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要約 - 世界中のセクシュアルマイノリティーズ12人の証言
平良愛香、日本・神奈川県在住。ゲイとしてカミングアウトした後、牧師になる召命を受けた。平良は教会によって
　傷つけられた人びとへ、そしてキリスト教を誤って用いて他者を傷つける人びとへ、福音を説いている。
ヘイノ・ヌークは27年の教職を務めた後、ルーテル教会の牧師職を解任された。ヌークはルーテルの信仰も自分の
　セクシュアリティも変えられない、と感じている。
フェルディナンドはジャマイカ出身で46歳のゲイ男性。牧師としての召命を受けたが、諦めなければならなかった。
ディエゴ・アセヴェドは南米コロンビア出身のゲイ男性。ローマカトリック教会による権威的な文書の暗い影の下で
　自分の進むべき道を探してきた。
ルーカス・ムコンゴはアフリカ出身、カトリック信者のゲイ男性。包含的・積極的差別是正のための宣教Inclusive 
　and Affirming Ministries (IAM) のフィールドワーカーとして、ナミビア北部の郊外で働いている。
ウォンギョン・ジョンは韓国出身の25歳、女性。イエスを信じている。
コンフィデンス・アベナ・タキはガーナ出身の28歳、レズビアン。タキはホモフォビア（同性愛嫌悪）を正当化するた
　めに聖書の物語が語られることに、自分が破滅させられるような苦しみを感じている。
ニーシャは2歳の時にインドからアメリカへ移住した。黒人コミュニティに居るときが一番くつろぐと感じている。
　ニーシャとパートナーのカリッサは、2013年6月25日に息子のニーシャントを迎えた。
リアン・スメディ・ハタガラングはインドネシア出身のゲイ・クリスチャンで、祈りの詩を掲載した。
セトヤ・エルはインドネシアのジャカルタ出身のムスリム女性。自分は他の人と違うと感じていた。聖典を再読する
　ことが、自分の人生に与えられた神の目的とは何かに気づく手助けとなっている。
ザネーレ・ムホリは映像作家や写真家として活躍する、南アフリカ出身の黒人レズビアン。「夜明け/哀悼 
　MO(U)RNING」は人を愛することで身が危険に晒される、２１世紀の南アフリカ社会の残酷な面と真実を告発
　する、ムホリの魂の旅の表現。ムホリの個展は南アフリカのセクシュアルマイノリティに対するヘイトクライムを
　記録している。
ローマン・ズイヴはウクライナにある複数の教会から厳しい迫害を受けた。海外のアシュラムを探し求めている。
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編集
　この冊子“連帯してともに立ち上がろう Stand together in solidarity”は、世界各地の信仰を持つレズビアン
とゲイ、12人の証言をまとめたものです。この12人は世界各地のコミュニティとセクシュアルマイノリティーズ
を象徴しています。信仰のある人もない人も、この人々の経験に耳を傾け、信仰とセクシュアリティへの考察を
（紙面の制限で短いですが）読んでほしいと願っています。

　この人々の叫びはセクシュアリティに対する神の意志を聖典の様々な解釈を通して考えること、人に危害を
加えず、ともに立ち上がる責任に気付くことを求めています。

　この冊子はわたしたちが人間のセクシュアリティと多様性への深い理解に向けて、ともに旅を続ける中で、
あらゆる形の暴力に反対し人間の価値と尊厳と権利のために、ともに立ち上がるための共通基盤があること
を明らかにするでしょう。

編集チーム

ジュディス・コッゼ　　包含的・積極的差別是正のための宣教、南アフリカ
　　　　　　　　　　Inclusive and Affirming Ministries
ガブリエレ・メイヤー　LGBTクリスチャングループ・欧州会議、ドイツ
　　　　　　　　　　European Forum of LGBT Christian groups
エンリック・ヴィラ　    LGBTクリスチャングループ・欧州会議、スペイン
　　　　　　　　　　European Forum of LGBT Christian groups
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はじめに
 「世界教会協議会（WCC）は創設以来、正義と尊厳と解放への取り組みの表現として、人種的・民族的
マイノリティ、障がい者、先住民、ダリッドなどへの差別や排除を経験してきた人びとの真実なパートナー
として、歩んできた。数十年にわたり、WCCは地域や国家、国際的なレベルで社会から周縁化された人び
との努力を支援し、教会や社会に対してより責任を持って、公正かつ包含的になるよう働きかけ、考察や
分析、支援運動やコミュニケーションを促してきた。」

