
身体的暴力
・殴ったり蹴ったりする

・首を絞める、髪の毛をひっぱり

引きずりまわす

・物を投げつけられる

精神的暴力
・人間関係を制限する

・大声で怒鳴る、脅す

・何を言っても無視する

社会的暴力
・手紙や電話、行動を監視する

・付き合い、社会活動を制限する

子どもを利用した暴力
・子どもの前で暴力をふるったり、

非難・中傷する

・子どもを危険な目にあわせる

室蘭市男女平等参画情報誌
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アバンセは、スウェーデン語のavancera、avancemang（「自ら進む、前進する」「助長、増進、振興、推進」という意味）から、

男女平等参画にすすんで取組むという思いが込められています

ＤＶシェルター マサカ―ネを訪ねて
DV（ドメスティック・バイオレンス）とは配偶者や恋人など親密な関係にある、または親密な関係に

あった者から振るわれる暴力という意味で使用されています。暴力とは、単に殴ったり蹴ったりすること

だけではありません。以下のようなことも暴力の範囲です。

これらの暴力は、相手を支配するために行われると言われています。しばしば「お前が俺を怒らせ

るから、お前が悪い！」とＤＶ加害者は言います。こんな時、あなたならどう考えますか？ ―彼を

怒らせる私が悪い？ 怒らせないように気を付ける？ 彼が謝ってくれた、二度と繰り返さないと誓っ

たから許す？ それとも、私を対等な人間として見ていないから、許せない？―

１2月7日、創立20周年を迎えたＮＰＯ法人ウィメンズネット・マサカ―ネの事務所を訪問し、

代表の石井佐登子さんと前代表の佐々木博美さんにお話を伺いました。

―マサカ―ネ設立の歩み―

「マサカーネ」とは、ズールー語で互いに信頼し、協力し合おうという意味です。夫や恋人から暴

力を受け、悩み抜き、苦しみ続けてきた女性たちに、暴力の鎖を断ち切って本当の自分らしさを取り

戻し、自信を回復し、再出発できるようお互いに知恵と勇気を出し合い、みんなで力を合わせて問題

を解決していく場としてこのウィメンズネット・マサカ―ネを運営してきました。

（次ページへ続く）

DV シェルター マサカーネを訪ねて １～２

平成29年度室蘭市男女共生セミナー・女性プラザ祭2017参加報告 ３

日本女性会議2017 とまこまい参加報告

男女平等参画推進団体等からのお知らせ
４

も

く

じ

経済的暴力
・お金の使い方を細かくチェック

する

・生活費を渡さない

・外で働くことを妨害する

性的暴力
・性行為の強要

・ポルノなどを見せる

・避妊に協力しない
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1996年、創立者であり元代表の藤本紀子さんが、札幌の「女のスペース・おん」の近藤恵子さん

