
タワーホール船堀休館日

平成 25年度「男女共同参画セミナー」スケジュール

女性センター相談室

5.      Topics「えどがわの女性」vol.15～vol.18を発行しました！

6.　　講座レポート（2013.4～2013.10）

7.　　 図書室だより　“オススメBooks”　

8.　　 「男女共同参画セミナー」スケジュール
　　　 相談事業のご案内　

2～4. 特集　これってDV? こころの尊厳を取り戻すために
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江戸川区 江戸川区 

女性センター女性センターだよりだより
江戸川区 

女性センターだより
11月5日（火）～14日（木）
9：00～17：00

区役所本庁舎
多目的スペース

「パープルリボンキルト＆
　さをり織り展」

サポーター参加事業　

60名

講師：講談師　宝井琴桜

11月17日（日）
14:00～16:00 研修室

「明治のハンサムウーマン新島八重の
生涯と会津の女たち」

女性史講座

30名

講師：オフィスモロホシ　諸星裕美

11月27日(水)
10：00～11：40 307会議室

講師：船堀ワークプラザ マザーズコーナー　伊藤真利江

「子育てママの就職準備講座」

30名11月28日(木)
10：00～11：40 307会議室

「応募書類の書き方・面接対策」

マザーズ再就職支援セミナー

80組
（240名）

演奏：江戸川吹奏楽団

12月15日（日）
10:30～12:00 小ホール

「パパと一緒 吹奏楽♪クリスマスライブ」

えどがわパパスクール

講師：NPO法人レジリエンス副代表　西山さつき

12月20日（金） 春江中学校

「デートDV防止講座」

2014年3月10日（月） 松江第四中学校

「デートDV防止講座」

2014年3月10日（月） 小松川第一中学校

「デートDV防止講座」

DV防止出前講座

未定未定

講師：未定

2014年3月上旬

「女性のための健康講座」

女性の健康週間講座

2C DIC188 BL

これってDV？こころの尊厳を取り戻すために
満員のため

受付終了

毎年3月1日～8日の
「女性の健康週間」にちなみ、
健康講座を予定しています。



DVチェック表 こんなことはありませんか？
あなたや親族、友人に心当たりはありませんか？チェックしてみましょう。

殴る／蹴る／平手打ちする／突き飛ばす／首を絞める

髪の毛をつかんで引っ張る／引きずりまわす

タバコの火を押し付ける／熱湯をかける

物を投げつける

大声でどなる

「誰のおかげで○○してるんだ」などと言う

「何もできない」「役立たず」「お前はバカだ」などと自尊心を傷つける

失敗や気に入らないことがあると「お前が悪い」と言う

反論したり、意見を言ったりすることを許さない

何を言っても無視する／口をきかない

「言うことを聞かないと…」と脅す／「子どもに暴力を振るう」と脅す

大切にしているものを壊す／ペットを虐待してみせる

「暴力を振るわせる側が悪い」と子どもに思い込ませる

「○○するなら死ぬ」とほのめかしたり、「殺す」と脅す

生活費や自由になるお金を渡さない

財布や通帳を取り上げたり、お金を勝手に使う

聞いても給与明細を見せないなど、収入を知らせない

仕事をさせない／仕事を無理やり辞めさせようとする

友人や実家との付き合いを制限する

電話・メール・手紙などを監視する／外出など自由な行動を制限する

大事な決定を勝手に下す

召し使いのように扱う／男と女の役割を決めつける

違法なことをさせる

避妊具を使用しないなど、避妊に協力しない／人工妊娠中絶を強いる

嫌がっていても性的行為を強要する／身体を傷つける行為をする

無理やりアダルトビデオを見せる

性的
暴力

身体的
暴力

精神的
暴力

経済的
暴力

社会的
暴力

これって一緒に考えよう DV？
Q1

Q2

夫（妻）は優しいときも
あり、毎日暴力を振るう
わけではないですが、こ
れもDV（配偶者暴力）
ですか？

夫（妻）と別れたくないけど
……。どうしたらいいですか？

 DVには、暴力を振るったり、やさしく
なったりを繰り返すサイクルがあります
（3ページ参照）。女性センターでは、
DVについての知識や支援に関する情報
をお伝えしています。

