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アダムス
Adams

グラント
Grant

ニューホープ　ドメスティック　バイオレ
ンス　サービス
New Hope Domestic Violence 

Services

http://www.new-hope.org/domestic-

violence.html

24時間ホットライン:

(800)323-4673

(800)233-5001

(508)852-7600

グラント郡：
(888)560-6027

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
法的援護活動　(情報紹介、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）

ニュー　スタート　トランジショナル　リビング　プログラム　(TLP)
緊急避難シェルターを離れてから、被害者がスムーズにコミュニティでの生
活に移行していけるよう、18ヶ月間に渡って支援を行う。TLPプログラムに入
っているクライアントには、カウンセリング、教育、職業／コンピューター技能
、他の支援サービスへの紹介、住宅支援、および擁護活動を提供する。

RESPECTプログラム：お問い合わせは1-877-222-0083
RESPECTは恋人や配偶者に暴力を振るう人を対象にしたプログラムで、自
己の行動に責任を持たせることで暴力行為を止めることを目的としている。
参加者への講習はグループ形式で毎週提供される。その他、このプログラム
ではコミュニティ団体、法執行機関、福祉団体向けに研修も行っている。

MJ　リーデンハム　センター
センターは、監督付き面接交流を行う必要のある親に対して、安全で手厚い
支援の受けられる環境を提供する。センターの利用は監護権を持たない親
で、監督付き面接交流が認められている人、もしくは、他者に対して振るった
暴力が原因で保護命令を受けている人に限られている。

140 Park Street

Attleboro, MA 02703

Phone (508)226-4015

Fax (508)226-6917

ルイストン／アイダホ州
Lewiston/ID

クラークストン／ワシントン
州

Clarkston/WA

24時間ホットライン:

(800)669-3176

(208)746-9655

クラーク
Clark

(800)695-0167

コロンビア
Columbia

(509)382-9922

キング
King

(206)461-4436

(206)461-4882

キットサップ
Kitsap

(800)500-5513

ピアース
Pierce

(253)383-2593

スポケーン
Spokane

(509)326-2255

ワラワラ
Walla Walla

(509)529-9922

ベントン
Benton

フランクリン
Franklin

DVサービス　オブ　ベントン＆フランク
リン　カウンティーズ
DV Services of Benton & Franklin 

Counties

http://dvsbf.org/

DVSは社会から暴力や抑圧が撤廃さ
れるよう尽力する。

24時間ホットライン:

(509)582-9841

(800)648-1277

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
法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供）
地域教育

トランジショナル・ハウジング
最長24ヶ月まで

法的援護活動
保護命令の取得など、ドメスティックバイオレンスの被害に関連して発生してく
る法的問題を支援する。DVSが対応できる範囲を超える支援が必要と見なされ
た場合には、他の弁護団体へ紹介をする。法的支援が必要な方は(509)582-
9841　まで連絡。

CPSアドボカシー
児童虐待保護団体が関与している家族には、職員が被害者に同行して会議に
参加し、ケースワーカーと共に子どもにとって安全な環境の実現を検討するとと
もに、暴力が家族にとってどのような陰を落としているかを理解し、家族が失っ
たコントロールを回復できるように努める。このような支援が必要な人は、(509)
735-1295　までお問い合わせください。

青少年向けのデートバイオレンスに関する防止教育
地元の学校や教育の専門家、心理カウンセラーらと共に協力して、青少年およ
びその家族に対し暴力防止に関する講習を行う。

3311 West Clearwater Avenue c140

Kennewick, WA 99336

Phone (509)735-1295

シェラン
Chelan

ドメスティックバイオレンス＆セクシャ
ルバイオレンス　クライシス　センター
Domestic & Sexual Violence Crisis 

Center

ホットライン:

(509)663-7446

1207 N Wenatchee Ave

Wenatchee, WA 98801

Phone (509)663-7446

クララム
Clallam

フォークス　アビューズ　プログラム
Forks Abuse Program

http://www.forksabuseprogram.org/

いかなる暴力であれ、それに耐えて生
きることがないことを訴える。私たちの
コミュニティそして世界から暴力がなく
なることを目指して活動を続ける。

24時間ホットライン:

(360)374-2273

緊急避難シェルター
サポートグループ
医療・法的援護活動　(情報紹介、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）

暴力防止プログラム
防止とは、これまで一度も暴力の被害に遭ったことの無い人に対して、今後も
被害に遭うことを防ぐことを目的とした活動とも定義できる。講習の目的は、青
少年やその親たちに、暴力に関する知識や認識を高めてもらう他、そのような
状況に陥らない為のスキルを教えることにある。

81 2nd Avenue

P.O. Box 1775

Forks, WA 98331

Mon-Fri 8AM-4:30PM

Phone (360)374-6411

(800)743-7855

Fax (360)374-6411

クララム
Clallam

ヘルシー　ファミリーズ　オブ　クララム
　カウンティー
Healthy Families of Clallam County

http://www.healthyfam.org/

大人や家族、青少年や子どもに対して
、暴力の無い健康的な生活を営めるよ
う、幅広い支援サービスを提供する。 24時間ホットライン:

(360)452-4357

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
カウンセリング
サポートグループ
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

1210 E. Front St., Suite C

Port Angeles WA 98362-4325

healfam@olypen.com

Phone (360)452-3811

Fax (360)452-8243

WASHINGTON　ワシントン州

ワイ　ダブリュー　シー　エー
YWCA

http://www.ywcaidaho.org/

YWCAでは、女性を鼓舞し、人種差別
を撤廃し、平和、平等、正義、自由、尊
厳を全人に対して実現することを目指
す。他民族社会の価値を訴え、貧困・
抑圧・暴力の無い社会に誰しもが生き
る権利を有していることを広く訴え続け
る。

緊急避難シェルター
危機介入
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、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

子ども向けサービス
1年生から12年生までの子どもを対象にした絵画と
行事。
毎週木曜：6:30 to 8:00 p.m
参加資格：子どものお母さんがサポートグループに
参加していること

300 Main Street

Lewiston, ID 83501

ywcaidaho@lewiston.com

Phone (208)743-1535

Fax (208)746-1510

オフィス営業時間：
月曜、火曜、木曜、金曜　9am to 4pm
水曜　1pm to 4:00pm
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WASHINGTON　ワシントン州

カウリッツ
Cowlitz

エマージェンシー　サポート　シェルタ
ー
Emergency Support Shelter

http://esshelter.com/

コミュニティへの教育、安全対策および
支援を通じて、ドメスティックバイオレン
スと性犯罪の撲滅を目指す。

24時間ホットライン:

(360)425-1176

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
法的援護活動　(情報紹介、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
子ども向けサービス

子ども向けサービス
「手は他者を傷つけるためのものではない」と題した
プログラムは、特に小学生から中学生の子ども達を
対象に、暴力に関する知識や認識を高める教育を
行う。

セイフ　プログラム
保護命令やハラスメント防止命令の申請を裁判所へ同行して行う。また、法支
援団体への紹介を行ったり、保護命令の撤回を求める被害者に対して安全対
策に関する講習を行う。
保護命令申請に関する支援が必要な人は、(360)425-1176
担当者ヘーゼルまでご連絡ください。

P.O. Box 877

304 Cowlitz Way

Kelso, WA 98626

Phone (360)425-1176

Fax (360)425-3970

フェリー
Ferry

コネクションズ
Connections

http://www.ferry-

county.com/Connections.html

フェリー郡におけるホームレス、ドメス
ティックバイオレンス、性犯罪被害の撲
滅に尽力する。私たちは被害者に対し
無料かつ秘密厳守の支援を提供する
。

ホットライン:

(800)269-2380

危機介入
カウンセリング
援護活動
地域教育

PO Box 1158

Republic, WA 99166

Phone (509)775-3331

グレイズ　ハーバー
Grays Harbor

ドメスティックバイオレンス　センター　
オブ　グレイズ　ハーバー
Domestic Violence Center of Grays 

Harbor 

ホットライン:

(800)818-2194

2306Sumner Avenue

Hoquiam, WA 98550

Phone (360)538-0733

アイランド
Island

シチズンズ　アゲンスト　ドメスティック
　バイオレンス
Citizens Against Domestic Abuse

http://www.cadacanhelp.org/

私たちはドメスティックバイオレンス、
性犯罪、デーティングバイオレンス、レ
イプ、児童虐待、セクシャルハラスメン
トの被害者らに対し、無料かつ秘密厳
守の支援を行う。

24時間ホットライン:

(360)675-2232

(800)215-5669

緊急避難シェルター
危機介入
カウンセリング
法的援護活動　(情報紹介、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
子ども向けサービス
地域教育

専門家への研修
ドメスティックバイオレンスや性犯罪の被害者をより良く支援できるように、地
元団体および法執行機関関係者に対し、研修を行う。

防止プロジェクト
CADAの最も重要な使命の一つに、アイランド郡におけるドメスティックバイ
オレンスや性犯罪被害を撲滅するというものがある。主に学校に在籍する学
生に対して様々なプログラムを通して暴力・虐待に対する正しい知識を培うこ
とを目的としている。

情報図書館
ドメスティックバイオレンスや性犯罪に関するパンフレットや本、ビデオなどを所
蔵している。これら資料は一般の方々もアクセスすることができる。

PO Box 190

Oak Harbor, WA  98277

kimberly@cadacanhelp.org

Phone (360)675-7057

Fax (360)675-7168

アイランド
Island

サンファン
San Juan

ワッコム
Whatcom

ドロシー　プレース／オポチュニティー
　カウンシル　ウェブサイト
Dorothy Place / Opportunity Council 

Website

http://www.oppco.org/ トランジショナル・ハウジング
子ども向けサービス

チャイルドケア　アウェア　オブ　NW　ワシントン
アイランド、サんユアン、スカジット、スノホミッシュ、
ワッコム郡在住の家族に対し、託児施設などの情報
提供を行う。支援が必要な人は、(360) 734-8396 
ext. 227 or 1-888-444-1862 ext. 227 
までお問い合わせください。

チャイルドケア　ニュートリッション　プログラム
子どもに栄養価の高い食事を提供し地得る託児施
設に対し、食費を払い戻す。お問い合わせは(360) 
734-8396 ext. 226　まで。

ホームレスの家族への託児支援
緊急な事情で現在ホームレスになっている家族に対
し、短期限定で託児支援を個なう。お問い合わせは(
360) 734-8396 ext. 227 (ワッコム郡のみ)　まで。

新生児や乳児への早期支援
発達障害やその他の障害をもつ子どもに対して、そ
の可能性をのばすために早期教育を行う。対象は0
歳〜3歳児。お問い合わせは (360) 734-8396 ext. 
229　まで。
ウェブサイト：http://www.del.wa.gov/development/e

sit/

1111 Cornwall Avenue

Bellingham, WA 98225

info@oppco.org

Phone (360)734-5121

Fax (360)671-0541

ジェファーソン
Jefferson

ダヴ　アドボカシー　サービス　ハウス
DOVE Advocacy Services House

http://www.dovehousejc.org/

暴力のない社会実現に努める。

24時間ホットライン:

(360)385-5291

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
カウンセリング
サポートグループ
子ども向けサービス
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

子どもの為の援護活動
児童虐待の犠牲者である子どもやその親に対して、
その治療法や検察局や起訴に関する情報提供を行
う。

オフィスの営業時間（予約無しも歓迎）
月曜〜金曜　9:00 AM - Noon, 1:00 PM - 4:00 PM
事前予約の上でいらっしゃる場合には(360)385-
5292　までお問い合わせください。

1045 10th St

Port Townsend, WA 98368

info@dovehousejc.org

Mon-Fri 9AM-12PM, 1PM-4PM

Phone (360)385-5292

Fax (360)385-2338

キング
King

アビューズド　デフ　ウィミンズ　アドボ
カシー　サービス
Abused Deaf Women's Advocacy 

Services (ADWAS)

http://www.adwas.org/

聴覚障害、視覚障害をもつドメスティッ
クバイオレンスや性犯罪の被害者に対
し、支援を行う他、社会の彼らに対す
る偏見を取り除くことにも努める。

24 Hr. ホットライン:

Local:

(206)812-1001

National:

(855)812-1001

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
法的援護活動　(情報紹介、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

ドメスティックバイオレンスや性犯罪によって被害を
受けた子ども達に対して、セラピー、サポートグルー
プ、擁護活動、教育的かつ楽しいアクティビティーを
提供する。

子育て支援プログラム
このプログラムでは、聴覚障害をもつ親に対して子育てに関する知識を提供す
る。講習会はキング、エヴェレット、タコマ郡で行われている。

8623 Roosevelt Way NE

Seattle, WA 98115

Mon-Fri 9AM-5PM

adwas@adwas.org

Phone (206)922-7088

Fax (206)726-0017

キング
King

アルコール／ドラッグ　ヘルプラインー
DVアウトリーチ　プロジェクト
Alcohol/Drug Help Line - DV 

Outreach Project

http://www.adhl.org/

ホットライン:

