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今年のあーすフェスタは例年より出店も人出も少なく感じました。商品のディスプレーか
ら一通り並べおわると、学生ボランティアさんが商品の値段のポップを作ったり、他のブー
スのディスプレーを見回って私達に生かす方法
を考えたりと、
若い力を大発揮してくれました。
今の私達に欠けている部分をこのような形で大
いにエンパワーして頂き、若者の力は大変なも
のだと感じました。食事のコーナーは相変わら
ずの大人気で、お昼時間には見ることもままな
らぬほどの混雑。食後はリリスホールでイラン
人女性の歌と英国出身の男性が伝統楽器で伴奏
するイラン音楽を初めて聴きました。
（総務部会 木次順子）
活気あふれるブースでの販売

がスタート！
今年 5 月、新たに設定したスポットボランティアは、会員になる前のお試しで体験してみ
たい方や、ボランティアに興味はあっても、なかなか都合がつかない方のためのシステムで
す。横浜の地域に根ざしたボランティア活動体験の機会を提供します。対象は、高校生以
上・一般で、一回からエントリーできます。今回のあーすフェスタでは大学生 1 名が参
加。当会のブースの品々陳列・販売のお手伝いに加え、他の団体との交流も行いました。
参加したご本人の感想は、屋内外を問わず、賑わっていて活気があったのでご自身も楽
しむことができたそうです。また、商品の陳列方法の提案や、当会がジェンダー平等や
女性のエンパワーメントを支援していることを、もっと大きく宣伝してもよいのではな
いか等、有意義な感想をいただきました。スポットボランティアは、会員と共に様々な事
業や活動の支え手となり、体験を通して国際協力や支援の実情を知ることができます。
いろいろな方のご参加をお待ちしています。
（事業部会 増岡啓子）
スポットボランティアに参加

港南国際交流のひろば

2016/7/10

ウィング上大岡ガーデンコートは、港南国際交流ラウンジ「国際交流のひろば」の
国際色豊かなイベントで賑わいました。港南国際交流ラウンジを拠点に活動している
ネパール、インドネシア、タイ、フィリピン、韓国などの外国人グループや国際協力
団体が、それぞれパネル展示や映像で団体の紹介を行いました。お国のクイズやゲー
ム、華やかな民俗衣装の試着体験、ハーブ入りの手作りシフォンケーキやジャワティ
ーなどの試食サービスなど多彩なプログラムに、親子連れや、年配者など立ち寄る人
も多く、国際理解と多文化共生を同時に体験できる楽しい一日でした。
（事業部会 牧野迪代）

韓国語ジャンケンポンに興じる子ども
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ウィメンショップ
● ショップ当番のシフトを担当して

● 活動の力
ウィメンショップの手伝いは、
「UN
Women」を理解するための入り口とな
っている。気軽にイベントにも参加し、
ちょっとしたグッズの購入もでき、会員
とのふれあいを楽しみながら、事業に参
加できる。気が付けば会員活動の要とな
っているというシナリオがある。
この活動には、難しい理念を理解する
前に仲間となり、商品を通して途上国の
現状に関心を寄せ、わが身を振り返るこ
とにつながる活動でもある。
総務部会 伊藤千鶴子

ウィメンショップが今の場所に来てもう５年。私はそのボラン
ティア当番のシフトを担当しています。
ショップに今月以外に来月の当番予定表を貼り、皆さんに来月
予定表に名前を入れてもらって、月末に 30 数人の方にメールで
連絡します。
月一回から多い方は数回以上出る方もあり、一回の時間も自由
で、一日通しの当番もあれば午前午後の半分ずつの担当もありま
す。一か月延 45 人余りが関わっています。自発的に出来る日を
連絡してもらっていますが、月によっては表が半分位しか埋まら
ず、呼びかけて何とかお願いすることが最近増えてきました。忙
しい合間を縫って、
「当番を楽しむ方が増えてきてほしい」と切に
願っています。
総務・ショップ部会 竹内美千代

