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         めざましいアフリカ女性の活躍 

 第5回アフリカ開発会議(TICAD Ⅴ)の関連イベントとして、5月31日パシフィコ横浜

アネックスホールで「女性の活躍と経済成長」と銘打ったシンポジウムが開催された。UN 

Women日本国内委員会は<協力>として関わり、よこはまからは10名が参加した。 

 はじめに林文子横浜市長から、歓迎の挨拶と今春保育園待機児童をゼロにした取り組み

の紹介があり、次にアフリカでリベリアに続き2番目の女性大統領となったマラウイ共和

国の、ジョイス・バンダ大統領の記念講演があった。約500人の聴衆の一画をアフリカ関

係の方が占めていたが、大統領の登場とともに報道カメラのフラッシュが光り、同時に随

行者が一斉に立ち上がって敬意を表したのは新鮮な光景だった。貫禄ある大統領はかつて

は人権活動家であり、母子の健康・飢餓の撲滅・教育に力を入れ、女性の潜在的能力の開

発をめざしているとのこと。まさにOur Time Is Nowの体現である。 

 パネルディスカッションは「女性の起業が経済を元気に」をテーマに、JICA の田中由

美子氏のコーディネイトで3人のアフリカ女性のスピーチがあった。エチオピアのミ

ツラルさんは、有機食品、コスメなどを扱う「エコピア」を起業し、16世紀のままだ

った生活を 20 世紀へと橋渡しをした。そして貧しい国という意識を変えてほしいと

熱く語った。 

 次に大虐殺のあったルワンダでは、男性人口が減少したことで女性が国の命運を握

ることになり、2008 年国会議員の女性の割合が 56.2%で、歴史的な世界第一位とな

った。ルワンダのオディレさんは「インゴマ・ニシャ」という女性のドラムグループ

を立ち上げ、文化が国の発展の原動力であるとする。映像では笑顔の女性たちが力強

く自信にあふれてドラムをたたき歌い踊っていた。また酪農が盛んなのでアイスクリ 

ームの製造販売をする「スイートドリーム」を起業し、女性雇用を作り出すと同時に人間としての尊厳を手にしている。 

 最後にアフリカ開発銀行ジェンダー部門のヨ―マンさんは女性起業家の支援に力を入れているという。次の会議はぜひアフ

リカで開き、来訪してほしいとのこと。 

 3 人の方々は自信に満ち、信念を述べる姿は輝いていた。今回の“ともに成長するパートナー”としてのアフリカを体感する

ことができた。一方でその背後の、厳しい現実を生きる大勢のアフリカ女性たちを思い浮かべずにはいられなかった。会場の

周囲にはたくさんの関連ブースがあり地下ではアフリカンフェアも賑わっていた。 (広報部会 衛藤栄津子)  

                     

        1 Day for Others                  

6月 15日に明治学院大学の学生5名で、明治学院大学ボランティアセンター主催

の1日ボランティア体験「1Day for Others」を行いました。当日のプログラムは、

午前中にUN Womenよこはまについてや国連大学についてのお話を伺い、午後は

ショップで販売されている商品の POP 作成・レイアウトの工夫をするというもの

です。 

国連で働くということについて参加学生は初めて伺い、能動的に動くことの重要性

に驚く面が多く、真剣に聞き入っていました。また、POP作りでは各々アイディア

を発揮して楽しむと共に、どのような商品なのか、どのような背景がありこの商品

は作られているのかを学ぶことができて大変勉強になりました。参加学生からは自

身が作成した POP によって店内が華やいでいくのを見て充実感・達成感を味わえ

たとの感想があり、大変充実した1日でした。   (明治学院大学 豊田彩菜) 
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大統領を迎える会場風景  
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ビーズネックレスを見せる絵里さん 

 

 

UN Women ショップにパキスタンのグッズなどを仕入れて多大な貢献をしてくださっている高垣絵里さんの挑戦が新聞におお

きく取り上げられました。以下はパキスタンの全国紙“The News”に昨年 12 月 28 日に掲載された記事の抄訳です。なおこ

のペーパービーズのネックレスは UN Womenショップでも販売しておりますので、ぜひお買い求めください。 

 

