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今年も明治学院大学の学生さん７名が１日ボランティア体験として私たちのショップを

訪れてくれました。今年のプロ

グラムは、「途上国女性を支援

する活動を学び、ＰＲするお手

伝いをしよう！」 
、午前中の意見交換では、関心

のあること、女性の自立、ジェ

ンダー平等、日本女性の働き方、

働くための社会環境が整ってい

ないなど体験談や身近に感じて

いる事の話題で大いに盛り上がりました。午後からは作業。若い人の感覚でショップもイ

メージチェンジ、配布用の素敵なチラシも完成しました。 （広報部会 樽谷文代） 

●○● プログラムに参加して ●○● 明治学院大学３年 松本佳恵

私は今年初めて「国連ウィメン日本協会よこはま」のプログラムに学生リーダーと

して参加させていただきました。プログラムの内容は、 作りとショップ内のレイ

アウト変え、団体の活動を するチラシ作りです。活動場所となるウィメンショップ

の中には、発展途上国の女性が作ったたくさんの素敵な品々が溢れかえるように置か

れていて、私はここをもっと素敵なショップにしたいと決意しました。 
当日の午前中はスタッフの方々に国連ウィメン日本協会よこはまの活動について説

明していただき、そのあと意見交換をしました。午後はショップ内のレイアウトを変

える班・ を作成する班・チラシを作成する班の３つに分かれて活動しました。参

加学生たちはスタッフの方々と話しながらレイアウトを動かしたり、色鉛筆やカラー

ペンで を作ったり、チラシの原稿を考えたり、写真を撮ったりと打ち解けた様子で活動していました。それぞれ時がたつ

のも忘れるくらい熱中していて、あっという間に時間が過ぎていきました。

活動の終わりに、参加学生が「充実した一日だった」と言ってくれて、またスタッフの方々も喜んでくださり嬉しくなりま

した。 に参加することで得た今回の貴重な経験を糧として今後に生かしていけたらと思います。

 

「北京 」に向けて ― 聞く会に参加 ―

年の第 回世界女性会議 北京会議 以来、節目ごとに女性の行動基盤となつた「北京行動綱領」の実施状況や成果

の振り返りが行われてきた。来年は 周年に当たるので、去る 月 日内閣府男女共同参画局と関連団体との協働で、

第 回国連婦人の地位委員会 の報告及び国際的な潮流を聞く会が、日本学術会議講堂で開催された。

は 月に国連本部で 日間にわたり行われたが、直前の国際女性デーの記念式典には、ヒラリー・クリントン上院

議員、ムランボ・ヌクカ 事務局長が参加。ヌクカさんは「変革に向けて行動するのは今 」と訴えたという。

の橋本ヒロ子代表によれば、今回の特色は日本が提案した決議案「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメント」が、 か国全会一致で採択されたことである。サイドイベントで 人の発表者は「平時のジェンダー平

等が災害時に最大のリスク削減になる」と声を揃えた。続くパネルデスカッションでは、有馬日本協会理事長の司会で、

国際婦人年連絡会・北京 などの団体から発言があった。最後は有馬さんが「国際的な動きと国内とは互いに関わりあ

っている」と結ばれた。これから来年に向けて、中国では 月に大会を予定し、国連の世界防災会議は仙台で開かれる。

日本協会でも様々な企画を打ち出している。 （ 広報部会 衛藤栄津子）
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マレーシア仕入れ旅行   ✈2014 年 4月 25日～30日  

 

 

 

＊＊クアラルンプールの観光＊＊ 

いつもマレーシア商品の仕入は今井敬子さん〈会員〉にお任せしてしまっていたのですが今回一大決心をし、西

村洋子さんも加わって一緒に仕入れをすることになりました。今井さんは中学時代の同級生でクアラルンプールに

別荘を持ち日本との間を行ったり来たりしていらっしゃいます。彼女の別荘は都心からわずか 15分くらいのところ

にあるのですが、周りはジャングルで、朝は聞きなれない小鳥の

声と、近くのモスクから聞こえる地を這うようなコーランを唱え

る声で目が覚めます。毎日、朝食もそこそこに今井さんの神業的

（？！）運転で午前中は観光、午後はショッピングというスケジ

ュールをこなしました。クアラルンプールは日本人が運転できる

唯一の東南アジア国ということですが、その渋滞とマナーの悪さ

は想像以上でした。観光で訪れたところは、マスジットジャメ（マ

レーシア最古のモスク）、郊外のブルーモスク、イギリスの植民

地時代の駅、日本のスカイツリーのような KLタワーなどで、残

った時間はショッピングに励みました。 

 

