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マルトノマ
Multnomah

ブラッドリー・アングル
Bradley Angle

http://bradleyangle.org/

ブラッドリー・アングルは全てのドメス
ティックバイオレンスの被害者に支援
の手を差し伸べることを目標としてい
ます。現在DVに苦しんでいる、もしく
は近い将来DVの危険に遭遇する可
能性のある人々をサービス対象とし、
安全対策、DV教育、自信の回復、こ
ころの傷からの回復、そして希望を再
び持てるように支援します。

24時間ホットライ
ン:
(503)281-2442

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
ケースマネージメント
サポートグループ
LGBTQ対象のサービス
経済自立支援
DV問題への社会の意識向上

緊急避難シェルター:
最長12週間まで

トランジショナル・ハウジング:
最長2年まで

子どもや青少年への支援
ブラッドリー・アングルの青少年プログ
ラムでは被害者支援サービスを受け
ているクライアントの子どもたちに対し
て、子ども向けのサービスを提供して
いる。経験豊富なスタッフが、DV・虐
待被害に遭ったこどもたちに対応して
います。

LGBTQのDV被害者への支援
ブラッドリー・アングルでは、LGBTQのDV被害者の出身文化を加味した、非
抑圧的な支援・援護サービスを提供しています。

健康的な人間関係について学ぶ
「健康的な人間関係について考える」と題した講演会では、価値感、他者と
の境界、交渉、コンフリクトの対応法、信用、コミュニティでのネットワークの
構築法、などについて触れる。この講演会は、LGBTQと認識している個人、
現在恋愛関係にある人やいない人、複数の恋愛対象のある人など、どなた
でも参加可能。カップルでの参加も可能。

マイクロ・ローン（短期ローン）
ブラッドリー・アングルでは、急に経済的支援が必要となったDV被害者に対
して、短期ローンを提供する。ローン額は$500を上限とし、6~12ヶ月で返済す
る必要がある。被害者が信用スコアを高められるように、ローンはクレジット
会社に報告され、被害者の社会的経済信用の向上をサポートする。

スピーク・アウト（Speak Out）
一般に向けたDVや性犯罪に関する講演会活動
講演内容：人種差別、DV、ストーキング、レイプ文化、性犯罪被害者の援護
活動、DVや性犯罪被害者の法的権利など。

5432 N. Albina Ave.

Portland, OR 97217

電話： (503)232-1528

リン
Linn

マリオン
Marion

キャニオン　クライシス　センター

Canyon Crisis Center

http://www.facebook.com/pages/Ca

nyon-Crisis-and-Resource-

Center/275872244570?id=2758722

44570&sk=info

ホットライン:
(503)897-2327

24時間ホットライン
被害者のニーズに合わせた支援

(503)897-2327

リン
Linn

ベントン
Benton

センター　アゲンスト　レイプ＆ DV

Center Against Rape & Domestic Violence

http://cardvservices.org/

センターでは、ドメスティック・バイオレ
ンスや性犯罪の被害者に対して直接
的支援を行うほか、ドメスティック・バ
イオレンスや性犯罪のない社会実現
のために、コミュニティへの積極的な
教育活動及び、犯罪撲滅に立ち上が
るリーダーの養成をしています。

24時間ホットライ
ン:
(541)754-0110 
(800)927-0197

緊急避難シェルター
危機介入
サポートグループ
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）
地域教育

CARDV

PO Box 914

Corvallis, OR 97339

電話： (541)758-0219

ファックス： (541)758-8458

クラッカマス
Clackamas

クラッカマス　ウィミンズ　サービス
Clackamas Women's Services

http://www.cwsor.org/

私たち団体の使命は、被害者女性や
その子どもたちがドメスティックバイオ
レンスや性犯罪の被害から解放され
自由な生活を勝ち取るために、彼ら
の中に自信と勇気とを構築することに
あります。 24時間ホットライ

ン:
(503)654-2288
(888)654-2288

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
カウンセリング
サポートグループ
子ども向けサービス

子どものためのサービス
CWSでは、子どもの発達年齢に応じ
たサポートグループ、遊びを通して学
習するグループ、1対1のセッションを
提供している。CWSでは子どもがシェ
ルターを離れる前に、それぞれの子
どもと安全プランを構築するようにし
ています。職員およびボランティアは
、家族に対して養育スキルについても
講習を行う。CWSでは、子どもやその
家族が必要な支援を受けられるよう
に、コミュニティの様々なプログラムに
紹介を行っている。その中にはヘッド
・スタート、ヘルシー・スタート、ケアズ
児童虐待査定センター、メンタル・ヘ
ルスのカウンセリングなどがある。