　2013年、韓国のブサンで開催される第10回総会において、わたしたちは同性愛嫌悪の暴力の問題に対
して、特に関心を向けるよう呼びかける。

　教会の権威によって同性愛を非難し、同性愛に汚名を着せることは、人びとに同性愛嫌悪を植え付け
る強力なパワーがある。教会や宗教指導者から発せられる同性愛嫌悪のメッセージが原因である場合
が多く、それは社会、文化、国の諸機関へ影響力を持っている。宗教的な議論に基づいた同性愛嫌悪の
暴力は世界中の多くの地域で深刻化する問題となっている。

　　それゆえ、わたしたちは各教会へこのメッセージを伝える

暴力を止めよう！傷つけるな！

神の子どもである一人ひとりの価値と尊厳のために、連帯して立ち上がろう！

バーベル・ヴァルテンベルグ・ポッターデスモンド・ツツ
英国国教会 名誉大主教
南アフリカ共和国

ルーテル教会 引退監督（ビショップ）
ドイツ
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ヘイノ・ヌーク
平良愛香

　平良愛香です。44歳の男性同性愛者で、故郷は
沖縄です。

キリスト教信仰とセクシュアリティが両立できな
いと信じ込まされていた

頃、どちらかを捨てなければ生きてはいけないと
思っていました。でも、

どちらも自分の意思では捨てられず、生きること
を断念しなければなら

ないと考えていた時期があります。現在ではさま
ざまな出会いを通して、

「性の様々なあり方も神からの祝福である」と信
じられるようになり、それ

を伝えることが使命だと思って、Come outして牧
師になりました。私が福

音を伝えたい相手は、「キリスト教」で傷つけられ
たセクシュアル・マイノ

リティの仲間たちと、「キリスト教」でセクシュアル
・マイノリティを傷つけ

ている教会です。
　神学者であり、私の友人でもある山口里子がこ

んなことを教えてくれ

ました。「伝統や思い込みではなく本気で聖書の
記述と向き合ったとき、

聖書はセクシュアル・マイノリティについて何の非
難もしていないことが

分かる（むしろ女性への抑圧の記述を乗りこえる
ことのほうが難しい）。

聖書を根拠にセクシュアル・マイノリティを非難し
ている人たちは、きち

んと聖書を読んでいないとしか思えない。」

　教会を訪れたことのあるセクシュアル・マイノリ
ティはとても多いです。

そしてその殆どが「そこに自分の居場所はなかっ
た」と言って、教会を去

っています。ある牧師が「うちの教会にセクシュア
ル・マイノリティの人は

いないけど、来たら受け入れたい」と言っていた
のを聞きました。しかし、

私はその教会にClosetのゲイ男性が２人いるこ
とを知っていました。

　「来たら受け入れたい」ではなく、そこにいるか
もしれないという気持

ちこそが求められるのだと思います。

5 6

　ヘイノ・ヌークです。エストニア出身の54歳、ゲイ男性です。
　家族はルーテル教会の信徒で、わたしは幼児洗礼を受けました。10代のときは教会で活発に過ごしていました。召命が与えられ、1983年に牧師の按手を受けました。27年間、ルーテル教会の牧師として仕えてきましたが、2010年にゲイ・クリスチャンの団体を設立したため、牧師職を追われました。わたしのセクシュアリティと信仰は、どちらも神から与えられたものですし、私という人間そのものと言えるほど大切なものです。どちらも変えることなどできません。

　共産主義体制の時代に活動的なクリスチャンであったわたしたちは、疑いの目で見られ、危険視されました。皮肉なことに、それと同じことを、今では自分のセクシュアリティのゆえに経験しています。ゲイ・クリスチャンの団体を立ち上げた報復として「異端で不道徳な振る舞いを広めている」と牧師職を追われ、神学校での教師職も失いました。
　わたしは教会を壊そうとしているのではなく、誰かを傷つけようとしているのでもありません。ただ自分自身に正直にありたいと願い、若い時に受けた召命に従っているのです。学んできた同じ神学によって、そして30年以上の宣教の中で活かしてきたことによって、わたしは今も導かれています。

