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ＵＮ Ｗomen よこはま チャリティコンサート

ふたりのソプラノコンサート

～オペラのアリアと日本の歌曲から～

２０１２年１１月３０日（金） アートフォーラムあざみ野にて
今回のコンサートは、赤堀洋子さん（母）小田切一恵さん（娘）共
にソプラノ、大形友希子さんピアノ伴奏で、フォスター作曲「夢路よ
り」のデュエットで、華やかに幕を開けました。母娘の息の合った の
びやかで澄んだ美しい歌声は、たちまち満席の聴衆を魅了しました。
歌劇「ホフマン物語」より「森の小鳥は憧れを歌う」では、人形に扮
した小田切さんがコミカルにアリアを熱唱。曲の解説は母娘のほのぼ
のトークとなって会場をつつみ、北原白秋の「この道」では赤堀さん
の年輪を感じさせる豊かな情感で万雷の拍手となりました。最後はお
二人の巧みな合唱指導で日本の心「故郷」を会場と舞台一体となって
歌い上げ、心温まるほのぼのコンサートは終演となりました。
（事業部会
後藤久美子）
最後は会場と舞台が一体になっての大合唱
～～～*～～～*～～～*～～～*～～～*～～～*～～～*～～～

ＵＮ Ｗｏｍｅｎ バチェレ事務局長 来日 歓迎レセプション開催
念願のバチェレ事務局長の来日が実現しました。11 月 12 日～14 日という短い
滞在期間中、日本国内委員会では 13 日（火）夜、歓迎レセプションを日本記者ク
ラブ大ホールにて開催しました。
12 日の早朝からバチェレ事務局長はタイトなスケジュールのもと、精力的に
日本訪問を展開しました。総理表敬に始まって、経済同友会との面談、NHK の取
材や読売新聞社の独占インタビュー、渋谷高校訪問。さらに夜は「女性に対する
バチェレ氏（前列中央）を囲む会員たち
暴力根絶国際デー」を記念して毎年行われている、東京タワーのパープルライト
点灯式で、スイッチを ON。13 日は、内閣府主催の「聞く会」で講演、ついで女性
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被災地支援

被災地の

その後

昨年の女性デーのテーマ「災害と女性～ともに歩む復興への道～」で、被災地からの3
人の報告を聴きました。その後、自分たちに出来る事は何か？被災地を実際に自分の目
で見たいと会員たちが出かけ、前回、宮城ジョネットを中心とした様子を報告しました。
今回、私は国際女性教育振興会の研修に参加しましたが、そのテーマには原発問題も
含まれており、脱原発を国民投票で決めた国オ－ストリアへも出かけました。
この研修の道中、参加した福島県の岡崎亜由美さんの生の声を聴き、昨年の女性デー
の関連として紹介したいと執筆を依頼しました。浪江町社会福祉協議会の社会福祉士とし
て勤務に忙しい中、快くお引き受けくださいましたことを深く感謝しつつ、ここにご紹介しま
す。
（ショップ部会 伊藤千鶴子）