Clackamas Women's Services

704 Main Street, Suite 200

Oregon City, OR 97045

電話： (503)722-2366

ファックス： (503)722-8059

クラッソップ
Clatsop

クラッソップ　ウィミンズ　リソースセンター
Clatsop County Women's Resource Center

http://www.ccwrc.net/index.html

クラッソップ・ウィミンズ・リソース・セン
ターでは、ドメスティックバイオレンス
や性犯罪の被害者に対して、危機介
入や心的被害からの回復をお手伝い
する。

24時間ホットライ
ン:
(503)325-5735

危機介入
カウンセリング
サポートグループ
情報紹介

1389 Duane Street, 2nd floor

P. O. Box 1342

Astoria, Oregon 97103

電話： (503)325-4962

コロンビア
Columbia

コロンビア郡　ウィミンズリソースセンター
Columbia County Women's Resource Center

http://www.columbia-

center.org/onestop/client014.html

24時間ホットライ
ン:
(503)397-6161

緊急避難シェルター
ケースマネージメント
サポートグループ
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）
地域教育

児童暴力防止プログラム
CAPPは1978年にオハイオ州コロンバ
スのウィミン・アゲンスト・レイプによっ
て始められた全国的にも高い評価を
得ているプログラムです。このプログ
ラムでは、暴力や誘拐に遭う危険性
の高い子どもたちに、回避テクニック
を教えたり、信頼のおける大人たちの
サポート網を築くことを目標としていま
す。

交通手段の提供
移動手段を提供することには限度がある為、緊急を要する場面にのみ提供
をしています。シェルター、病院、警察、カウンセリングなどへの交通手段を
提供することがあります。

住まいを失った人への支援
コロンビア郡の女性の為の情報センターでは、加害者の元を離れる決断をし
た女性に対し、最初の一ヶ月の家賃もしくは敷金を立て替える支援をしてい
ます。この支援を受ける為には、被害者に自立の意思があり、2ヶ月目以降
の家賃を負担できることが必要です。

(503)397-7110

ジャクソン
Jackson

コミュニティ・ワークス　ダンハウスー性犯罪被害者
支援サービス
Community Works - Dunn House/Sexual Assault 

Support Services

http://community-

works.org/index.shtml

1956年に設立された非営利団体コミ
ュニティ・ワークスは、支援を必要とす
る青少年およびその家族、ドメスティ
ック・バイオレンスや性犯罪の被害を
受けた女性やその子供たち、そしてジ
ャクソン郡のコミュニティに対して、年
中無休のヘルプラインを通して支援を
行っている。

ホットライン：
(541)779-4357
(855)216-2111

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
ケースマネージメント
サポートグループ
情報提供
子ども向けプログラム

性犯罪の被害者支援サービス
レイプ、性犯罪、セクシャルハラスメントの被害者（大人、青少年）に対し、支
援や援護を行う。訓練を受けた職員が電話や対面での相談に応じます。私
たちは被害者の意思や選択を尊重し、彼らを必要な支援サービスにつなげ
ることを使命としています。

DV問題への社会認識の向上を目指す
私たちは地元コミュニティ、地元団体、および教育機関らに対して、DV撲滅を
根ざした教育活動を行っています。講演や研修を必要な方は(541) 779-
2393までご連絡の上、ご要望ください。

自活支援プログラム
フォスターケア（里親制度）で育った、もしくは現在生活している青少年に対し
、彼らが施設を離れて自立していけるよう支援を行う。資格保有者は現在14
歳以上で、14歳になってから少なくとも180日間フォスターケアで生活してい
たことのある若者である。

子どもの養育に関する講習会
新生児から17歳までの子どもの養育の義務を追っている実親、祖父母およ
び法的な養育者に対して、1日から10ヶ月の講習を提供する。受講に関する
問い合わせは：779-2393 ex. 242　まで。

Community Works

201 W. Main St

Suite 2B

Medford, OR 97501

電話： (541)779-2393

ファックス： (541)779-3317
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OREGON　オレゴン州

ワシントン
Washington

ドメスティック・バイオレンス　リソース　センター
Domestic Violence Resource Center

http://www.dvrc-or.org/

センターは、社会を構成する一人一
人が安全で健康的な人間関係を構築
できるように教育・支援する。

24時間ホットライ
ン:
(503)469-8620

緊急避難シェルター
危機介入
カウンセリング
サポートグループ
情報紹介
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）
地域教育

