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旨)」に賛同し、学生 6 名を受け入れ一緒に活動しました。学生リーダーが「世界を知り、
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女性の現状を知り、今できることを実践しよう」を目標に掲げ、私達も打ち合わせを
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で働くことやモロッコに赴任中のエピソード
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などのお話を聞きました。会員からの国連機

事務局より

4

関で働くためのインフォメーションも加わり、

午前中のレクチャーは、男女共同参画セン
ター横浜セミナー室にプロジェクターを用意
して、樽谷会長による当団体の現在までの活
動紹介で始まりました。
続いて JICA 勤務の森川結子さんに、JICA
森川さん(左端)のレクチャー風景

学生たちにとり何かしらのヒントを持ち帰る
機会になったと思います。その後は質疑応答に移り、世界の女性たちの生活現状に
ついて意見を出し合いました。
午後はウィメンショップに於いて、ショップのレイアウト・チラシ作成・看板作り
に分かれての活動です。幾人かの会員もサポートに入り、学生主体の場となるよう心
がけると同時に、学生たちの柔軟性溢れる感覚に触れたひとときでした。

学生のみなさんと記念写真

(事業部会 増岡啓子)

★ 明治学院大学戸塚まつり

５/２３(土)、５/２４(日)

若者との交流を深めるという目的もあり、今年は明治学院大学の戸塚まつりに参加しました。３月に戸塚まつり準備会が発
足すると、早々に大学にも頻繁にコンタクトを取り、存在感をアピールしてきました。早くからの入念な準備と会員の協力に
よって迎えた戸塚まつりでした。第１日目、土曜日は授業があるため午後からの開催。フリーマーケットは屋外のため、テン
トを持参し万全の暑さ対策。キャンパスは広く、中心会場より離れていたためか、人の流れはいまいちでした。２日目は、雨
との予報で朝から雨天会場に変更。
教室の長机に商品を並べて狭いスペース
での出店となりました。
「奥まった教室なので案内表示がないと来る人に分
からないでしょ」と、実行委員の学生さんにやんわりと意見。学生さんも納
得、急きょ、会員も手伝って段ボールの案内表示を作りました。
出店グループの中には、
私たちと同じように途上国支援をしている若者が
多く、商品を手に取りながら情報交換をするなど楽しく交流ができました。
UN Women に興味をもってくださる学生さんもいて「ホームページをチェッ
一日目はテントにて

案内表示づくり

クしますね」と言ってくれました。今後の活動の広がりに期待したいです。
(広報部会 樽谷文代)
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あーすフェスタかながわ 2015
５月 16 日は朝から本格的な雨となり、ワールドバザール（民芸品の販売、民族団体、国際交流団体の活動紹
介や展示等）は館内だった。私たちのブースは円形展示場で、入り口から全く目立たない。
開会式は、高校吹奏楽部の演奏でエントランスホールだ。神奈川県には 164 の国と 16 万６千人の外国籍の
方が暮らしている。この催しは「みんなで育てる多文化共生」をテーマに
2000 年から開かれ、16 年目となり国内でも周知されてきた。多数の実行
委員紹介は、民族衣装で登場し、会場全体が実に華やかで高揚感に満ちて
いた。午後は雨も止み、終了間際には思いもよらぬ売り上げとなった。
17 日は晴天で野外の活動だ。私たちのブースにも、家族全員に猫のコ
インパースを購入するご高齢のご夫妻や、じっくり品定めをして他のお店
から再び戻って購入する女の子など、ほほえましい姿があり、会場全体が
昨日の倍以上の来場者で実に活気があった。
大学生や高校生のボランティアの活躍が目立ち、国際色豊かで世代間
交流が深まる二日間だった。
（総務部会 市川ゆき子）

4 月 25 日と５
月 12 日、私自
（高い自助力）
身日本でも体
験したことの
なかったＭ７超え
の大きな地震にカトマ
ンズで遭遇しました。自分の体をコントロールで
きないほどの強い揺れ。屋内にいた私はとにかく
外に逃げ出すことに必死でした。
幸い私自身は全く被災せず無事でしたが、9000
人近い死者を出し（7 月時点）、国全体が甚大な被
害を受けました。私の身の回りでも多くの知人が
大かれ小なかれ何らかの影響を受けており、被災
状況を聞くたびに、やるせない気持ちになります。
しかし、苦しい状況の中でも現状を受け入れ、
前向きに生きている人たちも多く、元気づけられ
ることもよくあります。
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ネパール大地震