27年、教職を務めた後、
ルーテル教会の牧師職
を解任された。ヌークは
ルーテル教会の信仰も
自分のセクシュアリティ
も変えられない、と感じ
ている。

日本・神奈川県在住。
ゲイとしてカミングアウト
した後、牧師になる召命
を受けた。平良は教会に
傷つけられた人びとへ、
そしてキリスト教を誤っ
て用いて他者を傷つける
人びとへ、福音を説いて
いる。



フェルディナンド
　ブラウン
　（仮名）
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ディエゴ
　アセヴェド
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　フェルディナンド・ブラウン（仮名）です。46歳のジャマイカ人で、ゲイ男性です。
　わたしのセクシュアリティと信仰の旅路は、恥、自己否定、言葉による暴力、傷、怒りに満ち、ようやく自己受容と解放へ至った、長く曲がりくねったものです。わたしは敬虔なバプテスト教会の家庭で育ち、若い頃から信仰的で、教会の様々な活動に活発に関わってきました。とくに聖礼典は、わたしにとって大切です。しかし、10代の頃、男性に性的な魅力を感じることに気づき始めました。教会ではそれは間違ったことだと教わり、自分の性的指向から抜け出す道を祈り求めていました。

　周囲の人は同性愛に対してとても批判的だったので、カミングアウトしてもわたしが同性愛者であることを誰かが暴露すると思いました。そのため、自分の葛藤を誰か共有したくても、できませんでした。ただ黙って苦しみ、これは自分自身が背負っていかなければならない重荷だと思っていました。　自分のセクシュアリティに対して疑問を持っていても、神学校へ入学しました。神学校でリベラルな神学に出会ったので、クリスチャンであると同時にゲイであることも可能なのだ、というかすかな希望の光を抱きました。

　ゲイ男性であることを隠しつつ、公には信仰深い牧師であると嘘をつきながら生きることは、居心地が悪い感じがしていました。大好きで、人生の終わりまで仕えると誓った教会を去るときまで、わたしは黙って、その苦しみを抱えていました。これがとてつもなく辛かったことです。
　打ちのめされた教会生活から再び立ち上がってきた者として、
　　　　　「傷つけずに、ともに立ち上がろう」と今、言うことができます。

　カトリック使徒教会やローマカトリック教会の影で育ち、異性愛規範と
は異なる性的指向や性自認を生きる者にとって、この道は拷問のような
ものです。

　わたしの場合、この旅路は同性愛者の「堕落」を断罪する説教で始まり
ました。そのような説教をする司祭たち自身が同性愛関係を持っていま
した。けれども教会の公的な文書によれば、わたしは「堕落した」ばかり
ではなく「悪魔」ですらありました。

　強烈な葛藤のあとで、同性愛は自分自身の一部であり、受け入れるし
かないのだと気づきました。

　とても親しい身内であり、HIV感染者のゲイ男性の死を間近で見て、わ
たしは深く考えるようになりました。自分の性的指向を前向きな方法で
受け入れなければならないことを知りました。
　
　彼の死にショックを受ける中で、ある出会いがありました。性的指向や
性自認が多様で、異なる教会背景を持つ人びとが集まって祈り、福音とフ
ェローシップを分かち合う友愛兄弟会（Fraternity of Friendship）という
小さなグループの人びととの出会いです。

　その人 と々一緒に、「失敗作」ではなく神に愛された子どもとして、喜び
の経験を味わう人生を歩み始めました。

南米・コロンビア出身の
ゲイ男性。ローマカトリッ
ク教会による権威的な文
書の暗い影の下で、自分
の進むべき道を探し求め
てきた。

ジャマイカ出身。牧師の
召命を受けたが、諦めな
ければならなかった。
46歳のゲイ男性。



アフリカ出身、カトリッ
ク信者のゲイ男性。
包含的・積極的差別是
正 の た め の 宣 教
Inclusive and A�rming 
Ministries (IAM) のフィー
ルドワーカーとして、ナ
ミビア北部の郊外で働
いている。

