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「81:RPHQよこはまセミナー」は、残暑が厳しい  月  日（火）フォー
ネパール便り         
ラムの会議室で行われました。81:RPHQよこはまは、来年１月に、
「81,)(0よこは
ネパール商品の売れ筋は  
ま」として設立から  周年を迎えようとしています。この時期にふさわしいテーマ
秋のイベント報告   ～
を「81:RPHQよこはまの“これまで”と“これから”
」として、過去を振り返り、
会員のページ 
現在を見詰め、将来を展望しました。
インターンシップ      
 プログラムでは、初めに「チェコ・オーストリアの視察研修で感じたこと」を会
ショップ便り       
員の伊藤千鶴子さんの欧州の海外研修体験から、女性の生き方や家族の在り方、欧
国際女性デーのお知らせ 
州の高納税、高福祉など日本と異なる
総会のお知らせ       
点などを拝聴しました。
「81:RPHQよ
国連ウィメン日本協会ニュース 
こはまの“これまで”と“これから”
」
事務局より         
では、宮坂洋子さんから「81,)(0 よこ
はま」の設立と初期の時代、西村会長
からはその後の戸塚への移転から、国連の組織改革に伴う 81,)(0 から 81
:RPHQへの変革などについて説明がありました。そして、現在直面してい
る団体名の表記の変更や様々な問題に触れながら話し合いも行われ、有意
義なひとときを参加者  名（一般、インターン生も）で共有することがで
きました。思えば、 年の長い道のりを無事歩んで来られたのは、国内委
員会との連携の下、会員の献身的な協力と相互の支え合いがあって今日が
あることを改めて実感した学習会でした。 （事業部会  牧野迪代）

日本国内委員会名称変更
チャリティコンサート    

国連ウィメン日本協会㻌 になりました！㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㼁㻺㻌㼃㼛㼙㼑㼚 日本国内委員会より名称変更
待ちわびていた承認協定案が、81:RPHQ から送られ
てきたのは  年  月。協定には日本語名称を記載す
る箇所がありますので、この際、国内での認知度向上の
ため、活動内容が分かり易く、縦書きにしても分かるよ
うにとの意見から、団体名称を「国連ウィメン日本協会」
に変更することになりました。81:RPHQ の許可を得た
後、132 法人としての手続きを踏まえ、 月の臨時総会
で承認を得、その際、構成委員会もパートナーという位
置付けで「協力協定団体」と名称を変えました。定款変
更を県に申請、 月に認証されました。今後の流れと
しては、協力協定団体規程を策定しましたので、横浜を
はじめ既存の委員会は再申請していただくことになり
ます。 月、ローマで開催された国内委員会連絡会での
話し合いの後、 月に承認協定改定案が届き、現在、


最終段階の交渉を行っています。私たちは募金を集め、
寄付・支援者を募り、81:RPHQ の広報・啓発活動をす
るのは勿論ですが、国連の統治組織やドナーからの監視
の目が厳しくなっていることも認識しなくてはならな
いのです。
 また、広報・啓発活動の一環として「市川房枝女性の
政治参画基金」より助成を受け、81:RPHQ の活動を紹
介する映像  本に日本語字幕を付け '9' に収め、各所に
配布しました。是非、研修会等で活用してください。情
報提供のツール、メールマガジンも第  号を  月に配
信しました。0/ への登録希望の方は事務局までご連絡
を。皆様の日ごろのご支援・ご協力に感謝いたしますと
ともに、今年度もよろしくお願い申し上げます。
（国連ウィメン日本協会副理事長  渡邉晧子）
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チャリティコンサート