崩れた寺院の瓦礫撤去をするボランティアたち
（世界遺産カトマンズルバール広場）

たとえば、地震から約 1 か月経ったときに訪れた、
被害の大きかった知人の村にて。石造りの村の家
はほぼすべて崩壊し住めなくなってしまい、ビニ
ールシートを張りその下で生活している、という
のが、事前に聞いていた情報でした。しかし実際
訪れてみると、ビニールシートは見当たらず、
新築や増築したてのような、トタンや木材を利用
した新しい小屋が目立つのです。不思議に思い聞
２２

くと、壊れた家のトタン屋根をはがしたり足りな
い分は新たに調達したりし、村人たちで協力しな
がら一軒ずつ順に仮設小屋を作っていった、との
ことで、自助能力の高さに驚きました。

村人たちが協力して作ったトタンの仮設小屋

家を失っても、身体が無事だった村の人たちは、
こうやって、自分たちの力で少しずつ生活を建て
直していたのです。私が訪れた時点では公的な支
援は一切入っていませんでしたが、「支援はあて
にできないから、自力でがんばるしかない」とい
う肩肘張ったものではなく、現状を受け入れ、困
っているから皆で助け合う、という素朴な自助精
神によるものでした。その前向きな姿にこちらが
元気づけられました。
他の様々な場
でも、人々が助
け合う姿を見聞
きしています。
復興にはまだ
まだ時間がかか
ると思いますが、
このようなネパ
ールの人たちの
追悼の意を込め
前向きな行動を
風船を空に放つ催しい
目にするたびに、
この国は大丈夫、という確信を感じています。
（在カトマンズ 春日山紀子）

～小さな力でも輪の仲間になりたい～
杉本久仁子
私と国連ウィメン日本協会よこはまとの出会いは同窓生の友、山本紀子さんに再会し、シ
ョップ部会長として活動されていることを知った時です。尊敬する友故、即答でまず入会だ
けでもと思い、協力心から 14 年 12 月に会員になりました。友は横浜市大の看護学校卒業後、
市庁舎の医務室で勤務を続けながら勉強し、違う職務について定年まで活躍された努力家で
す。まさに至誠一貫に値します。私は市大で厳しい時代の看護職務を 30 歳まで勤め、育児の
ために退職し、40 歳から再び地域の病院に勤務しました。60 歳からは老人ホーム等に勤務し
て現在 75 歳です。自分の仕事に誇りを持ち、また実益を兼ねて働いています。
現在老人社会が進む一方、結婚しない若者が増え、心配な時代です。戦後 70 年、新たに不
安なニュースを聞く時代、母性本能が強い女性が世のリーダーシップをとってほしいと心から願います。また安心
して民主的に生活していけるよう祈ります。私も時間を作って活動に参加して理解を深め、つながる輪、ひろがる
和のＰＲに勤めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

国際交流のひろば
平成 27 年度「国際交流のひろば」は、７月 12 日ウィング上大岡ガーデ
ンコートで行われ、港南国際交流ラウンジの登録団体として、活動紹介（パ
ネル展示・ＤＶＤ放映）に参加しました。ひろばでは、ボランティア募集
のぼりも立ち、フィリッピンの民族衣装体験、世界の国旗当てクイズ、フ
ェイスペイント等、並んで待つ人多勢。インドネシア・タイのお茶、お菓
子タイムもあり終日国際色豊かに賑わいました。
(事業部会 後藤久美子)

活動紹介をする後藤さん

サマーコンファレンス 2015 赤レンガ倉庫イベント（7/18-19）

飛鳥Ⅱの前で

サマーコンファレンスは横浜青年会議所がパシフィコを中心に主催する大き
なイベントです。国連ウィメン日本協会よこはまは,直前に赤レンガ倉庫広場で
行われるイベントへの参加を打診され、急きょお引き受けすることになりました。
私は 19 日（日）に参加しました。アイスクリーム、飲み物、ランチを売るキッ
チンカーの後に人間力大賞受賞者のブースが並び、私たちのブースは海に近い一
活動紹介をする後藤さん
番はずれでした。当日は晴天でものすごい暑さ、人通りはまばらでした。でもい
つもは会う機会のない青年会議所の若者たちの様子を知ることができ、今までお
付き合いのなかった団体と交流できたのは収穫でした。またこの日は飛鳥Ⅱが入
港していて港の雰囲気は満点でした。
（広報部会 本田敏江）