Domestic Violence Resource 

Center

P.O. Box 494

Hillsboro, OR 97123

電話： (503)640-5352

ファックス： (503)648-6905

ポートランド市
Portland

エキュメニカル　ミニストリー　オブ　オレゴン
Ecumenical Ministry of Oregon-Russian Oregon 

Social Services

http://www.emoregon.org/ross.php

Ecumenical Ministries of 

Oregonでは、相互尊重の理念に基
づき、異なった宗教団体や多民族コミ
ュニティと一丸となり、社会正義およ
び平和のために共に学習し、必要な
支援を行う。

24時間ホットライ
ン:
(503)221-1054

危機介入
カウンセリング
サポートグループ
情報紹介

4033 SE Woodstock Blvd.

Portland, OR 97202

電話： (503)777-3437

ファックス： (503)777-6545

ハーニー
Harney

ハーニー　ヘルピング　オーガニゼーション　フォー
　パーソナル　エマージェンシー
Harney Helping Organization for Personal 

Emergencies

http://www.hhope.org/

非営利団体であるHHOPEは、過去2

6年間、ドメスティック・バイオレンスの
被害者支援に貢献しています。

Hotline:
(541)573-7176

緊急避難シェルター
ケースマネージメント
サポートグループ
法的援護活動
情報紹介ト
地域教育

ワスコ
Wasco

シャーマン
Sherman

ギリアム
Gilliam

ウィーラー
Wheeler

ヘイブン　フロム　ドメスティック・バイオレンス
HAVEN from Domestic Violence

http://haventhedalles.org/index.html

1981年に設立された非営利団体HA

VEN (Help Against Violence 

Encounters Now!) from Domestic 

Violenceは、ドメスティック・バイオレ
ンス、性犯罪、青少年のデーティング
・バイオレンスおよびストーキングの
被害者に対して支援を行っている。

24時間ホットライ
ン:
Local:
(541)298-4789
(800)249-4789 

危機介入
サポートグループ
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）
情報紹介

ドメスティックバイオレンス、性犯罪、ストーキング、デーティングバイオレンス
の被害者である、子ども、青少年、大人や家族に対して様々な支援サービス
を提供する。

HAVEN

P.O. Box 576

The Dalles, OR 97058

電話： (541)296-1662

グラント
Grant

ハート　オブ　グラント　カウンティー
Heart of Grant County

http://heartofgrantcounty.org/

Heart of Grant 

Countyでは、ドメスティック・バイオレ
ンスや性犯罪の被害者に対して総括
的な支援を提供するほか、暴力のな
い生活の実現を振興する。

24時間ホットライ
ン: (541)620-1342 

カウンセリング
危機介入

Heart of Grant County

PO Box 82

Canyon City, OR 97820

オレゴン州全域

ヘルピング　ハンズ　アゲンスト　バイオレンス　イン
ク
Helping Hands Against Violence Inc.

http://www.helpinghandsoregon.co

m/

Helping Hands Against Violence, 

Inc.ではドメスティック・バイオレンス
および性犯罪、ストーキングの被害
者らに対し支援を提供する。

24時間ホットライ
ン:
(541)386-6603

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
危機介入
サポートグループ
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）

緊急避難シェルター「Chrysalis 
House」：
最長30日間
トランジショナル・ハウジング「Young 
Women’s Center」：
被害者女性およびその子ども（t18-
24歳）に対してシェルターを提供

若い女性たちの為の支援センター（YWC）
YWCは犯罪の被害者である16歳〜24歳までの若い女性たちとその子どもた
ちを対象としたトランジショナル・ハウジングである。このようなプログラムは
オレゴンでもここだけである。YWCにご興味がある方は (541)386-
4808までご連絡ください。

電話： (541)386-4808

ヤムヒル
Yamhill

ヘンダーソン　ハウス
Henderson House

http://www.hendersonhouse.org/

Henderson 

Houseは1981年以来、ヤムヒル郡居
住者でドメスティック・バイオレンスお
よび性犯罪に遭った 
被害者らに支援を提供している。

24時間ホットライ
ン:
(503)472-1503

緊急避難シェルター 610 E. 1st. St.

