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             小林一茶になれますか                  

 
理事長 渥 美 雅 子 

 
 
 「『実は夫も子どもの頃よく父から殴られた』って言ってました。DV 家庭だったんですね」

夫から DV 被害を受けている妻はよくこんな風に言う。子どもの頃の家庭環境がそのまま次世

代に引き継がれてしまう。人間とは小さいものだと悲しくなる。けれども逆もある。「痩せ蛙負

けるな一茶これにあり」とか「やれうつな蝿が手をする足をする」と詠んだのは小林一茶。一

茶は幼くして実母と死別し、その後に家に入った継母にはかなりいじめられたらしい。15 才で

単身江戸に出て放浪同然の暮らし、苦労の連続だったとか。それでも自分より更に弱いものを

守ろうとするこの優しさはどうだ。人間ってやっぱり捨てたもんじゃない。  
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あなたらしく生きてますか？ 

～2020 年代の夫婦の生き方に関する考察～ 

講師 鹿嶋 敬さん（社会学者） 

2021 年 10 月 16 日（土）13:00～15：00（開場 12:45） 

＠千葉市生涯学習センター3 階大研修室  

入場料無料、定員 43 名（通常 86 名のところ） 

          

 講師プロフィール 専門は女性労働、男女共同参画、ジェンダー論、家族社会学、ワ

ークバランス論、マスコミ論、など。日本経済新聞記者として長く男女雇用均等法の制

定などを追及したが、定年を機に研究者に転身し、2005 年から実践女子大学人間社会学

部教授を務めた。2015 年に同大学を定年退職後は一般社団法人女性労働協会会長として

ファミリーサポート事業の展開や女性の活躍推進などに力を注ぐ。著書『恵里子へ 結

納式の１０日後、ボリビアで爆死した最愛の娘への鎮魂歌』（日本経済新聞出版社）、

『雇用破壊 非正社員という生き方』（岩波書店）、『男女共同参画の時代』（岩波新

書）、『男女摩擦』（岩波書店）、『クオータ制の実現をめざす』（共著、パド・ウィ

メンズ・オフィス）など。 
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【2020 年度団体支援事業】 
社会福祉法人一粒会 FAH こすもす 
 

同行支援費用と 
年末年始緊急食糧支援費用（アフターケア）を助成 

 

昨年度はコロナ禍の中で生活に困窮しているという話を退所

者のひとりから、耳にしたことから、アフターケアとして支援

物品の提供を行いました。これは、年末年始の緊急食糧支援と

して行いました。その取り組みを通して、改めて地域での生活

の状況把握ができ、DV避難から自立とその後の母子での生活の

難しさが見て取れました。長期間にわたる継続的な支援が必要

だということを確認するきっかけとなりました。 

件数としては、家庭訪問による物資提供が８世帯、郵送によ

る物資提供が７世帯で、合計１５世帯に支援を行ないました。

結果として、子どもが自立して母親一人の世帯になっている、

母親が家を出てしまい成人してはいるものの子どもが一人残さ

れてしまっている、母親の末期がんがわかり今後の生活の心配

をしている、子の精神疾患が発症し通院を必要としている、自

立後に出会った方との間に新たに子どもをもうけているなど、

それぞれの事情と状況を改めて確認でき、今後の支援につなげ

るきっかけになりました。今回物資提供を行った方の中には、

幸いにもコロナ禍で仕事を失ってしまったという方はいなかっ

たものの、退所後に空港関連の仕事をしている方などもおり、

引き続き支援ニーズの確認をしていく必要はあると思っていま

す。 

同行支援は裁判や調停や入国管理局へのビザ申請手続きのた

めの同行など DV被害者が抱える諸問題の解決を目指し 36件、

外国籍であったり、精神疾患を有しているなど同行支援は不可

欠となっています。 

【DV防止啓発講座報告】    

子ども食堂の先へ  

 

千葉市子ども食堂の現状と 

コロナ過での課題について 

 

