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女性への暴力
Atty. Myrna T. Pagsuberon と Sr. Maria Elizabeth Ello, SSpS
フィリピン南管区作

見る
ギセラ

デイジー

40歳になるギセラ とその夫、
ニノ は、有能でキャリ
アのある夫婦でした。彼女は最初に商業航空会社
のパイロットライセンスを得た女性でした。3年前、
ギセラがニノと結婚した時、彼女は夫から彼女の優
れた職歴を辞職し、選挙に出て、彼の町の町長の席
を継ぐようにと強要され、その一方で夫はより高い
公職に就きたいと熱望していました。妻として夫を
喜ばせたいと思い、
ギセラは彼女の職歴と空を飛
ぶことへの情熱をあきらめ、努力して公的な生活に
入ることに同意しました。2015年5月に二人とも公
職に選出されました : 島の町長であるギセラと、県
の理事である夫のニノ、二人はそれぞれの選挙人
から愛され、尊敬されましたが、家庭生活は全く別々
であるとしか思えませんでした。結婚後3年、町長と
してまだ2年未満、
ギセラは町長を辞し、結婚の絆か
ら逃げ出そうと思いました。
しかし、彼女は夫によっ
て近距離から銃撃され、死体は深い海に沈められま
した。

デイジーは妻、母、彼女の教会の聖歌隊
員、聖書に親しんだ女性、
そして外国の建
設会社の執行役員です。彼女は成功し、
「
男世界への一撃」
と呼ばれ、家庭では夫
に対して従順でした : 聖書に勧められて
いるように、恭しく従いました。彼女の夫
は自分が家族の頭であり、彼女はただの
妻でしかないことを忘れさせることはあ
りませんでした。
デイジーは夫からあらゆ
る虐待を受けました : 身体に、性的に、心
理的また金銭的に。
20年以上もたって、
デ
イジーは最後に彼女は自分の生活を取
り戻す勇気を見出しましたが、
しかし初め
てそれ以上の虐待にノーと言うことを試
みたところ、彼女は夫によって首を絞めら
れ、残酷に刺し殺されました。彼女の死体
は3日後に高速道路沿いのゴミ捨て場で
発見されました。

アミー
アミーは最初にレイプされた男性と結婚
し、彼らの結婚生活中でさえも繰り返し
レイプされました。長年にわたって、彼女
は夫によって
「彼女にふさわしい場所」に
置かれることに慣れてきました。度々彼
女は助けを求めて地方のソーシャルワー
カー、バランガ村の村長、市長、小教区の
司祭のところまでも駆け込みました。彼ら
は皆、助けようとしましたが、彼女が家に
帰る度毎に虐待はもっとひどくなりまし
た。38歳のとき、8人の子供をもうけた後、
被虐待妻症候群に苦しみ、
アミーは彼が
まだ彼女と子供たちを傷つける前に、彼
をずたずたに切り殺しました。

司法制度は20年以上もの間、彼女が虐待に苦
しめられたことに目をつぶり、彼女の悲惨な状
況からの解放のためにとった、たった一度の
最後の行為の故に、有罪を宣告しました。
アミ
ーはまだ監獄にいます
これらは家庭内暴力 ( VAW ) の犠牲者であ
り、
これらは女性に対する暴力がどのように終
わるかを示す最悪のほんの一例にすぎませ
ん。わたしは個人的に知っていることであり、
彼女たちの生活の中での幾つかの事例に遭
遇したのです。
ギセラとデイジーについては、
公的に信頼と成功を称賛されるイメージがあ
って、多くの人から羨ましがられていたのに、
彼女たちの悲劇的な死まで、わたしは彼女た
ちの個人的生活について、何が起こっていた
のか知りませんでした。アミーについてわた
しは法廷で彼女に会いました。彼女は生きて
いるかも知れませんが、事実上は死んだも同
然です: 彼女は彼女を虐待する夫からの解放
が、8歳から16歳までの子供たちとの離別の
痛みに変えられないと感じています。

•

2012年に全世界で殺人の犠牲者となった女
性のうち、約半数が親密なパートナーや家族
によって殺されました。特にオーストラリア、
カナダ、
イスラエル、南アフリカ、米国では –
40%から70% の女性の殺人犠牲者は、親密
なパートナーによって殺されました ; そして
米国では毎日3人以上の女性が夫やボーイ
フレンドによって殺害されています。