■■ 福島での毎日
浪江町社会福祉協議会 岡崎 亜由美
昨年の震災後から「放射能」が日常的生活に密に関係
していること以外はごく普通の毎日である。時間は経過
したが、現在と将来の身体の不安はますばかりだ。先が
見えず、いつ何時どうなるかわからない原子力発電所が
遠くないところにある不安と続く地震。この不安への誠
実な回答は国、東京電力、県からも得られない。ますま
す住民の不安は増すばかり。
「放射能」に関する情報は多
く、その情報によって小さな子供を持つ親や今後子供を
持ちたいと考える人、孫をもつ祖父母などは守りたいも
のの将来を考え、悲観し、不安で眠れなくなる。その不
安を理解してくれる場所はない。
私の育った場所は現在警戒区域で自宅では生活できな
いため避難している。未婚で、子供もいないが「福
島の人間とは結婚しない方がいい」という意見の
研究者の存在が、とてつもなく不安にさせ、将
来結婚する相手に迷惑をかけることになるの
か、子供はもてないのかという悲しさや、子
供がいても子供が幸せになれるのかと悲観
している。そのような意見が真実かもしれない
からだ。だがそう考えると、そういった情報
を見た子供たちはどういう気持ちになるの
か、やりきれない悲しさが残る。そういった不安が
ストレスになり、身体や精神にあらわれ、病気になる。
私自身も慢性的な腹痛や不眠で病院へ通った。いくつ
か通ったが、信頼できた病院は２施設だ。そこで気付い
たのは「放射能」の恐怖を理解してくれるかどうか。情
報を隠さず、検査結果で示されるデータはどういうもの
なのか。
「放射能」は心配するなという対応の地元の大学
と関係のある病院には行かない。根拠のない安心を与え、
パニックを防ぐという理屈は一体いつまで続くのだろう。
何を信用して、それぞれが今をどこでどう生きるかとい
う判断が将来を決める。自分の責任なのだ。
これから福島は冬を迎える。日照時間が短い冬は精神状
態がぎりぎりな被災者にとって危険な季節である。精神が
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暗くなりやすいため、まずは自殺者や孤独死を防がなけ
ればいけない。
福島で生活する人の現状はさまざまで、避難せずに
もともとの生活基盤で生活する人。警戒区域などから
避難し、仮設住宅や他で新たに生活を始めた人。私は
後者の目線になるが、原子力発電所の事故がおこるま
で「放射能」に疑問をもつことはなかった。実際、あ
の地域では東京電力に勤められれば、安泰だった。
住民は今、知らない土地で、二世帯三世帯生活をし
ていた家族や近所の人たち、友人たちと離れて暮らし
ている。現在、警戒区域は帰還へ向けて地域の再編が
されている。同じ町内でも帰還可能な地域と困難な地
域に分断される可能性があるが、疑問に思うのが本当
に国や県は当事者の意見を理解できている
のだろうか。帰還だけが復興なのか。確
かに生まれ育った地域は大切だが、原子
力発電所がまたいつどうなるかわか
らない不安の方が大きい。「放射能」
の線量が低い地域があったとしても、
すぐ近くには高線量の地域があるの
だ。何より、家は住める状態ではない。
あ原子力のない国オーストリアでは
原子力について国民投票を行い、国民の反対
をうけ廃炉にしている。日本でも当事者の意見を聞い
て隠し事のない誠意ある対応をしてほしい。
今思うことは、自分が世間から見れば被災者であるこ
との違和感。福島出身、福島に生きることを言いたくな
いと感じることがあること。「放射能」を気にし、食べ
物が怖いと思うことや、野菜などを食べてねと言われ、
恐怖に感じた自分が恥ずかしくて悲しいこと。被災は誰
にでも起こりうる、明日は我が身なのだ。だからこのよ
うな経験は誰にもしてほしくない。心からそう思う。
最後に、被災者は被災したのは福島だけではなく、い
つまでも被災者でいることはできないことを忘れずに
生きなければと思う。
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■■ 南相馬の今
南相馬ファクトリー えんどう豆 佐藤 定広

今年も、南相馬では米の作付けが行
われず、作業所から見える田んぼは、
雑草だらけです。福島では 16 万人が
避難し、そのうち、６万人が県外に避
難していると言われています。南相馬
の子どもは、約半数が避難しており、
就学前の子どもは３割しか残ってい
ません。 父親が仕事のため、地元に
残っている場合が多く、家族が引き裂
かれ、生活している家庭が多いのです。
a また、警戒区域が解除された南相馬
市小高区ですが、上下水道など、ライ
フラインが整備されず、街は人影がな
くて、ゴーストタウンのようです。
津波の傷跡も残っていて、住める状
況ではありません。それでも、ふる
さとに帰る事をあきらめないで、生活
しようとする人はいます。
原発事故が起きた時、南相馬市民７万
人のうち、６万人が避難しました。街か
ら人影が消えました。避難できなかった
のは、病人、老人、障害を持った人たち
で、障害者は３割の人が避難できなかっ
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たと言われています。障害者は、避難先での生活が困難
になり、避難先から戻りはじめます。戻ってきても、自
宅では何もすることがなく、4 月頃から作業所は再開し
ていきました。
しかし、仕事がなくて、南相
馬と楢葉町の８つの福祉作業所
が共同で、「南相馬ファクトリ
ー」を立ち上げ、カンバッジの
製作を行っています。昨年、８
月から生産を開始し、バッジは
25 万個ほど出荷するに至ってい
ます。収益は利用者の工賃
に支払われています。作業
所の仕事はまだ回復したと
は言えませんが、全国の方
の支援により、ここまで出
来たことに感謝しています。
現実は厳しいモノがあり
ますが、それでも前を向い
て動いている人がいることに
希望を感じます。原発事故を、
福島の問題というより、日本
に起きた事として、皆さんに
自分の事として感じて、考え
てほしいと思っています。

