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⑥オリーブの木キャンペーン募金の場合はお名前のアルファベット

「女性の家サーラー」
（以下、サーラ
ー）は、人権が十分に保障されていな
生活が送れるよう支援することを目的

い外国籍女性が、日本で安全で幸福な

＊恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

＊年間3,000円以上のご寄付で、次年の機関紙（年6回）をお送りいた
します。

賛助費

ご協力ありがとうございます
町田裕子 三宅純子 井出 都
山本鉄子 田中宏子 片山 惠
桐村亘子 藤野尚子 金井淑子
寺山朝子 吉田紀子 野崎文子

三浦篤子 水野潔子 土屋幸子
毛利亮子 大村直子 須藤和子
山田純子 野田澄子 首藤和子
阿武 桂 叶 路子 須部道子
梅林宏道 西村律子 村井京子
諏訪昭子 田崎桂子 西田和子
阿部方子 秋元靖子 北垣景子
谷山幸子 伊藤眞代 岸田晃子

災害時支援募金
（国内外の災害被災者支援）

桐村亘子 秋元靖子 池上幸子

折戸和子 得永道子 設楽順子

本橋育子 一杉静子 田村三保子
石川松子 臼田治子 上村兪巳子

吉村敦子 尾方理恵

（ネパール大地震被災者支援募金）

東京ＹＷＣＡ「留学生の母親」運動
一般財団法人函館ＹＷＣＡ
一般財団法人呉ＹＷＣＡ

熊本ＹＷＣＡ

一般財団法人平塚ＹＷＣＡ

（オリーブの木キャンペーン募金）

横田昌三 得永道子 宇都宮芳子

岡戸 純 折戸和子 野坂めぐみ

帆足道子 横倉正義 榎本富美子
森 晶子 松岡信子 宇都宮芳子
土屋幸子 毛利亮子 市川真美恵

渡邊順子 田沼祥子 佐竹芙美子
浦田伸子 井田すみ 杉田佐紀子
青木恵子 坂和 優 松村ユカリ

村井京子 渡辺文子 田村三保子
小泉孝典 小泉美紀 鈴木美佐子

中村紀子 汐崎貞子 渡辺美恵子
本城智子 小林多美 高月三世子
東洋英和女学院中等部高等部ＹＷＣＡ

友田シズエ 湘南ＹＷＣＡ

中橋美鈴 布村耐子 坪田未沙子
篠原洋子 外崎弘子 五十嵐康子

（2015年 月 日～ 2015年
月 日現在 敬称略）

湘南ＹＷＣＡ 新潟ＹＷＣＡ

公益財団法人横浜ＹＷＣＡ

藤原玲子 遠藤真理

世界ＹＷＣＡ総会派遣募金

一般財団法人平塚ＹＷＣＡ

こひつじ保育園 熊本ＹＷＣＡ

留萌キリスト教会婦人会

区民とつくる地場演劇の会

杉原壽子 中村とよ子 上村兪巳子

一杉静子 杉山知子 小野小夜子

本橋育子 宮内貞子 田村三保子

青木恵子 都木恵子 坪田未沙子

北垣景子 池上幸子 多喜百合子

須藤和子 首藤和子 渡辺文子

北村和子 藤野尚子 毛利亮子

得永道子 設楽順子 仙波容子

中村紀子 小泉陽子 小村明子

川上静子 臼田治子 玉生邦子

ピーチリボンキャンペーン
（東日本大震災被災者支援募金）

寺島順子 小泉陽子 鳥海百合子
星野花枝 丸田昭江 市川真美恵
木暮 秩 木暮道子 田村三保子
高柳博一 遠藤洋子 大田八千代
板橋俊子 得永道子 小林貴久美
設楽順子 川西 薫 松原恵美子
小林俊子 早田紀子 松村ユカリ
庄子泰子 仙波容子 石橋さなえ

深田光代 吉田瑠都 小野小夜子
牛島栄子 池上幸子 大里喜美子
青木恵子 都木恵子 井澤須美子
本橋育子 比企敦子 八重樫照代
宮内貞子 一杉静子 森川恵美子
白井裕子 石川松子 竹田とし子

荒井重人 古西正子 布村美弥子

仁科謙太郎 仁科弥生

阿部幸子 阪本和子 上村兪巳子
金剛静慧 内山佳子
ピースメーカーズ募 金（平和を創り
出す女性のリーダーシップ養成）
臼田治子 中村紀子 得永道子
早田紀子 藤野尚子 吉田紀子
青木恵子 宮内貞子 一杉静子
内山佳子 内山康一 田村三保子

