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樽谷文代新会長 

 

新名称“国連ウィメン日本協会よこはま”総会 (2014年度) 
 

2014年 2月16日(日) 男女共同参画センター横浜にて総会が開催されました。 

 西村会長の挨拶に続き、まず議長と書記が選出され、事業部会長より 2013 年度の事

業報告、総務部会長より同年度収支決算報告とショップの収支決算報告、監事より監査

報告と続きました。       

そして 2014 年度の事業計画案、収支予算案、ショップの収支予算案が各部会長から

提示された後、名称変更に伴う規約改正案や役員改選案と続き、出席者の拍手によって 

全て承認されて議事終了となりました。私ども団体の名称もUN Womenよこはまから 

「国連ウィメン日本協会よこはま」に正式

に改称されました。 

あ樽谷新会長の就任挨拶と新役員理事紹介

の後、国連ウィメン日本協会事務局長から        

UN Women国内委員会が「国連ウィメン日本協会」へ、各構成委員会の呼称が

「協力協定団体」と改称されたこと、加えて2013年度の活動報告がありました。 

総会の閉会後は、会員たちが持ち寄った献品のバザーと昼食会が催され、会員

同士交流を深めました。交流会の最後には、UN Womenが作成したDVD を鑑

賞し、互いの活動の動機づけを改めて確認し合う良い機会となりました。(事業部会 増岡啓子) 

  

  

  

 

 

 

 
 

 ～ 楽しみながら 少しずつ積み上げて ～       会長  樽谷文代 

１月の役員会で会長を引き継ぐようにと指名を受けた時には、正直大変戸惑いました。

思いもよらないことでしたし、先輩方が立派に築き上げてこられたこの会の重圧がありま

した。甘えてばかりの私には、到底、務まりそうにないと不安で一杯でした。 

しかし、楽天的というか開き直りというのでしょうか、まあいいや肩肘張らずにいこう、

私にできることをやっていけばいいと思うようになりました。すると、とても気が楽にな

りました。身近な所から、出来る事を少しずつ、積み上げていけばいい。しかも楽しみな

がら少しずつ。この「楽しみながら」が、大事だと思っています。なぜなら、嫌なこと、

苦痛なことは、長続きしませんから。 

92歳の現役作家、清川妙さんもおっしゃっています。「楽しみながら少しずつ、焦らず、

むきにならず、丁寧に。気が付いたら、いつの間にか何かの形をなしていたというプロセ

スが大好きだ」と。私もこうありたいと思います。楽しみながら、少しずつ積み上げてい

く、時には、少しばかりの新しいことへのチャレンジもあるかもしれません。先輩方のアドバイスをいただきながら、皆様と

一緒に考え活動していきたいと思います。 

 

 
国連ウィメン日本協会よこはま 2014～2015年度 役員 

◆顧問-有馬真喜子    ◆相談役-宮坂洋子     ◆会長-樽谷文代    

◆事業部会長-牧野迪代  ◆広報部会長-衛藤栄津子 ◆総務部会長-竹内美千代 ◆ショップ部会長-山本紀子  

◆理事-有吉雅子 石橋むつ子 伊藤千鶴子 市川繁子 市川ゆき子 大森晴子 加藤澄子 木次順子 後藤久美子  

西村洋子 福手苑子 本田敏江 満生慶子 増岡啓子 渡邉晧子       ◆監事-佐伯律子 芳賀美沙子 
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熱く語る片上美知子さん 

 
映像による説明を熱心に聴く参加者 

 
くさぶえコーラスによる爽やかなオープニング 

 

 

 

 

国際女性デー2014   ～ つ な が る 輪  ひ ろ が る 和 ～     

３月９日 於：アートフォーラムあざみ野レクチャールーム 

 

 当日は、朝早くからのアートフォー

ラム職員の方々のご協力もあり、会場

準備も手際よく行えました。 

ステージ脇に彩りを添えた女性デー

の花、ミモザ、これは会員宅庭より会

員たちの見事な連携プレイにより会場

まで届けられたものでした。穏やかな

天気にも恵まれ、暖かな会場には多く

の参加者が集いました。 

西村洋子実行委員長、横浜市男女共

同参画推進協会合田加奈子理事長の挨拶に続き、爽やかな女声コーラスのオープニング。地元青葉区のくさぶえコーラスによ

る明るく澄み切った美しい歌声は、会場を春らしい和やかな雰囲気に包みこみました。 

 

