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事務局より
◇入会しました。 
中村美東里 望月久美子  
河井晴美 鈴木蒼 

◇ご寄付をありがとうございました。 
高垣絵里 高橋克子  
町田稲門会 加藤澄子（敬称略） 
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国際女性デー２０１８ ～つながる輪・ひろがる和～

トーク＆手作りファッションショー「自立への夢をつなぐ」
日時： ３ ４（日） ～
場所：男女共同参画センター横浜（フォーラム）ホール
参加無料（先着 名）
パキスタン大地震で障がいを負った女性たちの自立を支援したいと
「ペーパーミラクルズ」を立ち上げた高垣絵里さんをお迎えし、
困難を抱えた女性の自立、希望への道を考えます。
参加団体による手作りファッションショーも行ないます。
第 部 トークと映像

プロジェクト報告
ペーパーミラクルズの話（高垣絵里さんパキスタン在住
第 部 手作りファッションショーと販売交流

 
国連ウィメン日本協会よこはま 2018年度総会 
日時 年 月 日（日）午前 時～
会場 男女共同参画センター横浜 セミナー
議題 年度事業報告 ・決算

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
◇ 年 月 日（土）に開催しましたシンポジウム「ＡＩ時代
女性・少女が未来を拓く―ステレオタイプの殻を破ろう―」には、
皆様のご参加をいただいきありがとうございました。当日の内容
については、後日、当協会のニューズレターやホームページでご
報告いたしますので、ぜひご覧ください。
◇国連ウィメン日本協会 年度総会・協力協定団体ネットワーク
会議は、以下の要領で開催予定です。詳細は別途ご案内申上げま
す。皆様のご参加のほど、よろしくお願いいたします。
日時 年 月 日（土） 時 分～ 時
会場 婦選会館ホール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報グッズ紹介
新しくのぼり旗を 本

購入しました。ショップ
やバザーで、すでに活用
しています。 の
支援プロジェクトを示す
パネルなどもＰＲ用に作
成します。

＊地域イベント報告は
こちらの コードを
読み込んでご覧くだ
さい。
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中村美東里 望月久美子  
河井晴美 鈴木蒼 

◇ご寄付をありがとうございました。 
高垣絵里 高橋克子  
町田稲門会 加藤澄子（敬称略） 
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国際女性デー２０１８ ～つながる輪・ひろがる和～ 

トーク＆手作りファッションショー「自立への夢をつなぐ」 
日時： ３/４（日）13: 00～16: 00 
場所：男女共同参画センター横浜（フォーラム）ホール  
参加無料（先着 100名） 
パキスタン大地震で障がいを負った女性たちの自立を支援したいと 
「ペーパーミラクルズ」を立ち上げた高垣絵里さんをお迎えし、 
困難を抱えた女性の自立、希望への道を考えます。 
参加団体による手作りファッションショーも行ないます。     
第 1部 トークと映像 
UN Womenプロジェクト報告                    
ペーパーミラクルズの話（高垣絵里さんパキスタン在住)   
第 2部 手作りファッションショーと販売交流 

 

 
国連ウィメン日本協会よこはま 2018年度総会 
日時 2018年 2月 11日（日）午前 11時～ 
会場 男女共同参画センター横浜 セミナー3 
議題 2017年度事業報告 ・決算  

    2018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 
2017年 12 月 2 日（土）に開催いたしましたシンポジウム「ＡＩ時代 

女性・少女が未来を拓く ─ステレオタイプの殻を破ろう─」には、皆
様のご参加をいただきありがとうございました。ＡＩ（人工知能）が私
たちの生活や社会、経済を大きく変えると予想されている現在、どのよ
うな形で女性の新しい未来を開拓することができるか、多様な分野でご
活躍中のパネリストの皆様の視点から議論が交わされました。当日の基
調講演や討議の内容については、今後、当協会のホームページ上などで
詳しいご報告を行いますので、ぜひご覧ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報グッズ紹介 
新しくのぼり旗を 2本購
入しました。ショップや
バザーで、すでに活用し
ています。UN Womenの支
援プロジェクトを示す
パネルなどもＰＲ用に
作成しました 