令和 3年 6月 19 日（土）千葉

市中央区きぼーる内の社会福祉

協議会ボランティア活動室で千

葉市子ども食堂ネットワーク会

長で子ども食堂わかまつの WA を

運営している佐藤一美さんにお

話を伺った。  

子ども食堂わかまつの WA はメ

ディアでも取り上げられました。

近年注目の子ども食堂は大変身

近な取り組みであり、その果たす

役割は無限大です。子ども食堂に

よって体制はちがうものの子ど

も食堂は老若男女、子どもも大人

も誰でも居場所にできるところ

です。コロナ禍の影響で、営業を

見合わせているところ、いつもの

半分の人数を受け入れて運営し

ているところ、テイクアウトのみ

でしているところもある一方、全

国的には新規子ども食堂がこの

コロナ禍でも増加している事実

には驚かされます。コロナ禍ゆえ

に生活環境が厳しさを増した人

も多く、人と人がつながり支えあ

おうとするレジリエンスとなっ

ているようです。 

佐藤さんは地元小学校の PTA 会長や子供

会の経験と他の子ども食堂を運営する同志

とのご縁で、子ども食堂「わかまつの WA」

を立ち上げ、「第 2 の名刺」（本当に自分

がやりたいことを通じて社会貢献をする）

になっています。子ども食堂は食のつなが

りにとどまらない居場所の提供、ネットワ

ークづくりになるそうです。手伝ってくだ

さる方は女性が多い一方、ある男性は手作

りスイーツを提供され、大変好評だそうで、
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DV 無料相談     