これからの活動予定
月 日
9/29(火)
10/18(日)
10/10・11(土・日)
10/25(日)
11/1(日)
11/23(月)
11/26(木)
2016.3/5(土)

内 容
企画セミナー「みんなでつくる暴力のない世界」
フォーラムまつり
YNN よこはま国際フェスタ
アートフォーラムフェスティバル
フォーラム南太田まつり
青葉区民交流センターまつり
チャリティコンサート
国際女性デーイベント

会 場
フォーラム
フォーラム
象の鼻パーク
アートフォーラムあざみ野
フォーラム南太田
青葉区民交流センター
かなっくホール
フォーラム

３

国連ウィメン日本協会よこはま チャリティコンサート
よしたか

バリトン村田孝高が歌う「世界の名曲と美しい日本の歌曲」 ～ゲスト 池田理代子(特別出演)～
日

時

２０１５年１１月２６日（木） １４：００開演

会

場

かなっくホール（神奈川区民文化センター）

出

演

村田孝高（バリトン） 池田理代子（ソプラノ） 太刀川琴絵（ピアノ）

曲

目

カッチーニ／アヴェ・マリア ビゼー／カルメン 滝廉太郎／荒城の月 他

チケット
申し込み

前売り２,５００円 当日３,０００円
FAX またはメールで事務局へ

１３：３０開場

全席自由

定

員

３００人（先着順）

よ こ は ま 主 催 セ ミ ナー

UN Women とガールスカウト世界連盟の開発プログラム

みんなでつくる暴力のない世界

日 時 ９月２９日（火）１４:００～１６:００

会

参加費 ５００円

申し込み FAX またはメールで事務局へ(当日参加可)

定 員 ４０名

場 フォーラム セミナールーム２・３

国連ウィメン日本協会ニュース
＊ 国連ウィメン日本協会では、5 月 21 日、UN Women 本部との承認協定に理事長が署名しました。この承認協定は国連
ウィメン日本協会が国内唯一の公式民間窓口である証となるものであり、日本協会が果たすべき使命や責任も明記されて
います。新しい承認協定のもと、日本協会もさらに効果的な方法で活動を展開していきます。
＊ UN Women からの要請を受けて、国連ウィメン日本協会で取り組んできたネパール大地震緊急支援募金には、多大な
ご支援をいただき本当にありがとうございました。現地からの要請により２回に分けて送金いたしました。第 1 回目は７
月 14 日、223 万 8990 円を UN Women に送りました。この募金は、被災地の女性・少女たちの尊厳を守る日用品キット
と、女性たちの安全を守り煮炊きもできる太陽光発電のランプ・ラジオを届けるために使われます。皆様の暖かいお心が
現地の女性・少女たちの大きな支えになったことと思います。厚く御礼申しあげます。なお、この募金は８月末をもって
終了いたしました。
＊ 平成 27 年度男女共同参画推進フォーラムが、8 月 20～22 日、国立女性教育会館にて開催されました。21 日のシンポ
ジウム「北京女性会議－あの時、今、そしてこれから」は、日本協会も実行委員会のメンバーとしてかかわりました。北
京会議に参加されたよこはまの方々をはじめ、日本全国から多数が参加しました。

よこはま事務局より

ご寄付に協力いただいたすべての皆様に深く御礼いたします。

＊「ブックオフ宅本便」による寄付
皆様からの古本のご提供で、ブックオフ宅本便は 4,786 円の寄付
となりました。この寄付は、2015 年度のよこはまの拠出金の一部
となります。
＊「ネパール大地震緊急支援募金」寄付
ウィメンショップに募金箱を設置し、ショップのお客様や会員の
皆様に募金をお願いしてきましたが、７月 13 日現在、募金高は
33.990 円となり、国連ウィメン日本協会および UN Women を通
じ、ネパール大地震被災女性少女に送ることができました。
＊ 活動費寄付 港南区女性団体連絡協議会 山本紀子 高橋克子
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