ルーカス
    ムコンゴ

　ルーカス・ムコンゴです。30歳のアフリカ人、ゲ
イ男性です。オシワンボ

文化があるナミビア北部のオホンゴという小さな
村で生まれました。家族

はカトリック教会のクリスチャンです。

　14歳のとき教会員として活動に積極的に関わ
るようになり、日曜学校の

教師やオルター（礼拝奉仕者）にもなりました。こ
の頃から、男の子を見る

と彼らにある感情を抱くようになったことに気づ
きました。わたしが住ん

でいた村にはラジオすら無く、情報にアクセスす
る手段がなかったので、

その感情の意味が分かりませんでした。

　わたしは司祭へ自分が何者なのか、いつもカミ
ングアウトしたいと思っ

ていましたが、会って話す約束を何度も先延ばし
にされました。やっと司

祭と話すチャンスを得たとき、司祭から「自分以外
の誰にも話さないよう

に」とアドバイスされました。司祭が恐れたのは、
コミュニティがわたしを

信頼しなくなり、そのことが教会でのわたしの働
きに影響するのではない

か、ということでした。オシワンボ文化は同性愛者
が教会に立ち入ることを

認めませんし、同性愛者になることは非アフリカ
人的であると信じるから

です。

　ゲイであることを母に伝えることは、わたしにと
って、とても大事なこと

でした。司祭が同行してくださり、母に打ち明ける
と、そのニュースはコミュ

ニティ全体へ広まりました。わたしは教会に留ま
ることを選択し、教会の人

びともそれを許してくれました。ゲイ男性であるわ
たしを人びとが受け入

れられた理由は、わたしの行動や教会でのリーダ
ーシップ、誠実さやコミ

ュニティの生活環境の向上に関わっていたからで
した。わたしはアフリカ

人であり、ともに立ち上がり、神のために働くこと
を望んでいます。

韓国出身。25歳の女性。
イエスを信じている。

ウォンギョン
    ジョン
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　ウォンギョン・ジョンです。25歳の女性です。韓国の大邱に住んでいます。心の故郷はまだ見つけられていませんが、どこかにあると信じています。
　イエス・キリストを信じる幸せなレズビアンです、と普段は自己紹介をします。これはイエスによって自分のセクシュアリティを受け入れたということの証です。子どもの頃から教会へ通い、その頃からイエスを信じてきました。
　とくにインマヌエル、神はわたしたちと共におられるという言葉が好きです。自分のセクシュアリティに気付いたとき、神はわたしと共には居ないだろうと思いました。わたしの教会は聖書の内容を文字通りに解釈する、とても保守的な聖書理解を持っていました。教会で教えられたのは「殺人もレイプも盗みなども全ての罪は許される。けれども、そのリストに同性愛はない」ということでした。
　9年以上、自分の同性愛と信仰の葛藤が続きました。そのような辛い時期の終わりに旅をしました。浜辺に座って、海を眺めながら、考え続けました。
　「なぜ広大な海を、限りない空を、数え切れない生き物を創造した神は、わたしを同性愛者に創造したのか？神はすべての被造物を愛しているが、わたしのことは？ほかの同性愛者のことは？」　しかし、わたしが間違っていたことに気づきました。わたしが同性愛者であろうとなかろうと、神は愛してくださる。ついに心の平安を見いだしました。
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ガーナ出身の28歳、レズビ
アン。ホモフォビア（同性
愛嫌悪）を正当化するため
に聖書の物語が語られる
ことで、タキは自分が破滅
させられるような苦しみを
感じる時がある。

コンフィデンス
    アベナ・タキ
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　コンフィデンス・アベナ・タキです。28歳、ガーナ
出身のレズビアンで、