毎週月曜 午後 2 時から 4 時半 

TEL ０４３－４４１－６０１４ 

NPO 法人 
DV被害者支援活動促進のための基金 

提供者、利用者の多彩な人のつながりがあります。 

”気になる子どもはいますか？の質問に、そういう子どもはただきてくれていることがうれしい。

困っているなら SOS を出してほしいが、なかなか SOS を出す子どもはいない。その時だけでも笑顔に

なってくれればとのことでした。始めたばかりの時は歯がゆいことも多かった。ファミレス代わりに

する人もいるようで、しかし「どなたでもどうぞ」という姿勢は変えずにいる。今後の夢は、学習支

援にもつなげたいし、子供会の延長のように、もちつき、バーべキュ、縁日なども再び行いたい。新

規運営希望者をサポートして、「1学区に１つ子ども食堂」をという思いでいる。スーパーやコンビ

ニのフードロス軽減にもつながる可能性もある。ただ実際フードパントリー（食品の無料配布）を行

うこともあるが、企業等からの提供品は多量の調味料など、提供はありがたいがその配布も周知も難

しいそうだ。このコロナ禍で、厳しい家庭に届きますようにとの思いで低価格でのテイクアウトを続

けている。参加者は、佐藤さんの力みのない、子ども食堂を運営している様子に、また大いなる夢が

いっぱいであることに、大きなエネルギーを頂きました。子ども食堂の可能性は無限大です。DV基金

は、子ども食堂について知りたくて、市内の全子ども食堂にアンケートをお願いいたしました。コロ

ナ禍でお休みのところや会場が公民館など常設ではないため、郵便が届かず戻ってきてしまうところ

もありましたが、ご協力いただきありがとうございました。お話をお聞きして子ども食堂がもっとも

っと増えるよう応援したい気持ちでいっぱいになりました。（M） 

韓国女性たちの戦いと勝利、『ハヨンガ』 

こんにちは！いつも挿絵を描いている大島史子です。今回は私が翻訳した韓国の小説『ハヨ

ンガ ハーイ、おこづかいデートしない？』（チョン・ミギョン著 2021 年 アジュマブック

ス ￥1980）をご紹介。若いフェミニストたちが巨大ポルノサイトをぶっ潰した事実（！）を

元にした物語で、DV 基金代表渥美雅子先生も絶賛してくださいました！ 

ところで韓国ではアダルトビデオの製造販売が禁止されていて、被害のほとんどが盗撮です

が、日本では若い女性を騙し、脅し、「合法的に」撮影したものまでが堂々と販売されていま

す。その上盗撮の被害も後を断ちません。この問題に取り組む NPO 法人「ぱっぷす」は、女性

たちの相談に乗り、業者に削除要請などを行っています。 

この本を出したアジュマブックス代表北原みのりさんは、性暴力被害者と連帯する「フラワ

ーデモ」の呼びかけ人でもあり、また「ぱっぷす」の副理事長でもあります。作者のチョン・

ミギョンさんはフェミニスト雑誌の編集長も務めた方です。綿密な取材を元に、巧みな構成で

読者をぐいぐい引っ張ってゆきます。過酷な性暴力や二次加害の 

場面があるので読む人によっては注意が必要です 

が、ぜひ多くの女性に読んでいただきたい 

作品です。（大島史子） 

 

イラストレイター大島史子さん

の訳書が出版されました！ 
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【役員室より】DV が子供の脳に与える影響について 

                                   理 事 重 松 和 典 

 

 NHK E テレで放送中の「サイエンス ZERO」という番組で「子どもの脳を守れ、脳科学が子育てを

変える」というテーマで、DV 被害に遭った子供たちの脳に及ぼす様々な影響や治療法等について最

新の科学的知見が紹介され目からウロコの思いをしました。出演した福井大学・友田教授によれば子

どもの脳は生まれた時点では300gしかなく10歳頃に成人としての大きさ(1300ｇ)を獲得する成長過

程にあり、一番環境要因の影響を受けるとのことでした。共同研究を行っているハーバード大学で行

ったマルトリートメント（体罰、暴言、ネグレクト、子供の前での激しい喧嘩等の総称）を経験した

子ども 1万 5千人を対象に実施した脳の MRI検査では、その被害の内容で脳の変化と心身への影響が

確認されました。例えば【体罰】前頭前野の 19％萎縮 うつ病、気分障害 【ネグレクト・喧嘩の

目撃】脳の一部萎縮 神経系ネットワーク形成不足 【暴言】聴覚野の 14％肥大 言葉の理解力欠如

等 受けた DVの内容ごとに脳の変化が画像で明確に捉えられることに驚きました。  

 番組後半で日本の大学に於いても DVによる脳の障害への様々な治療法が研究され、有効な治療の

実現への可能性も指摘され勇気づけられました。最後にボストン大学における 1万 4千人の子供の治

療実績から、「子どもが安心と心地よい体験を重ね、誰かに触ること」で脳の機能が回復出来ること

が証明されたとの報告があり、展望が開ける結論に日頃 DV 事案に心痛める者の一人として、安心す

るとともにより深く学んでみたく思いました。 
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〒260—0013 
千葉市中央区中央 
3-17-2 ﾗｲｵﾝﾋﾞﾙ 302 
Tel 043-441-6014 

 

編集後記  

２０２０東京オリンピック、パラリンピック閉幕。私はまだ呼吸も整わない競技直後の選手のインタビューを聞くとき、今ま

でと少し気持ちが変わりました。「最近どうしてこんな気持ちなんだろうと自問して、心の中で自分に満足できていない

ことが理由の１つだと気づいた。よくやったと自分に声をかけたことは一度もなく、いつも自分はダメだとか、もっとやれ

たと言い聞かせていた。・・・だけど自分の人生は自分のもので、他人の基準で自分の人生を評価してはいけない。自

分がすべてに全力を尽くしていることはわかっている。結果として満足させられなかったら申し訳ない。でも、これ以上

そうした期待を自分に背負わせることはできない・・・」と Twitter に書くのは大阪なおみ。障害、ジェンダー、様々なひと

りひとりに向けられるあたりまえと思っていたことに疑問符がうたれ、気づくと変わって行きますね！（M） 

 

団体会員・個人会員募集中 
DV 基金の趣旨に賛同し、広く理解と協力の 

輪を広げる会員を募集しています。 

個人会員  年会費  3,000 円 

 団体会員  年会費  10,000 円 

≪会費・寄付金は下記の払込先へお願いいたします≫   

DV 被害者支援活動促進のための基金 

ゆうちょ銀行払込口座：00170-3-583758 

 

 

 