相談する人はどれくらいいるの？まずは江戸川区女性センターへ
TEL:03-5676-2459

一度、女性センターに相談してくだ
さい。相談員に話をして、自分の
気持ちを整理してみませんか。今
後どうしていきたいか、一緒に考え
ましょう。

まずは、あなたの身の安全が第一
です。今後について心配なことは、
解決に向けてよく相談していきま
しょう。自立した生活ができるよ
うに支援します。

A2

A1

Q3
夫（妻）の元から逃げても、
生活していけるか不安です。

こころの尊厳を取り戻すために

江戸川区
子ども家庭支援
センター
TEL：03-3877-2490
（月曜～土曜9：00～17：00）

休館日：日曜、祝日、年末年始

警察
小松川警察署生活安全課
TEL：03-3674-0110（代表）
小岩警察署生活安全課
TEL：03-3671-0110（代表）
葛西警察署生活安全課
TEL：03-3687-0110（代表）
緊急時は110番／近くの交番
    

東京都女性
相談センター
電話での相談
TEL：03-5261-3110
（月曜～金曜9：00～20：00
  祝日、年末年始除く）

夜間・休日の緊急時
TEL：03-5261-3911

東京ウィメンズプラザ
電話での相談
TEL：03-5467-2455
（9：00～21：00年末年始除く）
※女性弁護士による法律相談、
精神科医師による面接相談あり
（要予約）
男性のための悩み相談
TEL：03-3400-5313
（月曜、水曜17：00～20：00
  祝日、年末年始除く）

AA3

2C DIC188 BL

江戸川区女性センターには、生き方や人
間関係などさまざまな悩みを聞く「総合
相談」、DV（ドメスティック・バイオレンス）
専門の「暴力相談」、弁護士が対応する「法
律相談」があります。

平成24年度の相談人数：合計1,605人
・総合相談： 1,373人
 （うちDVについては251人）
・暴力相談：203人
・法律相談：29人

※相談室については、8ページをご覧ください。

もう一人で
悩まないで 相談して

ください

そうなん
だ！

私も行っ
て

みようか
な？

　DVには三つのステージがあり、加害者のいらだちがつのって緊張が高まる「イ
ライラ期」、それが頂点に達して暴力を振るう「爆発期」、パートナーに謝罪し、
優しく接する「ラブラブ期」に分けられます。これらの繰り返しを「DV サイクル」
といいます。
　加害者が暴力を振るうのは家庭内だけのことが多く、社会的に認められていたり、
職場や地域では温厚な人と見られていたりすることもあります。相手がやさしいと
きもあるので、暴力を受ける側は「自分が悪い」、「今度こそ相手はわかってくれた」、
「愛されている」と思い、関係を続けようとします。
　ですが、暴力は繰り返される間にエスカレートし、間隔も短くなっていく傾向が
あります。この DV サイクルの中で、暴力を受ける側は恐怖におびえながらも、無
力感とあきらめのため次第に動けなくなってしまいます。

DVサイクルで
無気力に

こういう悩み
どこで相談したら
いいの？

そのほかの相談先一覧

イライラ期

ラブラブ期

爆発期
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vol.15～vol.18
「えどがわの女性」
語り手募集！

　江戸川で生活し、江戸川を愛し、強く
逞しく生きた女性の姿を残すため、女
性センターの聞き書き研究会会員（区
民ボランティア）が「聞き手」となって
お話いただいた内容をリーフレットと
して発行しています。
　そのため、ご自身の体験をお話しい
ただける「語り手」を募集します。
　詳しくは女性センターまでお問い合
せください。
☎5676-2455

vol.15～vol.18

「DV防止法」と「ストーカー規制法」の改正

編 集 後 記

DV防止法
　2001 年 4 月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律」として成立し、同年 10 月に施行。
その後、今年 6 月に 3 回目の改正がなされました
（2014 年 1 月に施行）。今まで事実婚を含む配偶者と元
配偶者の暴力に限られていた対象が、「生活の本拠を共
にする交際相手からの暴力」も含まれ、保護命令の対象
が拡大されました。さらに、同居解消後も引き続き暴力
を受けている被害者にも適用されるようになりました。

