦北町⽴⽥浦⼩学校PTA活動

【正会員の皆さまへ】第2回通常総会のご案内

【会員の皆さまへ】会員情報に変更はございませんか？
大切なご案内等がお届けできない可能性がありますので、会員情報（メールアドレス・ご住所・電話番号・氏名
など）に変更があった時は必ず事務局までお知らせください。＜右のQRから変更手続きをお願いします！＞

田浦小PTA会長　下山様より

せいらん
レポート
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令和2年度　役員

教頭、校⻑先⽣・PTA会⻑と



主催講座

依頼講座

　私の仕事は、妊活中の女性や妊婦さん、
産後のお母さんたちの体のメンテナンスを
するマタニティセラピストです。日頃から
たくさんの女性を見ていますが、その中で
出会った当時17歳の妊婦さんに気付かされ
たことがあります。
　私の中では、妊娠は本当に素晴らしくお
めでたいことという認識だったので、「産
む」という選択肢を選んだ彼女を応援した
いという気持ちになり、「おめでとうござ
います！楽しみですね」とお伝えすると、
彼女は浮かない顔で言いました。

せいら
んの

なんで
んかん

でん　

　　　
　　 「17歳の妊婦さんに教えてもらったこと」

⻑瀨 恵理佳（理事∕性教育講師）

　「できたから仕方ない…」
そんな言葉が来るとは正直思わず、その時は
唖然としてしまいました。

　その経験がきっかけとなり、私は「命って
なんだろう」「性ってなんだろう」というこ
とを深く考えるようになり、答えを見つける
ために性教育を学び始めました。そのなか
で、人は心と体を育てるために「愛」がとて
も重要になることに気づきました。それは自
分との向き合い方だったり、自分のことを満
たすことだったりします。自分の人生やあり
方を考えるためには、小さいころから周りの
　

大人に愛されて育てられた、という体験と
実感がとても大事になるということなのか
もしれません。

　家庭内で性について話し合える親子関係
を築き、子どもたちには性の情報や知識を
授けておくことが、未来ある子どもたちを
助け、時に励ます材料にもなります。
　まさかの妊娠で彼女と同じ思いをする女
性が一人も出ないような社会を目指して、
これからも性教育活動に取り組んでいきま
す。

助成⾦採択

・NPO法人未来育プロジェクト「子育て中の性のおはなし」「大人の性教育キャラクトロジー🄬まん談」
・熊本県内医療機関での性的問題を抱えた青少年への治療プログラム
・不登校ひきこもり支援ダッシュスクール富合「小学校高学年～保護者向けの性教育」
・きらりコーポレーション「天草恋活物語女性セミナー」
・ママトコキッチン「親子で学ぼう！性のこと」
・FMやつしろ出演
・寺子屋一休・寺子屋一休アドバンス「発達障がいをもつ子どもたちへの性教育プログラム」
・雨やどりの会～非行と向き合う親たちの会～講演会
・熊本県立芦北高等学校、熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇
　校舎）での生徒向け性教育講演会（計423名）

設立1周年にあわせ、当法人を記事
にしていただきました。記者の方か
らも「社会にとって大切な活動なの
で、今後も折りにふれて取材しま
す！」とありがたいお言葉をいただ
きました。

熊本⽇⽇新聞に

掲載されました！

令和２年度　主な活動の報告

受講した高校生たちの

感想をぜひご一読ください！

・親子向け「はじめての性教育」オンライン／対面
・保護者向け「わが子の成長に合わせた性教育のすすめ」オンライン／対面
・会員向けオンラインセミナー開催（２回）
　①体の性の様々な発達の新しい理解とケア／北里大学医学部非常勤講師 ヨヘイル先生
　②性の多様性についてもっと知ろう／NPO法人にじの絲代表理事 よしのあい先生
・女性会員向けオンライン会議「せいらん女子会」（毎月１回）
・性教育講師養成講座（今年度は11名が受講）

・令和3年度九州ろうきんNPO助成
　「大切にしよう！ぼく、わたしのからだといのち」～豪雨被災地の1年生に贈る、いのちのお話プロジェクト～
・令和3年度熊本市市民公益活動支援基金（くまもと・わくわく基金）
　「幼児期から始めよう、いのちとからだの学び（性被害予防啓発事業）」
・赤い羽根募金　新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン第３回withコロナ 草の根応援助成

2020.11.11付　熊日朝刊

 ■満たされ繁栄堂
（兵庫県神戸市）

■ 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）

 ■オンラインビジネススクール
WithU（熊本県熊本市）

 ■株式会社共同・ママトコキッチン
（熊本県菊池市）

 ■一般社団法人オルタナ
（熊本県熊本市）

令和2年度　団体会員紹介　
（五十音順・敬称略）

せいしとらんし熊本　NEWS LETTER
 

がん
ばり
ます
！



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

　「もしもし、あの…うちは母子家庭なんです。母は
とても忙しくて…。最近、小５の妹の胸が大きくなっ
てきました。生理のこととか知っているのか心配で
す。どうやって教えてあげたらいいですか？」　
　声の主は、男子高校生。「わぁ、優しいお兄さんだ
ね。」とすぐさま返しました。

　詳しく普段の様子などを聞くと、彼はとても妹想い
のお兄さんです。母性的父性的想いの中で普段から妹
さんと接し、生活されている姿が目に浮かび、私は涙
が出そうになりました。それは、不憫だなぁという思
いではなく、兄妹で力を合わせて生きている力を感じ
て感動したからです。

　（初潮が来たら妹はびっくりするんじゃないか？…
でも大きなお世話かなぁ。学校や友達から教えてもら
っているのかな…）そんな想いの中で、電話で相談し
てきてくれたのです。

 高校生男子といえば多感な時。異性間のきょうだい
（兄妹・姉弟）では、第二次性徴で体の違いが具体的

　

　
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。研�等にお�立てく

ださい。）

 

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�員価�で

��可�

・せいらん女��へのご��

賛助会員 団体会員
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に現れます。思春期といえば性的関心の高まる時期で
もあり、「気にしないようにしたいけれど気にもな
る。」「僕が妹を守らないと。」という心理も働いた
のではないでしょうか。

　心の成長に伴い、互いを思いやることができなくな
ったり、距離を置きたくなる時期だからこそ、伝えて
おくことは伝えておきたい。そんなお兄ちゃんの優し
い気持ちに触れて、こう伝えました。

　「妹さんに聞けそうなら思い切って、生理って知っ
てる？って聞いてみて。もし知らないようだったら、
小５の女の子におすすめのサイトを紹介するからみせ
てあげてね。もし（何！？いきなりお兄ちゃん…。）
って言ったら、もう知ってるってことだと思うから、
さーっとひいてあげてね。」と。

　兄妹の関係性のなかで生理について妹さんに伝える
なら、この方法が1番なのかなぁと思ってアドバイス
したのでした。
　私まで優しい気持ちになった電話相談でした。