•

世界中で、現在生きている7億人以上の女性
が、子供( 18歳未満) のとき結婚させられま
した。
これらの女性のうち、3人に1人以上、
ま
たは2億5千万人が15歳になる前に結婚させ
られました。
まだ子供の花嫁は、
しばしば効
果的に安全な性交渉が行えず、
よりたやすく
虐待され、早期妊娠し、同時にHIVをはじめ
性感染症に罹ります。

•

世界中のおよそ1億2千万人の少女たち( 約
10人に1人以上) が強制的な性交やその
他の強制的性行為を彼女たちの生涯のある
時期に経験しています。少女に対する性的
暴力の最も一般的な加害者は、現在または
以前の夫、パートナーあるいはボーイフレン
ドです。

•

国連の2016年の、女性性器切除ゼロの国
際デーに発表された新しい推定値によれ
ば、30か国で、現在生存している少なくとも
2億人の女性と少女に、女性性器切除が施
行されていると言います。
これらの殆どの国
で、少女の大多数が5歳になる前に切除され
ています。

•

2007年の報告によれば、
インドでは持参金
関連の死亡件数は8千93件以上と報告され
ています。

家庭内暴力は貧困層、周辺に追われた人た
ち、あるいは単に貧しい開発途上国にだけ起
こるものと思われがちですが、以下の統計を
見れば、実際はこの問題が世界的な流行であ
ることに気付きます。

世界保健機関（WHO）発行のグ
ローバル・レポート
世界中の女性の約3人に1人( 35%) が、生涯
にわたって親しいパートナーから身体的、
また
は性的な暴力を経験していました。
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•

2014年に、
国連加盟の28カ国の間で、パートナ
ーから身体的および、あるいは性的暴力を経
験した女性は5人に1人以上といいます。

なぜ家庭内暴力/ VAW (女性に
対する暴力)が起こるのか

•

女性への暴力被害率データ : 2012年12月現
在の国連女性部門の国別アンケートによれ
ば、親密なパートナーからの身体的、性的暴力
を経験した女性の国別パーセンテージが示さ
れています。

家庭内暴力/ VAWは権力と支配に緊密につ
ながっています。女性と少女に対する暴力は
彼女たちの力や支配力の欠如、社会におけ
る男性と女性の役割を規定し、虐待を許して
いる社会的基準に関係しています。

家庭内暴力とは何か?
家庭内暴力とは最も狡猾で、最もありふれた
女性に対する暴力です。それは親密なパート
ナーあるいは他の家族の上に権力と支配を意
図して脅迫、侮辱、無視、脅し、弾圧、叱責、傷つ
ける、怪我をさせる、パートナーを殺すなどの
虐待的行為を特徴とする暴力形態です。
この暴力は、身体的暴力、心理的虐待、社会的
虐待、財政的虐待、性的暴行の形をとることが
あります。虐待は時間を問わず始まり、ほとん
どの場合、あるいは巧妙に家族や友人を遠ざ
けて侮辱や乱暴に突いたりして始まります。時
間がたつと次第に虐待行為はより頻繁にかつ
重大になることがあります。

実際には、家庭内暴力／VAWを引き起こし
たり、要因となる多くの要素があります。
その
中には次のものがあります :
1. 暴力を奨励したり、大目に見たりする社
会的条件や考えは以下のようです :
•

•
•
•

女性は男性に従属するという概念を強
化する複雑な一連の制度的および社会
的な取り決めによって維持されている文
化的および伝統的価値観
指導者と、妻の夫への服従についての
宗教的な教えと、解釈
家族の秩序を維持する夫の権利と義務、
特に妻の良くない行いへの処罰
男性と女性の平等を正式に肯定するこ
とを損なう伝統的価値観

2. 地域社会からのある種の反応は暴力を
永続させます :
•
•
•

被害者の沈黙によって虐待者が背後に
隠れるという沈黙の文化
殆どの社会は、家族を無神論者とみなし
ます。第三者や国に干渉されることのな
い、家族間の私事とみなされます。
紛争を解決するために、家族内の暴力を
通常ありふれたものとみなす