第一部  講演   「飢餓から未来を救え！ アジア農村女性たちのチャレンジ」 

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    片上美知子氏 

今回は、カンボジアやラオスなどで、農村の女性たちとフードセキュリティー（食糧安全保障）の

プロジェクトに取り組まれているアジア開発銀行の片上美知子さんを、講師としてお迎えしました。

片上さんは、この日のために仕事先のマニラから、わざわざ駆けつけてくださっての講演でした。

短時間ではありましたが、アジアでの食物安全保障や貧困・HIV/エイズ撲滅など、現地での様々

な取り組みを熱く語られました。以下は、その要約です。 

① 食物安全保障 

世界の人口 70億人のうち、飢餓に瀕する 10億人の 3分の 2がアジア・太平洋地域に

暮らしている（＝飢餓問題はアジアの問題）。2008 年に食料価格が高騰した際には米の

価格が 3－4倍になり、アジア地域の貧困層は 30万人増えた。食物は生産されていても、

政府の悪政策のために食物を得られない人々が増加した。南アジアでは現在、子供の 40％が深刻な栄養失調に陥っている。成

長が遅れるだけではなく、知恵遅れや深刻な疾患の原因となり、次世代を担う人材育成に大きなダメージを与えている。これ

を改善するには、受精から千日間の栄養状態を良くすることが鍵である。 

② 「ガール・エフェクト(The Girl Effect)」 

一般に貧困家庭では、少女が「14歳で結婚し 15歳までに第 1子を妊娠、または家族を養うために売春、エイズに感染・・」

と負の連鎖が続く。この連鎖を断ち切り、ひいては貧困・HIV/エイズ撲滅を目的としたムーブメントで、欧米系の各種財団に

よって運営されている。掲げる目標は「12歳から定期的に医師の検診を受ける。15歳では学業を続け、安全な場所で暮らす。

18歳で就職して生計を立てる。HIV感染を避け、成熟した大人になってから結婚

する。このサイクルの下、生まれて来る子供もまた健康な人生を送り、正の連鎖

が続く」というもの。実際にフィリピンやカンボジアで、女性が手に職を持ち就

職するという結果が生まれている。 

③ 新たなビジネスチャンス 

アジア各地の伝統工芸を活かした質の高い商品を販売する、先進国のフェアト

レード企業や NGOが活躍するようになってきた。新しい試みに挑戦するグループ

のネットワーキングをインターネットが容易にしている。個々のレベルでは小さ

な試みでも、束になるとグローバルな力を持つようになる。同様に農産物にもプ

ライベートセクターが大量の投資を行っている。こうした企業や団体と契約し、 

商品を製作したり農産物を出荷したりと多様に変化している農村女性が沢山いる。今までになかった大きなチャンスである。

農村女性たちにとって、自分の作ったものが売れ、お金の流れが自分に向かうことは大きな自信となる。そこで生まれる経済

力が次の世代の勉学や就労へと正の連鎖として繋がり、ひいては未来の私たちの食卓も支えてくれるだろう。 

 

アジアにおける深刻な諸問題の解決には特効薬などなく、様々な試みやアプローチの積み重ねの末に、人々の教育レベルや経済力の高

まりの結果として実現されるのでしょう。その過程で、真の内発的発展へと転換することを願ってやみません。  （記録  小島信江 ） 
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買い物を通じて情報交換 

出店団体 ＊アジアの女性と子どもネットワーク ＊(特活)ＷＥ２１ジャパン  

＊ＦＲＮ ファイバーリサイクルネットワーク ＊つづき地域活動ホームくさぶえ   

＊(特活)ビラーンの医療と自立を支える会 ＊チーム ピース チャレンジャー   

＊(一社)国際女性教育振興会神奈川県支部  ＊国連ウィメン日本協会よこはま 

 

 

第二部  交流会   協力団体の手作り品の販売と交流     

会場には、日頃女性や子どもたちを支援している８団体による出店がありました。

手作り品を中心に、中には震災被災地支援の品物も並びました。各ブースでは、

お互いに商品にまつわる支援の説明や苦労話、商品を手に取っての質問などのや

り取りが多く見られました。飲み物を片手に談笑したり、買い物を通じて情報交

換したりと、和やかな交流風景でした。   （まとめ 広報部会 樽谷文代） 

 

 

 

 

 