者女性のための緊急避難施設という位

は、彼女たちが人生を過ごしてきた世

度などに関わる電話相談を、相談者の

DV・離婚・在留資格・国籍・福祉制

き場を失った外国籍女性や母子に向け、

活上の問題など、さまざまな理由で行

時代によって変化します。1992年

した女性たちです。相談者の出身国は

ーに相手を紹介され国際結婚して来日

して日本に入国した女性や、ブローカ

占めているのが、人身取引の被害者と

外国籍のDV被害者の大きな割合を

衝撃を受けます。

母語（ 言語）で提供しています。

伴い、DVや家庭内の問題、離婚や生

その後、外国籍女性たちの定住化に

界がまったく見えていなかったことに

匿名

編集発行人 石井摩耶子／偶数月1日発行
発行所 公益財団法人日本YWCA 〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館302号室
Tel. 03・3292・6121
Fax.03・3292・6122
office-japan@ywca.or.jp
www.ywca.or.jp

置づけでした。

下記URLからアクセスしてください。
http://kessai.canpan.info/org/ywcaofjapan/
賛助費はクレジットカードでの受付はできません。
ご了承ください。

人 （NPO法人） となりました。 周

2002年には、特定非営利活動法

引送出大国でした。後に相談者の多く

のサーラー設立当初は、タイが人身取

ました。言語や文化に配慮し、日本人

の外国籍女性の自立支援事業を開始し

年を機に2012年からは、ひとり親

年に法改正によりこれは実態としては

身者、
「興行ビザ」で入国する（ 2005

を占めることとなったのは、中南米出

人身取引とされる ）フィリピン人、

の暴力の撤廃に関す

対するあらゆる形態

総 会 決 議「 女 性 に

1993年の国連

遠くはアフリカの女性など、相談者の

人と結婚した人、またベトナム・東欧・

伴って留学生として来日した後に日本

どです。さらには、母国の経済発展に

中国帰国者に呼び寄せられた中国人な

興行ビザによる滞日から帰国後再び日

る宣言」は、前文で、

年間約900件の相

「 暴 力 を 受 け や すい

き取り、なぜ困難に直面するに至った

持つ背景なのです。彼女たちの話を聴

サーラーに相談をしてくる女性たちの

どを挙げています。これらはまさに、

に居住している、貧困状態にある」な

属する、移民である、農村や遠隔地域

「 少 数 者 グ ルー プ に

とみんなの髪をカットしてくれるよう

元美容師だった腕を生かして、お礼に

由に小学校を卒業しただけでしたが、

います。彼女は女の子であることを理

ことが忘れられない記憶として残って

者で、帰国支援をしたあるタイ女性の

られ、警察に救出された人身取引被害

例えばブローカーに騙されて日本に売

サーラーで支援をした人の中では、

のかを知ると、私たちのいる世界から

女性」の特徴として、

出身国は合計 ヶ国を超えます。

本人の妻として入国するフィリピン人、

と外国籍の女性職員がチームとなって、

y-net@ywca.or.jp にお名前を送ってください ／ フェイスブック www.facebook.com/YWCAJapan
メルマガ登録
旬な情報発信しています


を発行します。

郵便振替 00170-7-23723 (加入者名) 公益財団法人日本YWCA
他行からの振込
ゆうちょ銀行 支店名019（ゼロイチキュウ）
当座預金 023723 （口座名義）公益財団法人日本YWCA

に、1992年に開設されました。最

6

＊メールまたは振替用紙通信欄で次の情報をお知らせください。領収書

◎ゆうちょ銀行への振込

初はアジアから流入した人身取引被害

8

談を受けています。

1

無断での複写・転用・転載はご遠慮ください。
メールにてご意見・ご感想をお寄せください。今後の紙面づくりの参考にさせていただきます。 office-japan@ywca.or.jp 
1：2 005年刑法改正（刑法第226条の2）
、
「第3次出入国管理基本計画」
   http://www.immi-moj.go.jp/zinsin/080818-01.pdf