＊＊マレーシア商品の仕入れ＊＊ 

一番多く買ったところはセントラルマーケットという観光者向け

の市場です。マレーシアらしいスカーフ、アクセサリー、雑貨類が

信じられない安価で売られていました。でも市場なので、こんな値

段で絶対できっこないというくらい安いものを多少良心の呵責を感

じながら値切りました。 

品質のよいものでは ISETAN、KLCCのショッピングモール、高級ス

ーパーマーケットなどでも仕入れました。デパートは物が豊富で、

アクセサリーなどはヨーロッパから仕入れたハイセンスなものも多

く見かけました。少しずつマレーシアらしいスカーフ、アクセサリ

ー、小物、雑貨、ハーブティーなどを買い入れましたので是非ご覧

ください。 

 

 

 

＊＊クアラルンプールは若者の街＊＊ 

女性は眼だけ出したブルカを着ている人は少なかったものの、ほとんどはドレスに合うトドンと呼ばれるスカー

フをしていました。スカーフが豊富なのにも納得です。マレーシア人の平均寿命は 75歳だそうですが、老人が外に

出ないせいか街は若者であふれていました。いろいろグルメをしましたが、どこのレストランに行っても日本でよ

く見かけるマダム風高齢者グループは一度も見かけたことがありません。ちょうどオバマ大統領が着いたという日

は、車が混雑して動かないので通勤電車を利用しました。もちろん若者でいっぱいだったのですが、私たちおばあ

さんの一群を見ると皆びっくりして一斉に立ち上がり、席を譲ってくれました。マレーシア人はとても人が良さそ

うで、にこにこしている人が多く、好感が持てました。抜けるような青空と明るい太陽のもと、カラフルなクアラ

ルンプールの街は別世界で、大いに楽しみました。                 （広報部会 本田敏江）                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
かわいいペンダント類 色鮮やかなバティック 

セントラルマーケットでの仕入れ 

モスクに入るためにドレスアップ 
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5 月 17 日・18 日の二日間、「あーすフェスタかながわ 2014」が、本 

郷台の県立地球市民かながわプラザにて催されました。両日とも晴天          

に恵まれ沢山の人々が集いました。 

 あーすフェスタは、外国籍県民、民族団体、NGO、市民ボランティ

アなどが参加して、異なる国籍や文化・価値観を越えて互いを理解しあ

う場として実施されています。 

                 私たちは、各国の民芸品やフェアトレード 

品の販売と国際交流協力団体の活動紹介展示 

部門のワールドバザール会場にブースを構え、色々な方々との交流に努めました。 

 販売の合間には、屋外ステージでの音楽をバックに、世界屋台村に並ぶエスニ 

ック料理のテントを練り歩いては賞味して、多文化共生の活気に満ちた雰囲気を 

満喫できました。 

神奈川県民・横浜市民の皆さんの異なる文化を長年受け入れてきた懐の深さを感じられ、 

終日参加し共に活動出来る幸せに包まれながら帰路に着きました。       （事業部会 増岡啓子） 

           

             
   

 

                   

                                                                
 
 
◆◆ 私らしく ◆◆             佐々木武子 

戸塚フォーラムに初めて訪
れた日、それが私の入会の日
になりました。2013年の秋頃
のことでした。 
こんなあやふやな気持ちで

入会してよいのか、不安でい
っぱいでした。それでも、あ
っという間に半年が過ぎて戸           
塚フォーラムで本を借りる楽

しみを覚えました。本業の UN Womenの活動には、まだ
まだ右を向いたり左を見たり、風にながされています。 
残念なことに、今までボランティア活動に参加した

ことがなく、フォーラムでの皆様の活動に触れて、私 
 

の知らない遠くの世界に目を向けて話し合ってる姿に
ほんとに驚いてる状態です。 
今まで女性問題や途上国援助など、テレビから流れ

てくるニュースの一部でしかありませんでした。それ
に興味も無く、『対岸の火事』のごとく私には関係な
い事と耳を傾ける事もありませんでした。 
しかし、新聞やテレビからは毎日世界の紛争や混乱

が伝えられます。複雑になる社会で、特に女性問題は
このまま聞き流すには辛いことばかりで胸が痛みます。 
これからは、社会に目を向け耳を傾けながら 

自分の身の丈にあったやり方で、無理をせず 
一歩踏み出していくつもりです。 
宜しくお願い致します。 
 
 

