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☆+★+☆+★+☆ 会員のページ ☆+★+☆+★+☆

                       

●弁護士                       佐藤麻子 

ユニフェムよこはま（当時）の皆様と北京世界女性会議

に参加したことを懐かしく思い出しますが、あれからもう、１

６年も経ってしまいました。 

私は、２０年近く横浜市役所

に勤め、いずれの部署でも楽し

く仕事をしておりましたが、上の

子の小学校入学と実母の介護

が重なり、平成１６年にやむなく

市を退職しました。同時に、東

京大学法科大学院に入学し、

司法試験を経て、現在は弁護士をしています（事務所は

関内）。企業法務中心の事務所ですが、相続、遺言、離婚

等の家事や刑事も扱っています。 

せっかくの機会ですので、女性に関係する最近の法律

トピックについて尐し紹介します。 

今年、親権停止制度を導入する民法の改正がなされま

した（現時点で施行日未定）。親権は子の利益のためのも

のであることが明記され、父母による親権の行使が不適当

で子の利益を害すると家裁により判断されたときは、一定

期間、親権が停止されることになりました。 

また、国際結婚が破綻したときの親権問題解決のルー

ルを定めるハーグ条約に、日本は今まで加入しておらず、

欧米諸国や国連から「日本は連れ去り天国である」と批判

されてきました。現在、法務・外務両省が、国内法を整備

中です。 

日本は、離婚後は単独親権制度ですが、ハーグ条約へ

の加入は、共同親権への変更を迫るものではありません。

また、同条約は、子を元の居住国に戻した上で、その国に

おいて離婚、監護権、面会交流等についての法的な手続

を取るもので、永久的な返還を命じるものではありません 

 

●インターンシップの思い出 

明治学院大学国際学部国際学科 ２年次 深澤絵里   

UN Women よこはまでインターンシップをさせて頂いた、

明治学院大学 2年次の深澤です。私はこれまで、ニュース

レターの記事作り、イベントのお手伝い、広告物作成等を

やらせて頂きました。中でも印象に残っているのは、UN 

Women よこはま紹介用のパンフレットの作成です。私は

元々パソコンを用いてポスター等を作るのが好きでしたが、

大学ではその機会に恵まれま

せんでした。インターンシップで

は絶対にパソコンで何かを作り

たい･･･と思っていたところに、

パンフレット作成を任せていた

だけました。製作中は時が経つ

のを忘れるほど夢中になり、そ

の結果出来上がったものが、花

や蝶がモチーフの、四つ折のパンフレットです。出来に大

満足とまではいきません。しかし、多くの方に手にとって頂

けていることを知って本当に嬉しく、同時にパンフレット作

成を実現させて下さった皆様への感謝の気持ちでいっぱ

いになります。 

初めてショップに訪れ、「大好きなエスニック系雑貨がい

っぱいある！」と心の中ではしゃいでいた６月から、半年が

過ぎたのが信じられません。その後、インターンシップを通

して様々な方と交流をさせて頂き、私にとって知ることが多

く、これまでとは違う視点を得られた、刺激的で実りのある

日々を過ごすことができました。 

これまで様々なことを教えて下さり、そして支えて下さった

会員の皆様に、心よりお礼を述べたいと思います。ありがと

うごさいました。

条約加入後は、子の福祉に適う運用がされるよう、私も事 

案に関与したいと思っています。 

その一人、リベリア共和国大統領のエレン・ジョンソン・サーリーフさ

んは、弾圧を受けながらも独裁政権を批判し続け、「鉄の女」と呼ばれた。

2006 年に大統領に就任すると改革を断行し、はびこる汚職の排除に努め

た。ダイヤモンドなど資源の管理も徹底し、病弊した経済を向上させた。

内戦で抑圧されてきた女性の社会進出も助け、政府の重要ポストに多くの

女性を登用した。女性教育の充実にも力を注いだ。市民は親しみを込め「マ

マ」と呼ぶ。 
 
◆ UN Women よこはまショップの本棚に 「women war peace」 （女性 戦争 平和） 

がある。この本は、ノエリーン・ヘイザーユニフェム（現 UN Women）事務局長が、フィンラ 

ンド元国防長官エレン・レーンとサーリーフに、紛争が平和構築時に女性及び女性の役  

割にどのような影響を与えたか評価してもらい、その結果をまとめたものだ。 

 

2011 年ノーベル平和賞は 3 人の女性に 
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ショップの新装開店から 7カ月、来館する方々にもようやく知れわたってきました。 

最初は広く感じた店内は、日々の工夫と新しい品々で少しずつ整ってきています。 

今回はショップを支えて下さっている方々を紹介します。 

 

 
「まどか工房」のクッキーは 大好評 

ショップ便り 

 

 

 

 

 

 

      まどか工房との関わり  

私たちはユニフェムよこはまとして活動して来まし

たが、2011年１月１日をもって「UN Womenよこはま」

と名称が変わりました。ショップも「UN  Women シ

ョップ」となり、今までは館内に

「UN Women日本国内委員会」事

務局と同居していましたので手狭

でしたが、たまたまレストランの跡

に、私たちのこれまでの活動が横浜

市に十分に評価されてスペースの

一部がショップに生まれ変わりま

した。また、市の要望で障害者の手

作りクッキーなどを扱って頂きた

いとのことで市が推薦した「まどか

工房」との関わりとなりました。 

ショップの新装開店は５月 10日でしたが、オープニ

ングセレモニーに「まどか工房」のクッキーを皆様に試 

食をして頂き、とても好評でショップで売ることにな 

りました。また、市の職員のお客様で、作業所のクッキ

ーを試食して回ったが、「まどか工房」のクッキーが一

番おいしいので、ご自分の娘さんの結婚式の引き出物に

出したそうです。 

毎週お弁当などを売りに来る他の作

業所の人もおいしいと言って買って下

さいます。 

クッキーは黒糖きなこをはじめ 11種

類でお値段も手ごろです。またアレル

ギー対策も考えられています。その他

ブランデーたっぷりのパウンドケーキ、

オーガニック紅茶も扱っています。 

私も最初は責任ある立場に躊躇しま

したが、ショップ部会長始め、ショッ

プに携わる皆様のお力添えとご協力に感謝しています。 

    (ショップ部会 満生慶子)                            

