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●トップインタビュー　浪岡町　加藤新吉町長
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DV被害者と共に闘う
～DV防止法改正をうけて～DV防止法改正をうけて

　NPO法人ウィメンズネット青森は、男女が平等に生きられる社会、暴力のない地域づくりを目指して
2002年に設立され、県内初の民間の「シェルター」を運営しています。知っていて知らん振りすることは
できない、誰もやらないなら自分が、とウィメンズネット青森を立ち上げた三上久美子さんと、三上さんと一
緒にDVに取り組んできたという鹿内文子さんの情熱に満ちたお話を聞かせていただきました。

　1995年北京の世界女性会議に出席したときのこ
とです。当時の日本ではDVは夫婦喧嘩のような家
庭内の問題と認識されていましたが、世界会議の場
で議題として話し合われ、しかも世界中の女性が抱
える深刻な人権侵害の問題だとされていたのです。
そのことにショックをうけDVに取り組む決意をし
ました。しかし、ウィメンズネット青森を設立する
までは7年もかかりました。
　運営していく中で、行政や警察との連携を考え、
任意団体より公的目的があるNPOとしての認証を
とったほうがよいと思い、2002年11月に登記しま
した。これをきっかけにウィメンズネット青森の活
動やDVに関する運動が、一部の女性だけでなく男
女を含めた全国的な取り組みになってほしいです。

ウィメンズネット青森の設立の
きっかけは？

　現在会員は120名、うち正会員は30名です。そ
の中の10名がスタッフとして運営に関わっています。
主な活動は『シェルター』と『ホッとたいむ』の運
営そして『面接・電話相談』です。『ホッとたいむ』
は被害者同士が様々なことを話し合う場となってい
ます。またスタッフがシンポジウムや研修会に参加
し、支援者として学習を積んできました。支援者自
身の安全のためセルフディフェンスのインストラク
ターの育成にも力をいれています。支援者が安全に

生きるということの見本にならなければなりません
からね。
　これからの目標は、自立支援です。DVの被害者
に仕事を紹介するだけでなく、失っていた自信を取
り戻せるようにしていきたいと思います。ステップ
ハウス（自立を支援する施設）なども将来的には考
えています。

ウィメンズネット青森の活動とは？

　いつ暴力が爆発するか分からないという不安や、
自分が原因なのではないかという罪悪感、怒りや悲
しみなど、様々な感情の混乱が子どもたちの心身の
健康に大きく影響を及ぼします。喘息やパニック障
害、多重人格になる子どももいます。また母親を守
ったり母親のかわりに兄弟の世話をしたりと過度に
責任を負うことで、子供時代を著しく奪われている
といえます。このような暴力的な環境で育った子ど
もは学校生活や人間関係でも問題が出ます。なにご
とも暴力でしか解決できなくなるのです。

DVが子どもに及ぼす影響は？

　原因はたったひとつ、暴力をふるった男性の意思
です。男性が暴力をふるおうと決めたことが原因で

す。被害者の女性は、自分や子どものせいではない
か、男性を取り巻く環境や仕事、ストレス、飲酒な
どのせいではないかと一生懸命に原因を探します。
加害者の男性も同じように言い訳をし、まわりの人
たちも同じことを言います。しかしそれはDVの原
因ではなく、暴力を振るったことを正当化するため
の口実に過ぎないのです。そしてそれが加害者の暴
力を助長させるのです。

DVの原因は何でしょう

　行政と民間団体との連携が明記されたことが一番
の成果だと思います。私たちもDV防止法改正にあ
わせた体制づくりが必要だと考えています。相談者
の中には民間なので気楽に行けるという方もいます。
子どもを年齢制限なく母子共にシェルターに受け入
れることも民間だからできます。私たちは民間であ
るということにこだわっていきたいと思っています。
　元配偶者も対象にしたことや被害者の子どもへの
接近禁止など、保護命令の拡大も大きいです。また、
言葉や態度などの精神的暴力や性的暴力などDVの
定義が拡大された事で、自分はDVの被害者ではな
い、加害者ではないと思っている人達にも、DVの
認識が広がっていくと思います。