ラオスに魅せられて                深瀬初枝 

 国連ウィメン日本協会よこはまの皆様こんにちは。私は、東京の公立図書館に勤務する深瀬初枝と申します。 

 この度ご縁がありまして、ニュースレターに私の“ラオス支援活動”を報告

させて頂ける機会を下さり、心から感謝申し上げます。 

 私がラオスとの交流を始めたきっかけは 2006年でした。勤務する区立図書館

の同僚から、自治労東京都本部がアジア諸国で支援をしている「読書推進ツア

ー」に誘われ、何故か惹かれるものがあり、あまり深く考えもせずほぼ即答で

ラオスに行く決心を致しました。 

 ラオスでは識字率が低く（特に地方）子どもに読書の楽しさを教える事は極

めて大切であるとの考えから図書館の設置が図られています。しかし、公的な

中核図書館でも国の予算措置は十分ではなく、書棚には多くの空きスペースが

見られる状態でした。なかでもソフト面の対応力が乏しい現実が感じられまし

た。この為、子どもの識字率向上のキーとなる「読書の楽しさ」を引き出す上

で有効と言われるペープサート（紙人形劇）の紹介と運営方法の指導を、図書寄贈と所蔵図書の補修技術講習と併せ実施して

きました。 

 ラオス支援を続けていく中で、有志で「ラオス子どもの家サポートの会」ができ、私も参加致しました。2009年５月にラオ

ス北部のウドムサイ県ナーモ市近郊の山村に、冬物衣料や文房具を届けたいとの一橋大学に学ぶラオス留学生の要望を受け、

会のメンバーで冬物衣料と資金カンパ活動を実施し、段ボール 105箱、合計2836着の衣類と若干の寄付金が集まりました。９

月にメンバー９人でラオス現地を訪問し、運送・仕分け・配布作業は思いのほか大変でしたが、貴重な思い出になっています。 

 2013年には「平成24年度 JICAパートナーシップ・セミナー」にも参加する機会を得ました。これまでとは違う視点からラ

オスの姿に触れる事が出来ました。ニュースや図書（文字）では理解しづら

い、幅広い現実に触れてこれからのラオスの発展を感じる事が出来ました。 

 私達の活動の一環としてモン族のクラフトを日本に紹介しています。テレ

ビでも紹介されましたが、ラオス在住の絵本作家である安井清子さんがラオ

ス少数民族のモン族の女性の就業支援をされています。モン族の歴史を学び、

少しでもお手伝いできればと思い、ラオスに行く度に仕入れています。モン

族のクラフト（刺繍製品）は丁寧と評判が良く私も嬉しく思っています。 

 今まで13回ラオスを訪問しておりますが、毎回違うラオスに会える喜びが

あります。ボランティアとしてラオスを訪問しているのに、反対に癒され、

また訪問したくなる不思議な魅力がラオスにはあります。東京外国語大学で

ラオス語を勉強したり、支援金調達のバザーに参加したり、ラオスとの係わ

りを強めています。やはり、「ラオスに魅せられて」いるようです。これから

も「ラオス子どもの家サポートの会」の活動を通し、日本でのラオス認知度

を高めていきたいと考えております。皆様のご支援を宜しくお願い致します。 

 

 

モン族の村 

皆様、ウィメンショップの奥の棚に置かれているモン族の刺繍が施された手工芸品にお気づきになりましたでしょうか。パターンはなかなか現代的で色

合いも渋く、あかぬけています。以下は深瀬初枝さんがどのようないきさつを経てラオスのクラフトと出会ったかのお話です。 
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よこはま 活動予定 

５/１７（土）・１８（日）  

 「あーすフェスタかながわ」に参加 

 

６/２１（土）  

１ Day for Others 

明治学院大学行事に協力 

 

2013年度の日本政府の UN Women拠出金は、大幅に

増額されました。通常の予算から、UN Womenコアファ

ンドへ 7,763万 9000円（94万 6809ドル）が決まってい

ましたが、さらに補正予算から UN Womenへ、3億 6,897

万 3000 円（449 万 9665 ドル）、ジェンダー平等基金へ

8,241万円（100万 5000ドル）が拠出されました。この

額は、日本協会が記録を保持している 1995年以降過去最

高額です。2013年 9月 26日、第 68回国連総会で、安倍

首相が一般討論演説の中で、女性の活躍を一層推進する

ウィメノミクスという日本政府の主張を述べ、UN 

Womenの活動を尊重し、有力貢献国の一員として、関係

国連機関との連携を図っていくと声高らかに表明した成

果です。 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国連ウィメン日本協会ニュース 
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事務局より 

＊新入会員の方々です 

古川英子 

斎藤千秋 

道仙礼子 

（敬称略） 

踊場地区センターまつり  ２/９(日) 

第 10回踊り場地区センターまつりが行われ、新名

称、国連ウィメン日本協会よこはまとして出店しま

した。前日の大雪で開催も危ぶまれましたが、天気

も持ち直し無事に出店することができました。テー

マである～笑顔で結ぶ地域のきずな～の通りに地元

の中高生が大勢参加し、イベントを盛り上げていま

した。私たちのお店にも、去年買って重宝したと言

ってまた訪れてくださる方もいて、着実に地元に根

付いてきた感じを受け嬉しく思いました。 

（総務部会 市川繁子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港南ラウンジ祭り  ２/２３(日) 

まだ雪の残る日曜日、港南区文化センターひまわり

の郷は大勢の人で賑わっていました。私たちは 6 階ホ

ワイエで、真新しい新名称の垂れ幕をボードに貼り、

ショップの品を販売しました。おかげさまで刺繍の大

判ショール、使いやすいポシェットなど売れ行きは大

変好調でした。毎年ここでお会いする方が決まってい

て、お互いに元気な顔を見ることができて、会話が弾

みました。今回の目玉は、“ラ―イタイ”というタイの

野菜で作る花かごです。専用のカッターでスイカを牡

丹の花のように彫って中央に置き、周りをかぶ、人参、

かぼちゃなどでバラの花や葉に仕立ててあります。お

祝いの食卓を飾るのにふさわしい労作ですが、わずか

一日で仕上げるのには感嘆しました。 

（広報部会 衛藤栄津子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱心に品定め中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイの野菜で作られた花かご 
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