　DVの被害を防止し、抑止力となるように法改正が進められていますが、必ずしも十分であるとはいえません。大切なのは、
誰もが人としての尊厳を持ち、他者を尊重することではないでしょうか。今回の特集で、そんなことを考えました。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

ストーカー規制法
　2000 年 5 月に「ストーカー行為等の規制等に関する法
律」として成立し、同年 11 月から施行。今年 7 月には、
執拗なメールも付きまとい行為に追加されました。さら
に 10 月には、警察・公安委員会は①加害者の住所地やス
トーカー行為があった地域でも、警告・禁止命令を出せ
るようになり、②加害者に警告を出した際は被害者に知ら
せ、出さなかった場合はその理由を書面で通知すること
が義務づけられました。

数字で見るDVの現状

えどがわの女性
vol.18
PICK UP!

女（1,403人）

総数（2,598人）

（％）

（％）

（％）

何度も
あった

命の危険を
感じた

命の危険を
感じなかった

これまで被害を
まったく

うけたことがない

1、2度
あった

まったく
ない 無回答

無回答

あった（計）32.9

10.6 22.3 65.5

19.8 72.0

3.1 5.1

女（1,403人） 24.7 65.54.4

5.3

男（1,195人） 14.0 79.7

1.6 4.8

1.6

15.0 79.7

2.03.3

男（1,195人）

何度も
あった

1、2度
あった

まったく
ない 無回答

あった（計）18.3

配偶者からの被害経験の有無（男女別）図1

配偶者からの被害により命の危険を感じた経験図2

総数（257人）

女（169人）

男（88人）

（％）

　相談した 　相談しなかった 　無回答

42.8 53.3 3.9

55.0 41.4 3.6

19.3 76.1 4.5

配偶者からの被害の相談の有無図3

　「皆さん、  もっと前に来て聞いてください」の掛
け声で始まった現在103歳になる小柴さんのお
話に、私たちは終始圧倒されっぱなしでした。
　師範学校当時の食生活で体調を崩し、将来は
栄養について勉強しようと決心したそうです。食

生活が健康を害することを身をもって知り、教師をしながら栄養学を学び、
自ら実践してこられました。
　今でも本を買って読み、新しい知識を取り入れて研究することが楽しみ。
毎日胚芽米を食べ、散歩をして元気に一人暮らしをしています。
　ご自身の経験から、「何かを始めるときは覚悟を決めてやったほうがい
い」、「人に何を言われてもへこまない」、「栄養が足りていれば人の悪口を

言わないし、100歳を超えても生きられます」と立ったままで1時
間、最後まで力強く語ってくれました。

vol.18の語り手、103歳の小柴千枝子さんに元気の秘訣を聞きました

被害経験がある人は思っていたより多く、
なかには男性もいるんだ

命の危険を感じるなんて……
暴力ってエスカレートしていくのかな

相談しない人もたくさんいるんだね
配偶者からの被害を相談しなかった理由としては、
「相談するほどのことではないと思ったから」
「自分にも悪いところがあると思ったから」
「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」
などが挙げられています。

出典：内閣府男女共同参画局

　　　「男女間における暴力に関する調査報告書」（平成24年 4月）

Vol.15

Vol.17 Vol.18

Vol.16



2013.4～2013.10

6月2日（日）第1回

はじめての和食

6月9日（日）第2回

はじめての中華

フライパンで作る
変わり焼きおにぎり、
長芋のぶっかけ
冷やしそうめん

肉野菜焼きそば、
カニ玉の甘酢あんかけ

DVはいま　協働による個人と環境への支援
編著者：高畠克子　出版社：ミネルヴァ書房

ペコロスの母に会いに行く
著者：岡野雄一（ペコロス岡野）　出版社：西日本新聞社

あら、もう102歳 俳人 金原まさ子の、ふしぎでゆかいな生き方
著者：金原まさ子　出版社：草思社

V防止法が制定され、制度などは整備されつつあ
りますが、今なおDV防止や被害者に対する支援

については課題が多い、という視点から書かれた本で
す。被害者支援の現場の具体的な言葉を取り入れ、「個
人と環境の適合」という観点から、環境の変化と個人の
変化の双方向が影響しあう様子も示されています。危機
介入、後方支援、予防の三大要素を「3つの円環的支援」
として整理しているので、DVという現象をどこか一つの
視点に偏ることなく、バランスよく読み解くのに適してい