活動的なクリスチャンです。バプテスト教会で育
ち、のちに聖公会の信

徒になりました。

　レズビアンであることは、わたし自身の一部で
あり、もはや隠すこと

はできません。これ以上、自分のセクシュアリティ
と葛藤する気もありま

せん。わたしは今、友だちにこう言っています。全
てを貫く愛のルールを

持って、1つの部屋で共に生活するように自分たち
自身の人生を生きよ

うと。わたしが唯一の真実な救い主だと信じるイ
エス・キリストの真の

人間性を説く時が来たのです。
　いくつかの聖書の物語はホモフォビア（同性愛

嫌悪）を正当化するた

めに使われています。創世記18章の悪意に満ち
た解釈によって、わたし

はソドムとゴモラの人たちのように、破滅の苦し
みを感じる時がありま

す。天国へ行くのか、地獄へ行くのかは人間では
なく神に任せるべきこ

とです。

　わたしは悲しい経験を通して、「ともに立ち上が
ること」を教えられま

した。たった1人の弟もゲイなのだと彼自身が母
に打ち明けたとき、母

はとても悲みました。なぜ弟が他の人と違うのか
、ここに至るまでに彼

が経験しなければならなかったプロセスをわた
しは母になんとか説明

しました。母と弟の間には、もう問題はありません
が、今は母にわたしの

性的指向をどのように打ち明けるか、ジレンマを
抱えています。母に伝

えるのがとても怖い、と感じる自分がいるのです
。わたしは弟を強く支

持し、彼もわたしを強く支持してくれます。すべて
の人がセクシュアリテ

ィについて考えることを願って、わたしたちの物語
を伝えていきます。

ニーシャは2歳の時にイ
ンドからアメリカへ移住
した。都会の黒人コミュ
ニティに居るときが一番
くつろぐ。
ニーシャとパートナーの
カリッサは、2013年6月
25日に息子のニーシャン
トを迎えた。

ニーシャ
  プルショタム
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　ニーシャ・プルショタムです。43歳で、ジェンダーや性的指向に関しては、クィアな女性だと自認しています。

　いのちの水　ニーシャの詩
　　爆弾が落とされ、子どもが倒れた瓦礫の中に平和がある。
　　勇気ある者の声だけが響く、静寂の中に真実がある。
　　忘れ去られた者が嘆き苦しむ分だけ解放がある。
　　いのちの水の流れは、荒れ野の真ん中にあるのだから。

　わたしの信仰は、愛には無限のエネルギーがあるという認識に基づいています。愛は色々な形で現れていると感じます。複雑な生態系、公正な平和を求める草の根の社会運動、美と苦難を表現して人びとの心を結びつける芸術や音楽などです。そして、愛はセクシュアリティの多様性にも現れていると感じます。その多様性は人間が人間であること human be-ingの本質でもあると思うのです。

　わたしが4歳のときに母は亡くなり、家族で通っていた地元の教会から惜しみない支援を受けました。このとき、信仰共同体の力を深く理解しました。有色人種の移住者でクィアな女性として、人生の様々な場面の中でわたしは排除される経験をしてきました。似たような理由や異なる理由で排除されてきた他者が、ともに立ち上がることの力強さを知っています。すべての人びとの利益になる変革の動きは、社会の周縁に追いやられた人びとから始まるべきであり、またその人びとによって導かれるべきなのだと信じています。

註：クィアとは本来、侮蔑的な「変態」を意味するが、異性愛規範から逸脱する多様な性を肯定的に捉え直す、ラディカルな自己認識の意味で使われる



インドネシア出身の
ゲイ・クリスチャンで、
祈りの詩を掲載した。

リアン
   スメディ
 ハタガラング
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わたしの歩みは、ことごとく蔑まれる。
わたしの言葉は、ことごとく消される。
　反響もなく。
わたしの唄った歌は、つぶやきになる。
わたしの一挙一動が、
　トラウマになって終わる。