3. 暴力を利用する犯罪者には、特定の特徴
が共通しているこが分かっています :
家庭内暴力とは、親密なパートナーによる女性
に対する暴力の最も一般的な用語ですが、親
密なパートナーの暴力、家庭内暴力、
または殴
打として知られています。
これらの定義は州、
国、組織によって異なりますが、それらはすべ
て同じ前提に基づいています。支配するため
に、家族的、共同習慣的、
または親密な関係に
おける権力の乱用または誤用です。
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•

男性が彼らの優れた役割を果たし、女性
からの服従を期待するという、性による
役割への厳格な社会化

•

低い自尊心と不安感

•

権力と支配を維持する必要

•

彼が学んだ、暴力は紛争を解決するた
めの方法であるということ

•

成長する間に見た両親間の暴力

•

人格障害

これらの要素の幾つかは、家父長制によっ
て間違いなく影響を受け、悪化しています。
男性勢力の源である伝統的、歴史的に長き
にわたってきた家父長主義の文化ですが、
家庭内暴力／女性への暴力の根本的な原
因として選び出すことはできません。根本的
な原因は、実際にはこの力の悪用と乱用で
す。
しかしながら、家父長制は家庭内暴力／

女性への暴力にとって、重要な要因であり、虐待が起こ
る絶好の環境を生ずることになります。家父長社会の
伝統的、文化的な習慣、宗教的信念および経済的と政
治的条件は家庭内暴力の環境を造る可能性がありま
す。
そして、
この家父長的権力構造の中にある女性たち
は、強くジェンダーの役割で社会化し、彼女たちのパー
トナーが暴力的になった場合、自分自身を護る能力が
殆どありません。

女性を暴力の下に置く関係を保つ要因
感情的要因 愛と感情的な傾注
虐待するパートナーが変ってくれること
を希望して
子供たちへの配慮
決心するための自信がない
彼女の人生や安全、子供や愛する人へ
の恐れ
構造的要因 財源の不足
支援制度の不足(法律、警察、医療的と
社会的サービス)
教育あるいは意識の不足
権利についての知識の不足
法的保護手段の欠如あるいは司法制度
へのアクセス不足
人的資源の雇用とトレーニングの機会
の欠如
安全な場所
社会的・文化 女性が自分自身の上に他人の権利、福
的規範と宗
祉、利益を置くべきであるという認識と
教的信念
その受容
家族の保護とそのすべての費用
虐待と暴力の常態化
結婚の不可侵性
聖書の教えの解釈

家庭内暴力／VAWの影響
家庭内暴力／VAWは男女間の不平等
な力関係の最も重大な表現です。それ
は女性の人格、女性の尊厳に対する暴
力と、生命、安全と自己決定という彼女
の基本的人権への重大な違反です。肉
体の怪我は死に至らしめ、精神的、感情
的、心理的、社会的な福祉だけでなく、
子供たち、家族、社会全体にも健全さを
損ないます。

判定
ギセラ、デイジー、
アミー、あるいは
虐待され、死にいたるような暴力を
受けた、すぐ隣の女性たちの顔を
注視するために、わたしたちの人
格、人類共同体のメンバーである
わたしたち、わたしたちが選択した
人生のすべてに問いかけます。そ
れは信じられないような言葉を越
えた同情のうちに、わたしたちは一
見何もなく見える外見に立ち向か
わされることを意味します。彼女の

生き残るための物語に、人類共同体の一人として、彼女自身を
贈り物として、約束を生きようと彼女の夢の捧げものとした価値
ある彼女の憧れの啓示、繰り広げられ、明らかにされた事実は、
敬虔な静寂を求めています。彼女を見つめることは、彼女の目
をとおして、彼女の中にあるものと、そうでないものとをすべて
見通すことです。
それは彼女の人柄を受け入れ、彼女の物語を
尊重し、全人類共同体が癒されるために、彼女の傷を癒すため
に包むことです。
女性と子供への暴力の中心にあるのは、女性は男性より劣って
いるとみなすことです。
この概念は、女性を排除して、女性を見
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えなくするという、
より悪い表現とな
ってしまいます。神のイメージに似
せて創られた彼女は、主流から外れ
たものと見なされています。
Diarmuid O ‘Murchuは、彼の著書「
包括性：福音の義務」の中で、女性