(206)722-3700

Phone (206)722-3703

キング
King

チャヤ／アジアン＆パシフィック　アイ
ランダー　ウィミン＆　ファミリー　セイ
フティー　センター
CHAYA/Asian & Pacific Islander 

Women & Family Safety Center

http://www.chayaseattle.org/

暴力の無い社会実現を目指す。API 
Chayaでは、ドメスティックバイオレンス
、性犯罪、人身売買の被害者であるア
ジア人に対し、文化に配慮した支援サ
ービスをおこなう。

ホットライン:

月曜〜金曜
9AM-5PM

(206)325-0325

サポートグループ
地域教育

子育てに関する教育とサポートグループ
セイフセンターでは1998年以来、アジア人コミュニティに対して子育て講習行っ
てきました。私たちのプログラムでは子育て講習を通して地元家族との信頼関
係を築き、その中でドメスティックバイオレンスや物質依存についての教育も行
う。

ナチュラル　ヘルパーズ　プロジェクト
このプログラムでは、バイリンガルのボランディアをコミュニティに派遣し、ドメス
ティックバイオレンスやデーティング・バイオレンスの被害者を支援サービスに
橋渡しする支援を行う。ボランティアはドメスティックバイオレンスが怒るからくり
や、被害のサインなどを研修を通して学ぶ。アジア系コミュニティで被害者が支
援を求めることの障害を理解し、こちらから被害者への支援を申し出る試みをし
ている。

API Chaya

P.O. Box 14047

Seattle, Washington 98114

Mon-Fri 9AM-5PM

info@apichaya.org

Phone (206)467-9976
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WASHINGTON　ワシントン州

キング
King

コンセホ　カウンセリング＆リファーラ
ル
Consejo Counseling & Referral

http://consejocounseling.org/

ワシントン州に居住する、精神疾患、
物質依存、ドメスティックバイオレンス
被害者らに対し、社会参画を促すこと
で彼らの生活の質の向上を目指す。

ホットライン:

(206)753-7006

トランジショナル・ハウジング
サポートグループ
法的援護活動　(情報紹介、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）

ドメスティックバイオレンス　コミュニティ　アドボカシー
被害者の基本的なニーズや、緊急事態に対する支援を、職員た一対一で対応
します。支援には、緊急避難シェルターを確保する、交通手段や食料の提供か
ら、住居の確保や医療支援、英語学校や職業訓練などの長期的な問題への支
援も行います。

3808 S Angeline Street

Seattle, WA, 98118

Mon-Fri 8AM-5PM

Phone (206)461-4880

Fax (206)461-6989

キング
King

ドメスティック　アビューズ　ウィミンズ　
ネットワーク
Domestic Abuse Women's Network 

(DAWN)

http://dawnonline.org/

DAWNはドメスティックバイオレンスの
被害者への包括的な支援を通して、彼
らが自ら将来の計画や決断をしていく
力を培っていくことを目指す。また、社
会に対しても暴力や虐待の無い社会
の実現に対して協力を求める活動を続
ける。支援はサウスキング郡に限定さ
れる。

ホットライン:

(425)656-7867

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
子ども向けサービス
医療・法的援護活動　(情報紹介、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）

キッズクラブ
キッズクラブでは6〜12歳の、ドメスティックバイオレ
ンスの影響を受けた子ども達に対し、情報提供を通
して支援を行う。子どもの親も、子ども達とグループ
に参加したり、親同士のグループでは子どもをどの
ように支援していけば良いのかを学ぶ。キッズクラブ
では、子どもの安心感を高め、問題解決のスキルの
向上をはかり、孤立感を無くし、学業へ専念できるよ
う支援する。

チルドレンズ　ドメスティックバイオレンス　レスポン
ス　チーム
暴力や虐待が起きた家庭で、家族が平静を回復し
ていく過程を支援する。3〜12歳の子どもに対しては
、セラピストが子どもと一対一で彼らの気持ち、恐怖
感や心配に耳を傾け支援する。子どもを支援する親
に対しても要望に応じてセラピーや支援を提供する
。

滞在延長プログラム
一時避難所であるシェルターから長期的な住宅へ移行する被害者の支援を行
う。プログラムの資格審査を通った家族は、90日間賃貸料無料で住宅を提供さ
れ（光熱費は自己支給）、その後は賃貸料の30%を向こう90日間自己負担する
。

法的支援
無料の法律相談会が毎月一回提供されている。家族法の弁護士と一人30分
間法律の無料相談を受けられる。実際の弁護に関しては資源が限られるため
、保障はされない。その他の法律支援団体への紹介も受けられる。

エコノミック・ジャスティス・アドボカシー（被害者の経済的自立を支援するプ
ログラム）
「エコノミック・ジャスティス・アドボケート」と呼ばれるスタッフが、社会福祉、ドメ
スティック・バイオレンスに関する教育、安全対策、情報提供などを通じ、被害
者が経済的自立に向けてゴールを設定したり、その実現に向けて支援を行う。

P.O. Box 88007

Tukwila, WA 98138

dawnnetwork@dawnonline.org

Phone (425)656-4305

Fax (426)656-4309

キング
King

ジェニファー　ビーチ　ファンデーション
Jennifer Beach Foundation

http://jnbeachfoundation.org/ 援護活動
子ども向けサービス
地域教育

8週間のキッズプログラムでは、ドメスティックバイオ
レンスの被害に遭った子ども達に対して、暴力回避・
防止教育を提供する。キッズクラブは子ども達に安
全な環境の中で心の傷から回復する機会を与える。

経済識字率向上講習
このプログラムでは、ドメスティックバイオレンスの被害者たちに、経済的知識と
スキルの習得を通じて、収入をかしこく有用していくことを教える。10週間30時
間の講習では、家計のやりくり、資産、クレジットレポート、貯金、借金、信用、
教育の為のローン等に関して触れる。

ヴェライゾン　ワイアレス　ホープライン　プログラム
このプログラムでは被害者に無料の携帯電話を提供する。

Jennifer Beach Foundation

P.O. Box 7036

Covington, WA 98042

info@jnbfoundation.org

Phone (253)833-5366

Fax (845)853-1355

キング
King

ジューイッシュ　ファミリー　サービス／
プロジェクト　デヴォーラ
Jewish Family Services - Project 

Dvora

http://www.jfsseattle.org/dv.html

苦しみを取り去り、健康的な関係を持
続できるよう、支援を行う。

ホットライン:

(206)461-3222

カウンセリング
サポートグループ
子ども向けサービス

キッズクラブ
ドメスティックバイオレンスの被害に遭った親と子ど
もの為の講習が提供される。

教育的な講習会
コミュニティに向けた様々な講習会の提供。青少年には健康的な恋愛関係や
友人関係のもちかた、大人にはどのように青少年と健全な関係について話す
べきかを教授する。また、ユダヤ人コミュニティの大人と青少年向けにドメスティ
ックバイオレンスに関する講習会も提供している。

1601 16th Avenue

Seattle, WA 98122

Phone (206)461-3240

キング
King

ライフ　ワイアー
LifeWire(formerly Eastside Domestic 

Violence Project)

http://www.edvp.org/

ドメスティックバイオレンスの被害者と
その子ども達が、安全に加害者の元を
離れ、他者への信頼の回復と、自身の
自信回復をとおして平和な家族を築い
ていく為の様々なプログラムを地元や
地域団体との協力で実現する。 24時間ホットライン:

(425)746-1940

(800)827-8840

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　(情報紹介、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

コミュニティ　ベース　ハウジング
このプログラムでは緊急支援が必要な段階を脱した被害者に対し、今後自立し
た生活を送っていけるように、賃貸料支援を始めとした様々な支援を行う。

カミングホーム　プログラム
このプログラムは子どものいない人、もしくは子どもと一緒に住んでいない個人
に対して支援を行う。参加者は職員と住宅や就労に関する短期、長期目標を定
め、自立に向けて尽力する。このプログラムでは、安定した住居が無い為に離
ればなれになっていた家族を統合することも視野に入れている。

ホテル／モーテル　バウチャー　プログラム
緊急避難シェルターが満杯で入居できない際、安全な地域のホテルやモーテ
ルに宿泊できるよう取りはからう。その間職員から必要な支援を受けることが出
来る。

LifeWire

PO Box 6398

Bellevue, WA 98008-0398

email@edvp.org

Phone (425)562-8840

Fax (425)649-0752

キング
King

ニュー　ビギニングス http://www.newbegin.org/ ホットライン:

(206)522-9572

予約を取るために、
206.783.2848まで
お電話をいただくか
、もしくは水曜日の1
時～3時の間にオフ
ィスにお立ち寄りく
ださい。 

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
リーガル・クリニック（法律相談会）
子ども向けサービス

緊急避難シェルター：
最長28日間まで

トランジショナル・ハウジング：
最長18ヶ月まで

キング
King

NW　イミグラント　ライツ　プロジェクト
NW Immigrant Rights Project

http://www.nwirp.org/

低所得者移民の法的ステータスをまも
る為に尽力する。社会への啓蒙運動
の他、被害者への直接支援を行う。

子ども向けサービス
法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供）
地域教育

脆弱な子ども達に代わり、彼らの保護を移民法下で
求める。

615 2nd Avenue #400

Seattle, WA 98104

Mon-Fri 9:30AM-12PM, 1PM-

4:30PM

Phone (206)587-4009

(800)445)5771

キング
King

NW　ネットワーク　オブ　バイセクシャ
ル、トランス、レズビアン＆ゲイ　サバ
イバー　オブ　アビューズ
Network of Bisexual, Trans, Lesbian 

& Gay Survivors of Abuse

http://nwnetwork.org/

NWネットワークでは、暴力や虐待の
被害者であるバイセクシャル、性転換
者、レズビアンやゲイに対する社会の
理解や支援を向上するため、教育・擁
護活動を指揮する。私たちは全人が社
会の一員として社会・経済的に平等で
尊厳の保たれた社会の実現を目指す
。

24時間ホットライン:

(866)427-4747

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、一般的な
法律情報の提供）
情報紹介

ヴォイス　イン　パワー　プロジェクト
このプロジェクトでは、レズビアン、バイセクシャル、トランスの若者（14〜23歳）
たちに対して、デートバイオレンス、いじめ、憎悪犯罪、暴力、権利搾取、窃盗、
警察からのハラスメント、性産業に関わっている若者に関する支援を行う。プロ
グラムは若者が健全な関係を築けるように支援し、サポートネットワークを構築
お手伝いをする。また、彼らが将来犯罪や暴力の被害者にならないよう、彼ら
自身にこの問題を社会に提起する力と自信とを培う。

アウトスポークン　LGBTの若者の会
若者と大人、そして支援者とが一丸となり、学校でのLBGTへのいじめ、抑圧行
為の撲滅を訴える。LGBTの若者自身がこれら社会問題を提起する立場を担う
ことで、彼ら自身の自信の向上へもつながる。

P.O. Box 18436

Seattle, WA 98118

info@nwnetwork.org

Phone (206)568-7777

(206)517-9670

Fax (206)325-2601

キング
King

レフュジー　ウィミンズ　アライアンス
Refugee Women's Alliance（ReWA）

http://www.rewa.org/

ReWAではキング郡、スノホミッシュ郡
の難民や移民に対し、彼らの文化や
言語に配慮した適切な支援を行う。Re
WAは1985年に、難民や移民女性らに
よって設立された。

(206)721-0243

援護活動
サポートグループ
情報紹介
地域教育

言語支援
11カ国語で支援を提供する。他言語を話すドメスティックバイオレンス支援スタ
ッフが、保護命令の取得、安全対策の立案、シェルターの確保、法システムの
解説に関して支援を提供する。

ReWA’s Parent Education program
The program has expanded its outreach, partnering with the Seattle School 
District, to improve students’ academic achievement by involving parents in 
school activities, such as parent-teacher conferences.