■■ 布草履と国内外の協力
国際協力の観点から、UN Women の活動を続けてきた私
が、あの大震災の未曾有の惨劇に対して何ができるだろ
うと被災地を訪れたのが 2011 年の 11 月だった。瓦礫と
化した町・村の姿に声もなく、ただただ自分は何ができ
るのだろうと再度自問した。そして宮城県牡鹿郡高白浜
仮設住宅で“布草履”に出会った。布草履を作っている
人々に出会った。
被災後、避難所、仮設住宅での生活の中で、元気を失
いつつあったお年寄りに、元気を取り戻してほしいと古
いＴシャツで作る布草履プロジェクトが始まった。初め
は上手にできなかったが、集会所に集まり、おしゃべり
をし、お茶っこをしながら、だんだん上手に作れるよう
になった。そして布草履のもたらした最大の効果は、笑
顔が戻ったことだ。第一回目のボランティアバスで私は、
皆さんを励まそうと出かけた。その私が皆さんから笑い
をもらったのだ。それ以来、この笑顔を見たくて、布草
履の優しさに触れたくて活動を続けている。
アイスランドや英国の友人に、布草履誕生の経緯を話
し、協力を求めた。ボランティア精神が当たり前に備わ
っている欧米の人々の反応はとても速かった。私の勉強
した英国の大学では、Ｔシャツ集めを全学に呼びかけ、
600 枚ものＴシャツを送ってくれた。アイスランドでは、
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に出
2012 年 3 月、テレビのニュース
演し、多くのアイスランドの人々が興味を示してくれた。
9 月に再度アイスランドを訪れた私にびっくりする言葉
が返ってきた。
「あなたの事知ってるわ」
「ニュースを見
て以来、どこで買えるんだろうと思っていたけれど、今
日ここで出会うとは思わなかった」等々。
次に大きな力を貸してくれたのが、日本が誇る「世界の
トヨタ」だ。アイスランドへ布草履を送るのには大変な費
用がかかる。アイスランドの友達の要請で 100 足近くを送
ることになった時、交渉の末、トヨタが輸送費を負担して
くれ、たくさんの布草履がアイスランドの人々に使っても
らうこととなった。さらにトヨタの東京本社でも、材料の
Ｔシャツ集めを 1 か月に渡り展開してくれ、700 枚近くも
集められた。
以上、多くの人々との出会いを通して、人はみんな繋が
っているのだと感じた。人間一人ひとりのできることは小
さい。しかし、人間が協力してできることは限りない。大
事なことを見抜く感覚を磨き、困難な状況をその渦中にあ
る人々と共有できる人でありたいと思う。
最後に、過日 UN Women のバチェレ事務局長に布草履が
贈呈されたのは感激の極みである。
ああああああ
あああああああ
（事業部会 青沼 智子）
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国際女性デーに向けて
国連は、1975 年（国際婦人年）の 3 月 8 日以来この日を「国際婦人デー」と
定めました。現在は、女性が平等に社会参加できるよう、国連事務総長が
加盟国に対し呼びかける日「国際女性デー」となっています。そして世界中の働く
女性たちが、集会や街頭行動などを行いながら、自分たちの賃金や労働条件の
向上と女性の地位向上をめざす取り組みをすすめています。しかし一方では
当初の政治的意味合いが薄れ、ミモザの日として男性が女性に花を贈る国（イタリア）や、
旧ソ連諸国では、男性から女性に、あるいは女性同士でも花を贈る日になっています。
UN Women よこはまは、毎年この日に因みイベントを企画してきました。今年は６月に TICADⅤが
横浜で開かれますが、そのプレイベントとしてアフリカを取り上げた講演会をします。アフリカを長年
研究されている明治学院大学の勝俣誠先生を講師にお招きし、アフリカの現状、特に女性に焦点を当て
たお話を聞き、さらに南アフリカで農業支援活動をされている JVC（日本国際ボランティアセンター）
の渡辺直子さんと対談していただきます。アフリカをもっと身近に感じ、これからどのように交流して
いったらよいのか、考えていきたいと思います。
（会長 西村洋子）