 
集まって作業をする人々 

 
完成した竹細工製品 

 

ペーパーミラクルが人生を変える！ 
 

 
マリオットホテルで開かれたペーパーミラクル初の展示会はこのプロジェクトに協力した人々(ロータリー会員、

ペーパーミラクルを実際に作った少女達、そしてこのイニシャティブを実現したプロジェクトスタッフ)にとって大

変うれしい出来事でした。参加者も多く、ペーパービーズで作ったアクセサリーは全部売れてしまいました。では

ペーパーミラクルってなんでしょう？高垣絵里さんに聞いてみました。彼女は若い日本女性でこのプロジェクトの

立役者です。このプロジェクトは 2005 年の大地震で障害を負って働くことが難しくなった若い女性たちが収入を得

る手段として始められました。｢家からも離れて車椅子生活を強いられた彼女達は絶望しているのではないかと考え

がちです。でも違うのです。彼女達は自分達の人生を立て直そうという

強い勇気と希望を持ち、不屈の精神とやる気を見せてくれました。大変

な苦痛とトラウマを経験したにもかかわらず、彼女達は普通の人生を歩

みたい一心で前進し続けています。これをミラクル(奇跡)でなくなんと

呼びましょう｣ 

以前、絵里さんはウガンダで女性たちが仲間達とグループになって座

り、身近にあるもの、紙からでさえも歌いながらビーズを作り出してい

く様子に感銘を受けました。｢長い間、人を助けられるようなアイディア

をプロジェクトにしたいと思い続けてきました。そしてこれにぴったり

の女性たちのグループを見つけたのです｣と絵里さんは語りました。この

アイディアに賛同してくれたイスラマバード・ルネッサンス・ロータリ

ークラブ(RCIR)とジョブ・インターナショナルをパートナーに 2012 年

8 月に立ち上がったのがこのペーパーミラクル・プロジェクトです。 

このプロジェクトはその参加者が生活の糧を得て経済的に自立するためだけでなく、尊厳と自信を取り戻して社

会に戻っていくことを目指しています。コミュニティー参加者の生活改善に取り組んでいる RCIR がこの点に注目

し、夢を現実に変える手助けをしてくれました。すでに小さな奇跡は起こりつつあります。女性たちはごみになる

紙を美しいビーズに変えているのです。絵里さんは言います。｢このプロジェクトのユニークさは、パキスタン中の

女性たちに広めて奇跡を実現していける可能性にあります｣ 

この女性たちの苦労に報いるため授賞式がおこなわれ、自分達が作ったペーパービーズのアクセサリーがプレゼ

ントされました。彼女達はビーズの完成品を見るのは初めてで、すぐ身に付けて褒めあっていました。これこそプ

ロジェクトスタッフ、ロータリー会員が喜びを分け合った誇らしい瞬間でした。  (抄訳 広報部会 本田敏江) 

 