ピアノトリオ

～クラシックからビートルズまで～
２０１３年１１月２８日（木） かなっくホールにて

2013 年 11 月 28 日（木）風もなく穏やかな コンサート日和に
恵まれた晩秋の午後のひととき。13 時の開場を待って、沢山の方
がかなっくホールのロビーに集いました。 ショップの品々を眺め
たりチラシに目を通したりして開演を待ちます。開演は 13 時半、
まず、西村会長の挨拶と演奏者の紹介で始まりました。オープニ
ングは、ポール・マッカ-トニーの来日に合わせたわけではないの
ですが、「ビートルズ メドレー」で、とても親しみやすいステー
ジ。リラックスした空気の中、美しいピアノとヴァイオリンとチ
ェロの音色が流れました。
懐かしい気分に浸ったあとは、ロマンティックなピアノの独奏
曲が続きました。シューベルト作曲の「アヴェ マリア」、シュー
マン作曲の「献呈」、どちらも有名な歌曲をリストがピアノ曲に
編曲したものです。ワーグナー作曲のオペラ・ アリアより「愛の
死」= リスト編曲、クライスラー作曲の「愛の喜び」= ラフマニノフ編曲、さらに平尾貴四男さんという作曲家の
「ピアノソナタ」が演奏されました。この作曲家は 40 代の若さで夭折し、今年は没後 60 年となるという説明があ
りました。初めて耳にする音楽であるにもかかわらず、日本民謡風の旋律も時折流れて、魂の込められた魅力的な
素晴らしい作品であることが伝わってきました。15 分間の休憩を挟んで、後半のプログラムはメンデルスゾーン作
曲「三重奏曲 第１番 ニ短調 作品 49」。ロベルト・シューマンが、大絶賛したという名品で、３人の息がピタ
リとあって、熱の込もった演奏でした。約 30 分間、その音楽の世界を堪能しました。そして最後にアンコールとし
て、震災復興支援ソングの「花は咲く」を会場の皆さんと一緒に美しく歌い上げ、予定時間通り 16 時ちょうどに終
了しました。
200 名余りの入場者、ショップの売上げも予想以上の成果があったということです。会員の皆様の手慣れた協力も
成功の大きな要因となり、コンサートを支えました。
（事業部会 片野悦子）

＜斎藤龍さんからのメッセージ＞
この度は演奏会を企画していただき、有難うございました。それぞれ多忙
な 3 人が揃うのは難しいけれど、できる限り続けたいと思います。ロシア物、
例えばショスタコーヴィチとかに取り組んでみたいです。
来年 5 月には自主リサイタルも計画しています。コンチェルトなども数回
既に決まっていますので、ペースを考えて質の高い演奏を目指したいと思い
ます。まだまだ未熟なピアニストですが、これからも応援して頂ければ幸い
です。

アンケートのコメントから

コンサート終了後ＣＤにサインをする斎藤さん

＊斎藤さんのピアノ、良かったです。ピアノが良く歌っていました。素晴らしいソリストになるでしょう。
＊毎回いい演奏会ですが、今回も素晴らしかった！来年も楽しみにしています。
＊愛の喜び・平尾貴四男作ピアノソナタ、興味深く聴かせていただきました。
＊とても力強い演奏と細やかなテクニックで感動しました。
＊たっぷり、ゆったりと聴かせていただきました。
＊美しく力強く演奏なさって素晴らしいです。ピアノトリオも華麗で素敵でした。
＊プログラム構成が楽しかった。若い方の生き生きとした演奏も楽しめました。
＊平尾貴四男の作品、大変素晴らしい音色でした。斎藤氏の演奏も力強く、引き込まれました。
＊斎藤さんのピアノは力強く、ヴァイオリンとチェロはまた若い人たちの演奏がとても親しみがあり良かったです。
今までチェロはなじみがないので・・・。
＊年一回のチャリティコンサート、日常接することがないクラシック音楽、楽しく聴き入りました。
＊奏者の説明があるのが親しみを持てる。
＊重厚なプログラムに負けない実力に余裕を感じられました。日本だけでなく世界での活躍に期待します。
２

UN WOMEN YOKOHAMA NEWS

ネパール便り
ショップに色鮮やかなネパールの布製品が並んでいるのにお気づきと思いますが、これはネパール在住の春日山紀子さん
が仕入れてくださっているものです。今回は春日山さんが暮らすカトマンズの日常の様子をレポートしていただきました。