るのではないでしょうか。
　学んでいる方には周知のことが多いと思いますが、私は改めて整理されること
によって、すでに知っていたことが実はもっと応用に耐えることに気づき、盤石だと
思っていたことの中に脆弱さを発見しました。現在、支援をしている方にも、支援を
必要と感じている方にも、自力で生き抜こうとしている方にも、「今」お勧めしたい
一冊です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あい宏枝

オススメBooks わたしが読んだこの1冊

醤油と薔薇の日々
著者：小倉千加子　出版社：いそっぷ社

性学に関する著書も多く、心理学者でもある小倉
氏が、20年あまり前から書きためてきたエッセイ

集です。
　この中に、多忙を極める一人暮らしの息子を案じる母
親が、すぐにでも結婚して安心させてほしい、と願うエッ
セイがあります。しかし、息子は多忙ゆえに相手を見つけ
る時間すらないという現実に対して、小倉氏は「若い人た
ちにお金と時間を与えて成果主義をやめなければ、もう
子どもは生まれない」と警鐘を鳴らします。さらに、「人が

競争ではなく、協力し合えるようにしないと少子化は止まらない」とキッパリ。
　自身の日常のちょっとしたできごとや、身近な人たちの体験談に対する歯に衣着
せぬ鋭い意見と深い洞察に、読み手はこれまでモヤモヤしていたことがすっきりと
したり、こんな見方もあったのかと改めて考えさせられたりします。
　タイトルになっている1990年代に放送された醤油のCMは、帰宅した亭主に妻
が「薔薇っていう字、書ける？」と尋ねるものですが、結婚してもまだ、亭主に媚を売
るのかと物議をかもしたらしいのです。小倉氏は、このCMが少子化の隠れた原因
だとその舌鋒を振るいます。なぜに少子化の原因になるのか、本書をぜひ読んで
いただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹輪明美

るさと長崎の港を見下ろす小高い丘の上に、米寿
を迎え、要介護5になった母が暮らすグループホ

ームがある。脳梗塞を患い、小さく真ん丸になった母。著
者は、子どもだった自分が知り得なかった親の人生を想
像し、そのとき母が何を感じたか、どんな顔をしていたか
を、年季の入ったペンで素朴なマンガに描く。生きる切な
さ、老い果てた母の女としてのかわいさを、詩を書きエッ
セイを添えて表現している。
　母は長年、父の酒癖に苦しみながら二人の息子を育て

てきた。その後、離婚して20年ぶりに故郷に帰ってきた著者の幼い子どもを、まだ
若かった父と二人で養育してくれた。
　父の死後、それらの日々を少しずつ忘れていき、戸惑いながら暮らす母。七回忌
も過ぎたころ、認知症となった母のもとに、生前の詫びを言いに亡父がしばしば訪
れるようになる。母はそんな父を許し、安らぎを得ていく。「向こう側」で恥ずかしそ
うにたたずむ父に、「みつえ、がんばらんば（長崎弁で「がんばろうよ」の意味）って言
うて下さい」と頼むのだ。
　あたたかく、やさしい絵と文字が、涙でかすんで見えなくなる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中清子

ふ

女

D

●ホテルローヤル／桜木紫乃／集英社●月下上海／山口恵以子／文藝春秋●認めて励ます人生案内／増田明美／日本評論社
●「モラル・ハラスメント」のすべて ― 夫の支配から逃れるための実践ガイド―／本田りえ／講談社
●LEAN IN ―女性、仕事、リーダーへの意欲―／シェリル・サンドバーグ／日本経済新聞出版社　

のおばあちゃんが生きていたら何歳かしら？ 
102歳の女性俳人なら人生経験の宝庫だから、

きっとすばらしい人生訓が五・七・五の17音にのせて、心
にジワ～っとくることでしょう……と思い、この本を手に
しました。
　ところが著者にはそんな思惑はないようで、筆の向く
まま気の向くまま、100年分の思い出をおごることも、
美化することもなく、時には読んでいて思わず耳が赤く
なるようなことまで綴られていました。