DV防止法改正への思いを
教えてください

　シェルターとして一軒家を借りています。生活に
必要なものはだいたい揃っています。一泊2，000
円負担してもらっていますが、所持金がない場合な
どは相談に応じています。多いときなど3家族が暮
らしていたこともありますし、1ヶ月いた家族もい
ます。多くの女性が子どもを連れて逃げてきますの
で、被害を受けた女性と同時に子どものケアも重要
です。
　問題は毎年引越しをしなくてはならないことです。

他県では元配偶者にシェルターが見つかり襲われた
という事件もあり、同じ場所に居続けることは危険
なのです。次の貸家を探すのはとても苦労します。
今の場所は大家さんがとても理解がある方で、長く
いたいのですが…。1軒のシェルターを維持してい
くことはとても大変です。経済的な面も本当に厳し
く、たくさんの方の協力が必要です。

シェルター運営の現状と問題点は？

相談者の手記から（抜粋）
　いつものように、些細なことで怒り出した夫に突き飛ばされ、
床に腰をしたたかに打ってしまった。病院で診察を受けたとこ
ろ、第一脊髄の圧迫骨折でもう少しのところで歩けなくなって
いたかもしれないとのことだった。日常化している自分本位の
言動、冷たい態度、無視、屈辱的な言葉・・・。精神的に疲れ
果てていた。こんな生活は絶対におかしい！もう限界だ。以前
から考えつづけていた事、女性相談室へ面接の予約を入れた。
相談員の方は今まで誰も理解してくれなかったことを短時間に
わかってくれてすごくうれしかった。すぐにでも別居した方が
よいとの助言も心を軽くした。
　長男（高3）次男（小6）に決心と計画を打ち明けた。子ど
もたちの顔がパアーっと明るくなった様子は今も忘れられない。
子どもたちはなんでも我慢するからそうして欲しいと言ってく

れた。その後3回ほど相談室を訪ね、また二人の弁護士とも
相談したが同じような助言であった。それからは持ってでる物
の整理と荷造りをし、見つからないように工夫して隠した。無
職ということでアパート探しには難儀をした。何軒めかの小さ
な不動産屋のご主人が、訳ありを察したようで安いアパートを
紹介してくれた。アパートに少しずつ荷物を運び入れ、家電製
品も買い求めた。以前から少しずつ「ヘソクリ」していたのが
役立った。大型店でのパートも採用になった。いよいよ決行日、
家中を掃除して、「オレの金で建てたのだからオレの家だ、お
前ら出て行け」と言われ続けた家を出た。
　慣れない仕事に戸惑いながらも、平和な生活が始まった。い
くら謝られてももう騙されない。残りの人生は私のもの。自分
の為にどう使うか模索している。それもまた楽しい。

ご協力ください！

ウィメンズネット青森の

　★会員となって活動してくださる方！　★活動を賛助してくださる方！

ウィメンズネット青森までご連絡を！

TEL.017－734－4705　http：//www.aomori-u.ac.jp/intro/manage/bu-info/gkhp2003/mi01024/

三上 久美子さん
（NPO法人ウィメンズネット青森理事長）

鹿内　文子さん
（NPO法人ウィメンズネット青森副理事長）

　ウィメンズネット青森のような団体を支援したり、
地域での市民活動を広めたりすることです。それが
加害者に対して暴力は許さないと示すための大きな
力になるのです。また、子どもを通して暴力が連鎖
していくことを止めることは、まわりの大人の責任
です。暴力は許されないということや人間のあたた
かさを、私たち大人が見せていきましょう。

私達にできることは何ですか
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　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）が、平成13年に施行され

たことにより、「DVは犯罪である」という認識が広がり、保護命令（退去命令・接近禁止命令）も

全国で出されています。施行3年目の今年、DV防止法の一部を改正する法律が6月に交付され、

12月から施行されます。

DV防止法改正！！DV防止法改正！！
 「暴力」の定義の拡大・「保護命令」の拡充

改正の主なポイント

「配偶者からの暴力」の定義が、配偶者からの
身体に対する暴力、又はこれに準ずる心身に有
害な影響を及ぼす言動を含むものとされました。
また離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれ
らの暴力や言動も含められることになりました。

「配偶者からの暴力」の定義の拡大1
�　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
を防止するとともに、被害者の自立を支援す
ることを含め、その適切な保護を図る責務を
有するものとされました。

�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策に関し、国が基本方針を、都道
府県は基本計画を定めなければならないもの
とされました。

�　被害者が自立して生活することを促進する
ための情報提供、関係機関との連絡調整等を
行うことが、配偶者暴力相談支援センターの
業務として明記されました。

�　福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法等
の法令の定めるところにより、被害者の自立
を支援するため必要な措置を講ずるよう努め
るものとされました。

被害者の自立支援の明確化等3

市町村による配偶者暴力相談支援
センターの業務の実施

4

警察本部長等の援助5

苦情の適切かつ迅速な処理6

外国人、障害者等への対応7

�　離婚後、元配偶者から引き続き生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合
も、保護命令を申立てることができるように
なりました。

�　被害者がその同居している未成年の子に関
して、配偶者と面会することを余儀なくされ
ることを防止する必要が認められる時は、被
害者への接近禁止命令と併せて、被害者の子
への接近禁止命令を裁判所が発することがで
きるようになりました。

�　退去命令において、住居からの退去に加え、
退去住居付近のはいかいも禁止されました。
�　退去命令の期間が2週間から2カ月に延長
されました。

�　退去命令の再度の申立てが認められること
になりました。　　　　　　

保護命令制度の拡充2

詳しく知りたい方は、こちらのホームページもご利用下さい

内閣府男女共同参画局　←改正DV防止法全文
http：//www.gender.go.jp/

青森県男女共同参画センター相談室　
http：//www.apio.pref.aomori.jp/sankaku/consult/dv.html

青森県DV相談件数等実績

豆知識豆知識 シェルターってなに？？シェルターってなに？？シェルターってなに？？
　本来は戦災などで安全な住居を失った人々のための避難所を意味しますが、近年、夫や恋人などの

男性から暴力を受けた女性のための避難所をも意味するようになりました。

　暴力という極限の緊張状態から逃れてきた女性に安全な場所を提供し、心と体を癒しながら将来の

方針についての自己決定を援助する場になっています。

　青森県でも、県や民間団体によって運営されているシェルターがありますが、被害者の安全確保の

ため、所在地は非公開になっています。

　まずは電話で配偶者暴力相談支援センター等に相談することをお勧めします。

県内の配偶者
暴力相談支援センターに
おけるDV相談件数

県内の保護命令
発令件数
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相談室より相談室より
青森県男女共同参画センター相談室では、女性が抱える様々な悩みの解決方法を探る

お手伝いをしています。配偶者暴力相談支援センターとしての役割も担っています。

一人で悩まずに、ご相談ください。

相談専用電話：017－732－1022
（受付時間：午前9時～午後4時　水曜日、年末年始を除く）

＊専門家による「法律相談」「こころの相談」も行っています。

・・・・

誰に相談
したら
いいの？

まずは
お電話

配偶者暴力相談支援センター
青森県女性相談所

電話番号：017－781－2000
受付時間：月～金 8：30～16：45

青森県男女共同参画センター
電話番号：017－732－1022
受付時間：木～火 9：00～16：00

東地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：017－734－9952
受付時間：月～金 8：30～16：45

中南地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：0172－33－3211
受付時間：月～金 8：30～16：45

三戸地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：0178－27－4435
受付時間：月～金 8：30～16：45

西北地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：0173－35－2156
受付時間：月～金 8：30～16：45

上北地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：0176－62－2145
受付時間：月～金 8：30～16：45

下北地方健康福祉こどもセンター福祉部
電話番号：0175－22－2296
受付時間：月～金 8：30～16：45

（件） （件）
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編集スタッフの

トップインタビュー

浪浪 岡 町岡 町

　プラン立ち上げの時から、資料収集・検討会議の
開催など、浪岡町男女共同参画社会推進委員の皆さ
んの多大なご尽力がありました。
　身近な課題として男女共同参画をかみ砕いて、具
体的でわかりやすい内容になっていると思います。
「男女共同参画」というと、とかく堅苦しいイメー
ジを持たれがちなので、一般の人にもわかりやすく、
見やすいものにしなくてはならないと思いました。
　町民500人を対象としたアンケート結果からも浪
岡町らしい男女共同参画社会づくりへの方向性が見
えてくるように思います。

