
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名張市総合福祉センター 

「ふれあい」女性 DV相談 
0595-63-2517 

月～金曜日（祝日除く） 
8時 30分～17時 15分 

三重県女性相談所（三重県配

偶者暴力相談支援センター） 
059-231-5600 

月・水・金曜日 ９時～17時 
火・木曜日 ９時～20時  

DV相談ナビ 0570-0-55210 
※最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転
送され、直接相談することができます 

三重県警察本部 

警察総合相談電話 

＃9110 または 

059-224-9110 
月～金曜日（祝日除く） 9時～17時 

よりそいホットライン 0120-279-338 
24時間受付（外国語対応も可能。自殺予防、

DV、性暴力、セクシュアルマイノリティ 他） 
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暴力は、対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

暴力の現状や社会構造の実態から、特に女性に対する暴力について早急に対応することが重要な

課題となっています。国は毎年 11/12～11/25 を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と位

置づけ、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的と

しています。「女性に対する暴力」には配偶者等からの暴力（DV）、性犯罪、ストーカー行為、売

買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等があり、今月は DVについて取り上げます。 

11月 12日～25日 

 「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 
 

※ 名張市男女共同参画センターでも女性相談、男性相談などの相談事業を行っています。 

今号「つうしん」巻末カレンダーをご参照ください！ 

 

ひとりで悩まないで まず相談を！ DV相談窓口 

「ひとりで悩まないで！」パープルリボン運動 
 

 パープルリボン運動は、女性に対する暴力根絶の運動です。1994

年にアメリカで始まったこの運動は、今では 40 カ国以上の国々に

広がり、国際的なネットワークに発展しています。 

パープルリボンには「あなたはひとりではないよ」というメッセ

ージがこめられています。また、パープルリボンの色にちなんで、

「女性に対する暴力をなくす運動」期間の初日（11/12）にはタワ

ーや商業施設、城郭など、全国の施設でパープル・ライトアップが

行われます。 ※ 内閣府「女性に対する暴力の根絶」 
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名張市における「女性に対する暴力をなくす運動」  

名張市では毎年、名張警察署の協力のもと、若者への啓発の一環として高校生へデート DVな

どの啓発物の配布や、パネル展示を行っています。今年も市内の高等学校での啓発物配布のほ

か、「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」を行います。 

★パネル展のご案内★ 

11/9(土)～10(日) 「とれたて！なばり 2019」市役所 1階ロビー 

11/11(月)～20(水) 市役所 1階 平日 8:30～17:15 

11/21(木)～12/6(金) やなせ宿 月曜休館、9:00～17:00（最終日は 13:00まで） 

近くへお越しの際はぜひ、お立ち寄りくださいね！ 

 

 

≪DVを受け続けると…？≫ 

「DV を受けているなら逃げればいい」と思うかもしれません。しかし DV などの暴力を

受け続けると、「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖や、「自分はパートナーから

離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」といった無気力状態に陥り、どうし

たらいいかわからない状態になります。 

また、身体的な症状だけでなく、PTSD（心的外傷後ストレス障害）に陥るなど心も深く傷

つき、暴力から解放された後も苦しむことがあります。 

あなたや、暴力を受けている人が「弱い」のではありません。性別や年齢に関係なく、

暴力を振るわれ続けると、人は誰でもこのような状態になってしまうのです。 

 

そもそも DV って？ 
夫婦や恋人など、親しい間で行われる暴力を DV（ドメスティック・バイオレンス）といい

ます。結婚も同棲もしていない恋人同士、特に若いカップルの間で起きる暴力はデート DV と

も呼ばれます。相手を自分の思い通りにコントロールするために暴力が起きる＝ジェンダーの

不平等（相手の人権を軽視すること）が DV・デート DVの主な原因です。 

女性の約 3人に 1人、男性の約 5人に 1人は、配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元夫婦も

含む）から、これまでに下記の暴力のいずれかを受けたことがあり、女性の約 7人に 1人は何

度も受けています。 

 