通り過ぎていく人の視線は
　千本の矢のように突き刺さってくる。
地面に散らばったガラスの破片で
　心臓に穴を開けられるようだ。

わたしの心は空っぽで、
　拒絶されたまま。
わたしの意識は踏みにじられる。
わたしの魂は壊され、砕け散った。
立ち上がろうとしても、場所がない。

正義の声はどこにあるのか？
　その声をわたしが最も必要な時に。
月はどこへいった？
確かな答えが与えられるのはいつだ？

世界全体が暗くなってしまった。
　必死に光を探している間に。
魂は深い眠りについた。
　光をもたらす太陽もなく。

わたしの人生よ、わたし自身の人生であれ。
わたしの歩みよ、ゴールへ向かえ。
わたしの魂よ、船が終着港を探すように
　平安を求めよ。

あなたもわたしも、創造主のもの。
この1つの地球に生きる。
この1つの光を分かち合う。
この1つの贈り物を分かち合う。

わたしの神はあなたの神でもあり、
　神は人生の裁判官。
神はわたしを見捨てない。

あなたはわたしに惨めさを与えたが、
　神はわたしを守ってくれると確信する。
わたしの人生よ、わたしのものであれ。
　神はわたしと共にいるのだから。

インドネシアのジャカル
タ出身のムスリム女性。
幼いころから、自分は他
の人と違うと感じた。
聖典を再読することが、
自分の人生に与えられ
た神の目的に気づく手
助けになっている。

セトヤ・エル
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　同年代の女の子と一緒に遊ぶのが好きではなかったので、わたしは他の友だちと違うのだと気付くようになりました。男の子と一緒に遊ぶ方が好きだったのです。両親がくれた人形よりも、彼らの持っているゲームやオモチャで遊ぶ方が好きでした。
　成長するにつれ、イスラムの信仰を実践するのは難しいと思い始めました。ムケナ（ムスリム女性の祈りの衣装）を着たくありませんでしたが、わたしが男性の衣装を着たらジロジロと人に見られるでしょうか？男性の間に立てばいいのでしょうか？それとも女性の間に？
　家族はわたしがレズビアンだということを未だに知らず、とくに30代になってからは、いつも結婚するよう強く薦めます。しかし、今のところは何とか結婚を先延ばしにする理由を見つけてきました。
　ジャカルタ神学校やレズビアン団体であるアードハナリー・インスティテュートが主催するプログラムを知ったことは、幸運でした。昔の人びとの聖典のメッセージを知り、それが現在のわたしたちに何を意味するのかを理解するために、聖典は賢明な方法で再読や再解釈されるべきだと学んだからです。わたしのようなレズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人びとが自分の人生に与えられた神の目的とは何か、それを理解する手助けを神学校が続けていけるよう願っています。



映像作家や写真家と
して働く南アフリカ出
身の黒人レズビアン。
「夜明け/哀悼
 　　MO(U)RNING」は
ムホリの魂の旅の表
現。

ザレーネ・ムホリ
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　2012年に開催されたザレーネの個展は「夜明
け/哀悼 MO(U)RNING」