動物はいつも身近に

春日山 紀子

私が住むカトマンズは、ネパールの首都ではありますが、他国の
首都のように高層ビルが立ち並ぶイメージとは程遠く、住宅街では
いろいろな動物（家畜）を目にすることができます。身近に接する
機会の多い動物について、少し書いてみたいと思います。
家の門を開けるとまず、近所で飼われている鶏が十羽ほど、家の
前を走り回っている姿を目にします。鶏を飼っている家は多いので
すが、どの家の鶏も小屋から解放されて、日中は住宅街を元気に駆
け回っているのです。近所の肉屋では、店の前につながれた山羊数
匹を、常に見ることができます。ネパールの庶民的な肉屋では、一
般的に山羊や鶏の肉を扱うのですが、精肉工場から入荷した肉では
ヤギに餌をやる子ども
なく、毎朝、店で解体した肉を並べます。どの肉屋でも、市場から
仕入れてきた生きた山羊や鶏をしばらくの間、店で飼育するため小
屋に入れられた鶏や、杭につながれた山羊を店の前で見かけるのです。
空き地へいくと、牛が、悠々と草を食んでいる光景に遭遇します。
牛飼いが一緒に行動していることもありますが、飼い主が見当たら
ないことも。カトマンズには野良牛もいて、住宅街を自由に散歩す
る姿や、交通量の多い道の真ん中に寝そべり、横を通りすぎる車に
など我関せず、のんびり昼寝をしている姿などを見かけることもあ
ります。じゃまでも皆怒ることもなく、牛が通り過ぎるのを気長に
待ったり、寝そべる牛を気遣いながら通行したりしていく光景は、
微笑ましくもあります。ネパールでは牛（牝牛）は神様として扱わ
れるため、じゃけんに扱えない、という理由もあるのですが。ちな
みにネパールでは神様である牛の肉を食べることは宗教上タブーと
されている人が多いため、牝牛は乳牛用として、牡牛は田畑を耕す
道路をのんびり歩く牛
目的でのみ飼育されています。
ところで、余談をひとつ。私の長女が歩きはじめたばかりの頃、近所の肉屋周辺までを毎夕の散歩コースにして
いたことがありました。店の前までいくと、杭につながれた山羊の前で立ち止まり、近くに置かれているエサ用の
緑の葉っぱを一つずつ手にとっては、山羊の口に持って行き食べさせるのが毎日の日課でした。少し大きくなって
からは、こうやって毎日戯れていた山羊は、実は 1 日として同じだったことはない（食用なので毎日解体され新し
い山羊が店頭に並ぶ）ということにも気づいたようです。近所の家畜たちから、いろいろ学びの機会も与えてもら
っています。

ネパール商品の売れ筋は？
＊刺繍バック
華やかな色合いの手刺繍のバックがたくさんありま
す。ショルダー、手提げ、ポシェットとデザインも豊富
で、素材もバックスキン、綿など、色々なシーンに合わ
せて使っていただけます。なかでも 1 番人気は、ポシェ
ット。携帯入れが外のポケットとしてデザインされてい
たり、前にも後ろにもポケットがたくさんあって、その
チャックがアクセントになっていたりとお好みに合わ
せて選ぶ楽しさも味わえます。ファンの方も多く、毎年
来てくださる方がいらっしゃいます。今回ポシェットの
ほかにも新しいデザインのバックの入荷がありました。
秋冬お勧めのバックスキンものを是非ご覧ください。
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＊パシュミナストール
以前から、変わらぬ人気のスト
ール。何といってもあの軽さ、温
かさ、色のバリエーションの多さ、
そして直接紀子さんが仕入れて
くださることで実現している他
店ではまねのできないお手頃価格。特にウォーターパシ
ュミナは、一度使うと手放せません。夏でも冷房対策に、
バックに入れておいてもコンパクトにたためるため邪
魔になりません。寒くなってきたら、その日の服装に合
わせていくつか持っていると便利です。ショップで実際
手にとって良さを実感していただきたいと思います。
（総務部会 有吉雅子）
３

