QWRC って、
どんなところ？
QWRC では、多様な性のあり方を生きる人々のために、多くの
活動を行っています。
様々な交流会を開催したり、当事者やその家族・友人などの
ための電話相談、講師派遣、講座の開催や冊子の発行なども
行っています。詳しくは中面をご覧ください。

※「QWRC」
で検索してください。

@qwrcjp

QWRC

人権講座 講師派遣

（Queer and Women's Resource Center）

QWRC では、学校や行政、企業などにむけての啓発事業にも
取り組んでいます。社内研修・団体研修などでの講演や、性
や性別に悩む子供たちに向き合う教員の方々へ、LGBT の課
題や性・性別の多様性を伝えています。

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満 4 丁目 5-5
マーキス梅田 707 号室

ホームページ http://www.qwrc.org

スペース利用もできます。

Ｅメールアドレス info@qwrc.org

QWRC

【くぉーく】は、2003 年 4 月にオープ

ンした LGBT などの多様な性を生きる人やその周辺に
いる人と、女性のためのリソースセンターです。

TEL&FAX

06-6585-0740

※スタッフは常駐ではありませんので、電話対応は QWRC
デー・ナイトの時間のみ可能です。Ｅメールか郵便にてお問
い合わせください。

フェミニズムの視点を重視しながら、多様な性のあり

様々な人達が集える場所の提供やイベントの開催、
多様性を認め合う社会を実現するための講演活動や情
報発信、
そして電話相談などを実施しています。
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QWRC をミーティングなどに利用できます。詳細は、お気軽に
お問い合わせください。
【利用時間】朝枠 9：00〜13：00、昼枠 13：30〜17：30、
夜枠 18：00〜22：00
【料金】
1 枠４時間で、平日 1600 円
（会員 1500 円）
土日祝 2000 円
（会員 1900 円）
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スタッフ＆ボランティア募集中
QWRC の運営に関わるスタッフや、イベン
トの時のお手伝いをしてくださるボラン
ティアを募集しています。まずはボラン
ティアミーティングにお越しください。
※詳しい日程は HP を
ご確認ください。

気軽に遊びにきてね！

QWR C の色々な活動

にじいろ Q LINE
ID→ q̲line̲soudan
LGBTQ に関する相談を LINE を
使って実施しています。
「自分の性別のことを、誰かと話したい。」
「同性を好きになった。」「LGBT かもしれ
ない。」「友達から同性が好きと言われ
た。
」「家族から性別に違和感があると言
われた。」「仕事のこと。」などなど。
＊実施日は、上記 ID を友達登録するか、ホームページ、
Twitter などで確認してください。

カラフル
偶数月 第2土曜 14:00〜16:00
参加費無料
大体 23 歳以下のＬＧＢＴや「そうかも？」
と考えるユース向けおしゃべり会。
「セクシュアリティって？」「恋愛」「カム
アウト」などテーマに沿ったり（沿わな
かったり）しておしゃべりします。

QWRCデー＆ナイト

QWRC のボードゲームな夜

毎月開催。誰でも参加ＯＫ！参加費 500
円（会員 400 円）お茶とお菓子付き。テー
マなどに沿って、みんなで話したりしま
す。聞いてるだけでも OK ！

料金 :
・個別カウンセリング
50 分 (5000 円 )/30 分 (3000 円 )
・グループカウンセリング 80 分 (2000 円 )
臨床心理士によるカウンセリングを行なって
います。対象：性とジェンダーについてマイ
ノリティであるひと（LGBT など）・あるかも
しれないひと、その家族やパートナー、支援
について悩んでいる方・相談したい方。詳し
くは QWRC のサイトをご覧ください。

※会員特典

＊日時変更の場合もあるので、QWRC のホームページや、
Twitter などをチェックしてね。

メンヘル！

こどもとおとなのお茶会

毎週土曜 11:30〜12:30
参加費：300 円

不定期（土日のお昼が多いです）
参加費：500 円（こども無料）

LGBT など多様な性を生きる人で、メンタ
ル面に悩みがある方のためのグループで
す。「言いっぱなし聞きっぱなし」のミー
ティングや SST や当事者研究をやってい
ます。気軽に参加してみてね。

子どもと生活している人、子どもと生活し
たい人、そんな人を応援したい人 etc …セ
クシュアルマイノリティに理解のある方で
したら、どなたでも参加できます。
子ども連れでもなくても、ウェルカム！

同行支援
メール：info@qwrc.org
Tel：070-5657-6195
例えば、性別の事で賃貸契約が難しいかも…、
保険証の名前を変更したいけど役所に行くの
が不安…など。病院や役所、裁判所などに一
人で行くのが心もとない方に、QWRC のスタッ
フもしくはボランティアが同行をしています。
まずはメールか電話でご相談ください。
相談料・同行料：無料 交通費：いただきません
（片道 1000 円以内の範囲を想定。ご相談ください。
ご自身の交通費のお支払いは、お願いします。）

によってまかなわれています。趣旨にご賛同いただき、
ご協
力いただけますよう、
お願いいたします。

【賛助会員】…１口年間３千円
（個人・団体）

ボードゲームとは、電源を使わないアナ
ログゲームのこと。みんなで楽しめるい
ろんなゲームを用意します（ゲームの持
ち込みも OK ！）その場で遊び方を説明
するので、誰でも気軽に遊べます。

＊年末年始などお休みになる場合があります。お出かけ
前に QWRC のホームページなどチェックしてね。

QWRC の運営は、主に会費

【正会員】…１口年間 1 万円
（個人）

大体第３木曜日
18:30 〜 21:30 開催
参加費 500 円（会員割引なし）

ナイト：第１木曜 19:00〜22:00
デー：第 3 土曜 14:30〜17:30

■ブログ http://colorful.qwrc.org

にじのそら相談室

会員募集

詳しくは HP をチェック！

QWRC ナイト、QWRC デーなどのイベントで会員割引（100 円引
き）が受けられます
（団体を除く）。
なお、総会などのご案内は会員の方皆様に送らせていただきま
すが、総会の際の議決に参加出来るのは正会員の方のみとさせ
ていただきます。
（総会への参加はどなたでも可能です。）
会費は、下記の口座にお振込みください。
振込先
三菱東京 UFJ 銀行 梅田新道支店
（040）
普通預金 0198940
口座名 トクテイ ヒエイリカツドウ ホウジン
クイア アンド ウーメンズ リソース センター

いろいろな情報も充実♪
貴重な本や資料も閲覧
できるよ。

他にも色々な活動をしています！
「緊急連絡先カード」を発行したり、
講座をしたり、冊子を作ったりもしています。

本を出しました！
『ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう
中・高生が知りたい
ホントのところ』
ＱＷＲＣ＆徳永桂子 著
子どもの未来社
1,300 円＋税

冊子は HP で
ダウンロード
できます