McMinnville, OR 97128

電話： (503)472-1503

(877)227-5946

ファックス： (503)434-9276

イリノイバレー
Illinois Valley

イリノイ　バレー　セイフ　ハウス　アライアンス
Illionis Valley safe House Alliance

http://www.ivsha.org/

Illinois Valley Safe House 

Allianceではドメスティック・バイオレ
ンスおよび性犯罪の被害者らに対し
、短期的、長期的目標を設定して被
害者の自立支援に対する支援を行っ
ている。

24時間ホットライ
ン:
(541)479-9349      
(800)750-9278  

危機介入
サポートグループ
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）
情報紹介

子ども向けプログラム
子ども向けのプログラムでは、子ども
が虐待のサイクルから抜け出し、将
来的にその影響を引きずらないよう、
青少年や若年層の子どもに対して安
全対策の必要性を訴え、教育する。
子どもに対しての個人的な援護支援
も提供しているが、ほとんどの支援は
グループや学校で集団で行うことが
多い。

自立支援プログラム（SSP）
SSPでは犯罪の被害者に対して支援を提供する。支援サービスには、健康
的な人間関係、自信向上ににいて学ぶサポートグループ、就職先・住宅探し
のお手伝い、生活扶助などを通した収入の確保、社会保険番号の取得、職
業訓練、子どもの躾についての講習などがあり、数週間から数年間に渡り、
支援を受け続けることが出来る。支援の受給期間に限度をもうけないのは、
被害者一人一人が自分のペースで自立に向けた足がかりを作っていくことこ
そが、恒久的に暴力のサイクルから抜け出すことには不可欠であると考える
ためである。

PO Box 2490

Cave Junction, OR  97523

電話： (541)592-5332

ファックス： (541)592-2585

クラマス
Klamath

クラマス　クライシス　センター
Klamath Crisis Center

http://klamathcrisiscenter.org/

一人一人の人間が、基本的な人権の
元に安全に暮らせる社会の実現を目
指します。

24時間ホットライ
ン:
(541)884-0390
Rape Hotline:
(541)883-7273

緊急避難シェルター
カウンセリング
サポートグループ
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）
情報紹介
地域教育

コミュニティへの教育活動
ドメスティックバイオレンス、性犯罪、自殺防止、青少年のデーディングバイ
オレンス、レイプ、高齢者虐待などに関する講演会を行い、コミュニティの暴
力に対する知識向上を目的とする。

P.O. Box 1358

Klamath Falls OR 97601

klacri@aol.com

電話： (541)850-8939

ファックス： (541)850-8435

レイク
Lake

レイク　カウンティー　クライシス　センター
Lake County Crisis Center

http://lakecountycrisiscenter.org/

Lake County Crisis 

Centerはドメスティック・バイオレンス
、性犯罪の被害者（青少年を含む）に
対して支援を提供する。センターでは
、公平な人権の実現にも尽力する。

24時間ホットライ
ン:
(541)947-2449
(800)338-7590

緊急避難シェルター
移動支援
サポートグループ
 
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）

法的支援
リーガル　サービス　オブ　オレゴンから弁護支援を受けられるよう取りはか
らう。

言語アクセス
当団体では、英語の他、スペイン語での支援が可能である。

Lake County Crisis Center

726 North First Street

PO Box 774

Lakeview, Oregon 97630

lccrisiscenter@gmail.com

電話： (541)947-2498  

ファックス： (541)947-2147

クラッカマス
Clackamas

ロス　ニノス　クエンタン
Los Ninos Cuentan

http://www.losninoscuentan.org/inde

x.html

Los Niños 

Cuentanではクライアントの文化に配
慮した支援を提供することで、支援を
受けるためのバリアを取り除く。支援
、紹介業務、ケースマネージメントは
、尊厳の保たれた、信用のおけるスタ
ッフや環境にて提供される。

Hotline:
(503)974-9882
(503)933-7830

トランジショナル・ハウジング
ケースマネージメント
サポートグループ
情報紹介
養育に関する親向けの講演会
職業支援

職業訓練
生活の知恵、リーダーシップ養成講座、英語教育、コンピュータのスキルなど
の職業機会向上を目指した様々な講習会を提供している。

losninoscuentan@gmail.com
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OREGON　オレゴン州

リンカーン
Lincoln

マイ　シスターズ　プレイス
My Sister's Place

http://www.mysistersplace.us/

緊急避難シェルター、実用的な支援
の提供や、暴力や虐待に対する啓蒙
活動を通じて、リンカーン郡在住のド
メスティックバイオレンスや性犯罪の
被害者を支援する。

24時間ホットライ
ン:
(541)994-5959
(800)841-8325

緊急避難シェルター
カウンセリング
法的援護活動
情報紹介

ノース　レイク
North Lake

ニュー　ビギニングス　インターベンション　センター
New Beginings Intervention Center

http://www.newbeginningsinterventioncenter.org/about-us/

NBIC の使命は、暴力や虐待が容認されない社会を賛同する人々と共に実現することである。センターは、コミュニティでの暴力・虐待に関する教育や防止活動を行うほか、ドメスティック・バイオレンスや性犯罪、高齢者虐待の被害者に対して危機介入支援を行う。

