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京田辺市女性交流支援ルーム

「モデル・アイドルになりませんか」と声をかけられた、「高収入アルバイト」に応募した。その後、聞い

ていない・同意していない、性的な行為等の「写真」や「動画」の撮影をされたり、性暴力やストーカー

等の被害を受けた。 実際に、下記のような性的な被害が起きています。

「AV出演強要」、 「ＪＫビジネス」、「レイプドラッグ」

あなたや大切な人が被害にあわないために、気をつけて！

参考資料：（内閣府）男女共同参画局ホームページ

ひとりで悩まないで。相談できる場所があります。

「 被害にあって困っている…どこに相談すればよいかわからない… 」

【性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター】

・全国共通の短縮電話番号 ♯８８９１（早くワンストップ）

【警察相談専用電話】♯９１１０

【性犯罪被害相談電話（警察）】♯８１０３（ハートさん）

【性暴力に関するチャット相談「Cure  Time（キュアタイム）」】

・ホームページ（ https://curetime.jp/ ）から相談できます。

相談受付 毎週 月・水・土 17:00～21:00

（英語や中国語など10言語の外国語にも対応）

「 レイプドラッグ 」「 AV出演強要 」 「 JK ビジネス 」

【 緊急の場合は警察 １１０番 】

出された飲み物を飲んだら、

薬が混入されており意識が

なくなった。目がさめると、性

的な行為をされていた。

「一緒にお茶するだけ」「写

真撮るだけ」のバイトと聞い

ていたのに、客に性的な行

為を強要された。

モデルにならないかと誘われ

て事務所と契約したのに、撮

影現場に行くとアダルトビデ

オの出演だった。



＜新日本婦人の会 京田辺支部 （略称：新婦人）＞

「新日本婦人の会」は、1962年に創立され、2003年に国連のNGOに認められた女性団体で、
ジェンダー平等・平和・人権を守り、憲法を暮らしに生かす活動をしています。

～ 毎号１団体を紹介します ～

京田辺支部は、京田辺市の女性の様々な願いの実現を目指
し、地域班でつながりをもち、多様な活動をしています。

学習会や、サークル活動（ヨガ・新聞ちぎり絵・親子リズム等15

程）、年に1度、地域の要望をまとめて、市に提出しています。

＊案内リーフレットは、女性交流支援ルームに置いています。

ご一緒に、活動し、楽しみませんか。

「女性の相談室」の相談件数は３９７件でした。主な相談の内容は「夫婦関係」
に関する相談が最も多く、次に「親子・家庭」、「こころ」となっています。
「女性の相談室」では、夫婦の問題、子育て、女性に対する暴力（ドメスティッ
ク・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントなど）等、女性が生きていく中
でのさまざまな悩みをお聴きし、あなたとともに考え、次の一歩を踏み出すため
のお手伝いをします。ひとりで悩まず、ご相談ください。

京田辺市「女性の相談室」令和２年度相談件数及び主訴分類別件数



情報ライブラリーでは、各種情報や資料を収集し、男女共同参画に関する図書、DVDの貸し
出しをしています。その一部をご紹介します。お気に入りの一冊が見つかるといいですね。

ＤＶＤ

・からだ・こころ ・生き方

・家族・子育て ・仕事

・暴力（ＤＶ・性暴力など）

・男女共同参画・女性学・男性学

・絵本・シリーズもの など

図書はこのように
分類して所蔵して
います。

初めての方は「貸出券」をお作りします。
借りたい図書・ＤＶＤ等を交流スペースに
お持ちください。
ぜひ手にとってご覧ください。 貸出券→→

京田辺市
女性交流支援ルーム
「女性の相談室」
専用ダイヤル

受付時間
月曜日～金曜日

午前10時～ 正午
午後 １時～ ５時

ひとりで悩んでいませんか？ フェミニスト・カウンセリングでは、女性の抱える悩みの解決に向
けて、女性のカウンセラーが丁寧にお話を伺い、あなたとともに考えていきます。

ご利用にあたり、予約が必要ですので、「女性の相談室」にお電話ください。料金は無料です。

▷相談（定期）場所 女性交流支援ルーム
８月 ５日（木）・ ８月１９日（木）・ ９月 ２日（木）・ ９月７日（火）
９月１６日（木）・１０月 ７日（木）・１０月２１日（木）