秋のイベント報告
磯子国際交流フェスティバル

2013. 10 月～11 月

2013 /10 / 14 於；磯子区役所

11 回目の今年は、アフリカ年にちなんで各団体推薦図書の
テーマを「アフリカとエコ」にしました。当会からは南アの
マンデラ大統領の教育改革によって、成長していく少女を撮
った本などを紹介しました。一週間前から図書館に展示され、
多くの人が立ち止まっていたそうです。
当日はワンガリ・マータイさんの自伝的 DVD が上映されま
した。出店の品もケニア麻バック、小鳥のモビール、紅茶を
揃えました。
秋晴れの空の下、屋外ステージでは高校生の空手やフラダ
ンスなどが元気一杯に披露されました。
(広報部会 衛藤栄津子)

2013 /10/ 19 – 20 於；象の鼻パーク

YNN よこはま国際フェスタ
横浜の国際協力団体、国際機関、学校、行政など 100 余
団体が集う「よこはま国際フェスタ 2013」が、｢象の鼻パ
ーク｣で開催されました。二日目は、荒天のため中止とな
りましたが、初日だけでも、15,000 人の来場者で賑わいま
した。
アジア、アフリカの国々の民芸品を扱うブースが多く、
エスニック料理の匂いが漂い、華やかな民族舞踊や民族音
楽が披露され、会場は一日活気に満ちていました。今年の
目玉は、
「世界の貧困解決」と「多文化共生をめざして」
を達成するために、
「Stand up, take action」の写真によ
る発信を行ったことでした。
(事業部会 牧野廸代)

フォーラム南太田まつり

2013 /10 / 20 於；フォーラム横浜南

10 月 10 日(日)、朝からあいにくの冷たい雨に降られてしま
いました。出店は館内なので問題はなかったのですが、やはり
天気の影響か例年より来館者が少なかったように思います。
毎年参加しているため、おなじみの方がモンゴルの塩やストー
ルなどを買ってくださったり、
「この買い物が支援につながる
ならうれしいわね」と言って買ってくださる方がいたりして、
活動している私たちもうれしくなりました。
お客様とゆっくりお話できたし、他の出店団体の方と交流す
ることができて有意義な時間がすごせました。
(総務部会 有吉雅子)

４
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2013 /10 /27 於；フォーラム横浜

フォーラムまつり

台風続きの 10 月でしたが、フォーラムまつりの 27 日は晴
天に恵まれました。
会場では開催時刻前から足を運んでくださる方々もいて、
嬉しい対応での始まりでした。
今年の UN Women よこはまのブースは、献品のバザーと温
かいケニアティーの販売に加え、南三陸で活躍するパティシ
エの手作りマドレーヌの紹介と販売が好評でした。
フォーラム内でも展示や発表の場が設けられ、一日中、人
の絶えない秋の一日となりました。
(広報部会、事業部会 増岡啓子)

2013 /11 /10 於；フォーラム横浜北

アートフォーラムフェスティバル

8 周年を迎えたアートフォーラムあざみ野で「8 ぴいすま
いる」を合い言葉にアートフォーラムフェスティバルが開催
されました。92 歳の現役の作家の清川妙さんの講演会を始め
コンサート、ワークショップ、ちびっ子のためのイベント、
岩手の収穫祭など多彩なプログラムが繰り広げられました。
私たちはハンドメイドブースの中のロビーカフェコーナー
でケニアティーとクッキー、途上国女性の手作り製品、竹細
工のかご、小物入れ、ラオス女性の刺繍のポーチ、献品の品々
を UN Women よこはまの広報をしながら販売しました。
アジアの女性たちの緻密で美しい手仕事の品々は大好評で
手に取った方は皆さん感心していました。
(総務部会 芳賀美沙子)

