
平成 29年 8月 1日

各  位

富山県防災・危機管理課長

「Jl生暴力被害者のための支援員養成講座」の開講について (依頼 )

盛夏の候 各位にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、現在、県では、「Jl生犯罪 。1性暴力被害者のためのワンス トップ支援センター」

の設置に向けた準備を進めてお りますが、今般、同支援センターにおいて被害者等の

支援に当たる支援員を養成するための講座を開講することといたしました。

つきましては、下記のとお り、その周知等についてご配慮いただきますようお願い

申し上げます。

日己     
´

1 養成講座概要

別添チラシ記載のとお り

2 依頼事項

(1)貴機関・団体関係者の受講

(2)受講者 として相応 しい人物の紹介

(3)窓 口等へのチラシの備付

(4)その他開講の周知

3 問い合わせ先

(1)下記担当者

(2)委託団体

(一社)ウ ィメンズカウンセ リング富山

目塾言舌: 080-3045-2176

E―mail : info@wctoyama.org

〔本件担当〕

安全なまちづ くり班 谷川、木村

目塾言舌 : 076-444-4581、  076-444-4554

FAX : 076-444-3489

E―mailiabosattkikikanriOpref.toyama.lgo jp

拇`8014



「性暴力被害者のための支援員養威講座J第 1回 公 開講 座

とのリアル .

H復のためt

2017年

「性暴力」は、『魂の殺人』とも言われ、心身と人権を

踏みにじる犯罪です。

しかし、「被害者にも落ち度があつたJ等の偏見が

あり、一照 悩み声をあげられない方が多くいます。

被害に遭われた方の心身の回復のために必要な

支援があります。

支援員をご希望される方のみならず、性暴力被害

による心身の影響を矢□り被害者への対応を一緒

に考えてみませんか。

W
『性暴力と生きることのリアル・

回復のために必要なこと』

講師/1性暴力被害支援看護師 山 本 潤 さん

サンシップとやま
lF福祉ホール

談&対,寅

腕

詰

富山県富山市安住8〕」521 a0764326141

やまもとじゃん

【山本潤さんプロフィール】

看護師・保健師,13歳 から20歳 まで実父からの性暴力に遭い、その後も様々な

トラウマ症状に苦 しむ .

性暴力被害に向き合い勉強を始め、2007年 SANE(性 暴力枚害者支援看護師 )

研修修了、2010年看護学修士取得,2008年 より講演活動開始 .オ寝害経験と専門

的知識を融合させたワークと講演は、納得かでき理解か深まると定評かあるこ

性暴力被害支
'テ

者研修、一般市民対象の講演活動多数 ,

NPO法人女性の安全と健康のための支援教育センター運営委員、日本フォレン

シック看護学会理事、自助クル フ野いちで
~の

会運営者 .

著書コ3歳、「私」をなくした私 1生暴力と生きることのリアルど鰯 日新間出歳′2017)

たるべ とょうこ

【種部恭子さんブロフィール】

女性クリニックWe TOttMA院長・産婦人科医

冨山市生まれ

平成2年富山医科薬科大学医学部卒 .

「平成 32年まで l⊆ 都道府県に1か所以上の性暴カワンストップ支援センターを

設置することJを政策目標に掲けた国の第4次男女共同参画基本計画の策定

委員を務め、現在、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会および女性に

対する暴力に関する専門調査会の委員として、ワンストップ支援センターをはじ

めとした女性に対する異力の根絶にF_司する政策に関して、提言とフォローアツプ

をイ;つている。

診療においては、富山県警察女性被害者支援ネットワーク医師として、また匿名

ての証拠保全を行う警察庁モデル事業の実施医療傍関として、性暴力被害者の

医療支援に従事している .