は家父長制度の下で残酷に表面に出ない隠れたものとして貶
められてきたと述べています。抑圧自体は問題ではありません
でした。
さらに悪いことには、男性支配の文化はそれを見ないこ
とを選び、見ることを望まず、女性の存在を無視し、侮辱すると
いう、完全な福音の名において、決して正当化されることはでき
ない排斥です。

聖書

病気の理由は何かと人々の噂さになってい
ました。
イエスは安息日に彼女を癒しました。

神のイメージにかたどって創造された
聖書は、人類が神のイメージとして創造され、人々の
尊厳、平等と、神聖さを守るように、共同社会に呼びか
けられたと教えています。( 創世記 1 : 26-27, 4 : 11,
出エジプト記 23 : 9, レビ記 19 : 34)

イエスと周辺に追いやられた女性 :
ルカ福音書に( ルカ 7 : 36-50 ) 、
シモンがイエスを
食事に招きました。一人の評判の良くない女性が香油
を入れた石膏の壺を持って来て、
イエスの足を涙で洗
い、自分の髪の毛でぬぐい、香油を塗ります。シモン
は評判の悪い女がイエスに触れたことにいらだちま
す。
イエスは鋭い質問によって彼の立場を釈明するよ
うに挑戦します。
「シモンよ、
この女を何とみますか? 」
。O’Murchuはこの質問を言い換えます「シモンよ、あ
なたはあなたの前に立っているこの人をどのように見
ていますか? 」
「
。あなたは道徳主義的判断によって、
この人が実は誰なのか見えないほど盲目になってい
るのですね?」
と。
「そしてあなたが彼女の全体を見る
ことができないように、あなたの心や、あなたの家の
どちらも見えないなら、
どんな希望があるだろうか！」
ルカ福音書13章 10-17 で、18年間も腰がまがってい
て、あざけりと、のけ者にされている女がいて、彼女の

イエス・キリストは、彼女を共同体に復帰さ
せるために一般的なユダヤ教の合法性を避
けて、女性の健康を回復させました。今、彼
女が新たに得た自由を見て、驚き喜ぶ会衆
の前に、彼女はしっかりとまっすぐ立ってい
ます。そして彼女は会堂長を見つめていま
す。彼は彼女の挑戦的な視線を避けられま
せん。
もう誰も彼女を排除することはできま
せん。
男たちが恐れて逃げ去ってしまっても、十字
架の下に留まっていた女性たちに、わたした
ちは最後までの忠実を認めます。彼らは恐
怖のうちに、やがて彼らを宣教に駆り立てる
夜明けを待っていました。福音に記録された
ことは今もなお、すべての宣教者の努力を
はるかに超えて駆り立てるでしょう。すべて
が決定的な絶望に襲われたとき、
マリア・マ
グダレナが率いる疎外されたグループの中
で、辛抱強く残ることを希望します。
「もしわたしたちが福音の包括性を真剣に
受け止めなければならない場合、福音書に
ある女性たちをどのように尊重し、受け入れ
るか、家父長制が排除した他の残りの女性
たちをどのように扱うかが決まるでしょう。わ
たしたちは、男性と女性双方の独自性によ
る、平等主義的協力によって、新しい平等主
義が意識されるよう呼びかけられています」
。
聖パウロがガラテヤ人への手紙の中で述べ
ていることは、
イエス運動の平等主義的共同
体を適切に描写しています : ユダヤ人もギ
リシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もな
く、男も女もありません。あなた方は皆、
キリ
スト・イエスにおいて一つだからです。
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教会文書
カトリック教会の教義 (no.1934) は、すべての人々
の平等な尊厳に着目して :「一つの神のイメージに
創造され、朽ちない魂が与えられて、すべて同じ性
質と起源を持ち、
キリストの犠牲によって贖われ、す
べてが同じ神の至福に参加するように召されていま
す。
それゆえ、皆が平等な尊厳を持っています。
Gaudium et Spes 29 : 性別、人種、皮膚の色、社会
的条件、言語または宗教の根拠となる基本的人権
の社会的または文化的抹殺は神の計画と相容れな
いものとして根絶されなければなりません。
教皇
教皇ヨハネ・パウロⅡ世 : Mulieris Dignitatem
(MD, 101) 「この女性の上に男性をおく」
この支配
は、基本的な平等の安定の損失を示しています。
教皇ヨハネ・パウロⅡ世 : Letter to Women (LW,
31) 教会の名において、彼は女性の非認知と虚偽
の表現に対して、実際に社会の辺縁に退けたことに
対して赦しを願いました。そして彼は「この後悔は、
教会全体の視点から、
あらゆる種類の搾取と支配か
ら女性を解放するという、福音のビジョンに忠実に
刷新して取り組むよう希望しました」。

