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快晴の 2012 年 2 月 19 日（日）
、男女共同参画センター横浜において、総会が開催され
ました。先ず西村洋子会長の「会員の皆様のご協力のお陰で 23 年度の事業も、
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めの護身術－Wen-Do 講習会』の開催、東日本大震災 復興支援チャリティコンサート、 ロ
災害と女性
ンドンアンサンブルの公演、
そしてショップの運営など順調に展開することが出来ました。
被災地からの報告
厚く御礼申し上げます」と挨拶がありました。
交流会
樽谷文代さんの司会で議事に入り、議長に本田敏江さんを選出、2011 年度の事業報告、
会員のページ
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収支決算報告、ショップ収支決算報告がされ、佐伯・村松両監事より監査報告がされまし
南三陸町の印刷屋さん
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た。2012 年度の事業計画（案）は後藤久美子さん、収支予算（案）については、竹内美千
国内委員会ニュース
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代さん、ショップ収支予算案は伊藤千鶴子さんから報告されました。
事務局より 他
4
今年は役員改選の年で、2012 年～2013 年の役員が選出され、会場の大きな拍手により
承認され、無事議事を終了しました。
日本国内委員会から UN Women 日本国内委員会の高橋克子事務局長より国内委員会の
活動報告がありました。2 月 2 日に行われた記者会見で、ミチェル・バチェレ事務局長は
「2012 年の最優先事項は、女性の経済的エンパワーメントと政治的参画のために、新たな
推進をはかることです。これこそが女性たちの要求と最近の出来事、そして政治的、社会
的、
経済的領域で起きている変化に対応することです」
と述べ，
更に
「2011 年のUN Women
に対する拠出金額は、2010 年より 33%増え、ドナーベースの幅も広がりました。しかし、
更なる募金努力が必要です」と力説したことが報告されました。
西村洋子会長の挨拶
閉会後、バザー＆ランチの時間には食事をしながら会員同士が交流を深めました。
深澤絵里さんのプレゼンテーション 半年間、インターンシップとして活動をした明治学院大学の深澤絵里さんが UN
Women よこはまの活動にどの様に参加し、かかわる中で何を感じ、何を得たかをパーワーポイントを使って詳しく発表し、
受け入れた会員からも感想が述べられました。
(広報部会 佐伯律子)
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港 南 国 際 交 流 祭 り

民族衣装の参加者

２月 26 日（日）港南区民文化センターひまわりの郷で第 13 回ラウンジ祭りが開催され
ました。
UN Women よこはまはホワイエ催し物コーナー登録団体の紹介に出店いたしました。
全館国際色にあふれ、華やかな民族衣装が行き交う中、他団体との交流、活動紹介の展示、
春物ショールを中心にポシェット、缶バッチ等々の販売、3.11 女性デーちらし配布などを
行いました。地元の方はもちろん、チリ、ロシア、フィリピンなど多勢の方々が立ち寄っ
て国際交流と販売とも上々でした。午前中の日本語スピーチ大会では、モロッコ女性の流
暢な日本語が印象的で、多文化共生を考える機会となりました。午後は各国の歌・踊り・
演奏で賑やかな祭りムード一杯。最後に世界のお茶、タイのホットティーをいただいて、
閉幕となりました。
（事業部会 後藤久美子）
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国際女性デー 2012

～つながる輪 ひろがる和～

3 月 11 日 於:ﾌｫｰﾗﾑ南太田

災害と女性

～ともに歩む復興への道～

日本だけでなく、世界中に影響を及ぼした東日本大震災から一年。被災地からの
報告者を迎え、鎮魂のリボンで飾られたミモザの花の下、亡くなられた方々への
黙祷から会は始まりました。以下は３名の報告者の内容をまとめたものです。

第1 部

被災地からの報告
ステージ上の鎮魂の花

◆「被災女性のサロン活動」

草野裕子さん

◆「郡山からの報告

草野祐子

みやぎジョネット事務局長

「本震より余震で立ち上がれなくなった」
「津波、塩害、大災害で何も無くなってしま
った所に手向けられた生花」「避難所に入れず、壊れた家や車の中での生活」
「地震や津
波で助かっても、
食べ物も衣服も無いために亡くなる人」等々の語りと映像の状況報告。
みやぎジョネットでは、南三陸町のコミュニティー維持活動をしていた。この大惨事が
発生し長期化しているなか、個人に届かない支援の解消を考えて行動を起こす。①緊急
物資支援 ②心のケアを目指すサロンの開設 ③就労支援（ＰＣ教室 ホームヘルパー
資格習得）の三本柱で、女性から女性へ、個から個へ、ゆったり長い伴走型、つまり「望
まれるものをゆったりと」をモットーに活動を始める。必要とされる物資が届き、それ
をバックに詰め、この中に洗濯物を詰めて戻すよう伝えて手渡すと、その中にある化粧
品を見つけ多くの方から大変喜ばれる。サロン開設にあたっては、そこに集うことは自
由意志とし、ワークも選択肢を広げると共に、材料等の提供者の想いも必ず伝えるよう
にしてきた。専門家も混在し、あくまでも女性ならではの支援を考えて活動してきた。
今後は女性の養成講座に力を注いでいきたいと語られた。