Q
1
なみおか男女共同参画推進プランが
平成16年3月に策定されたばかりです
が、プランへの思いをお聞かせください。

加藤新吉町長をお訪ねして（6月30日取材）

　現代は、男女が力を合わせて家庭を作っていく時

代です。私自身も、妻が2年間病気をした時、家事

を何でもしました。食事を作ったり洗濯をしたりは、

大変ですが大事なことです。家事もしてみると結構

おもしろいことがわかりました。
　基本目標㈽に掲げた『ともに働きやすい地域社会
づくり』です。リンゴ生産日本一を誇る浪岡町です
が、少子高齢化や後継者不足などの問題を抜きにし
ては農家の未来は語れません。若い人にとって魅力
的な農業のあり方と子どもを生み育てやすいまちづ
くりを考えてゆきたいという思いを、この目標に盛
り込みました。

Q
2
プランの中で特に力を入れて取り組ん
でいる基本目標は？

Q
4
加藤町長のお宅での
男女共同参画状況は？

　今年2月に開催した「浪岡町男女共同参画フォー
ラム」では、推進委員をはじめとする女性たちの頑
張りもあり、国際ジャーナリストの高島紀子さんを

お招きして、私たちの日常生活からかけ離れたもの
ではなく、より身近な共同参画の実践についてのお
話をお聞きできました。本年度も予定しており、女
性たちの活躍に期待しています。
　また、町の審議会等への女性登用率は30％に達し
ています。農業委員として、女性二人を議会推薦で
送り込んだことは特筆に当たると思います。
　このように、女性が活躍できる場所が増えてきて
いますので、発言の機会を逃さず自分の意見をしっ
かりと発言できる女性になってほしいと願っていま
す。

