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モラル・ハラスメントを許すな!⑩

DV(ドメスティック・′`イオレンス)の珈 大
晨とすれば そのうち1人の女の子は将来

D 1ヽ■ oて「命のl●陣」を感じること0なる

210世 帯のマンシ,ンなЫ

`そ

のうち1世

家 族相議 上の経 続研 |うでDヽ (ド

'ス
ティッタ ′`イオレンス)及びジェンターの研

究で堺一人者のお兼の水女 「大学生活ll

学部の載能民江教授(※)のお●.を同つて

きた

※蔵ll民江教授|お茶の水女手大学お茶の

水女子大学生活科学部長の戒龍民江先生

は 学部長のほかに 竿内ではCO=プ ログラ

ム拠点リーダー●嗽麟も務めている さらに学

外で●
・ 政府 自沿体の委員やNGOの 晏員を

椅関 など超多忙の日々を送っている 餃能

先生の専日はジェンダー法学で 女性に対す

る●力であるbV「 メスティック ′`イオレンス)

や女性の人槽問題について研究している

認知を広めるために 改校の話に少して

ひオ1をつけてll llしたい たずは 躊くべき

飲 i力ら

■命の危険を感した女性は

170万人 !
『アンケート陶苺の結果によれは 20収

以上の成人女‖のうち 大など(艇嬌キに

llらない)からの簗リリによつて「命の危険を

ぶした」女‖Jま511』5■と「うと少ないよう

13「め` 20人に1人

"女
キ の々40人十

帯lコイ命の危険」を

“

せている奥さんがいる

と_‐ことだ ヽ東|=り女■ 1々∞人乗ってい

るとすると 23人 の女性は「命の危険」を感じ

l とがあるわI鷲

―これって とても興ホではないか?

絶人口12000万人のうち 女性が6500万

人 うち20歳～60哉ま0わ 女 セは3100万人

いるので そのうち命の化瞼を出した女性を

5%とすれば実にrO万 人に上るわけだ ●0歳

以上よ0取 未満も

^め

10ま更に敏辛i

眺ね |がる―

■2日に1人 配儡者から

殺されている !

'1年
同で大から紋された●が釣130人甚

力ら段された夫が∞ 人 111''人』

ロシエルターに逃げ出した女性
は わずか5000人 1
♪ ω00人を 逃1沈 ければなされた力も

しれない女性と候定してみよう そして
'12

,(300Jの ハイン,ッヒの法]」を調用してみよ

,す ると 5000,145000,1500000

つま)紋 されたかもしれない人51人 の爾H

には 115千人の■大なに様にある人がお,

150万人のに臓をかんしている人汎 社ヽ _●

,とでする 上記の和推と●合する

■5万人しか相談に来ないこと

の意味
セ瞼を感している人が1'0万 人もいるの

に 行政や民間の相談窓口に行く人は5万

人しかいない この飲字にDVの 間順の構し

きが喪れている

1つは曜 柿Jだ 第二者に

“

すことがば

れた場合 DVが エスカレートする 印ち

4議 に行ぐ‖点で命力1'なのである

2つめは 1晨 しても理解をヽられないこ

とへの子不安Jである Dヽ男llはユを孤立

無援にするために 外では完性にいい人を

演じる そのため妻が観いやな人に話しをし

ても「そうかなぉ」と 理解されないことが多

| むしろ「よくあることよJと力、「あなたにも

思いところ鱗ちるのしoないのJと避に東めら

れた
'し

て ,蕪に傷ついてし■,こ れを2次

llt害と言うが こういうことか純くと学習性午

力症に陥つて1め に行つてもムダだと思うよ

うになる

3つめは 椰散した後の「将1(」の見込み

が明るくないことである ‖えば逃|%こ とを

指謎 れるかも麺れない しかし 薔

“

と

8うことま それまで0生活基盤も′ill‖lf

も全て情て去るということであるから口の′シ

離 婚QとA
ル●カク切 嬌 賣,|ま =場綺■まアどの幼 =″ ι

`/20' 雌婚を考えています。お互い晨れない部分はあるものの 短期1]て 費用も

少蒸 済ませたいと考えています こ0ユうに進めてt ナヽぼ良いのでしょうか?

"r,磁
士事務所によつては 脇歯離婚を動めないところもあります力ヽ 当オフィス

では 協議縁IPrぉ鋤めしてします 協議離婚では 「すべて同意Jとtう11整

の上で進めるので クライアントにとつては短時画て済み また 片方だ
`"こ

弁

薇士が担当しますので費用も少なく済む と‐ 利点力おります

まず{まご夫婦でよく話し合って 桐述点をなくすことからはじめましょう

■群匈は遭 の々よ
'に

より■々です 本稿ては―骰例として ご多4くたきい

雪別のケースに0いては辱円の井感士 t稲嵌してみましょう
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国際離婚 離崎に関する法的手続き

法律のご相談をお受け鵞 しております
LItl&XU P.C総 合法律事務所

永住権 ビザなど移民法に関するご相談も   Tel:847-640-9671(日 本語)n、 3122,S8012

あわせて承っております。日本語でどうそ    E mi:i・ ■md● ●@L●。1■∝ ,s,oom(跡 語可)
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ディがない人でも難しい まして 繁力のトラ

