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2018 年度

国連ウィメン日本協会

セミナー

「自分らしく働くには」
＊日 時
2018 年 10 月 28 日（日） 13：30～16：00
＊場 所
男女共同参画センター横浜（フォーラム）セミナールーム１＆２
＊内 容
パネルトーク＆交流会
菊池朋子氏（男女共同参画センター横浜 館長）鎌田友和氏（株式会社和久環組代表取締役 ）
森祐美子氏（NPO 法人こまちぷらす代表）明石留美子氏（明治学院大学社会学部福祉学科教授）
＊参加費
３００円
＊申込み
国連ウィメン日本協会よこはま 事務局（E メールか電話）

2018.9

◇◆◇
国連ウィメン日本協会よこはま

チャリティコンサート

～オペラとダンス トークで紡ぐ午後のひととき～
日時
会場
出演
チケット
申し込み

直接購入

“心をつなぐコンサート”

2018年11月21日（水） 14:00開演（13:30開場）
戸塚区民文化センター ４階
さくらプラザホール
ソプラノ 松井美路子（二期会会員） テノール 澤﨑一了（藤原歌劇団）
ダンス
滝沢由佳（元劇団四季）
ピアノ
緒形宏子（計4名）
前売り／当日共 2500円（全席自由）
国連ウィメンよこはま事務局へ
湘南Opera 事務局
TEL／FAX0467-25-5990
Eメールshonanopera@gmail.com
🔶女性フォーラム内「ウィメンショップ」１階フリースペース横
🔶さくらプラザホール受付 8/21から発売 火曜日休館
国連ウィメン日本協会ニュース

◎ シンポジウムのお知らせ
２018年12月1日（土）シンポジウムを開催します。タイトルは「自分を受け入れ、自分を認め、
一歩踏み出す－『キキ』の魅力と自己肯定感－」（仮題）。童話のノーベル文学賞ともいわれる国
際アンデルセン賞を受賞された角野栄子さんの基調講演と、教育、心療、ビジネスの専門家による
鼎談で構成されます。世界に比べて低いといわれる日本人の自己肯定感について考えます。会場は
津田塾大学。詳細は追ってお知らせします。

◎ UN Womenの親善大使

これからの活動予定

http://www.unwomen-nc.jp/5009
月

事務局より

国連ウィメン日本協会よこはま 第23号

＊新入会員
花木陽子

松山久美子
（敬称略）

４

◇◆◇

次

ダー平等と女性・少女のエンパワメントの重要性を発信します。詳しくは日本協会のHPをご覧くだ

松田寿子

国連ウィメン日本協会よこはまの設立から25年

国連婦人開発基金（ユニフェム）日本国内委員会横浜地域委員会（通称ユニ
フェムよこはま）は、1994年１月22日にフォーラムよこはまで有馬真喜子（当
国連ウィメン日本協会よこはまの
時の横浜市女性協会理事長）の呼びかけにより主に市内在住の女性有志 60人
設立から25年
1
ほどが集まり、ユニフェム日本国内委員会の協力協定団体として設立された。
これからの活動予定
1
活動は広報紙発行・パンフレット作成、募金活動・グッズ販売、イベントの
25年のあゆみ
2
開催、途上国女性達との協力・交流である。国内委員会の他の地域グループや
会員便り
3
セミナーのお知らせ
4
横浜市内の他のNGOグループの活動との交流も視野に入れて進めている。
コンサートのお知らせ
4
1995年８月の北京世界女性会議のNGOフォーラムには有志が参加し、また支援
日本協会ニュース
4
の現地を知るべく1999年11月にはネパールスタディツアーを、 そして2001年６
事務局より
4
月には モンゴルスタディツアーを行い、直接プログラムの現状を学んだ。
2011年11月から女性フォーラムの一角で狭いながらもショップを開いて、会員は交代
で店番をする。品物を確保するのも大事な仕事だ。協力してくださる方々には感謝しか
ない。
2014年２月国連婦人開発基金（ユニフェム）は国連の機構改革で国連ウィメンにな
り、それに伴って名称の変更をした。近年、日本政府もそれまで以上に国連ウィメン
への拠出金を増額している。
今年も３月の国際女性デーのイベント、チャリティコンサート、市内数々のイベ
ント時のバザーへの出店、それにセミナー、ショップなど次々にある。
そして25年、今が考えどころだと私は思う。楽しく活動しよう。これは今までも
モットーだったし、勿論これはもう大前提だ。会は私たちのもの。私のものではな
い。開かれた会にしよう。会長は互選で8代目だ。若者にも、男性にも。企業にも。
第２の波を。そして新しい息吹を感じていきたい。
(相談役 宮坂洋子)