                         カンボジア竹細工プロジェクト 
 
経済は回復基調にあるとは言うもののカンボジアでは依然失業率が高く、特にその伝統的な習慣から女性たちは

教育や就業の機会から締め出されています。そのため出稼ぎで収入を得ようとす

る女性たちが増えていますが、出稼ぎは搾取、人身売買、子どもが取り残される

などの別の問題を生み出しています。一方、貧しい農村女性が地域で所得創出活

動に就くための支援を受けている場合、持続的なビジネスを達成できることが

色々な調査からわかってきました。そうすれば女性たちは様々な危険に身をさら

すこともなく、子どもの面倒をみながら収入を得る

ことが出来ます。 

このような状況を背景にメコン地域の特産品であ

る竹を利用したこのプロジェクトが UN Women に

よって立ち上げられました。日本国内委員会は 2011

年からこれまでに約 400 万円を送金しました。これは資生堂花椿基金＆㈱資生堂から

のご寄付によるものです。国内委員会はこの竹細工製品を広く宣伝し、395 個の注文

を取りまとめました。UN Womenよこはまがその輸入に関する業務を担当することに

なり、カンボデジア側と交渉を重ねました。ダンボール 6 個の荷物は航空便には大き

すぎ、船便には小さすぎるため、どちらにしても予想以上に運賃がかかってしまいま

した。でもカンボジア女性が精魂こめて作った竹細工の数々を戸塚のショップで目にしたときの感激は何物にも代

えがたいものでした。竹細工は私達のショップでも販売していますので、ぜひお手にとってご覧下さい。   

                                                                           (広報部会 本田敏江)                                                                   
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     会員のページ             
 

 

 

新しい「社会の窓」との出会い      総務部会  市川繁子 
 

長年勤めていた仕事を辞め、一年半程たった時、突然、元同僚の有吉さんからの電話。

開口一番、「暇でしょ？その時間、人のために使わない？」との誘いでした。あまりボラ

ンティアなどに興味が無かった私ですが、その時はなぜか「やるやる！何やるの？」と、

即決してしまったのです。これが、UN WOMEN の出会いでした。決めた後で、ショッ

プの当番をやること、月一回部会があること、などを教えてもらいました。最初はゆき

子さんや有吉さんと一緒に店番をやらせてもらい、徐々に一人でやるようになりました。

おつりを忘れたり、レジが開かなくなったりと、真っ青になることも度々ありましたが、

今ではなんとか一人でやれるようになりました。ただ、肝心の UN WOMEN のことは、

あまりわからず、部会でのお話を聞きながら、「ふ～ん、そういうことをやっているのか」

「なんかすごい所と繋がってるんだなあ」とびっくりしているのが現状です。この間の

あーすフェスタでのこと、私がしていた名札の UN の文字を見て、外国の方から「UN？

すごいね」と声をかけられました。なんだか誇らしいような恥ずかしいような、この名

札をかけていいのか？と複雑な思いがしました。これから少しずつ勉強していかなければなあと思った次第です。

長年仕事と家庭しか知らなかった私にとって UN WOMEN でのボランティアは新しい社会との窓です。あまり気張

らずに長くお付き合いしていきたいなあと思っています。どうぞよろしくお願いいたしします。 

 

 

UN WOMENよこはまに入会して       事業部会  福手苑子  
  

入会して５年経ちました。遠距離介護が終わり、ぼんやりしていた時に大学時代の友

だちに「近くで活動しているけど」と誘われました。 

 初めて女性デーに参加した時は、マータイさんというアフリカの女性がいらしたりで、

国際色豊かな商品の出店等、珍しい世界が広がっていました。 

 だんだん会そのものが発展途上で、今後日本全土に世界的に広げようという趣旨も見

えてきて、国内委員会が NPO 法人になった時には、たくさんのボランティアさん達の

大きな力を感じました。ぶら下がっているのに精一杯ですが、中々と自分を動かすのに

大きなエネルギーが必要とボランティア活動そのものに、懐疑的になったりと自分を見

つめるよい機会です。 

 最近はマスコミの報じる戦争や大きな災害のニュースで 報じられていない別のお

びただしい数の弱者に関心が向きます。渦中の女性達も経済的に自立すれば国の立ち直

りや生活の大きな一助となります。次に如何に彼女たちが協力し合い、譲り合う事が重

要な幸福の要素と考えるようになるでしょう。私は年を経て忍び寄る終焉に健康管理に時間をとられる様になりま

した。この大事な運動を、自分なりに発展させるためには、どうしたらよいか、今の所の課題です。会員増強と、

寄付金の増大、弱者に届く手厚い援助、奉仕の精神と耳の痛い話を自分にいい聞かせています。 

 

 

 
 