◇2017 年 12 月 2 日（土）に開催しましたシンポジウム「ＡＩ時代

　女性・少女が未来を拓く―ステレオタイプの殻を破ろう―」には、　

　皆様のご参加をいただいきありがとうございました。当日の内容に

　ついては、後日、当協会のニューズレターやホームページでご報告

　いたしますので、ぜひご覧ください。

◇国連ウィメン日本協会 2018 年度総会・協力協定団体ネットワーク

　会議は、以下の要領で開催予定です。詳細は別途ご案内申上げます。

　皆様のご参加のほど、よろしくお願いいたします。

　　日時　2018 年 2 月 24 日（土）10 時 30 分〜16 時　

　　会場　婦選会館ホール

◇入会しました。

　中村美東里　望月久美子

　河井晴美　鈴木蒼

◇ご寄附をありがとうございました。

　高垣絵里　高橋克子

　町田稲門会　加藤澄子（敬称略）

　師走並みの寒波到来の 11 月

20 日、第 20 回記念のチャリ

ティコンサートが戸塚のさく

らプラザホールで開催され、

会場は満員のマリンバファン

の熱気に包まれました。マリ

ンバ３台がステージに並んだ

光景は、めったには見られな

い迫力です。オープニングか

らホール内はゴージャスで温かい音色に満たされ、まさしく「華

麗なる饗宴」で、深い音と軽快な音とが自在に飛び交う楽しい

曲が３曲演奏され、マレットの踊るような動きと音に、魅せら

れました。ソロ曲「オーバー ザ　レインボウ」（岡地岳さん演奏）は柔らかなファン

タジーの世界へ誘い、続けてソロで演奏された吉川雅夫さんは、御年 83 歳の年齢を

ものともせず、エネルギッシュに、時にユーモアにあふれた姿を見せられ、会場から

大きな拍手を浴びました。市瀬孝子さんとの二重奏「ザ・タイプライター」では、マ

リンバならぬ本物のタイプライターをカシャカシャと叩いて、最後は書類を仕上ると

いうパフォーマンスもとてもお洒落でした。更に、コンサートが大詰めになった頃、

プログラムにはなかった、あのＮＨＫのお料理のテーマ音楽が流れて、サービス精神

も旺盛、会場は大いに湧きました。最後の曲はパーカッションも加わってマリンバの

トリオ、「ティコティコ」で、樹の精霊が宿るという楽器に対する愛情が熱気となっ

て演奏者の全身から溢れ、素晴らしいコンサートでした。アンケートにも、「大変良かっ

た」が多数で、いつまでも記憶に残るコンサートとなりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業部会　片野悦子）