と出会い、海外ＤＶシェルターへの視察旅行に誘われ、帰国後、私にもできるかもしれないと１台の

電話から「女性の電話相談」を開始しました。

1997年4月には、シェルターとして初めて受

け入れをしました。ＤＶ被害者支援で緊急かつ最も

大事なのは「安全で安心な居場所」です。必要な支

援を「行政」「個人」「グループ」に求めながら手探

りのスタートでした。

9月には「ネットマサカ―ネ・いぶり」として助成金を

得て、二人体制へ。さらに、2001年「ＤＶ防止法」成

立により北海道から補助金を受給し、現在に至っています。

―シェルターとしての活動は―

マサカ―ネの支援は、当事者の電話相談から始ま

り、次に面談、そして、シェルター入所へと続きます。入所すると気持ちの整理に数日かかり、その

後、離婚調停や保護命令などの行政手続き、今後の生活について等、その相談内容も変化していきま

す。揺れ動いていた気持ちも新しい方向が見えると次第に落ち着いてきます。

方向性が決まると自立のための住居探しや、必要最低限の買い物に同行するなどの支援をします。

今までの生活を捨て、地縁・血縁を断って逃げてきて

頼りにするのは、マサカ―ネしかありません。自立後

も息の長い支援が続きます。

そのためマサカ―ネでは、現在、シェルターの他、

母親と一緒に避難した子どもの居場所づくり「ぽけっ

と」や、退所した後の自立支援活動、子どもの暴力防

止「ＣＡＰ活動」、当事者が社会復帰するためのプロ

グラムで制作した作品を展示販売する店も持ってい

ます。

―ＤＶ被害は、女性だけ？―

ＤＶ被害は、女性だけではなく、男性の被害者もいますが、マサカ―ネの支援の対象は女性だけです。

（男性の相談は、室蘭市婦人相談員、胆振振興局配偶者暴力相談支援センターへ）

また、直接子どもに向けた暴力がなくても面前でＤＶが行われれば子どももＤＶの被害者になります。

それは、心理的な児童虐待です。子どもの心に深刻な影響を及ぼし、拒食症、不眠症、情緒不安定な

どの症状や、他人への攻撃、自傷行為といった行動に現れる場合があるからです。

―ＤＶ被害をなくすためには―

DVを受けた女性たちが一人の人間として自分らしく生きていけるようにするには、そして、ＤＶ

がない社会を作っていくには男尊女卑の因習をなくし、男女平等の社会を作っていくことが求められ

ています。そのためには、次のようなことが必要だと思っています。

第1に、社会に対して人権尊重、男女平等の啓発と、児童に対する人権教育

第2に、加害者に対する処罰を含む法の整備と被害者、加害者へのＤＶ防止プログラムの実施

第3に、政策決定の場に多くの女性を送り、女性の声を反映する

ひとりで悩まないで、相談してください

NPO法人 ウィメンズネット・マサカーネ ☎０１４３－２３－４４４３（平日10:00～17:00）

胆振総合振興局配偶者暴力相談支援センター ☎０１４３－２２－５２８６（平日 9:00～17:00）

室蘭市家庭児童相談室婦人相談員 ☎０１４３－２５－２７０５（平日 8:45～17:15）
※4月から番号変更予定。詳細は室蘭市子育て支援課(☎25-2494)まで

マサカーネでは維持会員を募集しています

シェルターは皆様から寄せられる「維持会費」と寄付金などで運営されています。詳細はマサカーネまで。
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さん講師：八幡 巴絵
（ ）一般財団法人アイヌ民族博物館 学芸係長

アイヌ民族の生活様式や歴史などについて

学び、参加者からは「身近なようで実はよく知らなかっ

た」という声が多く聞かれました。八幡さんは、平成３

「 」２年に国立アイヌ民族博物館などの 民族共生象徴空間

の開設が予定される中、アイヌの人々にとって今も解消

されていない「生活の安定 「差別の解消 「文化振興に」 」

おける法律の壁 という問題に触れ まだまだ知っても」 、「

らうことが不足していると感じる。アイヌ民族とそうで

ない人が、今を生きる者同士どうすれば双方暮らしやす

いかをこれからも考えていきたい」と語りました。
参加者の声

とてもよかった 初めて聞いてアイヌの現状が少しわかりました 70歳。 。（
代 女性 限られた時間内に少しでも多くのことを伝えようと熱心な講・ ）、
演でした（50歳代・男性）。

2018年 1月28日（日）開催 参加者36名

基調講演とグループトーク

女性プラザ祭2017（札幌市・11月9日）参加報告
女性プラザ祭に7人で参加しました。午前中の 「男も女もワイワイセッション」では、テーマを、

『少子化時代の育児支援と介護支援』とし、ＮＰＯ法人北海道ネウボラ代表 五嶋絵里奈さんが「フ

ィンランドのネウボラと日本の目指すこれからの家族支援」と題し、ネウボラの紹介や厚生労働省の

『子育て世代包括支援センター事業』について講演しました。この事業は、日本の文化や資源を活用

した日本版ネウボラ（ワンストップの施設であり制度）として少子高齢化対策や虐待防止の切り札、ひいては、地域力の強化

を目指すものであることを伺いました。引き続き、北海道立女性プラザ館長 笹谷春美さんから「安心してケアする、される

社会とは と題してフィンランドの介護支援の理念や制度の紹介から日本の介護の状況や目指すべき姿についてお話を伺いました。」

午後からは、フリーアナウンサーであり有限会社ボイスオブサッポロ代表取締役 橋本登代子さんの「美しく生きる～求め

られる女性活躍～」と題した講演でした。女性活躍を「自分らしく働き、生きてゆく」ことであると定義し、そのために「他

人と比較しない、楽しみを持つ、コミュニケーション能力を鍛える、家族を味方につける」ことが必要と説いていました。経

験に裏打ちされた具体的なエピソードを交えた語りは説得力があり、講演時間も予定時刻ぴったりに終わるなど、さすが現役

で活躍中アナウンサーだと感じました。

３

さん講師：湯浅 誠
（ ）法政大学現代福祉学部福祉コミュニティ学科教授

見た目ではわからない「相対的貧困」にある

日本の子どもたちが抱える困難や現状について学びまし

た。「子どもの貧困は人権問題でもあるが、人生の選択の

幅が狭くなり能力を発揮できないこ

とは社会の損失」と、湯浅さん。社会

的に孤立する貧困の子どもたちの居

場所作りについて、「自分たちが楽し

いと思うことからでいい。まずは動き

出して」と参加者に呼び掛けました。
参加者の声

いるだけでいい 特別な力はいらない などの言葉に感動し 力をもらい、 、 、

ました（60歳代・女性）。

基調講演とグループトーク

2017年 8月5日 土 開催 参加者42名（ ）

さん講師：宮崎 直人
有限会社グッドライフ取締役・グループホーム（

）「アウル」総合施設長

認知症にならないためにはどうしたらいいのか？「老

いてこそ純粋な勉強ができる」「上手に歩く人は上手に脳

を使える」「人と触れ合うことで脳は若返る」など、１０の法

則を教えていただきました。「施設に入居した家族が『帰り

たい』と言ったらどうしますか？」という投げかけに悩む

参加者。「否定せずその気持ちを受け止めてあげてほし

い」という宮崎さんの言葉が印象的でした。
参加者の声

ユーモアと説得力があり、大変よいセミナーでした「グループホームが。

無くなることが理想」に感動と共感しました（80歳代・女性）。

感動を強調されていて、同感です（70歳代・男性）。

基調講演とグループトーク

2017年 9月30 日 土 開催 参加者27名（ ）

さん さん第1部 報告者：佐藤 良子 (室蘭女性保護の会）、藤本 紀子
(男女平等参画をすすめる会 えんぱわーメイト)