目

新しくブラジル女子サッカー界の第一人者、マルタ選手が就任しました。スポーツ界からジェン
さい。
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2018 年９月１日
国連ウィメン日本協会よこはま
務
〒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
TEL・FAX
045-869-6787
Eメール
unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp
Webpage
http://www.unwomenyokohama.org/
編集・デザイン 国連ウィメン日本協会よこはま広報部会
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９月30日（日）

フォーラムまつり＆１Day for Others

フォーラム

10月７日～8日（日・月）

YNNよこはま国際フェスタ2018

グランモール公園

10月21日（日）

アートフォーラムフェスティバル

アートフォーラムあざみ野

10月28日（日）

企画セミナー

フォーラム

11月21日（水）

チャリティコンサート

さくらプラザホール

2019年2月

踊場地区センターまつり

踊場地区センター

2019年2月

総会＆親睦会（バザー・昼食）

フォーラム

2019年2月

港南国際交流ラウンジまつり

ひまわりの郷

2019年3月9日（土）

国際女性デーイベント

フォーラム南太田
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国連ウィメン日本協会よこはま 25年のあゆみ
主
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動

1994年

◇ユニフェム日本国内委員会の地域等委員会として、ユニフェムよこはま発足。ランドマークタワー13階に事務所開設
◇設立記念講演会 国際シンポジウム ◇第1回街角キャンペーン（以降2000年まで12回実施） 【初代会長：有馬真喜子】

1995年

◇第4回世界女性会議（北京）NGOフォーラムに有志が参加
◇公開講座 ゲームと交流の夕べ ◇フォーラムまつりに参加（以後毎年参加）

1996年

◇ユニフェムよこはまグッズ絵葉書『花ともだち』制作・販売
◇チャリティ講演会＆ギターの夕べ 連続講演会

1997年

◇新入会リーフレット作成 ◇国際交流の集い（以降2002年まで毎年開催）
◇連続講演会 ◇藤が丘地区センターまつりなど各地の祭りに参加（以後毎年参加）

1998年 ◇絵葉書『かぜのこ』制作・販売 ◇公開講座

【第2代会長：宮坂洋子】

◇ネパールスタディツアー報告書作成、各地で報告会・写真展を開催
◇対話セミナー 講演会

2001年

◇ユニフェムよこはまグッズ「タオルチーフ」作成、販売
◇ビデオ上映会 ◇「第10回ボランティアフェスティバルかながわ」に参加

2002年

◇ユニフェム日本主催モンゴルスタディツアーに有志参加
◇第1回チャリティコンサート（以後毎年開催）

2003年

◇戸塚の横浜女性フォーラムに事務所移転、ショップを開設
◇モンゴルスタディツアー報告会 ビデオ学習会

2004年 ◇ユニフェムよこはま設立10周年記念チャリティ上映会＆トーク開催

ネパールスタディツアー1999

第１回国際女性デー2008
有森裕子記念講演
【第3代会長：西村尚子】

2005年

◇第49回婦人の地位委員会拡大会議（北京＋10、ニューヨーク開催）ユニフェム日本主催スタディツアーに
有志が参加 ◇ニューヨークスタディツアー報告会

2006年

◇ヌエック「実践交流推進フォーラム」にて活動を発表
◇パネルディスカッション 英語で学ぶ公開セミナー

【第4代会長：竹内美千代】

2007年 ◇ユニフェム日本主催ラオススタディツアーに有志が参加
◇第1回国際女性デー展～つながる輪広がる和～(以後毎年開催）
2008年 ◇バンコクのエイズのこどもたちにベビーキルトを作成・プレゼント
◇シンポジウム サマーセミナー 英語で学ぶシリーズ
【第5代会長：牧野迪代】
2009年