TICAD を知っていますか
今年 6 月に横浜で第５回 TICAD(アフリカ開発会議)が開かれます。そこでその要点をまとめ一緒に考えていき
たいと思います。以下は横浜市、国際協力機構（JICA）の資料からの抜粋です。
考えるヒント
TICAD とは
地図では遠いアフリカですが、日本とアフリカは輸
日本政府が国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀
入・輸出は勿論、技術支援、人的交流、共同研究など
行、アフリカ連合委員会（AUC）と共催するアフリカ
お互いに生活を支えあっている身近な存在です。
の開発をテーマとする国際的な政策フォーラムです。
ところでミレニアム開発目標（MDG）をご存知で
第 4 回アフリカ開発会議には、アフリカの 41 名の国
すか？MDGs は国際社会の支援を必要とする課題に
家元首･首脳級を含む 51 か国や、34 か国のアジア･欧
対して 2015 年までに達成するという期限付きの 8 つ
米諸国、74 の国際機関等の代表、
民間セクターや NGO
の目標、21 のターゲット、60 の指標を掲げています。
等市民社会の代表等 3,000 名以上が参加した大規模な
国際会議となりました。第 5 回アフリカ開発会議は、 アフリカはこの目標をどのくらい達成しているのか、
６/１（土）～６/３（月）まで横浜で開催されます。
8 つの目標のうち女性に関係の深い２つから見てみま
会議に向けた横浜の新しい取り組みのキーワードは
しょう。下の表の薄いグレーのところは「現状のまま
「アフリカ、ともに成長するパートナーへ」です。
では、2015 年には目標達成不可能」、濃いグレーのと
今回の具体的な特長
ころは「進展なし、または悪化」を表しています。
○セミナーの開催等を通じて新たなビジネス機会を
このようにアフリカではまだまだ目標達成には長
提供する。
い道のりがあることが分かります。ただ希望の光も見
○女性の社会進出、より良い社会について考える機会
えてきています。例えばルワンダは女性の国会議員の
を設ける。
割合が世界でもっとも高く、56.3％に達しています。
アフリカとは成長するパートナーとしてともに歩ん
横浜市は市民力を活用したボランティアによる会議
でいくことが期待されます。
運営の支援など、市を挙げて会議関係者をおもてなし
（まとめ：本田敏江 監修：宮坂洋子）
しようとしています。５月はアフリカ月間です。
目標 ３ : ジェンダー平等と女性の地位向上

目標 ６ : HIV/エイズ、マラリア、
その他の疾病のまん延の防止

初等教育におけ
女性賃金
国会における
HIV/エイズ
る女性の就学率 労働者の割合
女性議員の割合
まん延防止
北アフリカ
同等に近い
低
低
低い感染率
サブサハラ・アフリカ
同等に近い
中
中
高い感染率
（出典：国連経済社会局統計部 Millennium Development Goals2012 Progress Chart）