24時間ホットライ
ン:
(541)410-7034
(800)850-4838

危機介入
カウンセリング
サポートグループ
情報紹介

電話： (541)576-3009

カリー
Curry

オアシスシェルター
Oasis Shelter Inc.

http://www.oasisshelterhome.org/

24時間ホットライ
ン:
Local:
(541)247-7600
(800)447-1167

緊急避難シェルター
移動支援
ケースマネージメント
サポートグループ
法的援護活動
情報紹介
地域教育

講習会
中学校、高校生向けの暴力・虐待防止講習を行っている

P.O. Box 932

Gold Beach, OR 97444

電話： (541)247-0607  

マルトノマ
Multnomah

ポートランド　ウィミンズ　クライシスライン
Portland Women's Crisis Line

http://pwcl.org/

ドメスティック・バイオレンスや性犯罪
の撲滅を目指し、被害者らに支援サ
ービスを秘密厳守で提供する。

24時間ホットライ
ン:
(503)235-5333
(888)235-5333

危機介入
サポートグループ
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）
情報紹介
地域教育

ホットライン
電話通訳サービスを通し、被害者の第一言語で支援を提供することが可能
である。

PWCL

PO Box 42610

Portland, OR 97242

9AM-5PM

電話： (503)232-9751

ファックス： (503)234-3749

オンタリオ市
Ontario

プロジェクト　ダヴ
Project DOVE

http://www.projectdoveor.org/

Project 

DOVEでは、ドメスティック・バイオレ
ンスおよび性犯罪の被害者に対して
安全な避難場所および支援の提供を
行う。当センターでは被害者本人の
意思を尊重し、 
本人たちの望む支援を数ある支援可
能サービスの中から提供する。

24時間ホットライ
ン:
(800)889-2000

危機介入
サポートグループ
情報紹介

サポートグループ
サポートグループは英語とスペイン語で提供されており、被害者の子どもた
ちも同時に子ども向けプログラムを受けることが出来るため、託児施設の心
配をせずに支援を受けることができる。

移行期にある女性への支援プログラム
ドメスティックバイオレンスや性犯罪の被害者は時として長期間の支援を必
要とする。このプログラムでは被害者たちが自立に向けて、自信を回復した
り、新しい職業スキルを身につけられるように計画されている。

P.O. Box 980

Ontario OR 97914

電話： (541)889-6316

マルトノマ
Multnomah

ラファエル　ハウス
Raphael House of Portland

http://raphaelhouse.com/

ポートランドのラファエル・ハウスでは
、親密な関係にあるパートナーからの
暴力・虐待の撲滅に向けて、様々な
支援活動を行う。文化的背景、年齢、
性嗜好に関わらず、ラファエル・ハウ
スはいかなる被害者に対しても支援
を行う。 ホットライン：

(503)222-6222
(800)799-7233

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
サポートグループ
地域教育

緊急避難シェルター
私どもの援護支援やグループで行う
行事の多くが、英語とスペイン語で提
供されています。スペイン語での援
護支援は週７日間朝8時から夜の8
時まで毎日提供されています。スペ
イン語以外の言語対応が必要な場
合には、ポートランドのラファエルハ
ウスの通訳サービスを利用して、被
害者に対して支援を行う。ラファエル
・ハウスを利用する家族は、基本的
な資源である食糧、日常雑貨、洗面
用具、衣料などの提供を受けること
ができる。一般的な支援サービスの
ほか、クライアントはセルフ・ケアや
生活スキル向上のための講習を受
けることができる。

アドボカシー・センター
アドボカシー・センターではクライアント向けのコンピューターや電話を提供す
るほか、緊急時の食料や衣料などの提供を受けることもできる。また、クライ
アントの中で、サポートグループやプログラム運営に興味のある人は、職員
から指導を受けながら運営に参加することができる。

リスポンス・アドボカシー・プログラム
プログラムではその他組織との連携と通じて、被害の深刻な、もしくは被害リ
スクの高いケースに対応する。ポートランドのラファエル・ハウスでは2名のD
V専門スタッフがそのチームの構成員である。

意識向上の為の教育プログラム
ラファエル・ハウスではコミュニティが一丸になってドメスティックバイオレンス
の撲滅に立ち上がる社会を実現するために、コミュニティを構成する様々な
人々と対話の機会をもっている。