◆◆ 新しいスタート ◆◆      古川英子

初めまして、今年からショップ当番で参加させてい

ただいています古川英子と申します。 

 昨年秋に定年退職をして、これからは何か社会貢献

できることはないか、と思っていました処、地元のお

友達の木次さんがやっているボランティアを紹介して

いただきました。 

 今まで経験した事のない分野はとても興味深く、世

界の女性の地位向上に少しでも貢献できるなら、これ

もチャンスかと嬉しく思い参加しました。特にイスラ

ム圏やアフリカの女性たちの教育や社会的地位が、暴

力や特有の社会制度で虐げられている現状をニュース

やテレビで見る度、自分の非力を感じ、今まで何もで

きないことを嘆いていましたが、僅か一歩でも踏み出

したような気がします。 

 

会社勤務をしていた時は事務

が多かったので接客は慣れてい

ません。一人で初めてショップ

当番をした時は早速お金の計算

で失敗してしまいました。又、

一度に数人のお客様が並ばれる

とオタオタして、しなくて良い

失敗もありました。少しずつ慣れていきたいと思いま

す。パソコン、輸入業務等は今までやってきたことで

すので微力でも何かお役に立てれば嬉しいです。 

今はまだパートで働きながら月一回の参加ですが、

一生懸命やらせていただきますのでよろしくお願い申

し上げます。 
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━ エマ・ワトソンを親善大使に任命 ━ 

 

           事務局より 

 

 入会； 佐味 啓子 (賛助会員)  清水 澄代 

     杉本 久仁子  玉澤 貞明  茂木 果穂 (学生) 

寄付； 港南区女性団体連絡協議会 芳賀 美沙子 

                      (敬称略) 

 

 

 

   

9/26 (金) セミナー アートフォーラムあざみ野 

10/11(土) 磯子国際交流フェスティバル 磯子区役所 

10/11（土） フォーラムまつり フォーラム 

10/18・19 (土)(日） ＹＮＮよこはま国際フェスタ 象の鼻パーク 

10/19（日） フォーラム南太田まつり フォーラム南太田 

10/26（日） アートフォーラムフェスティバル アートフォーラムあざみ野 

11/23（日） 青葉区民交流センターまつり 青葉区民交流センター 

11/26 (水)  チャリティコンサート かなっくホール  

2015. 3/8 (日) 国際女性デー フォーラム南太田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

Emma  Watson     

Photo credit: Carter Bowman 

  

Information 

 

2014年7月8日、英国の女優、エマ・ワトソンが、UN Womenの親善大使になりました。ハリーポ

ッターシリーズのハーマイオニー・グレンジャー役として有名な彼女は、同時に人権主義者で、

最近米国アイビーリーグのブラウン大学を卒業したばかり。プムジレ・ムランボ‐ヌクカ事務局

長は「21世紀にジェンダー平等を進めるにはぜひ若い女性に参加してもらわなくてはなりません。

エマならその知性と情熱でUN Womenのメッセージを世界中の若者の心に届けてくれます」と期待

をよせています。エマ・ワトソンは「実際に何かを変えていけるチャンスはすべての人に与えら

れるものではないので、真剣に取り組んでいくつもりです。女性の人権は、私が私であること、

私の人生の深いところに根付いているもの。まだ学ばなくてはならないことはたくさんあります

が、私の個人的な経験、知識がお役に立てばうれしい」と述べています。      （本田敏江訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国連ウィメン日本協会よこはま チャリティーコンサート 

 バンドネオンとギターで奏でるタンゴの名曲  

         日時  2014年 11月 26日 (水)  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  小川 紀美代 (バンドネオン) 智詠 (ギター) 

         チケット  2500円 全席自由 

        主催  国連ウィメン日本協会よこはま 

【申し込み・お問い合わせ】  国連ウィメン日本協会よこはま事務局へ FAX / 電話 / Eメールから ※詳細はちらし参照 

かなっくホール や戸塚フォーラム内「ウィメンショップ」でもお求めいただけます。 ※チケットの当日取り置き可 

国連ウィメン日本協会よこはま セミナー [UN Women と日本の課題] 

日時  2014年 9月 26日(金) 14：00～16：00 

会場  アートフォーラムあざみ野 セミナールーム２・３ 

講師  目黒依子 

【国連ウィメン日本協会理事、前国連婦人の地位委員会（CSW）日本代表】 
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