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ガールスカウト世界連盟が共同で開発したプログラム
“みんなでつくる暴力のない世界”
を体験する研修会を行いました。ガールスカウト日本連盟が全国で実施する指導者養成

人までを、大きく 4 つに分け、それぞれに内容を変えている等、プログラムの概要説明
がありました。その後は、他者の意見を尊重する等、参加者が共有するルールを決めて
体を動かしたり、考えたりする具体的な全員参加型のワークショップでした。健康的か

健康的でないかの絵カードの並べかえ、神話（誤った社会通念）とあるべき姿が書かれたカードをペアにする等、グループに
分かれて真剣に話し合い、取り組む参加者の姿が印象的でした。
研修会は充実した内容で、映像やジェンダーによる不平等が起因する暴力の多様な形態、用語の説明もあり、講師のリード
で終始和やかに、あっという間の 2 時間でした。UN Women の優先テーマのひとつ「女性・女児に対する暴力の根絶」に向
け、ガールスカウトが目ざす理念と共に、この大切な教育プログラムをぜひ普及してほしいと実感しました。
（事業部会 渡邉晧子）

ガールスカウト日本連盟より
UN Women とガールガイド・ガールスカウト世界連盟（WAGGGS）
が共同開発した教育プログラム「VOICE AGAINST VIOLENCE
（VAV）～みんなでつくる 差別と暴力のない世界～」は、小学生～25
歳までの青少年が各年代に応じて「人間関係・ジェンダーの平等・い
じめ・セクシャルハラスメント・虐待等の暴力や差別」について学ぶ
参加型の教育プログラムです。国連ウィメン日本協会よこはまの皆様
には、
「同じことが起こっても、立場やおかれている状況により結果に

カードを並べかえる参加者

違いが生じる」ことや、
「ジェンダーに起因する不平等や神話（誤った
社会通念）が人権侵害の原因となる」ことを知るアクティビティを体
験していただきました。私たちは、少女と女性に対する差別と暴力は、
少女と女性の可能性を伸ばすことを阻む要因であると認識し、このプ
ログラムを男女を問わず広く届けていきたいと考えています。今回、
このプログラムを体験いただき、私たちの目指すところをお伝えする
機会をいただきましたことに感謝いたします。
(ガールスカウト日本連盟 VAV トレイナー 片岡麻里・林 晴香)
体をつかったワークショップ
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チャリティコンサート
チャリティコンサート 11 月 26 日（木）かなっくホール

バリトン村田孝高（よしたか）が歌う「世界の名曲と日本の美しい歌曲」
～ゲスト 池田理代子（特別出演）～
やや雲の多い肌寒い日でしたが、午後は薄日もさして雨にはならず、気持ちが和らいでスタッフは、ロビー周辺の準備
に入りました。18 回目となるチャリティコンサートは、初めて「満員御礼」という状況になり、プログラムを追加印刷す
るなど慌しさもありましたが、期待のバリトン歌手の登場ということで大変活気のあるコンサートとなりました。
第一部は、「世界の名曲」で、村田孝高さんはまず自己紹介をさ
れ、「よしたか」というお名前をアピールしてから、ホールのす
みずみまで響き渡る美声で、ヘンデルのオペラ「セルセ」から「愛
しい木陰」を。その恵まれた体躯からも豊かなお声は想像どおり
でしたし、チャーミングな表情の「おしゃべり」はクラシックコ
ンサートの硬さを和らげたいというお気持ちの表れのようでした。
第一部の中盤「アヴェマリア」の二重唱、池田理代子さんが濃い
グリーンのドレス姿で登場されると、一気に華やかなステージに
なりました。息の合ったお二人のハーモニーがゆったりと流れま
した。そのあと、オペラの有名なアリアを１曲ずつ歌って、観客
の皆さんを唸らせたところで 20 分の休憩となりました。
第二部は、「日本の歌」で、童謡・唱歌「われは海の子」を高ら
アヴェマリアを熱唱
かに歌い上げたあとは
抒情的に「椰子の実」、池田さん再登場の「初恋」へとバトンタッチがスム
ーズに行われました。その後日本の名曲が続き、最後の二重唱「千の風にな
って」でコンサートはクライマックスを迎えました。
若々しく美しい池田さんのアンコールはオペラ「トスカ」より「歌に生き
愛に生き」、サービス精神に溢れた村田さんは、スペインの情熱的な歌曲
「アマポーラ」と、とっておきの曲を披露して下さいました。満席の会場は
“ブラボー”のかけ声に湧きました。ロビーで開いたチャリティショップも
大盛況でした。
（事業部会 片野悦子）