　 12 月 2 日、内閣府の国・地方連携会議ネットワー

クを活用した男女共同参画事業として、国連ウィメン

日本協会等が主催したシンポジウムが津田塾大学で開

催 さ れ た。今、ま さ に 話 題 沸 騰 のＡＩ（Artificial　

Intelligence 人工知能）時代に、女性や少女がいかに

対応し、持てる力を発揮していくかをテーマに、多様

な分野で活躍している登壇者の方々から、刺激的な意

見が展開された。基調講演は、井上智洋駒澤大学経済

学部准教授。ＡＩ時代の女性のキャリア形成について、

日本従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へ

の変化に乗り遅れない対応が示唆された。

　次いで、パネルディスカッションでは、萱野稔人津

田塾大　学総合政策学教授、国谷裕子東京芸術大学理

事、戸嶋一葉日本マイクロソフト（株）マネジャーの

３氏が加わり、テクノロジーと共存する社会で、女性

は今後、どのように仕事や生活にチャレンジしていけ

ばいいか、それぞれ専門的見地からの議論が交わされ

た。そして井上氏が指摘したＡＩが不得意としている

クリエイティビティ、マネジメント、ホスピタリティ

の 3 分野にフォーカスした自己研鑽が、男女を問わず

重要になる。女性は特にマネジメント能力を磨いて自

らの殻を破ろう、という力強いメッセージが示された。

　　　　　　　　　　　　　　　（相談役　宮坂洋子）
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シンポジウム

　新しくのぼり旗を２本

購入しました。ショップ

やバザーで、すでに活用

しています。UN Women の

支援プロジェクトを示す

パネルなども P R 用に作

成しました。
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石本めぐみ講師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ワークショップで発表資料を作る参加者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガルフホス滝観光、シンガポールNCのピアと 
 

 
国連ウィメン日本協会よこはま セミナー２０１７ 

 
  地域コミュニティと女性のリーダーシップ ～国内外の事例に学ぶ～ 

 
2017年 9月 19日午後、フ
ォーラムのセミナールームで
行われたセミナーには、25名
の参加があり、活気を呈しま
した。講師には NPO 法人ウ
イメンズアイの代表理事・石
本めぐみ氏を迎え、映像を交
えた自己紹介
の後、5 グルー
プに分かれて
ワークショッ

プに取り組みました。 
 石本氏は高卒で未来が見えなかった職
場経験から、上司に直談判し働きつつ通
信教育を受け、大学院に通い世界を知っ
たとのこと。ご自身の強い意志で未来を
切り拓いてきたことが伺われました。東
日本大震災直後からの様々な支援活動や、
その間の世界各地での研修（インド、ボ
ストン、南アなど）の基盤は、2013 年設立の NPO 法
人ウイメンズアイで、女性が自らを活かし元気に活躍で

きることを目指しています。 
 リーダーシップのイメージは変わりつつあり、次世代
に繋げるための価値観として、共感・脆弱性（弱さを補
ってもらう）・コラボレーション・柔軟性・耐える力（待
つ）の 5つがあげられるとのこと。  あ 
例えば陸前高田の若い人が国際 NGOJEM からのミ

ニファンドを受け、ママフェスを仲間 3人と実行し市長
に声を届けたそう
です。 
 ワークショップ
では各グループで
活発な声があがり、
1 つには地域の町会
長選びにはまだ女
性の力が十分に発
揮できない現状が
指摘されました。よ
り若い世代の参加
が望まれましたが、

親しみやすく有意義なセミナーでした。  
(広報部会 衛藤栄津子) 

 
                                       
 
 
UN Women 国内委員会会議が 10月 24日―26日ま
でレイキャビク郊外で開催されました。アイスランドは
初めて訪問しましたが、まず自然の豊かさ、エネルギー
の豊富さに驚かされました。会議が開かれる郊外のホテ
ルまではバスで移動しましたが、途中で大統領夫妻を表
敬訪問しました。大統領公邸というのがビーチに建って
いる白い可愛い家で、庭であるビーチから野生のアザラ
シを見ることができるのです。 

会議で話さ
れたことの中
で一番私たち
に関係があっ
たのは承認協
定の改定です。
本部の説明で
は現在の協定
はユニフェム
か ら UN 
Women への
移行を助ける

意味では有効であったけれど、今はさらに洗練された協
定が必要な時期に来ているということでした。 
新協定は UNH CR がその国内委員会と結んでいる枠

組みに倣ったもので、①本部と国内委員会（NC)の関係
をさらに密なものにする、②年間パートナーシップ協定
を新設し、NC がその年のビジネス戦略、活動計画、予
算、ファンドレイジング(寄付活動)目標などを記入する、 

 
③年間計画、活動報告などを作りやすくするためにテン
プレートを作る、というものです。本部からのさらなる
ファンドレイジングへの期待を強く感じました。 
会議の冒頭ではアイスランド NC, オーストリア NC