Raphael House of Portland

4110 SE Hawthorne Blvd., # 503

Portland, OR 97214

電話： (503)222-6507

ファックス： (503)222-4754

ポーク
Polk

S.A.B.L.E. House http://www.sablehouse.org/

危機介入による被害者への直接支援
や、コミュニティに対する教育を目的
とした講演会などを通じて、ドメスティ
ック・バイオレンスおよび性犯罪の被
害者らの居住するポーク郡の安全性
を高める活動をしている。

24時間ホットライ
ン:
(503)623-4033
(866)305-3030

緊急避難シェルター
ケースマネージメント
サポートグループ
法的援護活動
情報紹介
地域教育

法的援護
団体では、被害者に対して家庭裁判所のケースの弁護支援を行う。被害者
の支払い能力に応じて弁護費用を課金する。オレゴン州ウィラメット・バレー
に事務所を構えるセンターでは、主にマリオン郡、ポーク郡のケースの弁護
を行う。我がサービスはドメスティックバイオレンスや性犯罪の被害者支援を
行う団体、セーブル・ハウスに属している。

性犯罪被害への対応
セーブル・ハウスでは病院で法執行機関関係者からの調書取得、治療やレ
イプキット（証拠採集キット）を待つ被害者の要望に応じて、24時間いつでも、
訓練を受けた専門職員を派遣することが出来る。専門職員は被害者に対し、
性犯罪の証拠採取プロセスや法的捜査プロセスの解説および、今後必要に
なる支援について説明するほか、それら支援を提供する団体機関の紹介を
行う。

S.A.B.L.E. House

PO Box 783

Dallas, OR 97338

電話： (503)623-6703

エンタープライズ市
Enterprise

セイフ　ハーバーズ
Safe Harbors

http://www.wcsafeharbors.com/

セイフ・ハーバーの使命は、暴力や虐
待が容認されない社会を構築するこ
とである。

24時間ホットライ
ン:
(541)426-6565
(866)904-7233

緊急避難シェルター
サポートグループ

緊急シェルター：
18歳以上もしくは親の元から自立し
た未成年対象

764 NW First

Enterprise, OR 97828

Mon-Thu 9AM-4PM

Fri 9AM-12PM

safe@eoni.com

電話： (541)426-4004

(541)426-0206

マルトノマ
Multnomah

サルベーション　アーミー
Salvation Army - West Women's & Children's 

Shelter

http://www1.usw.salvationarmy.org/

usw/www_usw_cascade.nsf/vw-

dynamic-

arrays/EAC2813C243713B180256

EF4005F2359?openDocument

サルベーション・アーミーでは過去20
年以上もの間、ポートランド地区のド
メスティック・バイオレンスの被害者ら
の支援を行っている。

(503)731-3900

緊急避難シェルター
移動支援
カウンセリング
情報紹介
養育に関する親向けの講演会

子ども向けのサービス
ポートランド子どもの危機介入プロ
ジェクトでは、託児施設、発達段階
のアセスメント、特別な行事や遠足、
資格を持つカウンセラーからカウン
セリングなどの支援サービスを提供
する。

教育サービス
職業検索、高校卒業資格取得の為のチュータリング、他の支援機関との
ネットワーキングの機会の提供の他、個人個人にアドバイスやサポートを
提供する。

電話： (503)731-3900
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OREGON　オレゴン州

ベンド市
Bend

セイビング　グレース
Saving Grace

http://www.saving-grace.org/

Saving 

Graceではドメスティック・バイオレン
スおよび性犯罪の被害者に対して包
括的な支援を行うほか、暴力や虐待
のない社会実現にも尽力する。 

24時間ホットライ
ン:
(541)389-7021
(866)504-8992

緊急避難シェルター
移動支援
カウンセリング
サポートグループ
法的援護活動
情報紹介
子ども向けサービス
地域教育

メアリーズ　プレース
メアリーズプレースでは、監督の下
に躾けや子どもとの関係を育む講習
を受ける機会や、監督付き親権の面
会交流の場を提供するなど、ドメス
ティックバイオレンスや性犯罪、幼児
虐待やストーキングの被害者に対し
て支援を行っている。

メアリーズプレースでは監督付き面
会交流の場を以下の時間に提供：
月曜、木曜、金曜日の夕方6〜9時
土曜日の午前9時〜午後5時
日曜日の正午〜午後8時

お問い合わせは(541)322-7460まで

スペシャルプログラム
他の専門家向けのDV研修、若年者向けの暴力防止研修、加害者向け危
機介入グループなどの提供

Saving Grace Administration

1425 NW Kingston Ave

Bend, OR 97701

電話： (541)382-9227

ファックス： (541)330-5067

レーン
Lane

セクシャル　アサルト　サポート　サービス　（性犯罪
被害者への支援サービス）
Sexual Assault Support Services

http://www.sass-lane.org/

当センターでは、社会への啓蒙活動
のほか、性犯罪の被害者（その家族
や恋人も含む）へは包括的な支援を
提供する。支援はユージーン、スプリ
ングフィールド、レーン郡居住者に限
る。