４

結核
まん延防止
低い死亡率
高い死亡率
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バングラデシュを旅して
明治学院大学インターン 清水愛咲
“アジア最貧国”と検索すると出てくるバングラデシュ
へ私は昨年の９月、２週間ほど行きました。主な目的は
２つ。貧困層を対象に低金利の無担保融資を行うグラミ
ン銀行や村を訪問し、マイクロクレジットやソーシャル
ビジネスを学ぶ。そして、現地の工場とタイアップしト
ートバックを作り、日本の人々、主に大学生にソーシャルビジネスについて
知ってもらうプロジェクトを行うためでした。
バングラデシュの首都ダッカに到着し、一番に思ったことは「これがアジ
ア最貧国バングラデシュ？」です。空港の前は広く、アスファルトの道路が
広がり、トヨタの車がたくさん走り、人口
トートバック工場の女性たちと
密度が高いことで知られているだけあり、
高いビルが乱立していました。また下水道
清水さんとトーとバック工場の女性たち
が整備されたため蚊は少なく、
数年後には原子力発電所ができるため停電も減る、
と現地のガイドさんが話していました。正直とても最貧国とは思えませんでした。
しかしダッカから離れた村では道路は土、子どもたちは裸同然、家のつくりはト
タン、夜になると電気が無いため真っ暗。ダッカとは全く違う印象でした。バン
グラデシュの国内だけでもかなりの貧富の差を実感しました。
ダッカのはずれのスラム
しかしバングラデシュの出会った人はみんな共通して人として温かく、貧しさ
に負けない精神的な強さを持ち、今よりもっと幸せになりたい、というまっすぐな想いを持っていました。裕福な
バングラデシュ人には、バングラデシュなんか嫌いという人もいます。けれどバングラデシュのために何かしたい、
自分や家族の状況をなんとかしたいと懸命な人々にも大勢出会いました。私はこの力でバングラデシュ内の貧富の
差が縮まり、国全体も発展していって欲しいな、と思います。
ダッカのはずれのスラム

UN Women 国内委員会ロンドンサミットに参加して
9 月 11 日から 14 日までロンドンで UN Women 国内委員会の世界大会が開かれ、日本国内委員会理事（国際担
当）の目黒依子先生、高橋克子事務局長のサポート役として全セッションに参加してきました。4 日間の会議が毎
日別の場所で開かれるという海外からの参加者にとってはちょっと過酷なスケジュールではありましたが、会議場
はすべてロンドンブリッジとテームズを眺める一等地でした。
1 日目は 16 カ国の国内委員会のメンバーが一堂に会し、名刺交換、自己紹介などをしました。冒頭 UN Women
本部のパートナーシップ戦略部長（Kristin Hetle）より承認協定のドラフトは提出できないという爆弾発言があり、
波乱含みのスタートとなりました。どこの国内委員会も今度こそは協定のドラフトについて討論できると期待して
いたので、口々に不満を唱えました。本部も地域事務所を増やすなど大幅な機構改革の中にあり、100 名もの新し
いスタッフを抱え、かなり混乱状態にあることが想像できました。2 日、3 日目は外部からの専門家を招いて、ボラ
ンティア団体の寄付集め、メディア対応についてのプレゼンテーションがありました。最後の日はノルウェー国内
委員会の提案で、半日を忌憚ない意見交換の場に当てることになりま
した。各国内委員会とも UN Women になって具体的なプロジェクト
を指定しての寄付集めが出来なくなり、戸惑いが見られました。
「本部
は国内委員会に何を期待しているのか」
「国内委員会の存在意義は」な
ど核心に触れる問題も討議されました。一方国連のキャンペーンで協
力できないか、ＣＳＷで協力できないかなど連帯を強めようという動
きも感じられました。
今回の会議ではイギリス国内委員会の健闘が目立ちました。一等地
の会議場、毎晩のレセプション、ランチ、バスツアー、アートツアー
など至れり尽くせりでしたが、すべて自分たちで寄付を集めたとのこ
本部スタッフと目黒理事（左）高橋事務局長（右）
と。また今まで名前しか見たことのなかった各国委員会の人たちと交
われたのも大きな収穫でした。目立つところでは北欧の委員会（フィ
ンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）はうわさ通りとても活発で、キャンペーンなどの話でも「1
週間で 100 万ドルの募金を集めた」などと桁が違いました。オーストラリアも熱心に活動を展開しており、書記を
勤めたりして本部をサポートしていました。アジアからはフィリピン、シンガポールが来ていました。最後に日本
ですが、目黒先生はジェンダー研究を長く続けてこられただけあってその発言には重みがあり、日本国内委員会の
存在感を大いに高めてくださいました。
（広報部会 本田敏江）
UN WOMEN YOKOHAMA NEWS
５