4008 Martin Luther King, Jr. Way 

South

Seattle, WA 98108

Phone (206)721-0243

Fax (206)721-0282
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WASHINGTON　ワシントン州

キング
King

サルベーション　アーミー／キャサリン
・ブース　ハウス
Salvation Army-Catherine Booth 

House

キャサリン・ブース　ハウスは、キング
郡シアトル近郊に建つドメスティックバ
イオレンスシェルターで、サルベーショ
ン・アーミーによって1976年から運営さ
れている。被害者とその子ども達は滞
在中に、安全かつ自立した生活を実現
する為に、職員から支援を受ける。私
たちは、被害者が独自に考え、決断を
していける環境を作ることを使命として
いる。また、多文化に適応した様々な
支援プログラムを通じて、暴力の被害
に遭った女性の身体的、精神的、信仰
的ニーズを満たすことに尽力する。

ホットライン:

(206)324-4943

Phone (206)405-4290

キング
King

Salvation Army Domestic Violence 

Program 

ドメスティックバイオレンスや性犯罪に
よる危機的状況から被害者を救い、安
全で手厚い支援を行う。

(206)422-8397

危機介入
地域教育

Phone (206)422-8397

キング
King

シアトル　インディアン　ヘルス　ボード
Seattle Indian Health Board

http://www.sihb.org/

団体の使命は社会で最も脆弱なイン
ディアンやアラスカ原住民に対して、彼
らが最良の身体的、精神的、社会的、
信仰的健康を得られるよう、文化に配
慮した支援を行う。

(206)324-9360

援護活動
地域教育
情報紹介

Phone (206)324-9360

キング
King

ソリッド　グラウンド
ブロードビュー　エマージェンシー　シ
ェルター　アンド　トランジショナル　ハ
ウジング　プログラム
Solid Ground - Broadview 

Emergency Shelter and Transitional 

Housing Program

http://www.solid-

ground.org/Programs/Housing/Broad

view/Pages/default.aspx

団体では、暴力などによって定住地を
失った人々に対し、彼らの抱えるトラウ
マやホームレスの原因となった事由を
見つめ、強い支援システムの構築から
新たな住まいの確保まで総括的支援
を行う。

ホットライン:

(206)299-2500

危機介入支援
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、一般的な
法律情報の提供）

子ども向けサービス
ブロードビューでは子ども達が安心感を取り戻し、普
通の生活に戻れるように、様々な支援を行っている
。その中には、予防接種や健康診断、学校への入
学手続きの補助、コンピューターの指導、宿題の監
督、発達年齢に応じたサポートグループや楽しい遠
足などがある。

住居
ブロードビューでは、バリアフリーの車いす専用住居を2つ有するほか、大家族
への支援も行う。また常勤の英語学習専任スタッフがおり、英語力に乏しい家
族がサービスを受けられるお手伝いの他、住宅を確保する為の支援を行う。

ブロードビュー以後の生活
ブロードビューのセイフ・トランジショナルプログラムでは、緊急避難シェルター
を出て個人で住宅を確保したクライアントに対して、引き続きケースマネージメ
ントを提供する。多くの人にとって、普通の生活に戻っていくこの段階こそが、よ
り多くの支援を必要とする。

Broadview Shelter

c/o Solid Ground 

1501 North 45th Street

Seattle, WA 98103-6708

broadview@solid-ground.org

Phone (206)299-2500

(877)622-3122

Fax (206)299-2514

キッティタス
Kittitas

アビューズ、サポート＆プリベンション
　エジュケーション　ナウ
Abuse, Support & Prevention 

Education Now (ASPEN)

http://www.cwcmh.org/crimes.asp

犯罪防止活動や教育、被害者への擁
護活動を通じて、ドメスティックバイオ
レンス、性犯罪、一般犯罪の削減に尽
力する。他民族コミュニティのニーズを
満たすため、それぞれの文化に配慮し
た支援を行う。

ホットライン:

ヤキマ郡：
(509)452-9675

(888)605-6999

キッティタス：
(509)925-9384

(866)925-9384

緊急避難シェルター
援護活動

ポスト　インシデント　リスポンス（事件後の反応への対応）
人が職場やコミュニティで心的トラウマを受ける経験をすると、事件後深刻なス
トレス症状を呈する。このストレスが長期的に持続しないよう、専門のスタッフが
被害者のトラウマ経験のディブリーフィングを行う。このディブリーフィングには
、被害者に事件後ストレス、健康的なトラウマ対応法、事件後経験している反
応が極めて普通なことであること、トラウマ治療を受けなかったことによる将来
的な問題を削減するための情報提供が含まれている。

ご質問やお問い合わせ先
平日の営業時間内は：(509) 575-3786
夕方および週末：(509) 575-4200 or (800) 572-8122

Phone (509)925-9384

ルイス
Lewis

ヒューマン　リスポンス　ネットワーク
Human Response Network

http://www.hrnlc.org/

暴力や虐待のサイクルを止めることに
尽力し、被害者には同情心をもって接
する。

24時間ホットライン:

(360)748-6601

(800)244-7414

緊急避難シェルター
サポートグループ

125 NW Chehalis Ave.

P.O. Box 337

Chehalis, WA 98532

Phone (360)748-6601

Fax (360)749-6630

ルイス
Lewis

ワイトパス　コミュニティサービス　コー
リッションーイースト　カウンティ　ドメス
ティックバイオレンス＆セクシャルアサ
ルト　アドボカシー
White Pass Community Services 

Coalition - East County Domestic 

Violence & Sexual Assault Advocacy 

ホットライン:

(360)496-2322

援護活動 123 Main St.

Morton, WA 98356

Phone (360)496-5305

リンカーン
Lincoln

ファミリー　リソース　センター
Family Resource Center

ホットライン:

(800)932-0932

P.O. Box 1130

Davenport, WA 99122

laurie@frcoflincolncounty.org

Phone (509)725-4358

Fax (509)725-4360

メイソン
Mason

ターニング　ポイント
Turning Pointe

http://www.turningpointe.org/

ターニングポイントは、メイソン郡にお
けるドメスティックバイオレンス撲滅の
実現に、地元の団体やリーダーを取り
まとめて活動を行っている。

24時間ホットライン:

(360)432-1212

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　(情報紹介、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）
子ども向けサービス
地域教育
通訳サービス

子どもの為のサポートグループ
6〜12歳までの子どもを対象としたグループで、怒り
のコントロールに焦点をあてた対話を行う。数回のセ
ッションを通じて子ども達は自分の怒りを認識できる
ようになり、感情を健全にコントロールする術を身に
つけることで、他者との強い関係を築けるようになる
。

DVへの認識を高める講習会（全六回）
（１）DVとは：ドメスティックバイオレンスの認識を深め、暴力のサイクルや危険
信号を察知する知識を身につけるほか、（２）DVが家族や友達、子どもに対して
どのような影響を与えるかについて学ぶ。また、DVのある家庭で育つ子ども達
にどのようなインパクトがあるのかも学習する。（３）物質依存症：物質依存症が
DVの発生とは無関係であることを学ぶ　（４）悲しみ、怒り、鬱：DVが原因で見ら
れる被害者の感情表出。いつ専門家の支援をもとめるか。（５）裁判所での申
請：保護命令やハラスメント禁止命令などの取得法　（６）セルフケアとこれから
：被害者への自立支援に役立つ情報提供