15

＊ご希望の寄付項目を必ずご指定ください。

クレジットカードによるご寄付です。

◎インターネット募金

＊当法人へのご寄付は、
「特定寄付金」として税額控除の対象となります。

三井住友銀行 飯田橋支店 普通預金 口座番号1198743
（口座名義）公益財団法人 日本YWCA
コウエキザイダンホウジン ニホンワイダブリューシーエー

振込先

平和を創り出す女性の
リーダーシップ養成

被災地に暮らす子ども、
女性、家族を支援

http://www.ywca.or.jp/whatyoucan/
donation/

◎銀行への振込

賛助費
オリーブの木キャンペーン募金
災害時支援募金

NPO法 人「 女 性 の 家 サー
ラー」理事。タイ語相談員。
DVサバイバーの外国籍母子
が、自立・社 会 参 加をしな
がら自己実現できるよう、支
援事業を行っている。サー
ラーの 他、タイ・日・米 の
NPOで、 ま たJICAの 短 期
専門家として、
主にミャンマー
人の人身取引被害者の救援
と自立支援のために働いて
きた。横浜YWCA監事・元
東京YWCA幹事。

20

寄付に関する詳しい情報・
その他のご寄付の方法についてはこちら
寄付の方法

会の活動全体を支える
賛助員になってください
1口 3,000円、5,000円
10,000円

ピースメーカーズ募金
（一般寄付）
紛争の続くパレスチナにオリーブの樹
を植える
プレートに寄付者の名前が刻まれます
1本3，
000円

戦争・紛争・天災・疫病に
よる国内外の被災者を支援

東日本大震災
被災者支援募金

日本における
マイノリティ
女 性に対する暴 力

10
profile

8

寄付項目
日本ＹＷＣＡビジョン２０１５
（1）
・非核・非暴力により平和を実現する
・平和憲法をまもり、世界に広める
・原発のない社会をつくる
・市民レベルで東北アジアの信頼関係を築く
（２）女性と子どもの権利をまもる
（３）若い女性のリーダーシップを養成する

日本YWCAは、皆さまのご支援（ご寄付・募金）によって支えられています。
どうぞご支援をお願いいたします。
第31総会期主題
平和を実現する人々は幸いである－マタイによる福音書5章9節

Hisano Niikura

16

30

日本YWCAの使命
（ミッション）
イエス・キリストに学び、共に生きる世界を実現する
世界の人々と共に人権・平和・環境の問題に取り組む

新倉久乃

The Young Women's
Christian Association
女性に対する暴力
特集
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補欠なので有力者にお金を送れば合格

