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踊り場地区センターまつり
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2017/2/14

マレーシア旅行

「こんにちわ！プログラムです」「ゲームコ
ーナーはこちらです」と会場に入る前から、
ボランティア中・高校生の元気な声。踊場地
区センターまつりは、毎年近隣の小学校・中
学校・高校と協力し合い楽しい雰囲気の中で
行われています。子供たちの演奏を聴きに来
る人も多く、たくさんの人が来場していまし
た。私たちのお店で毎年買い物をしてくださる人や、この後フォ
ーラムのお店ものぞきに行くと言ってくださる方もいらしてうれ
しく思いました。
（総務部会 有吉雅子）

港南国際交流ラウンジ祭り

2017/1/20～26

会員の今井敬子さん、本田敏江さんと私
の三人は、マレーシアのクアラルンプール
に行ってきました。当会のウィメンショッ
プは、日頃からマレーシアグッズの仕入れ
で、今井さんにお世話になっています。今
回も、無地系のカシミヤストールや人気の
花柄のバック類、可愛らしい髪飾りなど、
安くて良い品質の品々を探して購入しま
した。
東南アジアについての知識が乏しい私
は、クアラルンプールに到着後、今井さん
のコンドミニアムに向かうタクシーから
見える市街の景色と、車のテールランプが
連なる車社会の様子に驚きました。滞在中
は、地元の人々が集うレストランでのマレ
ー系の定番朝食に始まり、高速道路から眺
めるツインタワーのシルバーに光る見事
な夜景、行き交う人々の幸せそうな笑顔と
優しいスープの味など、旅の醍醐味を味わ
いました。今後はもっと東南アジアに関わ
って行きたいと思いました。
（事業部会 増岡啓子）

2017/2/26

2 月 26 日港南区民文化センターひまわ
りの郷ホール前、ホワイエにて登録団体紹
介に出展しました。フイリッピン・タイ・
ネパール・ベトナム店は、カラフルな民族
衣装で行き交い、国際色あふれる華やかな
お祭りで、常連の国連ウィメン日本協会よ
こはまは多勢の方々に声をかけてもらい、
女性デー等のちらし配布・ショップ商品の
売り上げに、頑張りつつ楽しみました。ホールでは恒例の日本語
スピーチ大会、午後には韓国伝統音楽も行われ、世界のお茶タイ
ムではメキシコ、イタリア、インドネシアのお茶とお菓子を味わ
ってお開きとなりました。
（事業部会 後藤久美子）

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、２月 25
、婦選会館にて
・ 国連ウィメン日本協会では、２月
25日（土）
日（土）
、婦選会館にて2017
2017年度通常総会を開催しました。
年度通常総会を開催しました。
2016年度事業報告書や決算報告書、2017
年度事業報告書や決算報告書、2017 年度事業計画書、活動予算書等が承認されました。また、
年度事業計画書、活動予算書等が承認されました。また、
2016
総会終了後には協力協定団体のネットワーク会議を開催し、今年は、各団体から「募金・広報活動の実
総会終了後には協力協定団体のネットワーク会議を開催し、今年は、各団体から「募金・広報活動の実
態と課題について」をテーマにご報告をいただくとともに、活発な意見交換を行っていただきました。
態と課題について」をテーマにご報告をいただくとともに、活発な意見交換を行っていただきました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
年度の UN
UN Women
Womenへの拠出金についてご報告いたします。協力協定団体の皆様からのご寄付、
への拠出金についてご報告いたします。協力協定団体の皆様からのご寄付、
・ 2016
2016 年度の
その他の団体、個人のご寄付を合わせて、2016 年度の寄付金は総額
その他の団体、個人のご寄付を合わせて、2016
年度の寄付金は総額3,582,611
3,582,611円となりました。UN
円となりました。UN
Womenへの拠出金総額は
への拠出金総額は2,686,958
2,686,958
円です。今後、理事会で支援プロジェクトを決定し、６月末ま
Women
円です。今後、理事会で支援プロジェクトを決定し、６月末まで
でに
に
UNWomen
Womenへお送りする予定です。皆様からの暖かいご協力に心から感謝申し上げます。
へお送りする予定です。皆様から暖かいご協力に心から感謝申し上げます。

◆ 事務局より
ご寄付ありがとうございました。（敬称略）
宮坂 洋子
山本 紀子
牧野 迪代
竹井 宣子
佐々木 武子
藍 真理子
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ࠉࠉ⏕ࡍࡇࡀ㔜せᛮ࠸ࠊᨭάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ

ࠉڦڦඵᮌ⣧Ꮚ࠙㸦୍♫㸧ዪᕝ⏫ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢫ࣮࣌ࢫ࠺ࡳࡡࡇ௦⾲ࠚ
女川は過疎地域で、家父長制の色濃い土地柄で育ちました。震災では、犠牲者 827 人を
ࠉࠉࠉዪᕝࡣ㐣ᆅᇦ࡛ࠊᐙ∗㛗ไࡢⰍ⃰࠸ᅵᆅ࡛⫱ࡕࡲࡋࡓࠋ㟈⅏࡛ࡣࠊ≛≅⪅ேࢆ
ࠉࠉྵࡵࠊ㸵㏆ࡃࡀቯ࡞ከࡃࡢ≀ࢆኻ࠸ࡲࡋࡓࠋ㟈⅏ࡽࡢ㸯᭶㛫ࡣࠊᏳྰ☜ㄆ⏕
含め、７割近くが全壊など多くの物を失いました。震災からの１か月間は、安否確認と生
ࠉࠉࡁࡿࡇ୪ࡪ⏕ά࡛ࡋࡓࠋ
きることと並ぶ生活でした。
ࠉࠉࠉ㸯᭶ᚋ㟁ẼࡀࡘࡁࡲࡋࡓࠋሿࡢᏊࡶ㐩ࢆ㞟ࡵࠊ㑊㞴ᡤ࡛ࡢᏊᏲάືࠊ㧗㱋⪅ࡢධᾎ
１か月後電気がつきました。塾の子ども達を集め、避難所での子守活動、高齢者の入浴
ࠉࠉάື㸦ṧࡗࡓ୍㌺ᐙ࡛㸧ࠊᏊࡶ㐩⤮ᮏࡸࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢᥦ౪⅕ࡁฟࡋࠊ㐟ࡧሙࡢ
活動（残った一軒家で）、子ども達に絵本やぬいぐるみの提供と炊き出し、遊び場の提供、
ࠉࠉᥦ౪ࠊ௬タఫᏯ࡛ࡢᑠ≀సࡾ㸦࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇ㐩ࡢ㞟ࡲࡿሙᡤ㸧ࢆࡋࡲࡋࡓࠋࠉ
仮設住宅での小物作り（おばあちゃん達の集まる場所）をしました。
ࠉࠉࠉ͆⮬ศࡢ┠ࡽぢ࡚ᚲせ࡞ࡇࢆᚲせ࡞͇ࢆࣔࢵࢺ࣮㐍ࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ࠺ࡳࡡࡇࣁ࢘ࢫࠖࢆసࡾ
“自分の目から見て必要なことを必要な時に”をモットーに進めました。そして「うみねこハウス」を作り
ࠉࠉࡲࡋࡓࠋᚰࡀࡅࡓࡇࡣ↓ᩱࡢ௬タఫᏯ࡛ᬽࡽࡍேࡢ⏕ᴗࢆዣࢃ࡞࠸ࡇࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅᖹ➼ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
ました。心がけたことは無料の仮設住宅で暮らす人の生業を奪わないこと。できるだけ平等にすることです。
ࠉࠉࠉᖺ㸰᭶ࠕ୍⯡♫ᅋἲேࠖ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⯪ࢆὶࡉࢀࡓ㧗㱋⏨ᛶࢆ⁺ᴗࡽ㎰ᴗᑟࡁ㸦၈㎞Ꮚࠊࢳ
2013年２月に「一般社団法人」になりました 船を流された高齢男性を漁業から農業へ導き（唐辛子、イチジク、
ࠉࠉࢪࢡࠊࢽࣥࢽࢡࡢ⏿㸧ࠊ㧗㱋ዪᛶࡣ㣗ᇽࠊᑠ≀సࡾࡢ⥅⥆ࡶࡋࡲࡋࡓࠋⱝ࠸ேࡣຍᕤཧຍࡋࠊ㐃ᦠࢆ
ニンニクの畑）、高齢女性は食堂へ、小物作りの継続もしました。若い人は加工に参加し、連携を大事にして
ࠉࠉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋእฟ࡚ࡇ࡞࠸⏨ᛶࢆᕳࡁ㎸ࡳࡲࡋࡓࠋ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣධࢆ⏕ࡲࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡽ
います。外に出てこない男性を巻き込みました。継続していくためには収入を生まなければならないからです。
ࠉࠉ࡛ࡍࠋ
2014 年“ゆめハウス”を作りました。リフォームは学生達。ＣＤ「さんまなたい焼き 」を出し、紅白出場
ࠉࠉࠉᖺ͆ࡺࡵࣁ࢘ࢫ͇ࢆసࡾࡲࡋࡓࠋࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣᏛ⏕㐩ࠋ㹁㹂ࠕࡉࢇࡲ࡞ࡓ࠸↝ࡁࠖࢆฟࡋࠊ⣚ⓑฟሙࢆ