青葉区 区民交流センターまつり

2013 / 11 /23 於；青葉区区民交流センター

暖かく穏やかな晴天の下、人出も多く、にぎわいました。
屋内の催しはもとより、外の模擬店、フリーマーケットも
大盛況。
屋外ステージでは、ギター演奏、民謡、フラダンス、
太極拳、インドネシア竹楽器演奏、ジャズダンス、和太鼓
など次々に繰り広げられる各団体のパフォーマンスに大き
な拍手が沸いていました。
今年で 9 回目となるこのまつりも毎年、地方の方、市民
団体・生涯学習サークル、外国の方など大勢の参加があり、
地域に定着してきました。これからも地域の和、世界のわ
を広げつつ、一人ひとりの繋がりをさらに深めていきたい
ものだと思いました。
(広報部会 樽谷文代)
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会 員 の ぺ ー ジ
増岡知華子
◆◆ 入会によせて ◆◆
先 に 国 連 ウ ィ メ ン 日 本 協 会 よ こ は ま ( 当 時 UN
Women よこはま)に参加した母・啓子に誘われて、
2013 年に参加する事となりました。とは申しましても
2013 年 9 月よりロンドンの大学院に身を置いており
まして、会員とは名ばかりの無精者ではございますが、
日々様々な国籍のクラスメイトと交流し見聞を広め、
帰国して少しでもお役に立てるよう奮闘している真っ
最中です。
ロンドンに来てまだ短いですが、専攻しているビジ
ネスでの授業に於いて『北－北』の貿易は勿論、昨今
では『南―南』の国際流通が多くなって来ていると聞
き、第三世界の底上げや発展が未来にあるのではない
かと期待に胸を躍らせました。
また一方で、北の経済の中心地であるロンドンでは
『現実』を目の当たりにする事もあります。 ＊ HDI

◆◆ ご縁に導かれて ◆◆
小島 信江
この夏、広報部長の本田様のご紹介で入会しました。
ショップ当番をお手伝いさせていただくようになり、
数ヶ月経ちます。10 年近く前、ユニフェム時代にショ
ップを利用した時、とても懐かし
く感じました。
夫の転勤で 1990 年代後半に米
国カリフォルニア州で暮らして
いた頃、ボランティアをしていた
市立図書館内の古書店のことを
思い出したからです。そこでの活
気あふれるボランティア仲間や
お客さんたちとの触れ合いは、忘れられない体験とな
りました。ごく自然に、「ユニフェムでもボランティ
ア募集しているのかな？」と思いましたが、当時は実
家の母のケアなどに忙しく、そのままに終わりました。

◆◆ 微力でも ◆◆
村松千寿子
９月に入会しました。村松千寿子と申します。
女性としたら当たり前のことですが、40 年近く家
族のことを第一に、自分のことは二の次に生活をし
てきました。ここにきて、自分一人の生活になり、
この先どう生きていくか、どう老いていくか真剣に
考えました。
以前から、村松弘恵さんより、UN Women の活
動を伺っておりまして、皆様がお忙しい中、エネル
ギッシュに活動していらっしゃる様子に心打たれ、
私に出来るかしらと思いましたが、微力でも社会と
繋がり、また世界に繋がっていくのだと、プラス思
考で考えて参加させていただく事になりました。
６

(Human Development Index) ラ
ンキング下位にある国の出身の学
生達が高級ブランドに身を包み共
に授業を受けています。
『持つ者』が他国で課程を終え
て最終的に自国にどのように貢献
していくのか、そうしたダウンス
トリームも発展への大きな課題で
はないかと感じております。
自分がどのように新興国や途上国に関わっていけば
良いか、具体的な答えを出すまでにまだ至っておりま
せんが、海外での 1 年を存分に使って考え、また国連
ウィメン日本協会よこはまに参加させて頂いた事を足
掛けに、少しずつ形にしていく事ができればと思いま
す。 （※HDI：人間開発指数）