8月に国立女性教育会館で開催された「男女共同参画

推進フォーラム」への参加研修について、室蘭からの参

加者2名の報告を受けました。二人とも「学んだことを

地域に還元したい」と話していました。
さん第２部 講師室蘭友の会 土田 厚子：

さん さん さん小林 聖子 ・佐竹 和子 ・渡辺 英子

｢ものの置き場所を決める｣など、

家族での家事分担や、時間を有効活

用するための実例を学びました。最

後に講師から参加者へ「年代を問わ

」 。ず誰もが家庭生活を大切にしてほしい と呼び掛けました

参加者の声

研修に参加された熱意がよく伝わってきました （40歳代・女性）。

。 。（ ・ ）もっと若い時に聞きたかった 何かひとつ挑戦します 70歳代 女性

報告会と講演とグループトーク

2017年 11月25日（土）開催 参加者29名
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国際女性デー２０１８ｉｎむろらん講演会

性暴力とは何か 被害の現状や実情を学びます 社会にはＳＮＳなど情報が当たり前にあふれています 多くの子どもたちが、 。 。

知らず知らずのうちに危険にさらされている現実に目を向け、私たち一人ひとりに何ができるかを考えます。

国際女性デー２０１８ｉｎむろらん実行委員会

201８年３月１日 室蘭市教育委員会生涯学習課 室蘭市幸町１番２号発行日 発行 〒０５１-８５１１

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.htmlTEL 0143-22-5081 FAX 0143-22-660２ ホームページ

室蘭市男女平等参画情報誌編集委員 （石井、越田、後藤、神、高橋、松尾、門馬）企画・編集

※情報誌編集委員を随時、募集しています。あなたもアバンセを作ってみませんか！！！お待ちしています。
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：５００円（資料代）参加費

：８０名（当日参加可）定員

：同実行委員会事務局（石倉）詳細

TEL55-4166、FAX84-1604

３月１１日（日）１３：３０～１５：３０日時：

「 」会場：胆振地方男女平等参画センター ミンクール

：石倉 亜矢子 （函館中央病院小児科医師）講師 さん

３月は町内会加入促進月間です
町内会・自治会は地域のみなさんを支えています。女性もどんどん参加し、

安心・安全で住みよいまちづくりにしていきましょう！！！

日本女性会議は、1975年の「国際婦人年」とこれに続く「国連婦人の10年」を契機に、男女が共に支えあ

う社会を築くことを目的として1984年から毎年開催されています。男女共同参画社会の実現に向けた活動事例

や取り組みを学び 交流と情報ネットワーク化を促進するため シンポジウムや講演会などが行われ 今回で34、 、 、

回目。道内では2014年の札幌市に続いての開催となり約2,000 名が参加しました。

１日目の「特別揮毫・講演」では、ダウン症の書家、金澤翔子さんが力

強く「共に生きる」と書き、母の泰子さんが「ちがいはかけがえのない個

性」と題し講演 「闇の中にこそ希望がある。今、苦しくても誠実であれば、。

活路を見いだせる」と話しました。また 「記念講演」では女優で劇作家、

の渡辺えりさんが自身の経験から「演劇の世界はまだまだ男社会で、女性

が活躍できる場は少ない」と指摘。その上で「戦争のない、平和な世界を

つくるため、諦めずに活動を続けましょう」と呼びかけました。

２日目は「DV 「災害 「人権 「貧困 「平和 「ダイバーシティ」など」 」 」 」 」

11テーマで分科会が開かれました。また 「記念シンポジウム」では、進行役の神田道子さんが「男女平等参画、

社会に向かう仕組みをつくるだけでは駄目 それを動かす装置が必要 地域社会をつくる当事者である人を育てな。 。

ければならない と強調し シンポジストの４人が 人権を尊重する社会や働きやすい職場づくりを推進する と」 、 「 」

した大会宣言を宣誓して閉幕しました。

室蘭市からは 市の公募や男女平等参画を推進する団体など多くの人が参加しました その中で 平和 の分科、 。 「 」

会に参加した人は 「未来を担う若者から、内戦が続くアフガニスタンや基地問題に揺れる沖縄の実情を聞き、知、

めて平和について考える機会になった」と話していました。らなかったことの多さに驚いた。改

日本女性会議2017とまこまい（10月 13日・14日） 参加報告

老後をどのように暮らすか

考えてみませんか？

◆室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内)

〒051-8511 0143-83-6277 0143-83-6912室蘭市幸町1番2号 電話 FAX

0143-25-2223 0143-24-7601◆室蘭市役所地域生活課市民活動係電話 FAX

に町内会・自治会
加入しましょう!!