Q
3
この町の女性たちに期待していること
は何ですか。

フォーラムで高島紀子さんの講演を聞き、「身近なお話でわかりやすく、ご本人
もとても魅力的でファンになりました」と、加藤新吉（かとう　しんきち）町長。

発言しなくては、参画ではない発言しなくては、参画ではない
～発言できる機会を逃さないこと。発言できる女性になろう

真　島　芳　恵
（青森県史中世部会調査研究員）

　戦国時代の女性というと、多くの武将の妻や娘

たちのように、「自らの運命に翻弄される女性像」

が思い出されることが多い。いくさに負けて、自

分の意思とは無関係に敵方の武将の妻にされたり、

夫への忠節を尽くすために自害して果てたりする

姿は映画やテレビドラマなどのシーンとしてよく

描かれ、戦国時代の女性のイメージとして定着し

ているのではないだろうか。しかしこのような姿

に対し、近年、多くの異論が出されてきている。

　今回紹介するのは、戦国時代、現在の青森県南

津軽郡平賀町にあった沖館城という中世の城で起

こった話である。

　天正7年（1579）、桧山（現　秋田県能代市）にい

た下国安東氏が現在の津軽地方に攻めてきた。約

20騎の敵が沖館城の堀や塀を越え、城中に攻め込

もうとしていた。その時、中にいた佐藤平右衛門

という人物の妻が、敵に向かって上から「大石」

や「摺臼」を投げつけた。当時の城の構造から考

えて、上からものが投げ落とされた時、それを避

けてさらに攻め入ることは不可能に近い。実際、

敵四、五人はこれで打ち落とされてしまった。彼

女の働きを聞いた初代弘前藩主津軽為信は、「女

の働には健気成仕方」と評価し、「御茶代」として

二斗（十斗で一石）を与えたという。

　この話は、この事件から約230年ほど後に、為

信のころの家臣の子孫たちが記した由緒書を集め

て作られた『由緒書抜』という史料に出てくるが、

実際に攻めてくる敵に向かって石などを投げつけ、

敵を倒して、落城の危機を救うという、今までの

イメージと全く違う女性像が描かれている。現在

「健気」という言葉はいわゆる「か弱い女性」や「幼

い子ども」ががんばる意味で使われることが多い

が、本来、「強い、勇敢な」という意味があり、「力

つよくけなげなる男」といった使い方がされてい

た。「健気」な女性とは、決して弱々しく泣いて

ばかりいる女性ではない。さらにこの行動に対し

て、実際に為信から褒美をもらっているというこ

とは、そのことがきちんといくさの際の働きとし

て評価されたという事実を示している。

　実際、いくさの場面で敵を倒した女性の話は、

全国的にも、また現在の青森県域の史料にも散見

する。さらに敵を倒すことは戦後の恩賞に関係す

ることから、男性の場合であっても、どんな戦い

に参加し、どのような働きをしたのかということ

は具体的に記されるし、信憑性もある。女性だか

ら特別に書かれるというわけではないのである。

　考えてみると、いくさで城が攻められている時

に、ただ集まって泣くだけでは何の解決にもなら

ない。自らの生命を守るためにも男女を問わず城

を守るための行動を起こすのは当然のことであろ

うし、共に協力して直面している危機を乗り越え

ようとする姿は、今も昔も変わらない。

沖館城

桧山

ひ やま

しものくに

すりうす

はたらき け なげなる し かた

青森県

岩手県

『由緒書抜　上』国文学研究資料館史料館津軽家文書

秋田県
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　男女共同参画社会づくりに向けた機運の醸成を図るために、県民参加による「男女共同参画フ

ェスティバル」が6月12日（土）に、アピオあおもりで開催されました。

　会場を訪れた人は講演会やワークショップに参加し、多様な視点からの男女のパートナーシッ

プについての考察を深めました。また、産直販売や風船プレゼントなどがある、にぎやかな会場

を楽しんでいました。

講　　演

アトラクション

7 8

～男と女　平等社会のまあるい灯～
ひと ひと ひ

以前実施したアンケート結果を基
に「生涯を通じた女性の健康につ
いて」考えました。

「子どもの生きる力を育むコミュ
ニケーション」と題してグループ
トークを実施。参加者は熱心に語
り合いました。

突然始まったタイコの音とアフリ
カンダンスに、あっという間に人
垣ができました。見ているうちに
一緒に踊り出す人も。

写真の子どもの洋服・髪型を変え
ていき、男の子と女の子、どちら
に見えるか、どうしてそう思った
のか考えてみました。

男らしさから自分らしさへ！男性
による手作りクッキーのサービス
が好評でした。

いざという時に自分の身を自分で
守れるように。セルフディフェン
スの講習会です。

ワークショップ

　県内の団体が、日頃の活動の成果発表・グループ討議・パネル展示等を行いました。真剣な討論、ゲー

ム感覚の展示、楽しいアトラクションなど様々な企画があり、来場者は思い思いのワークショップに

参加し、交流を深めました。その一部をご紹介します。

　このイラスト集は平成15年度に青森県男女共同参画センターが企

画集団プティジュールに委託し、作成したものです。性別・年齢にと

らわれず、いきいきと活動している男女のイラストを掲載しています。

　イラスト集は男女共同参画ライブラリで見ることができます。

また、ご希望の方は青森県男女共同参画センターまで

お申し込みください。

　まだまだなじみの薄いゴスペルですが、素晴らし

い歌声に会場は引き込まれていきました。

大変すばらしかった。力強
く、心の底から出る歌声に感
動し、思わず一緒に手拍子を
取っていました。

　兄嫁の苦労している姿、結婚をためらう理由、出

産についての御自身の考えをテンポ良く語る遙さん

のお話に、会場は爆笑の連続でした。

とても楽しく聞きました。女性なら
1度や2度、遙さんと同じ思いをした
ことがあると思います。前向きに人
生を送っているんだなあと、女性と
して心強く思いました。きらきらと
輝いている遙さんにこれからも期待
したいと思います。