口  『性暴力について共に考える』山本 潤 ×種部 恭子

富山県に性暴力被害者ワンストップ支援センターが今年度中にスタートします。

性暴力の被害者をサポートできる人材を育て、さまざまな分野で適切な援助ができる体制をめざします。

互いのネットワークを築きながら、性暴力の実態、性暴力被害者支援に必要な知識やスキルを学びます。

主 催/富 山 県
「性暴力被害者のための支援員養成講座」は、一般社団法人ウィメンズカウンセリング富山が

富山県の委託をうけて実施する事業です。TEL:080-3045‐2176



「性暴力被害者のための支援員養成講座」のご案内

性暴力被害者の支援に必要なスキルを学ぶ講座です。(第 1回は公開講座とわていますので一般の方の参加があります。)

講座 :全12講座 定員 :30名 (先着順)受講料 :無 料 ―Dき保育があります :無 料 (※要事前申し込み)

対象(応募資格):性暴力被害者支援活動、相談に関心のある女性。全講座を受講できる方。(】 J日程のDVDの視聴も可。)

外
亦   と墓誦憲姦畳藍Я笠甚琵5畳試盈で誕&鼻耳哲ス翼門の方々で構成しています。
ォ    *俵雫召蜜扉蘇屈望こ基爾

センターにおtヽて、支援員として活動を希望される場合は、

①全講座受講の上、毎回レポートを提出していただきます。

②本養成講座修了後、面接による選考を受けていただきます。

募集期間:平成29年 8月 1日 (人 )～ 3月 29日 (炎 )必 着
応募方法 :下記の申込み用紙に必要事項を記載の上、郵送またはメールにてお申込みください。

お問い合わせ先:一般社団法人 ウィメンズカウンセリング富山/TEL 080‐ 3045-2176/E― mail info@wctoyama.org

富山県防災・危機管理課 /TEL 076‐ 444‐4554/E― mail abosaikikikanri@pref.toyama.lg.jp

2017年

(1)9月 10日 (日)13:30～16:00
サンシップとやま福祉ホール

0公開講座 F性暴力と生きることのリアル 回復のために必要なこと』

●対  談 『性暴力につtヽて共に考えるJ山本 潤 X種部恭子

(2)9月 17日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303
●富山県性暴力被害者ワンストップ支援センターについて 0警察の支援 ●富山地検から

0性暴力被害の実態と『京都SARA』 の取り組み

(3)10月 1日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303  ●産婦人科医療機関の責務 0産婦人科医療機関における看護職者の役割

(4)10月 15日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303  0ど子ども性虐待の実態 0子ども性虐待の非加害親であるDV被害者

(5)11月 5日 l日)13:30～16:40 サンフォルテ303  0セ クシュアルハラスメントの実態とその支援 0ジェンダーにつtヽてのグループワーク

(6)11月 19日 l日)13:30～16:40 サンフォルテ303  ●性暴力被害とPTSD ●特別な配慮が必要な被害者への支援 (外国籍女性への支援)

(7)12月 3日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303
●特別な配慮が必要な被害者への支援 (知的 発達障がいなどをもつ被害者への支援 )

0刑事裁判と民事裁半Jの事例と被害者支援の課題

(3)12月 10日 l日)13:30～16:40 サンフォルテ303
●特別な配慮が必要な被害者への支援 (若年女性への支援 )

●特別な配慮が必要な被害者への支援 (性的マイノリティヘの支援 )

2018年

(9)1月 14日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303  0ア ドヴオケイトの留意点とグループワーク

101月 28日 l日)13:30～ 16:40 サンシップとやま7040電話相談の技法と□―ルプレイ ●面接相談の技法と□―ルプレイ

11)2月 4日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303  0男 性被害者への配慮 0男性加害者の問題

122月 25日 l日)13:30～ 16:40 サンフォルテ303  ●危機介入カウンセリングとトラウマカウンセリング 0講座のまとめとふりん`えり

◆研修会場までの交通費・駐車場代については、受講者負担となります。 ◆原則、先着順の受付とします。定員超過等で受講できない場合はご連絡します。

◆受付完了後に、受講票等を郵送します。研修に関する詳細はその書類をご覧ください。 ◆講師等の都合により、日程・内容の変更がある場合がありますのでご了解ください。

全
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C瓢■瓢■ヨ〉〒930-8501富山市新総曲輪1-7富山県防災・危機管理課「安全なまちづくり班」宛

info@wctoyama.org【申し込み先】

「性暴力被害者のための支援員養成講座」申し込み用紙
生年月
既ヨ示B 平成 年   月

連
絡
先

帯
嘔

舌一
〓

０

(日 中にこ本人と連絡がとれる

電話書号をお願いします。)

IE― mail l

一Ｔ

歪住所

一時保育
の申し込み
(希望の場合 )