母と子のサポート」

宗形初枝

郡山医療介護病院看護部長

長年助産師として働いたが、仲間と共に「リプロダクティブ・ヘルスを考える会」
を立ち上げ・小中高での性教育・子育て講座・若年妊婦出産サポート・行政主催子
育て講座講師の活動をしていた。地震発生後は、原発の被災者支援に立ち上がる。
県立高等学校体育館の避難者には、生後 20 日の乳児や妊娠している者、５歳の多
動児を抱えた妊婦は４日間寝ていない厳しい状況。支援する看護師も我が子の被爆
を考え避難したなかで、妊婦と母子のサポートにあたる。子育て講座でのママたち
から「子どもが不安定になっていく」「８ヶ月間一度も外に出ていない」
「公園を見
て長男は遊びたいと言うが、２歳になる子は遊ぶ所とは知らない」の声に、自然災
害と原発とは分けて考えることを痛感する。12 月にドイツ研修に行き、原発を持つ
国は対策があることを知る。日本では初期対応の甘さと、情報が隠され、何を信じ
ていいのか不安の中、この福島で生活するか、避難するか、自分自身で選択して生
宗形初枝さん
きていかなければならない。
「チェルノブイリは女たちを変えた」
（社会思想社 1989
年）の著書で＜子どもを進歩のいけにえにさせない＞の言葉がそのまま当てはまる。
福島から学んでほしい。福島を繰り返さないでほしい。今後は、母子のサポートの
中で身体的課題（線量測定・健康診断・食品の安全）と心理的課題解決に取り組むことを語っていた。
２
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◆「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職員

８月 21 日から１週間、南相馬市に障害者支援活動に入った。地域作業所「えん
どう豆」の支援活動の様子を語る。知的、身体、発達障害の通所者９名は、室内作
業で織物・缶バッチ作り・物品販売をしている。震災後５名が他所に避難し、職員
も２名中１名避難で手薄な状況だった。通所者とは出来るだけ普通の会話をし、笑
顔を引き出した。南相馬市は、障害者手帳所有者 1139 名に対する専門職員による
訪問調査を行っていたが、今まで情報把握できていない６名中３名の訪問調査を行
う。その結果、要援護者の情報の共有化や個別ニーズに基づく避難所での支援等を
南相馬市長に提出する。障害者を抱える家族は、周囲に迷惑を及ぼすことに遠慮し
避難できないことも大きな問題である。コミュニティーボード等を使って、日頃か
ら地域とのつながりを密にしておくことが大切であると強調していた。

相川勇さん

参加者からの感想・質問・意見交換
○何回か支援活動に入っている高校教師からの発言。現地の生活待遇改善に女子生徒らの気付きや提案が参考に加
わった。高校生による読み聞かせをして、繋がりの大切さを学びとってくれた。その生徒たちには、自分の見て
きたことや想いを５人に伝えようとよびかけている。
これに応じて報告者からの返答。高校生が支援活動に参加する事を奨励したい。被災者も心にふれて生きる意欲
が蘇ることがある。支援が次の支援に繋がる。
○その他、避難できない人や避難してきた人へのサポート体制、ゆっくり休める長期休暇をとらせたい。
報道関係者の正しい現状認識と配慮への感想。心のケアの必要性、傾聴することが大事である。等々の意見交換
がなされた。
報告者の言葉から、現状を何とかしたいという重みと熱意が直に伝わり、その内容に共感し今自分に出来ること
は？を自問する息遣いが伝わってくる会場でした。今後の復興に対し、日頃目にしている報道や数字だけに捉われ
ることなく、その奥に込められる想いに寄り添える柔軟さをもち続けることの大切さを知らされました。
（まとめ 総務部会 市川ゆき子）

交流会・グッズ販売
第２部

参加団体 ＊ＷＥ２１ジャパン ＊FRＮ ファイバーリサイクルネットワーク
＊（社）国際女性教育振興会神奈川県支部 ＊チーム ピース チャレンジャー
＊手しごとサポート ＊まどか工房 ＊UN Women よこはま

日頃女性や子どもたちを支援している６団体と被災地の品物が並ぶ中、飲み物を片手に各ブースで買い物を
して和やかに交流しながらも、被災地報告の余韻を一人ひとりが、かみしめたひと時でした。