くと、息子が軍の入隊試験を受けたが
思うと、戻る場所はありません。異国

っても、母国での借金や故郷の期待を

夫からの暴力や遺棄などの被害に遭

する暴力です。

する原理主義的な宗教観も、女性に対

離婚を罪であるとして認めなかったり

たからです。

しかし、神はこのイエスを死の苦しみ
から解放して、復活させられました。
イエスが死に支 配されたままでおら
れるなどということは、ありえなかっ

さえ、女性たちに理不尽なほどの忍耐

すると言い、またしても騙される危険
で人生の逃げ道を閉ざされた女性たち
それでも、サーラーの相談窓口にた

や永住・就労ビザのある同国人男性と

に身をさらしていました。支援者とし
は、夫やその家族への服従を強いられ
どり着くまで、彼女たちは生き抜いて

な人でした。そんな彼女が、ある日母

て会う短い間に、彼女のような人の価
ます。自分の出身国や過去の職業に対
きました。親や先祖の代から貧しく、

を強い、心を病ませる原因になります。

値観を変えることは不可能だと痛感し
して、夫が侮蔑の言葉を吐く時、彼女
教育を受ける機会がなかったゆえに、

の結婚を勧められます。

ました。
たちはどんな思いになるでしょうか。
自分は「無能」と思い込んでいる女性

まった一人です。会社で働いていた彼は、ある

国に送金したいと言い出しました。聞

女性たちの人生には、身体を傷つけ
何よりも、日本に合法滞在するための
たち。雇用主や夫から「ここから出た

日バスを待つ間に突然銃で撃たれて負傷し、そ

母国と日本との間の経済格差、そして

貧困と豊かな都市の格差、彼女たちの
国籍の人は、離婚してしまうと、日本

配偶者ビザで日本に滞在している外
そうになっています。でも彼女たちは

彼女たちの持つ潜在的な力は消え入り

は明るい性格だったという彼の表情は暗く、生

なり、薬物を乱用するようになりました。以前

れ以来好きだったバスケットボールもできなく

します。暴力のない世界が望ましいのですが、

何もかも捨て、自分の命と子どもだけ

敬意を持ち、彼女たちが日本で生きて

現実の世界には暴力が蔓延しています。聖書の

国籍の子どもの親権を持っていなけれ

いくための小さな一歩「あなたが自分

世界にも、
他者を威圧し貶める、
身体的・精神的・

彼女たちと家族との関係そのものも、

が難しくなります。外国籍女性に子ど
を守ったこと」の偉大さを知ってもら

性的・経済的暴力の物語が描かれています。そ

気が感じられなかったことを今でも鮮明に覚え

が第一」
「 自 己 犠 牲 は 徳 」 と 信 じる 彼
もが育てられるわけがないという夫や
うのが、支援の基本です。

の最たる例が、イエスの十字架の物語です。愛

を守って、私たちのところに来てくれ

女たちに選択の余地などありません。
義父母の圧力で、親権を得られない母
女性たちが信頼できる人に出会い、

する者から裏切られ、鞭で打たれ、侮蔑の言葉

るのです。その力に、同じ女性として

日本で売春強要があっても、DVを受
親も多くいます。また、親権を得たと
自分ができた小さな一つひとつのこと

を投げかけられ、殺されたイエス。しかしイエ

者」以外のカテゴリーに変更すること

けても、故郷の家族のために逃げられ
しても、異国で支援者の存在を知らな
に自信を積み重ねるうちに、日本が彼

スは存在を否定する力に支配されず、復活した

ば、在留資格を「定住者」など「配偶

ません。
い女性たちがシングルマザーとしての
女たちの第二の故郷になっていってほ

暴力の構造そのものです。海外で稼い

相談者の国籍が時代によって変遷し
一歩を踏み出すには、高いハードルが
しい。自分の将来の夢が日本で芽生え

ちの現実の中で共に生きています。この事実が、

のです。その復活したイエスが、今もなお私た

暴 力 はさま ざま な 形で私 たちに 影 響 を及ぼ

ても、この構造は変わりません。現在
あります。2012年の入管法改正で、
るよう、中・長期の支援も視野に入れ、

日本国籍の配偶者との別居状態を理由
とした在留資格の取り消しが可能にな

貧しい農村から親類中の支援を受けて
留学し、卒業後日本で収入を得ること

安川 美歩
シカゴ・ルーテル神学校卒 熊本YWCA会員

プール学院中学校・高等学校教員
が普及してほしい―観終わった後にそう

る一つの方法として、こうした音楽療法

最後まで人間的に喜びをもって生きられ

今後いっそう高齢化が進む日本でも、

がその問いを端的に示唆している。

（内側は生きている）という原題
Inside

を回復することではないのか、と。 Alive

他人を含む外界や自分自身とのつながり

根っこにある暖かな感情が呼び覚まされ、

根 源 的 だ っ た 営 み を 通 し て、 心 の一番

考えていきたい。
編集部（Ａ．Ｎ．
）

願わずにはいられなかった。

中高YWCA委員会委員長・日本YWCA運営委員 松原恵美子

私たちの希望となると思います。

込められていた魂が外に向かって解き放

ヘッドフォンから流れると、まるで閉じ

性 は、 若 か り し 頃 に 好 き だ っ た 音 楽 が

失い、大きな哀しみの中に生きていた女

けられたりしたらどう思う、といった話題になった。中には、好きな人

たれたかのように、両腕を大きく突き出
が、この映画にはある。

があっても許してはいけない。YWCA非暴力週間に何ができるのか、

相談に乗っています。私たち支援する

状態だった。だがダンが家族やワーカー

その後、彼氏からケータイをチェックされたり、自分の好みを押し付

して喜びを表す。たくさんの希望と喜び

いいと言えば聞こえがいいが、庇護したくなる者、自分より下の者とい