その後さまざまな個人的な環境の変化を経て、入会
に至ったことに不思議なご縁を感じています。
大学時代にほんの少しですが、途上国援助関連サ
ークルに関わったり、南北問題の本を読んだりしま
した。当時は若者として、憤ったり、悩んだり、友
人たちと話し合ったりしたものでした。卒業後は自
分の生活を回していくことに忙しく、世界の遠くに
いる人たちのことを考えることから遠ざかっていた
のですが・・・。
今回、こちらでのボランティアに加わることで、
目の前にいない人のことに思いを馳せる「窓」のよ
うなものを与えていただいたと感じています。微力
ですが、どうぞよろしくお願いします。

世界には、まだまだ女性の地位が
低い国や地域があり女性の教育の権
利を否定する国もあります。パキス
タンの少女マララさんが女性の教育
の必要を訴えて、銃で撃たれる事件
がありました。正しい言論も否定す
る国が、まだまだこの地球上に存在
するのは許せません。
これからそのような国が無くなるよう世界中で取り組
まなければいけないという事を痛感しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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インターンシップ活動をして
こんにちは。インターンシップ生として UN Women よ
こはまでお世話になっている、茂木里穂です。現在は戸
塚にある明治学院大学へ通っています。そして、国際学
部国際学科の 2 年生です。所属が国際学部ということで、
国際関係について学ぶ機会も多く、高校生だった自分が
考えていなかったこと、知り得なかったことを今、大学
で学べていて本当に楽しさを感じています。しかし、知
らない世界や領域を知っていくことは、自分の中に矛盾
を生み出していきます。自分の中に生まれた矛盾や社会
への不信感、そういったものが自分の中で渦巻いている
と感じることが多々あります。そういったものを考える
上で、世界で起こっている不平等な資源が生み出す紛争
やグローバリゼーションによって起こる格差社会、不当
な賃金で働かされる人の存在について知りました。今起
こっていることをどんな形で解決していけるのだろう
かという思いだけが湧き上がっていました。そんな中、
インターンシップを行うということで、斎藤百合子先生
からご紹介があり、UN Women よこはまでのインターン
シップを決めました。
UN Women はジェンダー平等と女性のエンパワーメン
トのための機関ということで、様々な世界での不平等に
ついて考え、実践をしている機関であると感じました。
私は、基本的に毎週水曜日に UN Women よこはまのショ
ップをお手伝いさせていただいています。また、休日に
行われるイベントに参加し物販のお手伝いをしていま
す。まだ、確実に進められてはいないのですが、Twitter
や Facebook のような SNS(Social Network Service)を
使い、UN Women よこはまや UN Women についての広報活
動も行っていきたいと考えています。初め、斎藤先生か
らご紹介いただくまでは、この団体のことを知りません
でした。なかなか自分で知ろうと興味を持つ機会がない
と、戸塚にある大学に通っていながらもこのような団体

明治学院大学

茂木里穂

があること
を知らない
学生は多く
いるのでは
ないかと思
います。しか
し、このよう
な団体があ
ることを多
くの若者に
も知っても
フォーラムまつりで。 右が茂木里穂さん
らいたいと
感じています。また、この団体にいる方々が様々なバッ
クグランドをお持ちの方で、とても魅力的な方々なので、
様々な方の話を聞くことのできる機会の場としても若
者にとってとても良い場だと感じます。
将来について、まだはっきりとこれをしたいというも
のが明確にはなっていないものの、自分の興味のあるこ
とが大学生になってからだんだんとわかるようになっ
てきました。誰かの役に立つこと、それは漫然としたも
のではなく、自分がそうありたいと思う誰かのためにな
ることがしたいと考えています。それは国外、国内を問
わないことであると考えます。それらは様々な問題を孕
むものではあると思うけれど、そして、時には人と関わ
ることで自分が傷ついてしまうかもしれないけれど、そ
れでもやっていきたいこと、自分がやるべきことは何な
のかは真剣に考えていきたいです。常に、
「自分は何の
ために生きていくの？」「どうやって生きていくの？」
ということを考えることを忘れずに生きていきたいと
感じます。
インターンシップ活動の中でお世話になった全ての
方々にお礼申し上げます。本当に有り難うございました。