210 Pacific Court

PO Box 2014

Shelton, WA 98584

turningpointe@earthlink.net

Phone (360)426-1216

Fax (360)426-2922

オカノガン
Okanogan

ザ　サポート　センター
The Support Center

http://www.thesupportcenter.org/

サポートセンターは、地元コミュニティ
に対してドメスティックバイオレンス問
題への意識を高めることを目的として1
978年に設立された。また、被害者が
暴力のサイクルから解放されることを
目的とし、直接支援も行っている。

24時間ホットライン:

(888)826-3221

(509)826-3221

緊急避難シェルター
危機介入
カウンセリング
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

法的援護活動
ドメスティックバイオレンスの被害者が直面する法的問題に関して、専門スタッ
フが詳しく情報を提供する。

P.O. Box 3639

Omak, WA 99841

Mon-Fri 8AM-5PM

Phone (509)826-3221

Fax (509)422-1742

パシッフィック
Pacific

クライシス　サポート　ネットワーク
Crisis Support Network

http://crisis-support.org/

24時間ホットライン:

(800)435-7276

法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供）
情報紹介
耳が不自由な方への支援
通訳サービス

762 Ballentine Street

Raymond, WA

Phone (360)875-6702

ペンド　オレイル
Pend Oreille

ファミリー　クライシス　ネットワーク
Family Crisis Network

http://www.pofcn.org/

ワシントン州ペンドオレイル郡と連携し
、ドメスティックバイオレンス、性犯罪、
ホームレス問題およびその他の犯罪
する擁護活動、防止対策に尽力する。

24時間ホットライン:

(509)447-5483

(800)548-3133

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
カウンセリング
サポートグループ
医療・ 
法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供）
情報紹介
地域教育

P.O. Box 944

Newport, WA 99156

advocate4@pofcn.org

Phone (509)447-2274

Fax (509)447-2103
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WASHINGTON　ワシントン州

ピアース
Pierce

ファミリー　リニューアル　シェルター
Family Renewal Shelter

http://www.domesticviolencehelp.com

/

FRSはキリスト教系の人権擁護団体
で、ドメスティックバイオレンスの被害
者たちに心の回復と希望とをもたらす
ことに尽力する。

24時間ホットライン:

(253)475-9010

トランジショナル・ハウジング
移動支援
ケースマネージメント
法的援護活動

トランジショナル・ハウジング：
最長18ヶ月まで

ペットへのサービス
DVが原因で愛するペットを手放さなくても良いように、団体施設内にペットの預
かり所が設営されている。また、動物たちとふれあうことでセラピー効果を期待
する、ペットセラピー（非公式）も提供されている。

車の寄付
交通手段の無いシェルター利用者に対し、車を提供する。このサービスは被害
者女性の自立を助ける意味で重要である。また、施設内に車の修理施設があ
り、シェルターを利用するクライアントの車の無料点検を行う。

6832 Pacific Avenue

Tacoma, WA 98408

staff@dvhelp.org

Phone (253)475-9010

Fax (243)475-0848

ピアース
Pierce

コリアン　ウィミンズ　アソシエーション
Korean Women's Association

http://www.kwacares.org/home/

KWAは、異文化に配慮した教育、社
会交流、擁護活動や支援を通じて、人
間の基本的なニーズを満たすことを使
命とする。

ホットライン:

(253)535-4202

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　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供）
情報紹介

緊急避難シェルター：
最長60日間まで

123 East 96th Street

Tacoma, WA 98445

Phone (253)535-4202

Fax (253)535-4827

サンファン
San Juan

ワッコム
Whatcom

ドメスティックバイオレンス＆セクシャ
ルアサルト　サービス
Domestic Violence & Sexual Assault 

Services 

http://www.dvsassanjuans.org/

ドメスティックバイオレンスや性犯罪の
被害に遭ったワシントン州サンユアン
郡の在住者および訪問者に対して支
援を行う。

24 Hr. ホットライン:

オーカス島内：
(360)376-1234

サンユアン島内:

(360)378-2345

ロペズ島内：
(360)468-4567

移動支援
危機介入
カウンセリング
サポートグループ
子ども向けサービス
医療・ 
法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供、裁判所への同行業
務）
地域教育

ファミリー　オプションズ　プリベンション　プログラム
このプログラムは、深刻な問題を抱える家族に対し、暴力行為や逮捕が起こら
ないよう、未然に危機介入することが目的である。また、問題の生じるリスクの
高い家族に子どもがいる場合には、子どもが虐待・暴力に遭う可能性が非常に
高くなる。視覚あるいは聴覚でDVを目撃した子ども達は、その緊迫感や不安定
感、暴力のパターンを内在化する。そのためこのプログラムでは、リスクの高い
家族に対して、専門のカウンセラーが家族間の負のパターンを取り除き、子ど
もの模範になるように指導する。

プログラムに参加するには以下の資格を満たしている必要がある
・身体的、性的暴力が現時点では起きていない家族
・過去にDVや性犯罪での逮捕／起訴履歴がないこと

DVSAS San Juans

Administrative Office

P.O. Box 1516

Eastsound, WA 98245

Phone (360)468-3788

(360)376-5979

(360)378-8680

スカジット
Skagit

スカジット　ドメスティックバイオレンス
＆セクシャルアサルト　サービス
Skagit Domestic Violence & Sexual 

Assault Services

http://www.skagitdvsas.org/

団体の使命はエンパワーメント、擁護
活動、教育、意識向上や社会変革を
促す活動を通して私たちの社会からド
メスティックバイオレンスや性犯罪が無
くなることを目指す。

24時間ホットライン:

スカジット郡から：
(888)336-9591

州内から：
(800)562-6025

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
子ども向けサービス
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

毎週木曜日の夕方に、DVを経験した子どもの被害
者らにサポートグループを提供している。

法的支援
法律情報、弁護士紹介、保護命令の取得、犯罪被害者補償制度への申請、裁
判所での支援、DVや性犯罪に関する法律研修、裁判所での申請支援などを提
供する。
月曜〜木曜 8:00 a.m. to 6:00 p.m.