本会の文書
SSpSの会憲と指導書
会憲 109.3 : 女性が自分たちの人格
の尊厳と、家庭、教会、社会における役
割にますます目覚めるように助けること
を、重要な使命とみなす。

聖ペトロ広場で毎週行われる彼の一般謁見の
一つで、教皇フランシスは「女性の天性がわた
したちに与えることができるもの、女性が社会
やわたしたちに与えることができるものをまだ
深く理解していません。多分、男性の考え方で物
事を間違って見ることによるでしょう。
教皇フランシスコ : わたしは女性が神のことに
対して特別な感受性を持っていること、それは
神がわたしたちに持っておられる慈しみと優し
さをわたしたちに理解させる助けになっている
ということです。

SSpS総集会文書
1990-第10回総集会 : 優先課題 : 女性、青年、子供 ;
方策 : 女性の活動推進
1996-第11回総集会 : 宣教使命優先 : 預言的女性と
して、適切な方法で良い知らせを推進する
2002-第12回総集会 : 社会で最も疎外されている人々
のために呼ばれ、派遣される...女性として女性のため
に
2008-第13回総集会 : わたしたちと 復活された主と
の出会いは、現代、多文化間的、学びつつある本物の
証人、女弟子として何を意味しますか?
2014-第14回総集会 : 交わりに向けて - 輪を広げる．
．．
イエスは彼の言葉と行為によって、何かによって落
伍したか、
または周辺に押しやられたすべての人々を
呼び戻されました。彼はすべての人、特に罪人、貧しい
人、病人、女性、
そして他の信仰を持つ人にも近づきま
した。彼は、良い知らせ、彼が物語と、たとえ話で宣言
した良い知らせに生きました。誰ひとり神の支配から
除外されるものはありません!
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行動
家庭内暴力／女性への暴力の廃
止 : 行動への呼びかけ

•

教員の授業の計画／指導にジェンダーの概
念、ジェンダーの問題、VAWと女性、子供の人
権を主流とする

家庭内暴力／女性への暴力は、個人や家族の
能力を超えたものです。対処するのは警察官
や裁判官の義務だけではありません。法的救
済と保護的サービスだけでは十分ではありま
せん。同じことをどのように排除することがで
き、
どのように声を出せない人から聴くことが
できるでしょうか?

•

社会における少女と女性の肯定的なイメージ
を投影し、家庭内暴力を容認できないものとし
て描写する、革新的、視覚的メッセージと素材
の創作と普及で問題を提起

•

女性と子供の権利に関する情報を強く発信す
る

•

VAWを終わらせるよう、男性の責任を高める
役割を強調し、暴力に対して男性の支持者を
巻き込む教育

•

家庭内暴力・VAWを終わらせるようマルチメデ
ィアキャンペーン

•

男らしさを再定義することに焦点を当てたグ
ループ討議

•

男性と少年の規範と行動を変えること

•

ジェンダーについての固定観念や偏見を強化
するような文化的、伝統的な信念や態度、慣行
を変えること

•

虐待を促すような環境を創り出す家父長制の
構造とシステムに挑戦すること

•

わたしたちの個人的権限の使用を再検討する
こと

•

女性と子供の権利を促進し、保護する法律の
通過のためのロビー活動

•

政府とあなたの直接の共同体の反VAW努力
をサポートすること

家庭内暴力／女性への暴力への効果的な対
応は、多領域で、多面的でなければなりませ
ん。VAWからの自由は皆の関心事です。それ
に関わることは、特にイエスに従うわたしたち
にとっては、
なおさら義務であるべきです。
以下のものは家庭内暴力／女性への暴力に
対処するための回答例であり、
このリストはつ
づけることができます。
1. 防止手段プログラム
VAWは性の不平等の原因となっているので、
性の不平等と暴力の根本的原因に対する主
要な予防プログラムが実施されなければなり
ません。
たとえば :