 

 

現地の女性たちに支えられて  

 

ショップの陳列棚を見るにつけ、多くの時間と労力を

かけて仕入れて下さっている方々のご厚意を有難く思

います。例えば、私が係っていますネパールのカトマン

ズ、パキスタンのイスラマバード在住の方からは、若さ

と熱意で 20～30Kgの重量、品数にして 200～260点も

購入し、宅配便または持ち帰って下さいます。 

お二人は女性起業家ですので、ご多用の合間にスーク

(市場)等のお店を回って下さいます。何でもいくらでも

いいとお任せでお願いしますので、品選び、数量を決め

て、お国柄から値下げ交渉、支払いまでの時間と労苦は    

相 当 な ものと、申し訳なく思います。 

イスラマバードのお馴染のアクセ

サリー店主は、JICAや日本大使館の

スタッフの方たちが来店の度に、

UN Womenの宣伝をして下さるそ

うです。 

 

 

 

夏に仕入れる事が出来ましたベトナムの品は、ベトナ 

ムの女性を支援されている方と思いがけない出会いが

あり、UN Womenの活動をご理解して下さり、ご協力

下さいました。 

治安の悪いパキスタンから宅配便で荷物が届いた時、

ネパールから大きなダンボールが痛々しい恰好で届い

た時、胸がいっぱいになります。届いた品を西村会長の

車でショップに搬入するまでの、荷物の積み下ろしや移

動には労力が要ります。現地からお送りいただいた方達

にとっても、この作業だけでも大変な事でしょう。 

他の国からもご購入して下さる方々を含め、皆様のお

陰でショップの運営が出来る事を謙虚に感謝しつつ、会

員、お客様共々、それらの国々の女性たちにも想いを馳

せて下されば幸いと思います。 

(ショップ部会 加藤澄子)  
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ホームページが リニューアルされました！ 

名称変更に伴い UN Women よこはま としての

ホームページになりました。どうぞご覧下さい。 

http://www.unwomenyokohama.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日本本国国内内委委員員会会ニニュューースス        

UN Women が胎動して 1 年が過ぎようとしてい

ます。2011 年 12 月には第 2 回執行理事会が国連で

行われます。その最新情報を 2012 年 2 月にはお届

けできるよう、報告会を開催予定です。詳細が決ま

り次第、ホームページ等でお知らせいたします。 

UN Women 日本国内委員会 

2012 年度総会のお知らせ（予定） 

日時：2012 年 2 月 25 日（土）午後 1 時～ 

会場：女性の就業支援センター・ 

コンファランスルーム 

議題：2011 年決算・事業報告、2012 年度予算・ 

事業計画、2012～2013 年役員の選出、ほか 
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国際女性デー2012 イベント 〜つながる輪・ひろがる和〜 

災害と女性 ～ともに歩む復興への道～ 

日時 2012 年３月 11 日（日）13:00〜15:30  

会場 フォーラム南太田 大研修室３Ｆ 

 

第一部 被災地からの報告  

・「被災女性のサロン活動」 草野祐子（みやぎジョネット事務局長） 

・「郡山からの報告:母と子のサポート」宗形初枝 (郡山医療介護病院看護部長) 

・「南相馬市での障害者支援活動」 相川勇 (横浜市社会福祉協議会障害者支援センター支援課) 

・コーディネーター 岩船弘美（男女共同参画センター横浜南 館長） 

第二部 交流会、グッズ販売 

 

入場無料 定員 100 名(先着順) 

申込み： 電話/FAX/E メールにて UN Women よこはま事務局へ 

保育あり：事前予約制、有料、先着順 

保育申込：フォーラム南太田「子どもの部屋」に直接お申し込みください。℡(045)714-2665 

 

事務局より 

昨年から事務局として参加させて頂いており

ます。僅かでも私に出来る事があればとの想いで

したが、前任の山本紀子さんとご一緒した期間は

私にとってとても大切な経験となりました。山本

さんご自身、他にもたくさんの用事がある中、シ

ョップ・事務局の運営に関する膨大な業務を済ま

せていられました。どこまでも謙虚でいらっしゃ

る様子をそばで拝見し、心から尊敬すると共に、

とてもこの様には出来ないと痛感するばかりで

した。しかし、会員、役員の皆様は、家庭の都合

などで事務所に行けない日もある至らない私を

受け止めて下さり、様々に支えて下さっていて本

当に有難く思います。今年はインターンの深澤絵

里さんにご参加いただける嬉しい年ともなりま

した。会員の皆様の長年のたゆみない行動がもた

らしたご縁、途上国はじめ人々の笑顔を広く知っ

ていただければ嬉しく思います。  （宮本紹子） 

 

◇新入会員の方々です。 

花井和子 千田満子 小宅みどり 

 鹿野知賀子 

◇ご寄付をありがとうございました。 

後藤久美子 高橋純子 小野田美苗（敬称略） 

 

 

 

 

UN Women よこはま 2012 年度総会 

日時 2012 年２月 19 日（日）  

会場 男女共同参画センター横浜 

議題 2011 年度事業報告・決算  

   2012 年度事業計画・予算 
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