ショップ名が

ウィメンショップ

仕入こぼれ話

～★～☆～★～☆～

に変わります！

ショップ便り
～★～☆～★～

昨年夏の猛暑のある日、恵比寿にある「第三世界ショップ」のお店に初め
て仕入のお伴をしました。
「第三世界ショップ」はフェアトレードでインド・パキスタンの品を扱い、
途上国生産者の自立を支援しています。日本との共通課題は環境との調和や、
持続可能な生産、後継者難などで、国内外を問わず解決をめざす事業に取り
組んでいるとのこと。
店先のワゴンにはおなじみのカラフルなペンケースやパースなどが山積み
で、つい手に取ってしまいました。店内には部屋別に山羊皮のバッグ、アル
パカのニット製品などがあり、その一画の素朴なアジアンカフェではおいし
いランチのサービスがありました。冬に向けてチョコレートやコーヒーの見
本もあり、どの店員さんも若く熱心で、その応対は気持ちの良いものでした。
半年に一度のセールなので、多くの団体が買い付けに来て混雑していました。選んだ品はかごに入れるのですが、
これは良いなと手に取ったところ、実はそれは他の団体が選んだものとわかり、大笑いでした。
品数が多く目移りがして選ぶのも一苦労でしたが、これらの品がショップに並ぶまでには細かい受け入れ作業が
待っています。目に見えない所で時間と労力をかけてショップが成り立っていることを、改めて実感しました。
次のセールを楽しみにしています。
（広報部会 衛藤栄津子）
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国際女性デー2014

〜つながる輪・ひろがる和〜

飢餓から未来を救え！アジア農村女性たちのチャレンジ
日時 2014 年３月９日（日） 13:00〜16:00
会場 男女共同参画センター横浜北 (アートフォーラムあざみ野) レクチャールーム
オープニング

女声合唱

くさぶえコーラス

第一部

講演
片上美知子 （アジア開発銀行 シニア農業資源マネージメントスペシャリスト）

第二部

交流会

入場無料
申込み
保育あり
保育申込

協力団体の手作り品の販売と交流

定員 １20 名
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）
事前予約制 (４日前までに)、有料、先着順 1 歳半―未就学児
アートフォーラムあざみ野「子どもの部屋」に直接お申し込みください。
℡ 045-910-5724

UN Women よこはま 2014 年度総会
日時 2014 年２月 16 日（日） 11 時～
会場 男女共同参画センター横浜 セミナールーム 3
議題 2013 年度事業報告・決算
2014 年度事業計画・予算
チャリティバザー・昼食会

国 連 ウィ メ ン 日 本 協 会 ニ ュ ー ス
皆様、既にご存じの通り、UN Women 設立時から使用してきた”UN Women(国連女性機関)日本国
内委員会”という名称を、昨年 11 月「国連ウィメン日本協会」に変更しました。それに伴い、横浜委員
会も「国連ウィメン日本協会よこはま」と改称をお願いすることになりました。横浜をはじめ各地域で活
動されている協力協定団体の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることになりますが、皆様のパワー
により、活動がますます広がるよう願っています。
昨年末に UN Women の活動を紹介する日本語字幕付き DVD が完成し、配布しました。「ハイチの
女性・女児にたいする暴力：内なる敵（9 分）」、「平等への道：ジェンダー配慮した政策と予算（16 分）」、
「手をたずさえて：女性・平和・安全保障（34 分）」の 3 本ですので、是非ご活用ください。

事務局より
◇新入会員
村松千寿子、佐々木武子、
飯田深雪、植村信子
◇ご寄付を有難うございました
安陪陽子 （敬称略）
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