2. 介入と保護プログラム

•

•
•
•

犠牲者のために : 女性の虐待に直ちに取り組
む必要に直面して、女性が尊敬を持って辱め
られないように、
ジェンダーに配慮したデリケ
• 女性と男性の天性の相補性を強調するジェン ートな対応が必要です。
それらのサービスは
ダー感受性訓練／オリエンテーションの実施
以下のようです:
学校において固定した、
ステレオタイプ的偏見
を排除するため、暴力を奨励し容認するような
文化的、伝統的基準と態度を変えることに焦点
を当てる、
ジェンダーに公平なカリキュラム
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医療サービス
警備と保護サービス
社会的サービス : 食糧、避難所、衣服

•
•
•

そしてわたしたちはわたしたち自
身に問いかけます :

カウンセリングとトラウマの癒し、その他心理
的－社会的介入
法律サービス
これらのサービスを利用するための紹介シス
テム

1. 個人的に
•

虐待に対して : 自己回復、尊敬、人間の尊厳、
自己制御と怒りの管理、紛争解決の代替手
段、危機対処法、その他の同様の技能を重視 •
する再訓練プログラム。
•

連絡網 : 地方自治体、政府機関、教会のような
他の組織、犠牲者 - あなたやあなたの組織が
提供できない援助のための生存者を紹介す
ることができる非政府組織との連携を確立す
る。

わたしは彼女たちの物語をどのように聴いていま
すか?
わたしは虐待された人の視点から物事を見ること
ができますか？

2. 文化的に

3. 能力、才能を形成するプログラム
女性が権限を与えられなければ、彼女たちは
そのままになるでしょう。わたしたちには、彼女
たちが立ち直って犠牲者でなく生き残りとな
って、他者を助けることができるように援助し
なければなりません。以下のようなプログラム
とサービスの実施と提供が助けになるでしょ
う:
•
•
•
•
•
•
•
•

わたしは虐待を受けた女性をどのようにみていま
すか?

•

わたしは、
まだジェンダーのステレオタイプやジェ
ンダー偏見を支持する、
どのような文化的または
伝統的な信念、価値観、態度を持っていますか？

•

わたしの思考や行いのやり方は、誤って虐待が起
こるような環境に貢献しているでしょうか？

3. 性のレンズを通してジェンダーの感受性

教育と技能のトレーニング
生計と経済的の自立
クレジットの利用
雇用
支援グループの組織、
あるいは編成
自由に交わりのできる親切な支援環境
友人と社会ネットワークの開発
彼女たちと旅行したり、散歩して、彼女たちの
進歩を調査する

女性への暴力廃止キャンペーンは毎年、世界
中で11月25日から12月12日まで行われます。
したがって、現時点では、女性として、
また修
道女として、わたしたちがそれぞれの宣教の
場、特に犠牲者と虐待の被害者と奉仕者との
間で、女性との親睦の輪をより有意義に広げ
ることができると考えています。
しかし、私たちはまず、無意識に女性の犠牲と
抑圧を悪化させるような、自分の個人的、集団
的な信念、価値観、態度、慣行、思考や行動の
仕方を見直し、
それを振り返って見る必要があ
ります。

•

わたしと他者との関わりで、わたしはどのようにジ
ェンダーに敏感ですか?

•

わたしたちの方針、実践、プロジェクト、プログラ
ム、そしてわたしたちの使命を果たす上でわたし
たちがやっていることのすべてにおいて、男性と
女性がどのように違うのかを認識していますか？

•

わたしは他の人との対応から生じるいかなる形の
不平等、不公正、不当を認識し、
それに対処／救済
あるいは是正のため行動を起こしますか?

•

わたしたちのプログラム、
プロジェクト、仕事の実
施において、女性に負担、抑圧、差別を加えていま
せんか?

•

わたしは他者に命を与え、癒し、育むような関わり
を持っていますか?

4. 力
•

わたしの力の源は何ですか? (年齢、健康、高潔、
体験、専門知識、
タレント、技能、仕事上の手段、立
場? その他)

•

わたしはわたしの力をどのように使っていますか?
(権力、力の供与、手段として)

•

わたしが力を使用するのは、他者に力を与えるこ
とか、
あるいは奪うことですか?

•

わたしは、
まだわたしの力の使用において家父長
制の枠組みを採用/遵守していますか？

翻訳者 : Sr. Francisca Yanagi Hiroko
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