①１３：３０～ ②１４：３０～ ③１５：３０～

▷法律相談 場所 女性交流支援ルーム

本

▷相談（夜間分）場所 女性交流支援ルーム
８月４日（水） ①１７：００～ ②１８：００～ ③１９：００～

『くまのトーマスはおんなのこ ジェンダー
とゆうじょうについてのやさしいおはなし』

ジェシカ・ウォルトン（作）、ドゥーガル・マク
ファーソン（絵）、かわむらあさこ（訳）
女の子になりたいとずっと悩んでいたテ
ディベアのトーマス。それを打ち明けたら、
大好きなエロールはもう友達じゃなくな
ってしまうだろうか・・・。本当の自分を打ち
明ける勇気を持ったテディベアと、そして
それを知らされた親友のエロールの返事
は・・・。「大事なのはきみがぼくの友だち
だってことさ」ジェンダーと友情について
のやさしいお話。

『食べて祈って恋をして』

監督／脚本：
ライアン・マーフィー
出演：
ジュリア・ロバーツ 他

ニューヨークで活躍する女性ジャー
ナリストが、仕事にプライベートに忙
しい日々を送っていたが、心のどこ
かに満足しきれない思いを抱いて
いた。「昔はもっと毎日が輝いてい
たのに・・・」と。ある日、彼女はすべ
てを捨ててニューヨークからイタリ
ア、インドそしてバリ島へ“本当の自
分”を探しに１年間の旅に出ることを
決意する。イタリアでは、体型を気に
せずグルメ三昧、インドでは瞑想に
耽り、最後に訪れたバリ島では思い
がけない出逢いが待っていたのだ
が・・・。

８月２５日（水）・９月２２日（水） ①１３：３０ ②１４：００ ③１４：３０

『小さく始めて夢をかなえる！「女性ひとり
起業」スタートＢＯＯＫ』
小谷 晴美 著
お金の知識ゼロから、「女性ひとり起業の
夢」をかなえる本！「好きなことや得意
なことで、人の役に立ちたい」「自分らし
さや能力を発揮して、イキイキと活躍した
い」「家庭に軸足を置きながら社会参加し
たい」そんな想いを持っているなら、まず
は小さく始めよう！あるもので「ゆるくス
タート」して、その時々のライフスタイルに
合わせて働くという「しなやか起業」を伝
授します！

▷出張相談（１0月）場所 北部住民センター
１０月６日（水） ①１０：００～ ②１１：００～ ③１２：００～

１０月２７日（水） ①１５：３０ ②１６：００ ③１６：３０



図書等を借りることができます！

市内在住・通勤・通学の方なら、どなたでも図
書等を借りることができます。
図書は、お一人２冊２週間まで
ビデオ（ＤＶＤ）は、お一人１本１週間まで

開室日 月曜日～金曜日

開室時間 午前１０時から午後６時まで

休室日 土・日・祝日 年末年始

アル・プラザ京田辺休業日
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京田辺市 市民部 人権啓発推進課

京田辺市女性交流支援ルーム「ポケット」

TEL/FAX 0774-65-3709（直通）

〈相談専用〉TEL 0774-65-3727
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「女性の相談室」
女性が生きていく中でのさまざまな悩みをお聴きし、あなたとともに考え、次の一歩を踏み出す
ためのお手伝いをします。一人で悩まず、安心して、ご相談ください。秘密は厳守します。

一般相談（予約不要）

月曜日～金曜日

午前1０時～正午
午後 １時～５時

専門相談（要予約）
（フェミニスト・カウンセリング）

毎 月 第1・3木曜日
奇数月 第１水曜日
午後1時30分～4時30分

受付時間
月曜日～金曜日
午前10時～午後5時

「女性の相談室」
専用ダイヤル

料金は無料です。まずはお電話ください。

情報ライブラリー 交流スペース

市民のみなさんの交流の場等に

ご利用できます！

情報ボックスのご利用については、登録が必要
になります。
※団体やグループでの利用について、くわしく
は女性交流支援ルームにお問い合わせください。※くわしくは女性交流支援ルームにお問い合わ

せください。

法律相談（要予約）
毎月第4水曜日

(祝日の場合は第３水曜日)
午後1時30分～3時

（１０月は午後３時３０分
～５時）