ショップ2011

◇設立15周年記念上映会「サラエボの花」＆トーク
◇ユニフェムよこはまホームページ開設

2010年 ◇FM戸塚「ハートフルレシピ」有志出演、活動をPR

【第6代会長：西村洋子】

2011年

◇UN Womenよこはまに改称、ショップをレストラン跡の現スペースに移転
◇東日本大震災特別募金に協力 ◇Wen-Do講習会

2012年

◇東日本大震災救援活動の一環として、ニューズレター印刷を南三陸町
千葉印刷に依頼 ◇東日本大震災被災地視察に有志参加

◇国連ウィメン日本協会よこはまに改称、日本協会の協力協定団体の位置付けとなる
◇有志によるマレーシア仕入れ旅行
【第7代会長：樽谷文代】

2015年

◇ネパール大震災緊急募金に協力
◇シンポジウム「北京世界女性会議＋20」に有志参加

チャリティコンサート 2013

2016年 ◇スポットボランティア制度発足 ◇東日本大震災被災地研修に有志参加
2017年

◇第20回記念チャリティコンサート実施 ◇有志によるマレーシア仕入れ旅行
◇広報グッズ「のぼり旗」作成

2018年

◇第11回国際女性デー２０１８実施
◇ウィメンショップリニューアル

２

【第8代会長：増岡啓子】

あああああああああああああ あ事業部会 沖 千賀
2010年2月「国際女性デー」の渉外活動のため、エフエム
戸塚本社スタジオを訪れてくださった西村洋子さんと出会い
ました。そのご縁で公私ともにアドバイスをいただいたり、
国連ウィメン日本協会よこはまのお話を伺う中「いつかタイ
ミングが来たら私も…」と、8年越しの想いが叶い、このほど
会員の末席に加えていただきました！よろしくお願いいたし
ます。
これまで皆様が築き上げてこられた会のプロセスや歴史を伺うたびに、その継続
力とブレない想い、熱量に触発されてしまいます。微力ですが当会の活動を更に周
知し、より多くの理解者と応援を得られるよう活動強化の一助となれればと思って
おります。まだまだ未熟でご心配をお掛けする部分も多々あるかと思いますが、何
卒よろしくお願いいたします！

＊＊＊ お久しぶりです ＊＊＊
ショップ部会 河井 晴美
再々入会の河井です。最初に入会したのがいつだった
か忘れてしまいましたが、2006年に渡米することにな
り退会。2009年に帰国して再入会。2011年に松江に
引っ越すため退会。そして昨夏逗子に帰ってきて再々入
会という経過です。
今回驚いたことは、久しぶりにお会いした古くからの
メンバーの方々が歳月の経過を全く感じさせない若々しさで輝いておられたこと
です。目標を持ち世界に目を向けて活動されている様子に改めて感動し、自分も
再びお仲間に入れていただきたいと強く思ったのです。しかしながら正直不安も
ありました。長いブランク、体力気力の低下、果たして皆さんに付いて行けるの
かしらと。そんな私の気持ちを和ませてくれたものがありました。当時そのまま
の姿で置かれていたあのレジスターです。これなら使い方も知っている、とほっ
としたのでした。
まずは、ショップの当番からやらせていただきます。よろしくお願いします。

＊＊＊ よろしくお願いします ＊＊＊

2013年 ◇明治学院大学 学生の「１Day for Others」を受け入れ開始 ◇セミナー（以後毎年開催）
2014年

員 便 り

＊＊＊ はじめまして ＊＊＊

1999年 ◇ユニフェムよこはまネパールスタディツアーを実施 ◇総会記念講演会(以後2003年まで毎年開催）
2000年

会

各地の祭りに参加
アースフェスタかながわ2017

広報部会 望月 久美子
昨年夏、当時会長だった樽谷さんの優しい笑顔に誘われ、国
連ウィメンの「何たるか」もほとんど知らず、無謀にも入会さ
せてもらいました。そのお声がけは、退職後引きこもりがち
だった私に「何か出来ることがあるよ。」と言ってくださって
いるようで、とてもありがたく思いました。
また、会員の樽谷さんや大森さんとは、外国人のための日本
語教室のボランティアで 共に活動してきました。生徒さんを通じていろいろな国の状
況を垣間見る機会もありました。こんな経験も国連ウィメンの活動に役立てればと願っ
ています。
以下は、少し自慢話です。今年は、W杯でロシアに日本代表を応援に行ってきました。
W杯を現地観戦するのは唯一の趣味ですが、もう一つの世界を知るということでは、こ
れも活動に役立てられるのではないかと思っています。何卒よろしくお願いします。

３