シンポジウム“北京世界女性会議－あの時、今、そしてこれから”
8 月 21 日（金）午後、嵐山の国立女性教育会館で同主催、
「北京＋２０NGO フォーラム実行委員会」の企画・協力
による上記シンポジウムが開催された。同実行委員会は 2014 年夏、内閣府男女共同参画局のシンポジウムをきっかけ
に、NGO も力を結集し全国大会を開こうと 14 団体で結成されたもの。国連ウィメン日本協会もメンバーになった。
まずコーディネーターの有馬真喜子（国連ウィメン日本協会理事長）さんが、1995 年の第４回北京世界女性会議の
盛り上り状況や行動綱領について、リプロダクティブヘルス、ジェンダー等々、今につながる問題を提起した。
次にパネリスト４人からの発言で、林陽子（国連女子差別撤廃委員会委員長）さんが国際的成果と課題として５点、
政策決定への参画とクオーター制、健康、教育、経済的活動への参画、平時・戦時の暴力について、目的には程遠い
現状を述べ、次に性的嗜好、気候変動等新しい取り組みや選択議定書批准について話した。
坂東眞理子（昭和女子大学理事長）さんは国内政策の観点から、法律・組織・男女共同参画政策の流れ、女性に対
する暴力根絶や女性議員の増加、さらに女性活躍推進法や WAW 会議について述べ、地方も新人も活躍をと促した。
船橋邦子（北京 JAC－世界女性会議ロビイングネットワーク代表）さんは、大学闘争からウーマンリブ運動、女性
学や国際会議への参加等、NGO 活動の成果を述べ、NGO は変革の主体である。行動しようと呼び掛けた。
谷口真由美（大阪国際大学准教授）さんは女性運動と全日本おばちゃん党活動について話した。女性の課題につい
て、知っている人と知らない人とを結ぶのがおばちゃんで、これは第二の参政権運動だ。自分の身の回り半径３メー
トルの「知らない人々」を育てようと発言した。会場からの質疑では地方からの発言が多く地域差の問題が浮上した。
有馬さんが最後に次の世代にバトンタッチをしよう。問題は世界に繋がっている。この 20 年は無駄ではなかった。
次の 20 年、多様になってきた新たな指標に向かって行動していこうと締めくり、会場から万雷の拍手が送られた。
目的も立場も異なる全国の仲間と、熱気に包まれたこのような集会を開催できたことは、NGO に携わる一員として
胸を熱くする思いであった。
（総務部会 宮坂洋子）
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10/10(土）
11(日）

よこはま国際フェスタ
(象の鼻パーク）

●２日間の出店は空模様を心配しながらの販売。

当団体に興味を持って質問に
きた学生たちもいて、説明
に力がはいった。

◆

10/25(日）

10/18(日）

フォーラムまつり
(フォーラム）

●館内ショップでバザー品を販売、館外では、会員が

案内板を持ってお店をPRし、好調な売り上げを記録。

◆

秋の
イベント
２０１５

アートフォーラム
フェスティバル(あざみ野）

◆

◆

●「ありがとう10周年」の気持ちを込めての

オープンとなり、市民グループの手作りショップが
たくさん並んだ。パキスタンのビーズも関心を集めた。

11/1(日）

フォーラム南太田まつり

11/23(月）

青葉区民交流センターまつり
(青葉区民交流センター）

(フォーラム南太田）

●館内の改装中もあり、いつもの売り場が

来館者の通過点になり、逆に好調な売り
上げを記録した。

●寒風に耐えながら、売り込みに力が
降り始め、早々と店じまい。
入る。午後になると心配していた
雨が降り出した。
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国際女性デー２０１６ 〜つながる輪・ひろがる和〜

「ラオスの子ども図書館活動から見る女性のエンパワーメント 」
講演 安井清子さん (エッセイスト、ラオス山の子ども文庫基金代表、ラオス在住)

３/５（土）13:00～16:00

オープニング フルートアンサンブル ティンカーベル
恒例のバザーと交流会があります。

男女共同参画センター横浜
◆参加費： 無料
◆定員 ： 100 名
◆お申込み・お問い合わせ ： 1 月 12 日(火）より受付
電話、Fax、E メールで、国連ウィメン日本協会よこはま事務局へ

（フォーラム） ホール

国連ウィメン日本協会よこはま

2016 年度総会
日時 2016 年 2 月 7 日（日）午前 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 2015 年度事業報告 ・決算
2016 年度事業計画 ・予算・役員改選
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
【今後の催し物】主催事業「働く女性応援シンポジウム 私も大切、仕事も大切、の時代を生きる－
心のケア、教育、仕事の現場から－」を開催します。日時：2016 年 2 月 21 日（日）午後１時 30 分～
4 時、会場：東京ウィメンズプラザ・ホール。香山リカ氏（精神科医）、谷口真由美氏（全日本おばち
ゃん党代表代行）、岩田喜美枝氏（元資生堂副社長、国連ウィメン日本協会副理事長）によるミニ講演
会、講師３人をパネリストに迎えての会場参加型のパネルディスカションを通して、私も仕事も大切
な時代に生きる女性たちの今とこれからを考えます。詳細は追ってお知らせします。
【ご報告】9 月 22 日に開催しました WAW！シャインウィークスサイドイベント「世界の少女に教育
を 高校生たちが訴える」には、皆様のご参加をいただきありがとうございました。中学生・高校生
にも多数ご参加いただき、大変楽しい、活気ある催しとすることができました。

事務局より
◇ご寄付をありがとうございました。
押山民子 宮地敏子
永田勢津子 （敬称略）
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