ۼዪᛶࡔࡽᅔࡗࡓࡣ㸽
Ѝ㑊㞴ᡤ࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡀ↓ࡗࡓࡇࠋໃࡢᚚ㣤⅕ࡁࠋࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࠋ
⏨ۼᛶࡀ⁺ᴗࡽ㎰ᴗࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊዪᛶᑐࡋ࡚ࣉࣛࢫࡢẼ࡙ࡁࡀ࠶ࡗࡓ㸽
Ѝ㟈⅏࡛㒊ࡀᔂࢀࡓࠋ࠾∗ࡉࢇࡀ㣗ࢆసࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࠉ〔ࡵࡽࢀࡿ࠾࠸Ẽ㐵࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋዪᕝ࡛ࡣዪࡢேࡀእฟࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ 㻌䡶䡬䡿䢚䡤䢄䡬䡼䡬㻌
㻌㻌㻌すᮧὒᏊ㻌
ࠉ༡୕㝣࡛ࡣዪࡢேࡣᑠࡉࡃࡲࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊⰋࡃാࡁࠊࠕዪࡣᙉ࠸ࡼࡡࠖ࠸࠺ኌࡀࠋ
ࡽࢀࡇۼඛࠊ⚾㐩ࡣ࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸㸽
ࣄࣥࢺЍⲡ㔝ࡉࢇ㸸ࠕዪᛶ㐩ᒆࡅ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᛮ࠸࡛ࠊே๓࡛ヰࡋࡓࡾࠊ⾜ືࡍࡿࠋ
ࠉඵᮌࡉࢇ㸸࠾ࡌ࠸ࡕࡷࢇࠊ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇࡢࡓࡵࠊ┠ࡢ๓ࡢࡇࡽඛࡢࡇࢆ⪃࠼ࡿࠋ

࠾ڦڦヰࢆ⪺࠸࡚㸦ࣥࢣ࣮ࢺࡶྵࡴ㸧
ࠉ㟈⅏㸯ᖺᚋࠊⲡ㔝ࡉࢇࢆྵࡵ㸱ேࡢ᪉⿕⅏ᆅࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸ࡓࡣࠊ㹒㹔࡛ほࡓὠἼࠊཎⓎᨾࡢ⏕ࠎࡋ
࠸ᫎീࡀ࠶ࡾࠊ͆⤯ᑐᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸͇ᚰ้ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽ㸳ᖺࠋ⿕⅏ᆅ࡛ࡣ∦ࡶᛀࢀࡽࢀ࡞
࠸ฟ᮶ࡢ୰࡛ࠊ⯆᪥ࠎ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿጼࡀ࠾ヰࡽఏࢃࡾࡲࡋࡓࠋ⅏ᐖิᓥࡢ᪥ᮏࠊỴࡋ࡚ே࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⅏ᐖࡢഛ࠼ࡢ୰ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢᆅᇦసࡾࡀษ࡛ࠊዪᛶࡢຊࡀᆅᇦࢆඖẼࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
ࠉ㸦ࢩࣙࢵࣉ㒊ࠉ᳃ᬕᏊ㸧
③ឤࡋࡲࡋࡓࠋ

第二部
交流会
ᇹʚᢿ‒ ʩ්˟‒
䚷䖃䚷ฟᗑᅋయ䠖䚷䜰䝆䜰䛾ዪᛶ䛸Ꮚ䛹䜒䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䝣䜯䜲䝞䞊䝸䝃䜲䜽䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䝏䞊䝮䝢䞊䝇䝏䝱䝺䞁䝆䝱䞊䚸
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝡䝷䞊䞁䛾་⒪䛸⮬❧䜢ᨭ䛘䜛䚸ᅜ㐃䜴䜱䝯䞁᪥ᮏ༠䜘䛣䛿䜎

ᖺࡶᆅᇦ᰿ᕪࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡢᡭసࡾရࠊ⿕⅏ᆅࡽࡢ≉⏘ရࡸᡭసࡾရࡀ୪ࡧࡲࡋࡓࠋ

を目指しています。これからも楽しみながらやりたいです。
ࠉࠉ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡶᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࡸࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ

䜢႐䜃䚸ㅮᖌ䜢ᅖ䜣䛷䚸㈙䛔≀䜢ᴦ䛧䜣䛷䛸䚸ὶ䛾㍯䛜ᗈ䛜䜚䜎䛧䛯䚹

䕱䕦䚷ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䚷⿕⅏ᆅ◊ಟ᪑⾜グ䚷䚷㻞㻜㻝㻢㻛㻝㻞㻛㻟䡚䠐
䚷㻌䚷ᮏᖺ䛾䛂ᅜ㝿ዪᛶ䝕䞊䛃䜲䝧䞁䝖䛂⅏ᐖ䛸ዪᛶ䡚⯆䛛䜙ᮍ᮶䜢ᣅ䛟䡚䛃䛻ඛ㥑䛡䚸
䚷ዪᕝ䛸༡୕㝣䛾⌧ᆅ䜢ゼၥ䛧䛶䛝䛯䛔䛸䚸ᖺ䠍䠎᭶◊ಟ᪑⾜䜢ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹
䚷㻌䚷▼ᕳ䛛䜙༡୕㝣᪉㠃䛻ྥ䛛䛔䚸ᪧ䛂䛥䜣䛥䜣ၟᗑ⾤䛃䛛䜙ከ䛟䛾ඣ❺䛜ὠἼ䛾≛≅
䚷䛸䛺䛳䛯䛂ᕝᑠᏛᰯ䛃㞝ᆅ༊䜢⤒䛶䚸ዪᕝ䛾䝖䝺䞊䝷䞊䝩䝔䝹䛻ᐟἩ䛧䜎䛧䛯䚹㌴
䚷䛛䜙ぢ䜛㢼ᬒ䛿䚸ᾏഃ䛿㔜ᶵ䛜୪䜃䚸ᾏᓊ䛾ᪧᕤ୰䛷䚸ᒣഃ䛿䚸䛛䛥ୖ䛢ྎᆅ
䚷䛸ᒣ䜢ษ䜚ᔂ䛧䛯㧗ྎ䛾ᘓタᕤ䛾㔜ᶵ䛸䝎䞁䝥䜹䞊䛜୪䜃䚸㌴䛿䛭䛾㇂㛫䜢㉮䜚䚸
䚷䛛䛴䛶䛾㢼ග᫂䛺ᾏᓊ⥺䛾㠃ᙳ䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌㻌

２䠎

ዪᕝ䞉㧗㱋⪅タ䛾ⓙ䛥䜣䛸

ࠉࠕ⾜ࡗ࡚ࠊぢ࡚ࠊឤࡌࡓࠉ⿕⅏ᆅࠉዪᕝ࣭༡୕㝣ࠖ
䚷㻌㻌ዪᕝ䛷䛿䚸䛂㧗㱋⪅タ䛃䜢ゼၥ䚸❧ὴ䛻ᘓ䛥䜜䛯䛂⏫❧㝔䛃䚸䜸䝅䝱䝺䛺ၟᴗタ
㻌䛂䝅䞊䝟䝹䝢䜰ዪᕝ䝥䝻䝮䝘䞊䝗䛃䛻❧䛱ᐤ䜚䚸᭱ᚋ䛻䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝇䝨䞊䝇㻌䛂䜖䜑䝝䜴䝇䛃䜢
㻌ゼၥ䛧䜎䛧䛯䚹䚷ዪᛶ䜔Ꮫ⏕䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛜㞟䜎䜚䚸ᑠ≀స䜚䛛䜙㍍㣗䛻⮳䜛䜎䛷䚸⁺ᖌ䛷
㻌⫋䜢ኻ䛳䛯㧗㱋⏨ᛶ䜒䛜⏿స䛻ᚑ䛩䜛䚸ᩥᏐ㏻䜚䚸䇾䜖䜑䇿䜢⫱䜏䚸ᐇ⌧䛩䜛ሙᡤ䛸䛺䛳
㔜ᶵ䛜୪䜆ᾏᓊ⥺䛾ᪧᕤ㻌
㻌䛶䛔䜎䛩䚹
㻌䚷㻌䠎᪥㛫䚸ྛᡤ䜢ゼၥ䛧䚸⯆䛾㏿ᗘ䛺䛹᱁ᕪ䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸☜ᐇ䛻㐍ᒎ䛧䛶䛔䛶䚸䚷ఫே䛾⏕ά䜒๓䛻ྥ䛛䛳䛶䛔䜛
。
ᵝᏊࢆឤࡌࠊ͆ぢ࡚ࠊឤࡌ࡚͇ࡢ◊ಟ᪑⾜ࡣࠊ᭷ព⩏࡞᪑⾜࡞ࡾࡲࡋࡓࠊࠉࠉ㸦ᴗ㒊ࠉ∾㔝㏔௦
ࠉ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䚷䚷䚷㻌
䠏３