今年の交流会では、参加団体の一言スピーチからも、それぞれが被災地と
のつながりをもったことがうかがえました。被災地支援コーナーを設けた事
も今年の特徴です。福島原発事故直後の記録冊子を始め、女川や南三陸の女
性たちが願いを込めて作った草履やアクリルたわし、志津川高校生が地域巡
回バスの購入目的のために作ったストラップ、南相馬市の８作業所が共同し
て作ったつながり缶バッジ、津波で店を流されてしまった南三陸の海苔など
が所狭しと並べられ、大勢の方に買っていただきました。販売されている品
物からも、被災地で女性たちが立ち上がり復興への道標となっていることが
伝わります。
私たちにとっても他人事ではありません。今は被災地ではなくとも、遠く
ない将来、大地震が起きた時は同じ様な光景があり得ます。被災地の女性た
ちが元気に生産活動をしていることを参考に、私たちも何を実行して生活を
成り立たせるか、大いに肝に命じる事案と考えさせられました。
閉会時には“ふるさと”を合唱し、改めて被災なさった方々への思いと関
心をもち続けることの大切さを感じました。
（事業部会 福手苑子）
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会員のページ

女性は社会の鏡

総務部会

鹿野知賀子

男女共同参画センター横浜の新しい売店を見て回っている時、パンフレットが目にと
まりました。その日ショップ担当だった宮坂さんが色々説明して下さいました。身近に
こういう場所があったんだ、何かできるだろうか、そんな軽い気持ちの入会でした。
私は就職を機に小学校以来の横浜に戻り、10 数年助産師として働いた後、他科に移り
ました。現在は、新生児訪問などをしています。横浜には中華街があるためか、日本で
育った人を含め中国や韓国の産婦さんは元々身近な存在です。やがてフィリピンの女性
が増え、その後タイの女性、さらに日系やその家族の女性達が増えていきました。こう
いう変化はそのまま社会を映していたのだと、後に気が付きました。
女性は子どもを産むことや誰かのためでなく、ただ女性として尊重されるようになっ
てほしいと思います。これはどこの国や文化でも同様ですが、容易でないことも同じでしょう。先日、諸先輩方の
話を聞いて、自分や家族のライフイベントを経ながら活動を続けてきた静かな強さのようなものを感じました。考
えなしに参加したと尻込みするところもありますが、自分のできることをしていけたらよいと思い直しています。

南三陸町の印刷屋さんと被災地支援
昨年 UN Women 日本国内委員会は、震災特別募金を集めました。その送付先である、仙台のみやぎジョネットの草
野事務局長の紹介で、新たに南三陸町の志津川にある千葉印刷会社と繋がりができました。これまで長い間お世話
になった印刷会社の山縣屋さんに代わり、今号から被災地の印刷会社にお願いすることになりました。
ここで少し千葉印刷さんを紹介させていただきます。壊滅的な被害をうけた南三陸町は、電気も、電話も、水道
も止まり、それぞれが復旧に１か月、２か月、水道の完全復旧には半年、という大変な状況でした。町会議員の千
葉伸孝専務は、震災後の町の復興に忙しい日々を送られています。印刷会社は、流されず残った倉庫の一角と、友
人の牛舎を借り、設備を最小限整えて夏までに事業を再開しました。被災した 4 人の女性従業員のうち 3 人は、他
県に移りました。現在ただ一人残っている女性従業員は、未だご両親が行方不明だそうです。女性支援にも理解あ
る千葉さんと、新たな気持ちでＮＬを作っていこうと思います。
（広報部会 西村洋子）

国内委員会ニュース
E メールアドレスを
お知らせください！
活動イベント等の詳しい情報を知
りたい方は、Ｅメールアドレスを
事務局までお知らせください。
適宜、配信いたします。

事務局より
＊新入会員の方々です
増岡啓子 市川繁子 安藤公子
井上浩子 深澤絵里 高橋留美子
＊ご寄付を
ありがとうございました
（株）ダンケシェーン 吉田光子
ファイバーリサイクルネットワーク
宮坂洋子 佐伯律子 山本紀子
（敬称略）
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日本国内委員会は 2 月 25 日に総会を開催し、新しい体制のもと、UN Women
支援の 2 年目をスタートさせました。2011 年度の拠出金は約 650 万円、東日
本大震災支援金は 152 万円にもなりました。UN Women よこはまをはじめ各委
員会や会員、寄付者のご協力のおかげと感謝しております。毎年国連で行わ
れる CSW（女性の地位委員会）の会合は、今年から UN Women の指揮下で実施
され、日本代表の橋本ヒロ子氏の「災害と女性」に関するスピーチは、素晴
らしい感銘を各国に与えました。日本政府も厳しい経済情勢の中、今年は拠
出金を倍増し UN Women 支援の姿勢を明確に打ち出しています。3 月には、国
内委員会理事長の有馬真喜子氏が、第一回横浜市男女共同参画功労大賞を受
賞するという栄誉に浴しました。また、エイボン・プロダクツ（株）から昨
年、一昨年に引き続き、女性に対する暴力撤廃に向けた活動資金のご寄付も
いただきました。幸先良いニュースを糧に、さらに充実した活動を理事一同
一丸となって目指していきます。
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