りました。在留資格制度そのものも、

増えている中国出身の相談者の多くは、

で家族を養 えると誘われれば、
「家族

に出会ったケンは、銃暴力で人生が変わってし

暴力が日常となっていました。病院での実習中

罪のニュースを聞かない日はほとんど無いほど、

通っていた神学校のあるシカゴ市では、銃犯

24

女性が男性に従ずることを徳としたり、

る暴力だけではない、社会・文化・宗
ビザは、夫の協力がなければ得られな
ら生きていけない」と支配される中で、

節）

教を背景としたさまざまな暴力が存在
いのです。

（使徒言行録 章

しています。被害女性の故郷の農村の

2

ています。

いやと思ったら、犯罪。暴行罪などにあたるよ」

映画は問いかける。施設や病の中で孤

う扱いだ。女の子もかわいいと言われて喜んでいてはダメ。暴力は何

を期待された女性たちです。けれども、

からヘンリーのライフストーリーを聞き

Bさん「壁ドンは犯罪やねんで」

独に過ごす人々が必要としているのは、

女の子はかわいい存在である、という考えがまかり通っている。かわ

側は、同 じ 女 性であっても、
「 強 者の

ンリーのところへ、ソーシャルワーカー

Aさん「一緒にいた別のおっちゃんが助けてくれた」

複雑な機械を調節するように多量の薬で

で、これが暴力につながっていくと考えると怖い。

暴力の道具となりうるのです。支援者

のダンが音楽を届けるところから始まる。

出し、彼が好きだったであろう音楽を集

「さすが、よく知っている。たとえイケメンでも、相手が恐い、

私

「えー、それは恐い思いしてんな」
私

音楽という古くから人間にとって身近で

生徒も、複数いた。女の子たちを取り巻く状況は危ないことがいっぱい

いくら留学生の就職に門戸が開放され

ヘンリーの娘やケアワーカーによれば、

94

めてiPodに入れ、ヘッドフォンで彼に

壁ドンされてん」

コントロールされることよりも、むしろ、

る、という生徒もいた。知らない人に写真を撮られたことがあるという

側」にいることをいつも

学院（大阪）のある日の光景から、暴力について考えてみました。

年来ほとんど反応もなく座

ヘンリーは

知らんおっちゃんから
きく見開き、身振りを交えて歌い始める。

聞かせると、たちまちヘンリーは目を大
そればかりでなく、生き生きとした感情
をもって昔のことを語り出すのだった。
ヘンリー自身だけでなく、その場に居合
別の、若年性認知症で様々な認知能力を

う声がある一方、えー、絶対にいやという声も多数ある。現在されてい

は、正しい法知識と情報を持つことが

世界中のYWCAが、特に少女・若い女性・女性への暴力に抗

時には、人の心を救うはずの宗教で

Aさん「先生、この間、天王寺で、

る生活を送り、娘の名前も思い出せない

!

歳のヘ

暴力は
絶対にダメ

わせた人々の喜びも伝わってくる。また

だったらケータイをチェックされても嬉しい、束縛されても大丈夫とい

つつあるといっても、就職できるとは

毎年10月第3週はYWCA非暴力週間。
映画は、認知症を患っている

ある授業でのこと。

忘れずに…。

http://personal-song.com/

＃noXcuses

必要です。

No!
（アメリカ／2014年制作）

YWCA加盟校（2015年8月現在、全国に36校）の一つ、プール

限りません。確実に日本に残れる手段

女性への暴力に関するYWCAの取り組み

として、怪しい結婚紹介業者に日本人

女性への暴力に関するYWCAの取り組み

マイケル・ロサト＝
ベネット監督

して声をあげます。
10

YWCA非暴力週間

の映画館

『パーソナル・
ソング』

少女・女性への暴力に

公式サイト
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女性への暴力に関するYWCAの取り組み

ことを願って、2005年に「ステップハ

女性の回復とエンパワメントの支えとなる

公益財団法人大阪YWCAは、DV被害

て、病院や役所、警察への同行支援も受け

の信頼関係を築いていきます。必要に応じ

るカウンセリングを受けながら、支援者と

生活支援員の訪問や専属カウンセラーによ

まずゆっくりと心や体を休めます。そして、

プロセスを歩みます。このことにより、自

の中を主体的に自分で選択・決定していく

あたたかく見守られながら、あふれる情報

タイルは本人が作っていきます。そして、

などの制約はありますが、基本的に生活ス

多くの個人・団体のみなさまに支えられて

支援する中で、目と耳と心を開いて、お

立への準備が整ったという実感をもって退

DV被害を受けた女性は、緊急一時避難
話をしっかりと伺い、辛抱強く相手の心に

ます。被害者や支援員の安全のために、門

ウス」を開設し、この秋で 年を迎えます。
この活動を継続できましたことを心から感

施設（シェルター）に保護されたとしても、
寄り添うことを心がけています。時には支

居することができます。

被害によって心身ともに傷つき、疲れ果て
援者側として、こうした方がいいのではと

限やステップハウスの場所を非公開にする

ていることが多く、その後すぐに自立して
思うこともありますが、あくまで主体は本

謝申し上げます。

生活を始めることは困難を極めます。しか
人です。加害者から暴力による支配を受け

大切な一歩です。

を繰り返していくことも、回復に向けての

ていた被害者が、自分で決めるという体験

も、シェルターに滞在できるのは原則とし
てわずか 週間です。
本格的な自立をするために、住居や就労の
私たち支援員は、どんなに研修を重ねて
も、思うように支援できないことが多々あ