ウマが残り子供も担えた女性が経済llに自

●しよ
'こ

も 社会システムがなかなかそれ

を許してくれない

4つめは 「過力 を切
'捨

てられないこと

である 「雄があつて夫婦になったのだJ「こ

れ詢 年月を午l↓たくないJというJい

1また1%の 可能性がい ているかもしれな

Jヽという恐|゛ 足を1●彊る ましてDV男

性は曇力を機るoた後は反省したり侵しく

なつた,もするため 「夫を見捨てられない」

という気llちも湧いても しかし 我慢してい

る間に2日に1人が殺され 調 0人が命からが

ら逃けてくるこどお

ま
'ま

子供は支配と]1従の人間 ●l係を学

び そのコミ
ー

ケーションパターン1週 け継が

れな つまり将来のDV加 ヽま そして瀑力を

容認する姿予術Tを 青てているのであな こう

して 世代 ‖連蹟が続いていくあなたが守ら

なければならな|つは 光ず自分と子供でちる

い 辣して|・
'

■日本の対応状況

国連からの外Lを 受けてl●99年に初め

て調■した国は 「●のを険を感した,が

5%Jという飲||に飾ま 2001年にDV法 を

制定 ●O04年の改正では 性 は家庭に介

人するという方針を据えて曜 螢命令」‐

被書をからの|1立てによつて 裁判所が加

需者に接近や11徊の禁止を命することがで

きるようこなつた 0れば懲陸 いう実刑判

決を出すことができる

また現在各都道ll県は 腋害者の生活

再建の自立支検資を策定している シェル

ターをH巌 するだけではなく帯II的なケ

ア 社会贅帰への道筋 子りt^の対応の課

題を1,0万人に対して示さなければならな

,、そう考えると 日lllの取済資も大切だ

が むしろ未椰のあり方 窓族の機能な4

ついての社会lt育を泄めていかなければ

・l策が遺いつかな|せ思う

1(′ヽビツオンにシリーズで記

“

を椰難

せていただいているか とても■■な曹発の

場である パビリオン共々ご声械いただけ

'11ま
中・ヽ あ

く著者紹介>

中尼業司 (家族l■談士 シニア産業カウンセラー)
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●カ フィール■ 蹟&メール1』静 及び直接ご家庭に伺つて家族カウン

セリングを行い 虐絆 ADHD● 査靭 ギヤンアル椒存 モラ′ラ

DV雌 輌 会社のセケ′

'パ

ワ′ヽラの1題 などを千
'1'て

いる

n曖 改革を成功させた後 会ltO鳳 上改革力ち家懸″風上改ホに

餞足を移す シ‐ア産獲カウンセラーのII成 構演依報 OMの 購,'

テ L東 京「朝は楽しくIJのi我が家の中伴博」のコーナーで,メン

テータ出演

口禎 仲:「あきちめの璧をぶち破つた人々」(日本維済新聞社)

「みなたの子島 を珈

"者

1・tな ltめ せJ(生 洒や報センター)

●サイヽ 「中尾細麟窒J囃 薇改革ご支援 ιOMJ(― Go●k●入力)

●ブ●グIあ なたの子どもを加害者にしないた

'コィ

“

に先生のオンライン疇痙
`痛“

市て
''し

くはサイド[|だ輛験コを,熙

(1.“ ,:司,

アメリカ生活に役立つ情En職 !

パビリオン定期購昴

|【口人口観】
〈※剛紙にご

“

入ください) ●
2ヶ月購

"希

望 ($24)

■●

■|

■必豊軍項■
く選択

"□

1
□ 毎S2冊 でⅢ 2ヶ月購読希望 ('44)

【クルーブ購協l
■必要コ頂自(※B」紙にご8已入ください 〉
<選択>□ 20冊/12,月購読怜望 ('350)

□400/12ヶ月幡昴希● (3600).

くⅢ須>Xお届け先は―,所のみてお願tWします

Namo(Com。 ,,y Name)1酬慢こ鳥
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TELi             l  E― mal:
|          |

.0月一回発45(毎月月末)メ米国内のみ′日本郵送̈ 邊

□軍ヨ冊×セケ■け娑田)‐324
□毎32mメ12ケ月(計と州)‐$44

碧曇Ffr諸艤雪曇:お19烹:電信委11フ島晨獣割呈=畜
■お申込送付t■

To Pavlon C,aphics nc

1699 7val St Suiに210 Mt P,ospecl lL 60050

E malipav]loo(例oh●Va_usa oom

Add,o,s,

TEL:

Z,:
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●月一回発l」G月 月末)※米国内のみ′日本:I送は割減

El毎520冊 (計240冊)‐S350(お一人年間$17m)

□暉号40冊(計480m)‐,600(詢一人年間$15)

笥雀鶉単顧ξ碁雹を建毯IP大
部黎ても刺応7背で' |

■お甲し込み方法■
上記 必要事項を別組にご記入(または[●コルチプ 扇可の

上 下記宛難 でお退り下さtiチ ェック受取り後 弊社
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