● ウィメンショップを育てて５年
フォーラムの館内の片隅に
お店を出して、５年が経ちまし
た。思い起こせば、横浜市から
店を出さないかと打診があっ
た時、折角のチャンスを逃すほ
うはないと皆で出店を決めた
のです。しかし素人集団がお店
をやっていけるのかどうか、当時会長だった私は不安
だらけだったのも事実です。
今回原稿を書くにあたり、店を見てまわりました。
商品はアジアの途上国が中心ですが、ケニヤ、ネパー
ル、インド、バングラデシュ、スリランカ、パキスタ
ン、モンゴル、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジ
ア、フィリピン、南米、その他国内の福祉作業所の製
品や協力していただいている NGO の品物などなど、
ずいぶん種類も増えてにぎやかになりました。品揃え
についても一般のお店が仕入れるようにはいきませ
ん。ほとんどの商品が会員の「つて」に頼るところが
大きいのです。会員の交友関係を通じて日本と海外を
行き来している知人や友人にお願いしています。*ま
た会員が実際に外国に行く場合は手ぶらで戻らない

ショップの「トモココットンハウス」の製品は、
牛田さんが特技を生かして起業された横浜ブラン
ドです。事情があってやむなくお店を閉じた後、
たくさんの品物を寄付して下さいました。
長い間のご協力に感謝して、6 月 21 日ささやか
な御礼の昼食会を持ちました。有名デパートに卸
していた体験から、諦めないこと、信用が大事な
ど、直にお話を伺い、楽しくも実のある時間とな
りました。牛田さんのご健康をお祈り申し上げま
す。
広報部会 衛藤栄津子

２

という暗黙の了解があります。そしてお土産程度の手
荷物として持ち帰ってもらったものが店に並びます。
その代わり売れてしまえばそれで終わりです。ここま
でこられたの
は、一重に会
員たちの熱意
の賜物です。
なんと帳簿
には数百種類
の品番が現在
載っています。
店番は交通費
の実費は出るものの、会員の 100％ボランティアです。
手弁当での店番から、仕入れ、値付け、商品仕分け、
袋詰め、帳簿の整理、など山のような作業をチームワ
ークよく見事にこなしてきました。国連ウィメンが掲
げる目標の一つ、女性のエンパワーメントそのもので
す。おおらかに・あきらめず・くよくよしないで・な
んとかなるさ、と唱えながら、会員が楽しく活動を続
けられる場にしていきたいと願っています。
**********************(‘*ショップ部会 西村洋子

牛田智子さんを囲んで

初めまして、よろしくお願いいたします！
坂口美砂枝
今年 4 月より入会しました坂口美砂枝です。入会のきっかけは男女共同参画センター横浜
に来館してショップをのぞいた時、私の興味のある商品が多くあり、あれこれとみていたこ
とでした。ちょうどその時、会の方から声をかけていただき、仕事も退職したところだった
ので入会させていただきました。何もわからないまま３か月が過ぎてしまいましたが、これ
からは徐々に皆様とともにショップのことにもなれ、微力でも活動できればと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

20 年を振り返って
西村尚子
理事を辞めて以来戸塚に足を運ぶのがだんだん遠のいているこの頃です。電車で桜木町を通る時、仕事を終え急
いでランドマーク 13 階のリエゾンオフィスでの理事会に駆けつけていた頃をなつかしく思い出します。あれから 20
年、実に盛り沢山の事を学び、行って参りました。「ユニフェムよこはま」発足の翌年、
1995 年に第４回世界女性会議が北京で行われ、「よこはま」の会員 24 名が NGO フォーラム
のワークショップに参加しました。色とりどりの布に英語で書いた日本からのメッセージ
を身にまとい一人ひとりが元気いっぱいに発表しました。私は事業部に籍を置いていまし
たので、シンポジウム、映画上映会、料理講習で国際交流、チャリティコンサート等々の
企画・実施に係わって来ました。特に映画上映会では「戦士の刻印、女性性器切除の真実」
「アフガン零年」「サラエボの花」等で戦争と女性、人権など途上国女性の置かれている
現状をつぶさに見る思いで心を痛めたものでした。
2000 年の事務所移転に伴いユニフェムショップが開店したことは活動に大きな広がりを
もたらしたと思います。ショップには数々の途上国女性の製品が並んでいますが、ネパールの「やくの骨で作った
ペンダント」や「ラオスのモン族の繊細な刺繍の小物」「モンゴルの塩」などを見てはスタディツアーで訪れた国
の人々のこと思い浮かべています。今、第 10 回目の国際女性デーの準備が始まろうとしていますが、思い出すのは
2008 年にアートフォーラムあざみ野で 6 日間にわたって開催された第１回目の女性デーです。「今が見える国際女
性デー」をテーマに世界・日本の女性の現状をパネル展示・講演会・公募写真展・手作りキルト展を行い、キルト
はタイのエイズの子どもたちに送りました。準備は大変でしたがみんなで頑張った達成感は素晴らしいものでした。
20 年間を振り返る時、一人ではできないことが仲間と協力することで実に多くの事が可能になり、貴重な経験・
体験ができたこと、そして学んだことが私の人生を豊かにしてくれたと思います。80 歳を過ぎた今、健康面でも問
題を抱え、十分な活動はできませんが、少しでも活動のお手伝いができればと思っています。
国連ウィメン日本協会よこはまの発展を願って！