がヨルダンにあるザータリ難民キャプを訪ねた報告が
ありました。これはヨルダン最大の難民キャンプで 8
万人のシリア難民が暮らし、その 80%が女性です。UN 
Womenはここにオアシスと呼ばれる女性が安全に集え
る場を作り、女性が孤立するのを防いでいます。 
さらには Cash for Work という難民支援を仕事につ
なげるという仕組みも立ち上げ、女性たちは縫製、工芸、
美容などの技術を身につけようとしています。 
ドンとシェリーというUN Women のコンサルタント

によるファンドレイジングのトレーニングも受けてき
ました。マンスリードネーション（月極め募金）への方
向性は変わらないものの、今までの Face-to-Face と言
われる街頭募金でなくテレマーケティングという手法
が中心でした。 
これはイベントの参加者や一度だけ募金してくれた
人たちに電話してマンスリードナーになってもらうや
り方です。他の国内委員会がマンスリードナーの人数を
増やして拠出金を増額している中、日本協会はなかなか
マンスリードナー数が伸びていないのが実情です。ご興
味のある方はぜひ日本協会のホームページ「寄付」から
マンスリードネーションのページを訪れてみてくださ
い。   （国連ウィメン日本協会理事 本田敏江） 

UN Women国内委員会会議に参加して 

ガルフホス滝観光、シンガポール NCのピアと

③年間計画、活動報告などを作りやすくするためにテ

ンプレートを作る、というものです。本部からのさら

なるファンドレイジングへの期待を強く感じました。

　会議の冒頭ではアイスランド NC, オーストリア NC

がヨルダンにあるザータリ難民キャプを訪ねた報告が

ありました。これはヨルダン最大の難民キャンプで８

万人のシリア難民が暮らし、その 80% が女性です。

UN Women はここにオアシスと呼ばれる女性が安全

に集える場を作り、女性が孤立するのを防いでいます。

　さらには Cash for Work という難民支援を仕事につ

なげるという仕組みも立ち上げ、女性たちは縫製、工芸、

美容などの技術を身につけようとしています。

　ドンとシェリーという UN Women のコンサルタン

トによるファンドレイジングのトレーニングも受けて

きました。マンスリードネーション（月極め募金）へ

の方向性は変わらないものの、今までの Face-to-Face

と言われる街頭募金でなくテレマーケティングという

手法が中心でした。

　これはイベントの参加者や一度だけ募金してくれた

人たちに電話してマンスリードナーになってもらうや

り方です。他の国内委員会がマンスリードナーの人数

を増やして拠出金を増額している中、日本協会はなか

なかマンスリードナー数が伸びていないのが実情です。

ご興味のある方はぜひ日本協会のホームページ「寄付」

からマンスリードネーションのページを訪れてみてく

ださい。　　　

 （国連ウィメン日本協会理事・よこはま広報部会　本田敏江）

　UN Women 国内委員会会議が 10 月 24 日－26 日ま

でレイキャビク郊外で開催されました。アイスランドは

初めて訪問しましたが、まず自然の豊かさ、エネルギー

の豊富さに驚かされました。会議が開かれる郊外のホテ

ルまではバスで移動しましたが、途中で大統領夫妻を表

敬訪問しました。大統領公邸というのがビーチに建って

いる白い可愛い家で、庭であるビーチから野生のアザラ

シを見ることができるのです。

　会議で話され

たことの中で一
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す。本部の説明

では現在の協定
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ら UN Women

への移行を助け

る意味では有効

であったけれど、

今はさらに洗練された協定が必要な時期に来ているとい

うことでした。

　新協定は UNHCR がその国内委員会と結んでいる枠

組みに倣ったもので、①本部と国内委員会（NC) の関係

をさらに密なものにする、②年間パートナーシップ協定

を新設し、NC がその年のビジネス戦略、活動計画、予算、

ファンドレイジング ( 寄付活動 ) 目標などを記入する、
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UN  Women 国内委員会会議に参加して