DVと性犯罪に関する社会教育プログラム
社会のDVや性犯罪への知識を高めるため、ワークショップ、専門家への研修、
一般向け講演を行う。私たちは医療関係者、依存症カウンセラー、学校関係者
、裁判所職員や法執行機関の職員に対しては特別研修を行う。トピックには青
少年の自信向上、健全な人間関係、ドメスティックバイオレンス、デートバイオレ
ンス、性犯罪、児童虐待、擁護、抑圧、コミュニティの支援サービスなど数多くあ
る。リクエストに応じて、より適した内容にて講演を提供できる。

被害者の目から見るDV：逃れられない理由
大人や高校生向けの講習である。講習を通じて参加者は、被害者の視点に立
って、暴力から抜け出る際の危険リスクについて学ぶ。受講者は被害者の身に
なって、繰り返し起きる暴力と、関係を去ることへの障害を認識・経験する。受
講者から高い評価を得ているこのプログラムは、私たち一人に「DV撲滅にでき
ること」を教授する。講習は20〜30人向けで、1時間半〜2時間を要する。

P.O. Box 301

Mount Vernon, WA 98273

Phone (360)336-9591

スカメニア
Skamania

スカメニア　カウンティー　カウンシル　
オン　ドメスティックバイオレンス＆セク
シャルアサルト
Skamania County Council on 

Domestic Violence & Sexual Assault

団体の使命はドメスティックバイオレン
スや性犯罪の被害者を勇気づけ、支
援することにある。 ホットライン:

(877)427-4210

P.O. Box 477

Stevenson, WA 98648

lbutcher@skamaniadvsa.org

Phone (509)427-4210

スノホミッシュ
Snohomish

ドメスティックバイオレンス　サービス　
オブ　スノホミッシュ　カウンティー
Domestic Violence Services of 

Snohomish County

http://www.dvs-snoco.org/index

DVSではドメスティックバイオレンスの
被害者およびその子どもに幅広い支
援を提供するとともに、社会の変革を
促す。

24時間ホットライン:

(425)252-2873

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
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、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

トランジショナル・ハウジング：
最長24ヶ月まで

コミュニティ　サポートグループ
グループが開催される場所は参加者のみに開示されており、一般公開はして
いない。現在スノホミッシュ郡で8箇所のサポートグループが提供されている。

お問い合わせ：425-25-ABUSE (425-252-2873)

3116 Rucker Ave

Everett, WA  98201

Phone (425)258-4428

スティーブンズ
Stevens

ファミリー　サポート　センター
Family Support Center

ホットライン:

(509)684-6139

956 S Main Street # C

Colville, WA 99114-2505

Phone (509)684-3796

サーストン
Thurston

パートナーズ　イン　プリベンション　エ
ジュケーション
Partners in Prevention Education

https://youthchangeagents.org/

ホームレスや、問題を抱える青少年や
大人と連携し、ホームレスの原因にな
る性犯罪、偏見、憎悪犯罪の削減を社
会に呼びかける。

カウンセリング
サポートグループ
援護支援
地域教育

Advocacy
Advocacy is available for individual youth and young adults wanting to 
access emotional support or assistance to clarify issues, solve problems, 
identify barriers to safety, and develop safety checking and planning 
skills. Advocates strives to increase clients' self-esteem and self-
awareness, and improve skills in decision making and self-care. 
Advocates are also available to answer questions regarding protection 
orders (including Sexual Assault & Domestic Violence Protection 
Orders), anti-harassment orders, no-contact orders, identity changes 
and provide advocacy support at civil or criminal court hearings as well 
as referrals for other services.

若者の参画
ドメスティックバイオレンス、性犯罪、児童虐待の防止を訴えるプロジェクト企画
を、青少年や若者を軸に運営している。ミーティングは毎週行われる。

コミュニティ　プランニング
性犯罪やドメスティックバイオレンスが起こる背景にある深い問題について若者
と大人達が話し合いの場を持つ。参加者はバックグラウンドチェックを受ける必
要がある。参加者の安全を守るため、過去に暴力で逮捕されたことのある人は
参加できない。

Partners in Prevention Education

408 7th Ave SE

Olympia, WA 98501

Phone (360)357-4472

(800)833-6388
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WASHINGTON　ワシントン州

サーストン
Thurston

セイフプレース
Safeplace

http://www.safeplaceolympia.org/

危機介入や教育を通して個人や社会
の変化を促し、性犯罪やドメスティック
バイオレンスの撲滅に尽力する。

24時間ホットライン:

(360)754-6300

(360)943-6703

営業時間内の対面
支援（予約必要なし
）：
火曜と水曜日
10am-12pm／
1pm-3pm
住所：
314 Legion Way SE 
in Olympia, 
Washington

危機介入支援
サポートグループ
法的援護活動

対面での支援をご希望の方は：
火曜＆水曜の午前10時〜正午、午後1時〜3時
オフィス住所：314 Legion Way SE in Olympia, Washington

文化に配慮した支援が可能
カンボジア語、英語、スペイン語で支援が可能。その他の言語での支援が必要
な場合には電話通訳を利用する。

法律相談会（一人30分／予約無し、受付順）
隔月の第一、第三木曜日、午後6〜7時半に開催

SafePlace

P.O. Box 2002

Olympia, WA 98507

contactus@safeplaceolympia.org

Phone (360)786-8754

(360)528-3980

Fax (360)786-6377

サーストン
Thurston

シャルロット・ハウス／セント・ジェーム
ス　ドメスティックバイオレンス　プログ
ラム
Charlotte House/St. James Domestic 

Violence Program

http://www.stjamesfamilycenter.org/

私たちの使命は、被害者やその家族
に、自活力を向上や生涯教育を通して
、物質依存、暴力、児童虐待やドメス
ティックバイオレンスのない健康的な
生活を送ることを促す。 24時間ホットライン:

シャルロット内から：
(360)795-6400

州内から：
(800)562-6025

緊急避難シェルター
カウンセリング
子ども向けサービス
医療・法的援護活動　(情報紹介、一
般的な法律情報の提供）
情報紹介

チャイルドケア
ワキアカム郡唯一の有資格託児所。
対象：2歳半〜4歳半
月曜〜金曜
7:00 a.m.〜6:15 p.m.