これからの活動予定

月 日
9/13(火)
10/8・9(土・日)
10/16(日)
10/23(日)
10/30(日)
11/24(木)
2017 年 2 月
2017 年 3/5(日)

内 容
企画セミナー「JICA の活動からみるジェンダーと開発」
YNN よこはま国際フェスタ
フォーラム南太田まつり
アートフォーラムフェスティバル
フォーラムまつり＆ 1 Day for Others
チャリティコンサート
総会＆親睦会（バザー・昼食）
国際女性デーイベント

会 場
フォーラム
グランモール公園
フォーラム南太田
アートフォーラムあざみ野
フォーラム
かなっくホール
フォーラム
アートフォーラムあざみ野
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

究極の癒しの楽器 チェレスタで奏でる

森 ミドリ 心をつなぐ 温もりの コンサート ～小春日和～
ゲスト：松尾 慧（横笛）
アンサンブル フィオレッティ（女声コーラス）
日時

2016 年 11 月 24 日（木） 14：00 開演（13：30 開場）

会場

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
JR 東神奈川駅、京急仲木戸駅下車徒歩 1 分
東急東横線東白楽駅下車徒歩 10 分

チケット

2,500 円(前売、当日券共) 全席自由

申込み

FAX 又はＥメールに、氏名、連絡先、チケット枚数を記入して、
国連ウィメン日本協会よこはま事務局へ。

★国連ウィメン日本協会よこはま 2016 セミナー「JICA の活動からみるジェンダーと開発」
2016 年９月 13 日（火）14:00～16:00 男女共同参画センター横浜 セミナールーム２・３
講師 田中 由美子
独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力専門員（ジェンダーと開発）
、国連ウィメン日本協会理事

国連ウィメン日本協会ニュース
◆2015 年度の UN Women への拠出金の支援プロジェクトについて、改めてご報告いたします。UN Women へ
の通常寄付の拠出金総額は 2,501,250 円（22,515.53 ドル）となり、次の２つのプロジェクトを指定して、５
月に UN Women 本部へ送金いたしました。皆様からの暖かいご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。
①ベトナムのダナンにおける「女性と女児に対する暴力のない地域づくりプロジェクト」に 1,501,250 円
（13,513.82 ドル）。UN Women では、ベトナムでダナン女性連合と協働で女性に対する暴力が発生する前に、
その根を断つためのプロジェクトを行っています。
②女性に対する暴力撤廃信託基金に 1,000,000 円（9,001.71 ドル）
。世界の女性の３人にひとりは暴力の被害者
と言われています。国連ウィメン日本協会では引き続き暴力根絶のための基金に支援を行います。
◆国連ウィメン日本協会では、内閣府が行う「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」
に応募し、内閣府共催事業として採択されました。テーマは「いま期待される女性のリーダーシップとは」で、
開催日は 2016 年 12 月１日（木）、会場は上智大学（東京都千代田区）です。国連ウィメン日本協会よこはま
の後援もいただくこととなりました。詳細は改めてお知らせしますので、皆様ぜひご参加ください。

事務局より
＊入会しました。
竹井 宣子

国連ウィメン日本協会よこはま 第１７号

大和

奈央

＊ご寄付をありがとうございました。
道仙 礼子
斎藤 千秋
有馬 真喜子
高垣 絵里
高橋 克子
山本 紀子
（敬称略）
４
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2016 年 9 月 1 日
国連ウィメン日本協会よこはま
〒244-0816
横浜市戸塚区上倉田町 435－1
男女共同参画センター横浜内
045-869-6787
unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp
http://www.unwomenyokohama.org
国連ウィメン日本協会よこはま広報部会
南三陸町（株）千葉総合印刷