 
≪さまざまな DV≫ 

単独で起きる場合や、何種類かが重なって起きる場合があります 

・身体的暴力：殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばす、殴るふりをする など 

・精神的暴力：人格を否定する、大声で怒鳴る、人前で侮辱する、長い期間無視する など 

・経済的暴力：生活費を渡さない、貯金を勝手に使う、自由なお金の使い方を認めない など 

・社会的暴力：外で働くことや交友関係の制限、電話・メールなどを細かくチェックする など 

・性的暴力：性行為や中絶を強要する、見たくないポルノ映像等を見せる、避妊しない など 

 

交際相手やパートナー、そして周りの人とどのような関係を作っていくかは、自分自身

で決めることができるのです。暴力に頼らずとも、わたしたちは相手に自分の気持ちを伝える

すべを持っています。大切なのは「自分のことを大切に」「相手のことも大切に」です。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～大切な人、忘れられない風景がよみがえる～ 

 

と き  2019年 12月 8 日(日) 
13：30～（開場 12：30 ／ ホール入場開始 13：00） 

ところ adsホール（名張市松崎町 1325番地 1） 

※ 駐車場には限りがありますので、お誘いあわせの上、ご来場ください 

★ 託児あり 〈定員 20名〉  

ご希望の方は 11/29(金)までに 名張市人権センター（☎63-0018）へお問い合わせください 

 

 

★ シャトルバス運行  
行き 名張市役所（12:50発）⇒ adsホール（13:10着予定） 

帰り adsホール（16:30発）⇒ 名張市役所（16:50着予定） 

第２部 増田太郎トーク＆ライブは「人権のまちづくり推進事業」として名張市人権センターが受託しました 

主催：名張市 名張市教育委員会 名張市人権センター 企画立案：名張市人権啓発まちづくり事業推進会議 

ヴァイオリンで、踏切や救急車の音を再現！？ 

普段はちょっぴり敷居の高いヴァイオリンですが、クラシックのス

テージとは違い、お馴染みの曲や客席の手拍手とともに楽しく展開♪ 

「共に生きる」をテーマに、希望を高らかに奏でます。 

ご家族で楽しんでいただけるコンサートです。 

＜徳島由莉  ヴァイオリニスト＞ 

パリ 12 区音楽院、パリ国立高等音楽院にて

クラシックを学ぶ。2005 年にUFAM国際音楽

コンクール（フランス）第 2 位受賞。現在、

コンサートやライブサポート、レコーディン

グなどジャンルを問わず幅広く活躍中。 

第 1部 13：30～ 

人権作品の表彰式・人権作文の朗読 

第 2部 14：30～ 

増田太郎 トーク＆ライブ 

 

＜増田太郎  ヴァイオリニスト・作編曲家＞ 

5 歳よりヴァイオリンを始め、ピアノ、ギター、ヴォーカルもこなす。

20 歳の時に、それまでの弱視から全盲に。ヴァイオリンを弾きながら歌

う、という独特のスタイルを確立し、全国各地で音楽活動を展開してい

る。全国の学校・自治体・企業に招かれて開催している「講演ライブ」

も、ヴァイオリンのイメージが 180 度変わった！と大好評である。 

入場無料 

★ 対応あり ・手話通訳 ・要約筆記 ・磁気ループ（ヒアリングループ） 

 



 

女性のための相談 

※祝日はお休みです。 

毎週 水曜日 午前９時～正午 予約優先 

電話相談可  毎週 金曜日 午後１時～４時 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax  0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

11/25は「女性に対する暴力撤廃の国際デー」 

性別を問わず、あらゆる人々には暴力を受けず

に暮らす権利があります。しかし世界の女性や女

児の3人に1人が、生涯で一度は何らかの暴力を受

けています。人身売買、紛争下でのレイプ、家庭内

暴力、職場や学校での嫌がらせ…暴力はあらゆる

コミュニティーで様々に姿を変えて発生します。

途上国だけではない世界共通の課題です。 

男性や男児も含めた人々と、学校・政府と協力

しながら、女性に対する暴力に関する意識啓発や

暴力のない、安心して生活できる環境づくりを進

めていきましょう。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00

8 9 10 11 12 13 14
人権相談 男性のための相談

10：00～15：00 17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00

15 16 17 18 19 20 21
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～1６：00

22 23 24 25 26 27 28

メンタルヘルス相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～16：00 9：00～12：00 13：00～1６：00

29 30 31

休館日

休館日

休館日

☆年末年始休業12／29～1／３休館日 休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