準備をしながら ヶ月間入居できる施設で
す。回復初期に集中して総合的な支援をす
ります。長く暴力にさらされ続けたことの

場

大阪YWCA
〒530-0026
大阪市北区神山町11-12

申し込み 公益財団法人 大阪YWCA
TEL 06-6361-0838

との関係の中で負わされた傷は、人との関
なたは決して一人ぼっちではないという思

わりによって必ず癒されるのだと信じ、あ
いを込めて、今後も私たちのできることを
続けていきたいと思います。
大阪YWCA
ステップハウス担当職員 川崎仁子

2015年

月からは、女性や子どもの

しました。ここでは、支援に関する相談や、

ための支援に携わっている方を対象とした

質・環境によるものではなく、性による格

他の仕事上の悩み、または支援者自身の心

ンス（ 以下、DV ）の被 害 や 貧 困 な ど、そ

差や差別がある社会構造の問題であると捉

の相談をすることができます。
定例プログラムの他には、精神科医で武

所の相談窓口でも講座を紹介してもらえる

受けました。このために、横浜市の各区役

ています。

た、支援者向け講座（年 回）も好評を得

蔵野大学教授の小西聖子さんを講師に迎え

す。そして、地域の中で当事者・支援者が

ようになり、年々受講者が増えています。

説しています。また、それが暴力であると

が講師となり、離婚の法的な基礎知識を解

毎月開催している離婚講座では、弁護士

ばいいのかがわかった」
「何十年もモラハラ

での流れがよくわかり、具体的に何をすれ

ートでは、
「とても不 安 だったが、離 婚ま

受講者を対象に毎回実施しているアンケ

2014年には170名程度になりました。

2011年に130名であった利用者は、

柳亭燕路さんによる夫婦や親子関係をテー

も継続して行っています。これは、 代目

さらに毎 年お正月には、
「新春 落語会」

般向けの公開講座も年 回実施しています。

状から～」などをテーマに、女性限定の一

り～」
「 女 性と貧困～シングルマザーの現

「DVと児童虐待～児童虐待の影に、DVあ

また、
「モラルハラスメントを知ろう

」

共に育つ社会、女性が生きやすい社会、ひ

認識されにくいDVやモラルハラスメント

を受けていたことが、この講座で理解でき

受けていますので、

「ゆう」の事業について、

とお伝えください。

事業の内容は主に、次の通りです。

について、その対処法も含めてわかりやす

マにした落語を楽しんだ後、心理カウンセ

横浜YWCAではさまざまな電話を

「ゆう」ではまた、問題を抱えた当事者の

傷ついた人に寄り添いながら、支援を続け

横浜YWCA「ゆう」ではこれからも、

「ゆう」担当職員

今地裕美子

暴力を受けた女性のための支援事業

横浜YWCA

方を対象とした相談窓口として、
「 心 理カ

っくりと話を聴きます。
「女性相談」は、

題や生きづらさについて、心の専門家がじ

ます。
「心理カウンセリング」では、心の問

ていきます。

会です。

チャーを行うという、異色のコラボの落語

ラーがそのテーマについてのショートレク

7
ウンセリング」や「女性相談」を行ってい

用者も増えています。

講師の弁護士による相談も開催し、その利

さらには、離婚講座の受講者を対象に、

た」といった感想が寄せられています。

!!