24時間ホットライ
ン:
(541)343-7277
(800)788-4727

危機介入
サポートグループ
医療・法的援護活動　(一般的な法律
情報の提供、出廷前の準備支援、裁
判所への同行業務）
情報紹介

ピア・カウンセリング
ピア・カウンセリングは被害者同士が相互補助を行う場のことである。参加に
予約は必要無し。オフィス営業時間内にお越し下さい。
月曜〜金曜　9:00AM to 4:00PM

月曜夜の自助グループ：毎週月曜7:00 to 8:30PM
被害者であるとの認識があり、18歳以上の女性ならば参加資格あり。参加
者が安心して会に臨めるよう、会の規約や守秘義務について話し合うため、
時間厳守で集合のこと。5分以上遅れると参加できない。

被害者を取り巻く支援者グループ向け支援（家族、友達、恋人など）
性犯罪の被害後、被害者のトラウマからの回復に大きな影響を及ぼすのは
、被害者を取り巻く家族、友人、恋人などの存在である。これら支援者らには
、暖かく支援者を見守り支援する人から、被害者の行動を責めるような見方
を持つ人まで様々である。被害者にとって有意義ではない、被害者に非があ
るとの見方や被害者への不適切な対応を察知し、被害者を取り巻く支援者
にどのような支援法が適しているのかを教育する。

自己防衛、自信向上プログラム
ユージーン、スプリングフィールド郡在住の女性や女児に対し、日常的に活
用できる護身術のテクニックを指導します。

591 West 19th Avenue (corner of 

19th & Jefferson)

Eugene, Oregon 97401

Mon-Fri 9AM-4PM

電話： (541)484-9791

ファックス： (541)342-3696

フローレンス
Florence

ウェスト・レーン
West Lane

シスロー　アウトリーチ　サービス
Siuslaw Outreach Services

http://www.florencesos.org/home.as

px

SOSは女性、男性に関わらず、ドメス
ティック・バイオレンスや性犯罪の被
害者およびその子どもを支援するとと
もに、高齢者や障害者への支援を行
う。 

(541)997-4444

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
移動支援
サポートグループ
医療・法的援護活動
加害者向けプログラム

1576 W 12th St

Florence, OR

電話： (541)997-2816

オレゴン州全域
Statewide

サウス　アジアン　ウィミンズ　エンパワメント　アンド
　リソース　アライアンス
South Asian Women's Empowerment and 

Resources Alliance (SAWERA)

http://sawera.org/

オレゴン州在住の南アジア出身のドメ
スティック・バイオレンス被害者らに支
援を行う。

ホットライン：
(800)799-7233
(800)787-3224
(503)778-7386

移動支援
危機介入
サポートグループ
法的援護活動(一般的な法律情報の
提供,情報紹介)
翻訳

子ども向けサービス
大人がグループに参加している間、
チャイルドケア・プロバイダーの下、自
信回復につながる活動を楽しむこと
ができます。

子どもクラブ
SAWERAの子どもクラブはドメスティッ
ク・バイオレンスの被害者の子どもに
特化したクラブです。不安定な家庭に
影響を受けた子どもたち向けに様々
なプログラムが用意されています。 

サービス
当団体では、他団体と協力しながら被害者支援を行う。

サポートグループ
ポートランドエリアでは唯一の、南アジア人被害者を対象としたサポートグ
ループです。

SAWERA

P.O. Box 91242

Portland, OR 97291

電話： (503)641-2425

ファックス： (503)641-2442

マルトノマ
Multnomah

ザ　ゲートウェイ　センター
The Gateway Center

http://www.portlandonline.com/gate

waycenter/

Gateway 

Center　ではドメスティック・バイオレ
ンスの被害者とその子供たちに、被
害者のトラウマや文化に配慮した包
括的なサービスを提供することを目
的としている。

(503)988-6400
月曜～金曜 
9:00AM~4:00PM
上記時間帯は予
約無しの訪問者も
受付。

オフィスの住所：
10305 East 
Burnside Street
Portland, Oregon 
97216

24時間ホットライ
ン（Portland 
Women's Crisis 
Line運営):
(503)235-5333

緊急避難シェルター
ケースマネージメント
サポートグループ
法的援護活動
情報紹介
地域教育

10305 East Burnside Street

Portland, Oregon 97216

Mon-Fri 9AM-4PM

電話： (503)988-6400

ファックス： (503)988-6499

ティラムック
Tillamook

ティラムック郡　ウィミンズ　リソース　センター
Tillamook County Women's Resource Center

http://www.tcwrc.net/

Tillamook County Women's 

Resource 

Centerの使命はコミュニティからのド
メスティック・バイオレンスおよび性犯
罪を撲滅することである。 

24時間ホットライ
ン:
(503)842-9486

オレゴン州内から
無料:
(800)992-1679

緊急避難シェルター
危機介入
サポートグループ
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）
地域教育