キンダーケア
対象：4歳半〜6歳／6歳〜12歳
学校時間前後のケア、祝日や夏期のケア
幼稚園へ／からの移動を提供

ファミリーサポートサービス
家族支援と親への教育がプログラムの焦点です。我ら職員が新生児〜5歳まで
の子どもを持つ家族に家庭訪問を行い、育児や子育てに関する支援やアドバ
イスを提供します。

ファミリー　バイオレンス　ヴィクティム　アドボカシー
郡警察と検察局と提携し、ドメスティックバイオレンスの被害者のニーズに応じ
て訓練されたボランティアが情報提供や心的サポートを提供する。

シャルロット　ハウス　ファミリー　バイオレンス　シェルター
ドメスティックバイオレンスの被害を受けた女性やその子ども達に対して、24時
間体制の支援を提供する。サービスには法的支援、医療・福祉支援、情報紹介
やカウンセリングなどが含まれている。

コミュニティ向け性犯罪被害者支援プログラム
性犯罪の被害者は、危機介入、法的・医療援護支援、情報紹介などの支援を
秘密厳守で受けることが出来る。

1134 Columbia Street

Cathlamet, WA 98612

bhansen@stjamesfamilycenter.org

Phone (360)795-8612

Fax (360)795-6027

ワラワラ
Walla Walla

クッキーズ　リトリート　センター
Cookie's Retreat Center NW

ホットライン:

(509)624-6333

Phone (509)525-9999

ワッコム
Whatcom

ルミ　ヴィクティム　オブ　クライム
Lummi Victims of Crime

http://www.lummi-

nsn.gov/Court_law_PS/VOC/VOC_b

ody.htm

LVOCでは24時間ホットラインを通じて
いつでの被害者に心的サポートをてい
きょうするほか、オフィスでの対面での
支援も行う。

24時間ホットライン:

(360)384-2285

事務所での対応：
月曜〜金曜
8:00AM~ 4:30PM

緊急避難シェルター
移動支援
危機介入
法的援護活動
情報紹介
地域教育

2592 Kwina Rd

Bellingham, WA 98226 

Pone (360)384-2266

ワッコム
Whatcom

ドメスティックバイオレンス＆セクシャ
ルアサルト　サービス　オブ　ワッコム
　カウンティー
Domestic Violence & Sexual Assault 

Services of Whatcom 

County（DVSAS）

http://www.dvsas.org/

DVSASの使命はドメスティックバイオ
レンスや性犯罪により被害を受けた個
人に対し支援を行うほか、コミュニティ
に対してはこのような暴力行為が社会
から無くなることを訴える。

24時間ホットライン:

(360)715-1563

(866)715-1563

カウンセリング
サポートグループ
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

サポートグループ
ドメスティックバイオレンスや性犯罪の男女被害者向けのサポートグループ。グ
ループは様々なロケーションで提供されている。サポートグループはトラウマの
種類、年齢によって4つのプログラムに別れている。

ニュー・ビギニングス・ドメスティック・バイオレンスサポートグループ：
人生でドメスティックバイオレンスを経験した女性向けのグループ
コネクションズ　サポートグループ：人生で性犯罪の被害を受けた人（男女問わ
ず）
CHAT: セクシャルハラスメントや強要、暴力を受けた10代の女子
ヘルシー・リレーションシップ：暴力的な恋愛関係を経験した、もしくは目撃した
ことのある女子向け

参加に関するお問い合わせ： 360.715.1563 or 866.715.1563.

法的支援
現在裁判進行中あるいは漠然とした法的懸念を持っている人に関わらず、専
門スタッフが支援します。法的支援には、弁護団体への紹介サービス、警察に
届け出る、保護命令の申請、裁判準備および裁判所への同行などがある。

1407 Commercial Street

Bellingham, WA 98225

Mon-Fri 9AM-5PM

Phone (360)671-5714

Fax (360)647-6015

ワッコム
Whatcom

ウィミンケア　シェルター
Womencare Shelter

http://www.womencareshelter.org/

ウィミンズケア　シェルターは緊急避難
シェルター、24時間の危機支援やコミ
ュニティの教育を通してドメスティック
バイオレンスの撲滅に勤しむ。

24時間ホットライン:

(877)227-3360

(360)734-3438

緊急避難シェルター
危機介入
カウンセリング
法的援護活動　(情報紹介、一般的な
法律情報の提供、裁判所への同行業
務）
情報紹介

チルドレンズ　サポート　アドボケート
このプログラムは非公開住所にあるシェルターにて
提供されており、子どもには安全対策や心の支援、
その親には親同士のサポートグループが提供される
。親がサポートグループに参加する間、子ども達は
絵画グループに参加する。

法的支援
24時間ホットライン、事務所、シェルターを通じて法的支援を求めることができる
。被害者の許可の元、アドボケートが被害者に代わり審問で擁護活動を行いま
す。法律アドボケートは被害者に法システムを説明するほか、彼らにとって最
善の法的オプションは何かを共に検討します。またアドボケートは、被害者の権
利が裁判所でまもられているかを確かめる役目も追っています。

ハウジング　ファースト　プログラム
ウィミンズケアは、ワッコム・ホームレス・サービス・センターと提携し、ドメスティ
ックバイオレンスの被害者とその子ども達が安定した住居を確保できるよう支
援する。アドボケートは最長18ヶ月間、被害者が自立し、安定した生活を維持
できるようになるまで支援を続ける。

お問い合わせ

ウィミンズケア：(360) 671-8539

ワッコム・ホームレス・サービス・センター：(360) 255-2091

4120 Meridian, suite #220

Bellingham, WA 98226

Mon-Fri 8:30AM-4:30PM

Phone (360)671-8539

Fax (360)671-0061

ウィットマン
Whitman

アルタナティブズ　トウー　バイオレン
ス　オブ　パラウス
Alternatives to Violence of Palouse

http://www.atvp.org/

ATVPではパラウスの平和、平等、正
義を振興し、被害者に安全な環境を提
供するとともに、被害者一人一人の選
択を専門的な支援を通して支持する。

24時間ホットライン:

(877)334-2887

(509)332-4357

(208)883-4357

緊急避難シェルター
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
子ども向けサービス
医療・法的援護活動　(情報紹介、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

ドメスティックバイオレンスや性犯罪の被害に遭った
ことのある子どもや青少年に対しての支援プログラ
ムが充実している。

P.O. Box 37

Pullman, WA 99163

home@atvp.org

Phone (509)332-0552

(877)334-2887

Fax (509)332-3314

ヤキマ
Yakima

ロウアー　バレー　クライシス　サポー
ト　サービス
Lower Valley Crisis Support Services ホットライン:

(509)837-6689

P.O. Box 93

Sunnyside, WA 98944

dwarren@lvcss.org

Phone (509)837-6689

Fax (509)837-6918
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