すべての人がビューティフル
　　～みんなが輝いて生きるために
　　講　師　遙　　洋子（タレント）

男女共同参画の視点に立った
イラスト集完成！

お知らせコーナー

開催開催

ゴスペルグループ「メドウラークスリフレイン」

問合わせ・申込みは男女共同参画センターまで
電話　017－732－1085



弘前航空電子�訪問

広い工場の中を案内していただきました。

●多様な生き方・働き方●●多様な生き方・働き方●

■業　種：パソコンや携帯電話の部品、
コネクタ等の製造

■従業員：476名（うち女性91名）
■所在地：弘前市

育児休職、介護休職を取りやすく
　～企業ぐるみで支援
育児休職、介護休職を取りやすく
　～企業ぐるみで支援

　弘前市の北東に位置する北和徳工業団地

内の弘前航空電子株式会社を訪問しました。

全社員のうち女性社員は2割弱、平均年齢

が37.3歳という若々しい企業です。総務部

長の斎藤悦朗さんに育児休職や介護休職の

取得状況などを伺いました。「出産後子ど

もが満1歳に達する日まで休職することができる育

児休職制度については、1992年4月の制度導入以来、

女性の取得率が上昇してきて2003年までにはのべ59

名が取得しました。1998年からは、100パーセント

の取得率です。しかし、男性の取得者はまだ無いん

です。介護休職制度も同時期の導入でしたが、職員

の年齢が若いこともあり、現在まで利用者は女性4

名だけ」だそうです。

　休職制度を利用し、休んでいる人の仕事について

は、期限付きで他の担当が応援に入ったり、その期

間だけ協力企業に出したりして、本人が職場に復帰

してくるのを待っています。また、社内結婚が多い

ため、社内の情報は育児休職者へも自然と伝わって

いますが、配偶者が社内にいない場合には社内報等

を送付し、情報提供を行っています。このように、

制度を利用しやすくするために、確実に本人が復帰

できるような支援体制が考えられています。

　そこには、この工場でしかできない精密な機器を

製造しているため、専門的な知識と技術を習得した

職員にいて欲しいという企業側の取り組みと働き続

けたいという職員の思いがあります。

　「せっかくの仕事なので、結婚しても、出産して

も、この仕事から離れたくなかった」という鈴木久

美子さんは育児休職を利用し2人の子どもを出産し

ました。「前と同じ仕事に戻れるのか不安でしたが、

先輩達も同じような不安を抱いたけれど克服できた、

という経験談を聞いて気持ちが楽になりました。子

育てしている女性同士だからわかり合える『お互い

さま』という気持ちもあって、休みを取りやすくし

てくれています」と話していました。

斎藤総務部長 鈴木久美子さん

9

学習会には、男性の参加者も

男の子と女の子、何色が似合う？子ども向けの学びの場
（アピオ男女共同参画フェスティバルにて）

グループ紹介

（十和田市）
しゃべって語ろう会

まずは話して、学びあい、そして行動に

設　　立：平成15年4月　　会 員 数：10人
目　　的：定期的に学習会などを行い、自身のエンパワー
　　　　　メントとネットワーク作りをする。
主な活動：第3水曜日の学習会

誕生まで
　　　　　　　十和田市男女共同参画情報誌「ゆ

っぱる」の編集を行政担当者も含めた4人で始めた

のが2年半前。1年後、学びの場が欲しいという思

いが実って、グループができました。そういうグル

ープが十和田市にはなかったので、自分たちでや

らなければ、という気持ちでした。

活動の内容
　　　　　　　学習会が中心です。男女共同参画

だけに特化せず、アロマテラピー、悪質商法、年

金など、たくさんの人が興味を持ちやすいものも

織り込んでいます。千円の年会費だけの運営です

から、各メンバーの人脈をフル活用し、講師のご

厚意に甘える形で開催しているのが現状です。

　　　　　　　　　　　積極的に学ぶ意欲が

できてきている気がします。また、最初は外

に出ることにいい顔をしていなかったパート

ナーが、学習会に定期的に参加しているうち

にだんだん理解してくれるようになったとい

う女性の声も聞かれました。最近は会員も増え、

市の審議会などの委員、県の海外研修に参加

する人も増えてきました。

会員や周りの変化

　　　　　 　「言ってもだめだわ」とあき

らめずに、言いましょうよ。一歩外に踏み

出しましょう！

そしてこれから
　　　　　　　　　　　今後は男性にも会に入っ

てもらい、いろいろな視点で一緒に学びあってい

きたいです。聞くだけではない主体的な学習にス

テップアップし、さらに行動につなげていきたい

と思います。

　男女共同参画は個人の意識と片付けられがちで

すが、社会の問題として考えてもらうためには、

行政とのパートナーシップが欠かせません。バラ

ンスを取りながら背伸びをせずにやっていくつも

りです。

かだ

10

最後に一言

応援メッセージ！
十和田市総務部　広報交流女性課　交流・女性係長 村山康子さん

　男女共同参画の視点では発展途上にある十和田市で、先駆的な活動をしている「しゃべって

語ろう会」に期待しています。行政は担当者が変わり、継続性という点で弱いところがありま

すので、民間団体が継続的に意識啓発、情報発信をしてくれることは、市にとってとても嬉し

いことです。男女共同参画情報誌「ゆっぱる」の制作にも加わっていただき、さらにエンパワ

ーメントしてこの“波”を大きくして欲しいなと思っています。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