1

く説明しています。離婚講座は、2011

045- 681-2903

1

しています。

いてはすべての人が生きやすい社会を目指

生きていけるようにと願い、活動していま

女性がその人らしく、安心・安全・健康に

えています。この事業では、一人ひとりの

「支援者 向けのスーパービジョン」を開始

2

れ ぞ れの 女 性の 抱 え る 問 題 は、個 人の 資

「ゆう」では、ドメスティック・バイオレ

に相談すればいいのか困っている女性のた

会

横浜YWCAでは、暴力を受けた女性の

2015年11月14日(土)
14:0 0 ～ 16:3 0

めの相談窓口です。離婚講座を受けた後、

程

ための支援事業「ゆう」
（以下、
「ゆう」
）を、

日

相談を申し込むケースも増えています。

女性・子ども・支援者へのアプローチ

2010年度より正式に開始しました。

「リバウンドなし」の
DV 総合支援とは？

感に襲われることもあります。しかし、人

ることによって、
「リバウンドなしの支援」

6

影響の大きさを目の当たりにすると、無力

月から「法テラス 神奈川」の後援を
1

10

ステップハウスは、シェルター退居後、

2

DV被害女性は、このステップハウスで

参加費
無料
ス
ウ
ハ
プ
ッ
テ

女性への暴力に関するYWCAの取り組み
DV被害からの回復と自立へ

暴力を受けた女性のために

を心がけて効果をあげています。

年
1

生活や福祉について、何をどこにどのよう

1： 法
 テラス：日本司法支援センターのこと。http://www.houterasu.or.jp/index.html
収
 入等が少ない市民を対象に、無料の法律相談や、必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立て替えを行っている。

開設10周年記念講演会

公益財団法人 横浜 YWCA

ステップハウス
ゆう
支援事業

ス
先
せ
わ
合
い
問

女性への暴力に関するYWCAの取り組み

女性への暴力に関するYWCAの取り組み
大阪
YWCA

女性への暴力に関するYWCAの取り組み
横浜
YWCA

4
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日本YWCA被災者支援 保養プログラム

2015.
8.4-8.10

2015夏 福岡YWCA＋6市民団体が協力開催

ぶんぶん∞リトリート
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The Young Women's Christian Association