というタイトルで、南アフリカのレズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランス

ジェンダー、インターセックスの人びとに対するヘ
イトクライムを記録してい

る。彼女の作品は人を愛することで身が危険に晒
される、２１世紀の南アフリ

カ社会の残酷な面と真実を告発する目的で制作
された。

- ムフォ・セシェディ Mpho Setshediさん、27歳。サッ
カー選手で、

レズビアン。ヨハネスブルグのイェオビルにある
自宅で射殺された。

- ゾリスワ・ンコヤナ Zoliswa Nkonyanaさん、19歳
。レズビアンで

ケープタウンのカエリチャにて、投石で殺された
。この事件は30回

にわたって治安判事裁判所にかけられた。

- マドエ・マフベドゥ Madoe Mafubeduさん、16歳。
レズビアンで

ソウェトのクリップタウンにて、レイプされ刺殺さ
れた。

- トンコザネ・クワベ Thonkozane Qwabeさん、23歳
。レズビアン

で、クワズール・ナタール州レディスミスのエザッ
クヘニにて、投石

で殺された。
- サロメ・マソーア Salome Masooaさん、23歳とシ

ザケレ・シガサ 

Sizakele Sigasaさん、34歳。レズビアンカップルで
子どもがいるが

ソウェトのメドーランズにて二人ともレイプ、拷問
の後、殺された。

- エウディ・シメラネ Eudy Simelaneさん、31歳。レズ
ビアンで、

スプリングスのクワテマにて、レイプされ殺され
た。

- カニスワ（ロイ）ハニ Khanyiswa (Lhoyie) Haniさ
ん、25歳。

ポートエリザベスのニューブライトンにて、刺殺さ
れた。
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- シボンギレ・ムフェロ Shibongile Mpheloさん、21歳。ケープタウンのストランドにて、レイプされ、性器を切断されて銃殺された。
- デイジー・ドゥーブ Daisy Dubeさん、トランス女性で、20代のときヨハネスブルグにて、銃殺された。- ガーリー・ンコシ Girly Nkosiさん、37歳。レズビアンで、スプリングスのクワテマにて、刺殺された。- ミリセント・ガイカ Millicent Gaikaさん、31歳。ケープタウンのググレツにて、「レイプ療法」と称して性暴力を受け、激しく殴られた。
- ノクツラ・ラデベ Nokuthula Radebeさん、20歳。レズビアンで、エクルレニ市トコザ地区エベレストにて、彼女の履いていた靴ひもで絞め殺された。
- ノクソロ・ノグワザ Noxolo Nogwazaさん、24歳。レズビアンで、ヨハネスブルグのクワテマにて、残酷に暴行され殺された。
- ンコビレ・クマロ Nqobile Khumaloさん、23歳。レズビアンで、ダーバンのクワマシュF地区にある両親宅の近くの浅く掘った墓にて、遺体が発見された。
- ンツィキ・タテカ Ntsiki Tyatyekaさん、21歳。レズビアンで、ケープタウンのニャンガ東地区にある彼女の自宅の数メートル先にて殺されて、腐敗した遺体が発見された。- チュク・ンコボ Tshuku Ncoboさん、26歳。自殺したと思われる遺体が発見された。- タペロ・マクトゥル Thapelo Makutleさん、24歳。ゲイ男性で、北部ケープのクルマンにて惨殺された。- プメザ・ンコロンヅィ  Phumeza Nkolonziさん、22歳。レズビアンで、ケープタウンのマウマウニャンガにある彼女の自宅にて、祖母の目の前で銃弾を3発撃ち込まれた。
- アンドリタ・モリフィ Andrita Morifiさん。若いレズビアンで、リンポポにて惨殺された。
- ネイル・ダニエルス Neil Danielsさん。トランスジェンダーで、ケープタウンにて殺された。- サナ・スパ Sanna Supaさん、28歳。レズビアンで、ソウェトの自宅で銃殺された。- サーシャ・リー・ゴードン Sasha Lee Gordonさん。トランス女性で、ウィンベルグにて刺殺された。- ヘンドリエッタ・タペロ・モリフィ Hendrietta Thapelo Morifiさん、29歳。レズビアンでアンドリタという名前で知られ、モコペンのプロルパークにある自宅で殺された。
- いつ、わたしたちは傷つけない世界に向けて、一緒に立ち上がるのだろう？



ウクライナにある複数
の教会から厳しい迫害
を受けた。海外のアシ
ュラムを探している。

ローマン・ズイヴ

17

　15歳の時に、わたしはすでに信徒の中で年長
者でした。すべての男性

信徒が信仰の故に投獄されていたからです。22歳
のとき、伝道熱心な働き

を重ねてきたにもかかわらず、わたしの性的指向
が理由で教会から除名

されました。のちに、末日聖徒イエスキリスト教会
（モルモン教会）で宣教

をしていました。しかし、わたしがLGBTの人びとの
人権を守る活動をして

いることを信者が知ると、完全に教会から追い出
されました。

　ウクライナであまりにも多くの差別に直面した
ので、ゲイのクリスチャン

や他の人びとが安心して礼拝できる場所を作るこ
とを決意しました。

　しかし、わたしたちの聖コルネリウス教会で初
めて礼拝を捧げていたと

き、覆面を被り、火を持った排外主義者ultra-rad
ical Nazisによって、激しい

攻撃を受けました。わたしのアパートは焼かれま
したが、神の恵みと幸運

によっていのちは救われました。ロシア正教会や
カトリック・ウクライナ教

会などが、わたしたちのコミュニティや活動を妨
害しようと、当局へ「国家

への脅威だ」と言って圧力をかけました。LGBTの
クリスチャンを支えるわ

たしたちの組織を解散させるよう、正教会は政府
へ強力な請願を提出し

ました。
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