☆5か月～未就学児までのお子さんの一時保育があります。※小学生以上|よ ご相談ください。

ふりがな

希望  する 。 しない お子さんのお名前 生年月日:平成   年  月   日 /女  ・ 男

ふりがな

お名前

※お矢[lらせいただいた個人情報|よ 、一般社団法人ウィメンズカウンセリング富山で管理し、支援員養成講座事業の目的以外にtよ使用しません。



芦
こんなことで悩んでいませんか

・自分の気持ちを言えずにのみ込んで しまう

・自分に自信がない

・自分の居場所がないと感 じている

・いつもびくびくしている

。子どもと一緒にいるといらいらする

。自分のための時間がないと感 じている

。自分の気持ちを聞いてもらいたい

。もやもや している自分の問題を整理 したい

。いつも我慢 している

。自分は生きている価値がないと考えてしまう

。自分のことが好きになれない

。身体や性のことで悩んでいる

。子どもをもつかどうか迷っている

・不妊で悩んでいる

。毎日がつまらない

ドメスティックバイオレンス (DV)。 デー トDV・ 1生暴力・

虐待・結婚・離婚・仕事 。生き方・子育て ,介護・更年期・

不妊・自己実現・親子関係・セクシュアルハラスメン ト・

パワーハラスメン ト・職場の人間関係 など

どんなことでもご相談 ください
一般社団法人ウイメンズカウンセ リング富山は、

特定非営利活動法人

日本フェミニス トカウンセリング学会賛助団体です。

あなたが

あなたらしく生きていくために

わたしたちがサポートします

一般社団法人

ウィメンズカウンセ リング富山
http://wctoyama.org/

一背
沖

外
ハ

芳

||一

||―

予約とお問い合わせ

TEL 1 080-3045-2176

受付時間 月～金曜日(視休日除く)

10〔00-17:00

E― mait t info@wctoyama.org

*E… ma‖ の方は氏名と連絡方法を明記 して く

ださい。

*カ ウンセ リング希望の方は曜日、時間帯のご

都合を合わせてお知らせください。



一般社団法人

ウィメンズカウンセリング富山ではこんなことをしています

″
甲CR(意識覚醒 )グループのファシリテーターわたしが “わたしらしく"

生きていくために

わたしたちは日々さまざまな問題に

ぶつかりながら暮らしています

問題の真ん中にいると

いろいろなことにとらわれ

いつも同じところを行ったり来た りするだけで

解決の糸国がみえにくいことはありませんか

だれかに思い切って相談することで

新たな道す じがみえてくることがあります

わたしたちウィメンズカウンセ リング富山は

悩みの トンネルを抜け

新 しい一歩をしS、 み出すあなたを

応援 します

静 ・

芦カウンセリング

フェミニス トカウンセ リングは伝統的なカウンセ リングとは

違い、女性の立場から問題をとらえる、女性のための女性に

よるカウンセ リングです。

*相談者のプライバンーは厳守 します。

*認定フェミニス トカウンセラー、認定フェミニス トカウ

ンセ リング・ア ドヴォケイター、フェミニス トカウンセ

リング学会会員がお受けします。

*完全予約制。カウンセ リングルームは富山市内です。

*基本料金 60分  5000円

*地方自治体、企業、大学などへのカウンセラー派遣もお

受けしています。

プライパシーが守られる安心な場 となるように、フアシリ

テーターが進行役をつ とめます。グループメンバーに支えら

れてあなたの力を取 り戻 してください。

オ講師派遣

各種講座やセミナーの講師派遣を します。

・行政機関相談担当者研修

・DV予防啓発講座

。中高生、若者のためのデー トDV予防啓発講座

・援助職 。支援者のスーパービジョン

声講座 一ナヽヽ
ヽ

セ

声 同行支援、代弁・権利擁護
テーマ、人数、年代などに応 じてプログラムを企画 します。

・自己尊重 トレーニング

・アサーティブネス・ トレーニング

・コミュニケーション・ トレーニング

・ファシリテーター (進行役 )養成セミナー

・フェミニストカウンセリング講座

*講座・セ ミナー 20,000円 ～(2時間以内 )

*ワ ークショップ 30,000円 ～(2時間以内)

市町村窓口、裁判所、病院、警察などへの同行支援、文書・

記録作成のサポー ト、意見書の作成をします。

声料金について

カウンセラー派遣、講座・セ ミナーの企画、ファシリテーター、

講師派遣、同行支援、代弁・権利擁護の料金は、内容・時間

などにより異なります。ご相談 ください。称

一