ご夫婦で裂き織に取り組んでいる村上あさ子さん・始さんに
裂き織との出会いとその魅力についてうかがいました。

　青森県出身の二人は東京で職場結婚。結婚を機に会社を退職した
あさ子さんは以前から興味のあった染色とはた織を学び始めるが、
はた織機の音でアパートにいられず青森へ帰省。青森市内の工芸店
に勤めたのをきっかけに津軽の裂き織と出会った。傍らの始さんも
あさ子さんが織るのを見ているうちに興味を持ち、仕事を辞めて染
めと織を本格的に学びたいと山形の工業試験場に単身で行ったのは、
二人の子どもが4才と3才のとき。10ヶ月後に勉強を終えた始さん
と二人で作品を作り始めたが、生活のため始さんは再就職。「いず
れは夫婦で裂き織を」との思いを持ち続け、子どもが成人したのを
機に、テキスタイル村上を設立。
　現在は工房や店舗での作品展示・販売、裂き織教室、個展やグル
ープ展の準備、全国誌やテレビの取材等多忙を極め、県内外の裂き
織ブームに一役買っている。

お互いがライバル

～津軽の裂き織“さくり”の魅力

村上あさ子さん 村上　　始さん

二人とも無職になることに不安は？Q
A

表 紙 あ ら か る と

編 集 後 記
　男女共同参画の知識を得る機会はたくさんありますが、行動し

なければ意味がありません。言葉ではなく、行動することで自分

を飾っている方々に取材を通してお目にかかれたことが収穫でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工藤）

　ウィメンズネットの取材は、日常では知ることができない内容

だったので衝撃を受けました。そして、スタッフの方達の自分達

がやらなければ！という熱意に感動しました。　　　　　　　（安村）

　自分たちの活動に全エネルギーを注ぎ、信念をもっている人達

の「健気さ」に圧倒されました。彼女たちの活動が実を結ぶよう、

エールを送りたいと思います。　　　　　　　　　　　（情報誌担当）

　「一人で作ってると私のカラーだけだけど、彼が入ったから
二つになって、テキスタイル村上の工房作品として三つになっ
た。だから二人で作ってる方が幅が広がって、見る側も面白い
んじゃないかな。ものを作るのって男とか女とかでなく、その
人の個性だから。彼は全く私が思ってもいなかったような物を
作るから刺激になるし、お互いライバルだから」「二人とも作
風が違うから、そういう面でプラスアルファで広がっていって
る」と二人は笑う。

二人で作品を作ることの利点は？Q
A

　裂き織は日本全国にあり、地域によっていろんな特色・呼び
名がある。津軽の裂き織は江戸時代に北前船が津軽半島の船着
き場に木綿をおろしたことに始まり、“さくり”と呼ばれていた。
主に仕事着として、また新しい紺色の木綿で作られたさくりは
晴れ着や花嫁道具にもなった。しかし、時代の流れとともに便
利な製品が“さくり”に取って代わり、裂き織を織ることはな
くなった。「南部では織物は昭和まで推奨されていたし、小さい
時に裂き織を織っているのを見たって人たちがたくさん残って
いて、今も有名だけど、津軽の裂き織はあまり知られていない。
私たちの思いは、“さくり”と呼ばれた津軽の裂き織の伝統を広
く伝え、知ってもらうこと」と語ってくれた。

これからの抱負は？Q
A

　「歳いってからだとちょっと無理だったかもしれませんね。
やりたいと思った時にとりあえず動いてみなければ」と始さん。
仕事を辞めて学校に行くことにあさ子さんは「彼と結婚したお
陰で私の好きなことができたわけだから、彼が何かやりたい時
は応援したかったし、うんいいよって。すごく楽しいじゃない、
自分のしたいことをあらためて勉強するって」と反対はしなか
った。

「クローバーあおもり」の定期購読をご希望の方は、年間送料（160円切手×2枚）を同封のうえ、青森県男女共同参画センターまでお申し込みください。
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