「あーすフェスタかながわ 2013」ワールドバザールに参加して 5/12 

   
神奈川県には約 160の国と地域の 16万人を越える外国籍の方々が、暮らし

ています。多様な価値観や文化に触れ、お互いに理解を深める機会としての

イベントが、5月 11,12日に栄区小菅ヶ谷の「あーすぷらざ」で開かれました。 

初日は朝から雨で次第に本降りになりましたが、屋内の立地条件が良かっ

たのか、お客様が途切れることはありませんでした。二日目は晴天で、屋外

の出店でした。お隣のテントを使わせていただき、様々な方々と交流できた

良いチャンスとなりました。この日は「母の日」で、小学生から大学生まで、

自分のお小遣いに見合ったプレゼントを購入する姿が印象的でした。 

（総務部会 市川ゆき子） 
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ショップ販売スタッフ 

緊急募集！ 

ご協力ください！ 
 

ＵＮ Ｗｏｍｅｎショップの

販売担当スタッフが最近、

手薄で大変困っています。 

11:00~14:00と13:30~16:30の

２交代制で行っています。 

ご協力いただける方は、事

務局までご連絡ください。 

 

ＵＮ Ｗｏｍｅｎよこはま チャリティコンサート  

若きソリスト 
 
 

～クラシックからビートルズまで～ 
 

日時     2013年 11月 28日（木） １３：３０開演／１３：００開場 

会場     かなっくホール（神奈川区民文化センター） 

出演     斎藤 龍（ピアノ） 小形真奈美（ヴァイオリン） 灘尾 彩（チェロ） 
演奏曲目   メンデルスゾーン：  ピアノ三重奏曲 第１番 作品４９ 

シューベルト：    アヴェ マリア （ピアノソロ）    ビートルズ・メドレー  他 

チケット    2500円 全席自由 

主催      UN Women よこはま 

申し込み   UN Womenよこはま 事務局へ  FAX/電話/ Ｅメール から 

         詳細はちらし参照    ※チケットの当日取り置き可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋・冬の UN Womenよこはま活動予定 

月  日       内   容    会  場 
9/17(火)  セミナー  フォーラム横浜（戸塚） 

10/14(月) 磯子国際交流フェスティバル 磯子区役所 

10/20(日）  フォーラム南太田まつり 2013  フォーラム横浜南（南太田） 

10/19(土)20(日)  よこはま国際フェスタ 2013  象の鼻パーク 

10/27(日)  フォーラムまつり 2013  フォーラム横浜（戸塚） 
11/10(日） アートフォーラムフェスティバル 2013  フォーラム横浜北（あざみ野） 

11/23(土） 青葉区民交流センターまつり 青葉区民交流センター 

11/28(木) チャリティコンサート かなっくホール 

2014/3/9(日） 国際女性デー2014～つながる輪 ひろがる和～ フォーラム横浜北（あざみ野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より 
 

＊新入会員   

増岡知華子、中村八重子 

谷渕麻子、 小島信江 

＊ご寄付を ありがとうございました。 

 山本紀子、渡邉晧子、佐伯律子 （敬称略） 

国内委員会ニュース 
2012 年度の拠出金に多大なご協力をありがとうございました。よこはまをは

じめ、構成委員会、企業や団体、また個人のご寄付で、523万 9839円（5万 2049

ドル 66セント）となり、4月 11日に本部へ送金しました。これによる支援プロ

ジェクトは以下です。 

●カンボジアにおける竹製品の品質の向上と流通の改善を通じて女性の経済的

エンパワーメントを高めるプロジェクト（継続支援）1,836,886 円（18,246.60

ドル） 資生堂＆資生堂花椿基金より 

●農村女性が明かりを灯す（裸足の学校）2,000,000円（ 19,866.90ドル）イン

ドのベアフットカレッジ（裸足の学校）等との協働プログラム。途上国の非識字

女性をインドの「裸足の学校」に招いて、ソーラー発電ランプ開発技術を教え、

自国で普及活動を促すプログラムです。今回は、フィージーなど南太平洋諸国の

女性達への支援となりました。 

●暴力撤廃信託基金 1,402,953 円（ 13,936.16 ドル）（継続支援）同基金は世界

中で、女性に対する暴力根絶のために、様々なプログラムを実施しています。 

mailto:unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp
http://www.unwomenyokohama.org/