Tillamook County Women's 

Resource Center

1902 2nd Street

Tillamook, OR 97141

Mon-Fri 9AM-5PM

電話： (503)842-9486

(800)992-1670

(800)877-8973

ジョセフィーン
Josephine

ウィミンズ　クライシス　サポート　チーム
Women's Crisis Support Team

http://www.wcstjoco.org/
24時間ホットライ
ン:
(541)479-9349

サポートグループ
法的援護活動　(一般的な法律情報
の提供、出廷前の準備支援、裁判所
への同行業務）

WCST 560 NE F St. Suite A430

Grants Pass, OR 97526

電話： (541)476-3877
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郡 団体名 団体情報 ホットライン サービス内容 シェルター 子ども向けサービス 備考 郵送先住所

OREGON　オレゴン州

クーズ
Coos

ウィミンズ　セイフティー　アンド　リソース　センター
Women's Safety and Ressource Center

http://www.womensafety.org/

24時間ホットライ
ン
(541)756-7000
(888)793-5612

緊急避難シェルター
ケースマネージメント
サポートグループ
子ども向けサービス
法的援護活動
情報紹介
地域教育

子ども向けサービス
子ども向け擁護プログラムでは、児童
虐待の被害者に暴力のない、安心で
きる空間の中で安心してインタビュー
が受けられるようサービスを提供して
います。法律関係者と児童相談所の
職員が一緒につき、調査や法的手続
きの際に起きやすいトラウマを防ぎま
す。また、訓練を受けた職員が裁判
の手続きを細かく説明します。

教育：ドメスティックバイオレンスや性犯罪についての知識向上を目的に研
修を行う。
援護活動：病院関係者、法執行機関関係者、裁判所、弁護団体、福祉団体
とのコミュニケーションに際して支援を行う
保護命令取得支援：裁判所へ同行し、保護命令の取得を支援する
緊急避難シェルターの提供：資格を満たし、避難する意向のある被害者や
その子どもたちに対してシェルターを提供する
交通手段の提供：シェルター、病院を始めとする安全な場所への移動を必
要とする被害者やその子どもに対し移動手段を提供する
安全対策：被害者個人個人に合った、家庭や職場での安全対策立案を支援
する

1681 Newmark Avenue

Coos Bay, OR 97420

レーン
Lane

ウィミンズスペース
Womenspace

http://www.womenspaceinc.org/

レーン郡在住のドメスティック・バイオ
レンス被害者に対し、自立に向けた
支援サービスを提供すほか、将来的
な暴力・虐待の発生を防ぐことを目的
とした活動を行う。

24時間ホットライ
ン:
(541)485-6513
(800)281-2800

緊急避難シェルター
サポートグループ
法的援護活動

Womenspace

PO Box 50127

Eugene, OR 97405

Mon-Fri 9AM-5PM

info@womenspaceinc.org

電話： (541)485-8232

コーチェラ　バレー
Coachella Valley

シェルター　フロム　ザ　ストーム
Shelter from the Storm

http://shelterfromthestorm.com/

24時間ホットライ
ン:
(760)328-7233
(800)775-6055

緊急避難シェルター
トランジショナル・ハウジング
ケースマネージメント
危機介入
カウンセリング
サポートグループ
援護活動

緊急避難シェルター：
最長60日間まで

トランジショナル・ハウジング：
最長2年まで

子どもの為のサービス
60日間の緊急避難シェルター滞在
中、子どもたちが安全な環境で教育
が受けられるよう、当センターではシ
ェルター内に2つの教育施設を併設
している。

専門家への研修
当センターでは医療従事者、法執行機関関係者、そして一般市民にドメス
ティックバイオレンスの教育を提供する。

青少年デーティング・バイオレンス防止プログラム
学校に対し、無料で暴力・虐待に関する講習、研修を行う。

Community Counseling Center/ 

Administrative Offices

73555 Alessandro Drive, Suite D

Palm Desert, CA 92260

電話： (760)674-0400
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