　例えば、関東大震災の時はすでに12歳で、当時住んでいた東京・麹町の被害は
少なく、父親は九段坂上まで大火事になっていた下町を見に行って、不謹慎にも興
奮していたというエピソード。また、戦前の銀座はとてもにぎやかで、料理学校を抜
け出してはダンスホールで踊っていたこと。婿養子に入った旦那さんは浮気性でめ
ったに家に帰らず、わざわざ外で待ち合わせして会っていたこと、などなど。
　断片的ではあるものの、前回の東京五輪も知らない世代の私にとって、今は亡き
祖母が生きた時代に、少しだけタイムスリップした気分になれた一冊でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒川三奈子

私

講師紹介講師紹介講師紹介

・あい宏枝
・荒川三奈子

・伊藤みさ子
・上田利華

・岡野米子
・小森谷慈子

・佐藤浩世
・竹輪明美

・田中清子
・塚本邦之

・徳間栄子
・野﨑基子

・吉野治子
・米本友基子

11月16日より
映画公開

（五十音順）

DV防止出前講座

男性向け料理講座

講師：板前割烹「本一色 石のだ」店主、東京マスダ学院特別講師　石野田祐一

　

講師：東京マスダ学院講師　飯野 清

　

2C DIC188 BL

講師：NPO法人レジリエンス副代表　西山さつき

松江第六中学校　5月10日（金）

講師：NPO法人レジリエンス　栄田千春

小岩第4ブロック中学校PTA連合会　9月26日（木）

・DVは、自分の周りでも起こる問題だとわかった。
・子どものSOS、ママ友のSOSを見逃さないように、DVについて少しでも知って
　いることが大事だと感じた。

・めんつゆの作り方など
   勉強になった。
・夜食にも使えそうなので、
   家で作ってみたい。

講師：シンガーソングライター、白鴎大学教授　山本コウタロー
　
「女（ひと）と男（ひと）の
 よりよい関係」
6月28日（金）

男女共同参画週間記念講演会＆ミニライブ

・話が上手で感動した。青春時代  
  を思い出し、一緒に歌えたのも 
  よかった。
・今日、家に帰ったらパートナー
  を名前で呼びたいと思う。

・生活費や自分の気持ちについて、参加者のみなさんのお話が聞けてよかった。   
  またやってほしい。
・仕事が見つかり、子どもを保育園に預けられたので、これからがんばります。

・子どもを連れて参加できたので助かった。
・子育てしながら仕事を探しているほかのママさん達と話し、勇気づけられた。

講師：船堀ワークプラザ マザーズコーナー　伊藤真利江、渡邊直美
　
働きたいママのおしゃべり広場
7月17日(水)

マザーズ再就職支援セミナー

講師：しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長　赤石千衣子
　シングルマザー応援講座＆相談会
シングルマザーのためのしあわせ生活術
7月28日（日）

ひとり親家庭応援講座

・講師が実際に経験した育児や介護の話に 
  ジーンときた。
・これからの働き方の提案や「好い加減人生」
  のすすめなど、私の指針になると思う。

講師：ニッセイ基礎研究所 主任研究員　土堤内昭雄

老いも若きもワーク・ライフ・バランス 
～子育てから介護まで、
  幸せに暮らすための処方箋～

10月6日（日）

ワーク･ライフ･バランス講座

協力：江戸川こどもおんぶず
　ボランティアフェスティバル
パープルリボン作り、
さをり織り体験
7月14日（日）

サポーター参加事業

DV防止出前講座 男性向け料理講座 ひとり親家庭応援講座マザーズ再就職支援セミナー ワーク･ライフ･
バランス講座

男女共同参画週間記念
講演会＆ミニライブ

ＮＰＯ法人レジリエンス
栄田千春

ＮＰＯ法人レジリエンス
副代表 西山さつき

東京マスダ学院講師
飯野 清

東京マスダ学院特別
講師　石野田祐一

シンガーソングライター、
白鴎大学教授
山本コウタロー

しんぐるまざあず・
ふぉーらむ理事長
赤石千衣子

船堀ワークプラザ
マザーズコーナー
伊藤真利江
　
　

船堀ワークプラザ
マザーズコーナー
渡邊直美

ニッセイ基礎研究所
主任研究員
土堤内昭雄