2015年10月1日

6

福岡
YWCA

in

糸島
原発被災地・福島を記録した映画、
1
『小さき声のカノン』
を観て背中を押さ
いと しま

れた、福岡県・糸島 市のお母さんた
ちが作った 6つの市民団体 2 がある。
うち半数くらいのメンバーが、東日本

Since
1970

大震災後に関東などから移住した人
たちだ。これらのグループの輪に福岡

折り鶴に乗って行きたい未来は？

YWCAが加わり、多くの話し合いを

ひろしまを考える旅 2015

重ねて、8月、保養プログラムを実施
した。
「ぶんぶん∞リトリート3 in 糸島」は、

戦後70年目の8月

スイカ割り

蜜蜂の小さな羽音があちこちに広が

日本YWCAは、1970年から「ひろ

ーダーの中には、以前参加者としてこ

り、大きな風をおこすようなイメージ

しまを考える旅 」続けてきました。原

の旅を経験し、今年はボランティアに

から名付けられた。開催場所の糸島は、

爆の記憶の残る広島を歩き、さまざま

挑戦した人もいました。日本各地から

福岡市の隣にある。海と山、上質の

な人たちと出会い、平和を考えるプロ

集まった参加者たち。また、中国・韓

食材が採れる人気のエリアだ。宿は

グラムです。戦後70年の今年は、広

国両YWCAから迎えた4名のゲスト、

島・長崎両都市の平和記念式典が終

国内で学んでいるミャンマー・台湾・

らい ざん

1

雷山の麓の古民家で、ある牧師夫妻

に迎えに行こうにも、

がご自宅を開放してくださった。食材

ど の 道も渋 滞 で 行

了した翌週に開催しました。広島は、

中国の留学生6名の参加を得、例年に

や車両の提供、サポーターの申し出

けなくて途方にくれ

いつもの年より観光客は多いものの、

も増して、異なる言語や文化的背景

が、県内だけでなく関東・関西からも

たこと。この4年間

普段の落ち着いた街に戻っていまし

を持つ人々が共に集いました。

たくさん寄せられた。

で自 分 が 子どもを

た。

参加者は、原子爆弾の被害と被爆者

日本
YWCA

交流会

合わせて話せば通じ合う、共通の感覚
や感情があります。初めは通訳の方の

「自然の中、心も体もゆるゆると解

守らなければいけな

   今年の参加者総勢60名は、10代にな

の今も続く苦しみと、先の戦争におけ

力を借りて伝え合うしかなくとも、お

放しにきませんか？」と呼び掛けた結

いと強く思うように

ったばかりの人から大学院生までの若

る日本の加害の側面、戦争の愚かしさ

互いの言葉を学び合ったり、出会いを

果、福島県から5組の親子14名が参加。

なったこと。移住は

い人たちが多く、学生インターン・ボ

恐ろしさを学びました。そして、一人

重ねたりすることでどんどん通じ合う

受け入れ側と参加者は、始まる前から

できないから保養を

ランティアリーダーも合わせると、半

ひとりが平和を創り出す者となるべく、

ものが増えていくはずです。海外から

フェイスブックで盛んにやり取りした。

大切にしていること。

数が30歳以下でした。ボランティアリ

決意を新たにすることができました。

の、また年若い参加者の多かった今回

   旅の最後、参加者は、1年後の自分

のひろしまを考える旅は、特にそのよ

プログラムの内容は、川遊び、地

夕方のトンボ採り

移住した後の仕事や人間関係の不安。

元のおじいちゃんや子どもたちと一緒

どれも、
「わかります」と軽々しく言え

へのメッセージを、世界から広島に捧

うに感じることが多い数日間でした。

に竹細工遊び、畑体験、海水浴、染

るものではなかった。

げられた千羽鶴を再生した紙で造られ

   最後に、旅を共に作り上げた皆さん

けれども、こうしたことが話せる場

たカードに書きました。そこには、
「い

への大きなエールとして、若い参加者

リラクゼーション、劇鑑賞、講演会な

所をつくろうと、実施したリトリート

ろいろな立場に立って考えること、理

が自分への手紙に書いたひと言を紹介

ど。皆が一番楽しみにしていたのは

だった。こんな時間を積み重ねて、

解することの大切さ」
「話し合うこと

させてください。
「大学に入ったらボ

物、キャンプ、温泉、整体、健康相談、

海水浴。日焼けで真っ赤になって1日

私たちなりの “共に歩む” 関係を、福

の大切さ」
「先の戦争の時に加害者で

ランティアリーダーとしてもう一度こ

中遊んだ。それから毎朝夕の虫採り。

岡に来てくださる人たちと築いていけ

あったことを忘れない」
「考え続けるこ

の旅に参加しようと思う」
。参加した人

とが大事」
「知ったことを伝えていくと

が、次にはプログラムの作り手になる、

いう決意」
「国や言葉が違っても同じよ

ひろしまを考える旅のメッセージを伝

な形でYWCAとつながってくださっ

うに感じる部分がある」などのメッセ

える側になる。そうしてこの旅は、今

ていることも、嬉しく思っている。

ージが、日本語・英語・韓国語・中国

後もずっと続いていくことでしょう。

こんなに外が大好きな子どもたちの行

たらと願う。参加者がその後、セカン

動を制限しなければいけない親のスト

ドハウス4 を利用するなど、いろいろ

レスを思う。海を前に「ほうしゃのう
があるんでしょ」と言った子。庭は遊
ぶ場所ではなく、お家の中から見る

福岡YWCA 総幹事 野﨑千代

フィールドワークの一つ「中高生が伝えるひろし
まコース」

語で溢れていました。

そうめん流し

場所と思っていた子。
大人も今までのいろいろなことを話
してくれた。妊娠していたのに、医師
が避難していなくなって不安でたまら
なかったこと。原発事故後、保育園

1：『小さき声のカノン―選択する人々

/ Little Voices from Fukushima』鎌仲ひとみ監督、2015年。
2：い
 としま菜の花プロジェクト、いのちの楽校、café Waltz糸島、ひとのえん、ボノワitoshima、わくわく子どもえん
3：日
 常から離れた環境に身を置き、心身を解放しつつ、心・体・精神のバランスを整えること。
4：日
 本YWCAは、放射線量の高い地域で生活している家族のために、横浜・名古屋・神戸で3軒の住居を提供している。
利用者の負担軽減のために交通費の補助も行っている。

分かち合い

ひろしまを考える旅実行委員長

  私たち人間の言葉や文化や習慣は、

日本YWCA運営委員

国によって違います。けれども、顔を

津戸真弓

1： こ
 のプログラムは、
日本の被害と加害の両方を学ぶことを目的としています。
「ヒロシマ」
（被爆地としての広島）
「廣島」
、
（旧
日本軍の軍都として帝国主義の一翼を担った広島）
、
「広島」
（都市としての広島）の全ての意味を込め、日本YWCAは、
この旅の名称を「ひろしま」とひらがなで表記しています。