　2017 年９月 19 日午後フ

ォーラムのセミナールームで

行われたセミナーには、25

名の参加があり、活気を呈し

ました。講師には NPO 法人

ウイメンズアイの代表理事・

石本めぐみ氏を迎え、映像を

交えた自己紹介

の後、5 グルー

プに分かれてワ

ークショップに
取り組みました。

　石本氏は高卒で未来が見えなかった職

場経験から、上司に直談判し働きつつ通

信教育を受け、大学院に通い世界を知っ

たとのこと。ご自身の強い意志で未来を

切り拓いてきたことが伺われました。東

日本大震災直後からの様々な支援活動

や、その間の世界各地での研修（インド、

ボストン、南アなど）の基盤は、2013 年設立の NPO

法人ウイメンズアイで、女性が自らを活かし元気に活

躍できることを目指しています。

　リーダーシップのイメージは変わりつつあり、次世

代に繋げるための価値観として、共感・脆弱性（弱さ

を補ってもらう）・コラボレーション・柔軟性・耐え

る力（待つ）の 5 つがあげられるとのこと。

例えば陸前高田の若い人が国際 NGOJEN からのミニ

ファンドを受け、ママフェスを仲間 3 人と実行し市

長に声を届けたそう

です。

　ワークショップで

は各グループで活発

な声があがり、1 つ

には地域の町会長選

びにはまだ女性の力

が十分に発揮できな

い現状が指摘されま

した。より若い世代

の参加が望まれまし

たが、親しみやすく
有意義なセミナーでした。　

　　　　　　　　　　　　  ( 広報部会　衛藤栄津子 )

明治学院大学では、毎年　1 日社会貢献活動として地域ボランティアのプログラ

ムを展開しています。2017 年も 10 月 29 日のフォーラムまつりに８名の学生が

ウィメンショップのお手伝いに来館してくれました。

　私は学生時代から、発展途上国の貧困問題や開発援助に関心を持っていました。大学卒業後、アメリカ

に渡り、シリコンバレーに本社を置く大手通信機器会社に就職し、幸運にも、そこで以前から関心を持っ

ていた途上国の IT 教育を支援する仕事に携わることができました。主な仕事内容は、UNDP( 国連開発計

画 ) や USAID( 米国国際開発庁 ) と提携して、IT 技術者が不足していた発展途上国での教育環境構築や技

術者育成の推進、デジタル格差の是正推進でした。ジェンダー格差克服も、当時の重要課題のひとつでした。

このミッションのもとで、約 10 年間、後発途上国も含め、約 70 カ国に赴き、これらの国々が抱える種々

の厳しい問題を見聞する機会を得ました。

　そして、この経験を元に、2006 年にバングラデシュで、また、2010 年にパキスタンで開発援助関係

のコンサルタント会社を立ち上げました。この間、ジェンダー関連のプロ

ジェクトにも積極的に取り組み、女子の教育向上、社会的弱者の職業訓練

や雇用創出活動にも携わりました。

　因みに、パキスタンは、世界経済フォーラムの各国のジェンダー不平等

状況を分析した「世界ジェンダー・ギャップ報告書 2017」によると、「ジェ

ンダー・ギャップ指数」ランキングは、144 カ国中 143 位です。

　このように女性の社会的地位が低いパキスタンでは、障がいをもつ女性

や社会的弱者の雇用機会は皆無に等しいのが現状です。５年前に 2005 年

パキスタン大地震で障がいを負ったひとりの女性との出会いがきっかけと

なり、不要紙を再利用してアクセサリーなどを作る「ペーパーミラクルズ」

を立ち上げました。彼女たちの継続的な自立支援を目標に、製品の製作・販売を行う非営利法人を 2013

年にパキスタンで設立し、今では、約 200 人の作り手が携わっています。

　2017 年に日本で法人を設立し、今後も販路拡大を目指し、活動を継続していく所存です。社会的弱者

が尊厳を持って暮らせる社会創出のための共感の輪が広がっていくことを切に願っております。