秋のイベント報告

UN Women よこはまは、今年も横浜市内
い 磯子国際交流フェスティバル
2012/10/13

各地のイベントに出店しました。

フォーラム南太田まつり 2012/10/14

国際交流の現場として各団体が工夫を
こらし集まる方々をお迎えしました。
（磯子区役所にて）

よこはま国際フェスタ 2012
2012/10/20～21

グッズ販売やステージのほか、｢女性が
撮った東日本大震災｣のリレー上映会
も。写真左は監督の一人、菅野結花さ
ん。右は司会の山下千恵子さん。
（フォーラム横浜南にて）

アートフォーラムフェスティバル
2012/10/21
102 団体による市内最大級の国際協力イ
ベントには、およそ 5,6000 人の人出が
ありました。(象の鼻パークにて)

フォーラムまつり 2012/10/28

テーマは「七周年のなないろ想い」
。
様々な世代の方に[あざみーの縁日]を
楽しんでいただきました。
（フォーラム横浜北にて）

小雨まじりの天候でしたが、フォーラム
館内や広場の各テントには沢山の方々が
集まって下さいました。
（フォーラム横浜にて）
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国際女性デー2013

〜つながる輪・ひろがる和〜

アフリカの女性たちのエンパワメント
日時
会場

2013 年３月 10 日（日）13:00〜16:00
男女共同参画センター横浜 (フォーラム) ホール

第一部 講演と対談
オープニング
アフリカの歌
合唱:MK コーラス
基調講演
勝俣 誠 (明治学院大学教授)
映像あり
対談
勝俣誠 & 渡辺直子 (日本国際ボランティアセンター)
第二部 交流会、グッズ販売
アフリカの太鼓演奏（予定） 洋光台ジェンベの会
手作り品販売と交流
アート作品・食品など 6 店
お茶付き
入場無料 定員 200 名
申込み： 電話/FAX/E メールにて UN Women よこはま事務局へ（受付は２/１より）
保育あり：事前予約制 (3 日前までに)、有料、先着順 1 歳半―就学前
保育申込：こどもの部屋に直接お申し込みください。℡ 045-862-4750

UN Women よこはま 2013 年度総会
2013 年２月 17 日（日） 11 時～
男女共同参画センター横浜 セミナールーム 3
2012 年度事業報告・決算
2013 年度事業計画・予算
チャリティバザー・昼食会・ロンドン裏話(本田副会長)など
ふるってご参加下さい

日時
会場
議題

日本 国内 委 員会ニ ュー ス
国内委員会の 2012 年度の大きな活動は、
① エイボン・プロダクツ（株）からの寄付金による助成金事業「女性に対する暴力にノーと言おう
キャンペーン」第 3 弾の募集。７団体に助成金を授与しました。
② 「市川房枝女性の政治参画基金」助成金に応募し選ばれました。UN Women の DVD から女性に
対する暴力、女性と平和・安全保障、ジェンダー予算という 3 分野を選び、日本語字幕をつけ広報・
啓発資料として広く配布する事業を実施します。
③ 最大の事業バチェレ事務局長来日歓迎レセプションの開催（ｐ1 参照）
④ 内閣府の「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」に応募し選ばれました。
2 月 15 日（金）総会の後、「女性の活躍推進シンポジウム～女性は、もっと活躍できる！～」を
内閣府と共催で開催します。多くの方の参加を期待します。

事務局より
◇ご寄付を有難うございました
佐伯律子 赤堀洋子
西村洋子 （敬称略）
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