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2 月 11 日（祝）男女共同参画センター横浜にて総会が開かれました。報
告では、チャリティーコンサートの集客成功とウィメンショップの魅力あ
る品々の仕入れなど売り上げ貢献により、拠出金を大幅に増やすことがで
きたとの報告がなされました。議案は、2019 年度報告、2020 年度計画、予
2
算案、いずれも承認されまし
3
た。また、今年は役員改選も
4
4
あり、新理事が紹介されまし
た。
総会後は、バザーとランチの親睦会。そして、本田敏江さんのベト
ナム（ダナン）でのＮＣ会議報告がありました。昨年より参加人数が
若干減りましたが、新入会員や初めて出席の方々を囲んでの一年に一
度、和気あいあいの親睦会でした。
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国連ウィメン日本協会よこはま 2020・2021 年度役員
★顧問 有馬真喜子 ★相談役 宮坂洋子 ★会長 増岡啓子 ★副会長/事業部会長 渡邊晧子
★副会長/広報部会長 樽谷文代 ★副会長/総務部会長 竹内美千代 ★副会長/ショップ部会長 西村洋子
★理事 石橋むつ子 市川ゆき子 沖千賀 後藤久美子 斎藤美栄子 新澤淑子 高橋克子 福手苑子
本田敏江 松田寿子 松山久美子 ★監事 有吉雅子 衛藤栄津子

「新型コロナウィルスの影響下での今後の活動について」

会長

増岡

啓子

会員の皆さま、日頃当会の活動にご理解を賜る関係者の皆さま、いつもお力添えにあずかり誠にあ
りがとうございます。現在も世界中が新型コロナウィルスの影響下にありますが、この時期いかがお
過ごしでしょうか。
当会は、2 月の総会開催後、3 月の国際女性デー2020 イベント、横浜市や東京都内の春期出店イベント、6 月の
チャリティゴルフ会などの事業全てが中止となりました。
「ウィメンショップ」もフォーラム休館に伴い臨時休業と
なり、事務局は在宅勤務体制で外部との連絡を繋ぎながら業務を続けています。
昨今においては、ネットを使用した人々の多様な「繋がり」が広がりを見せて、政府・自治体の支援以外のサポ
ートの動きが生まれ、私たちに新しい希望の光を抱かせてくれます。
一方、外出自粛・禁止(海外)の影響と経済活動の停滞が家庭内環境の悪化を生むことがあり、苦しい声を届けるの
が難しい方もいらっしゃると思います。一人ひとりが、他人にも心を寄せて声なき声に耳を傾ける。広くは日本以
外の国々の厳しい生活環境下で暮らしている方々に思いをはせることは、当会が活動してきた経緯そのものです。
5 月上旬には政府から「新しい生活様式」が公表されました。私たちを取り巻く生活環境や従来の活動形態の急
速な変化は当たり前のこととなり、ウィルスとの共生を視野に入れた日々がやって来るかも知れません。世界で共
通の困難を抱えるこの時世ですが、当会も基本は活動現場で人との繋がりを一番としながら、内部・外部とも協働
できるように、デジタル面を互いにカバーしながら変化に備える時ではないでしょうか。簡単なことではありませ
んが、変化を前向きに捉えてチャレンジして準備し、伝統の活動・事業を継続できるように、皆さまと英知を集め
て工夫していく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 (2020.05.12)
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COVID-19 感染症に関するメッセージ(抜萃）2020 年 3 月 20 日

女性を前面に、女性を中心に！
UN Women 事務局長
COVID-19（新型コロナウイルス感染症)パンデミッ
クのせいで、株式市場は暴落、学校や大学は閉鎖、人々
は買いだめに走り、家庭は今までになく込み合った状態
にあります。その中ではっきり見えてきたことは、これ
は単なる健康問題ではないということです。これは我々
の社会や経済に大きなショッ
クを与え、女性が低賃金で
様々な役割を担うことで動い
ている公共・民間機能の欠陥
を如実に露呈しました。
世界的に見て女性は保健・
福祉分野の最前線で働く労働
者の 70％を占めています。
COVID-19 が女性の健康や経
済に及ぼす悪影響を緩和する戦略が必要です。そしてこ
のような対応策をより適切なものにするには女性がそ
の策定に密にかかわらなくてはなりません。
私たちは中国のパンデミックから多くのことを学ん
でいます。そこで活動している UN Women のチームを
とても誇りに思っています。チームはジェンダーの視点
を取り入れた情報にアクセスできるよう配慮し、妊産婦
や安全な出産をサポートする UNFPA と協働していま
す。我々はまた世界中の女性団体とも協働しています。
例えばコックスバザールで暮らすロヒンギャ難民(バン
グラデシュ)は特に隔離された環境にあり、重要な情報
が届いていません。ここでは女性達がネットワークを立
ち上げ、女性・少女に感染をどのように防ぐかを教育し
ています。
公共部門も民間部門も同じ努力を続けていますが、何
よりも女性を意識して前面に出し、中心に据えようとす
る努力が欠かせません。例えば、家庭で介護・育児に携

プムズィレ・ムランボ=ヌクカ

わる人に適切な個人用保護具を手に入れやすくしたり、
柔軟な働き方を導入したり、生理衛生用品の供給を確実
にするなどして仕事をしやすくすることです。
女性に対する暴力はすでに例外なくすべての社会で
まん延しています。毎日平均 137 人の女性が自分の家
族によって殺されています。
世帯に安全・健康・金銭の心
配があったり、狭いところに
閉じ込められたりするスト
レスがたまると DV や性的
虐待のレベルが上がること
が知られています。
見方を変えれば、COVID19 は女性の人生の様々な局
面で長年はびこってきた不平等を改めるために徹底し
たアクションを取れる良いチャンスでもあります。ただ
耐えるだけでなく、立ち直って前に進んでいく余地があ
るのです。政府や民間部門を含むすべてのサービス提供
者にお願いします。COVID-19 はまたとないチャンスで
す。今までにないような、ジェンダーの視点をしっかり
入れた対応策を取って下さい。支援チームにジェンダー
の知見を積極的に取り入れてもらい、対応策にジェンダ
ーの側面を加味することです。
今は国家及び個人の価値観や社会全体のための連帯
の強さを再確認する時です。今こそより良い、より強い、
より復興力に富み、かつ平等な社会を創り上げるまたと
ないチャンスです。さあ、世界中の女性に安心と希望を
届けるために、復活を遂げた未来を見据えて前に進んで
いきましょう！
(翻訳 本田敏江 国連ウィメン日本協会理事)

セルビアの町で、COVID-19 最前線で働く人たちのためにマスクを手作りする DV 女性被害者
41 歳のマリア・トミックはセルビアのソンボルで、同国が COVID-19 パンデミック宣言を出した 3 月以来何百も
のマスクを手作りしました。トミックは DV の被害者でシェルターで暮らしています。
「社会から必要な支援をえら
れているので、今度は私がお返しする番です。このような状況の中で
少しでもお役に立てるのはとてもうれしいです」と彼女は言っていま
す。トミックのように虐待を経験した女性は家庭で孤立した時の危険
が良く分かっています。コロナウィルス危機は家庭での緊張を高め、
女性を配偶者などから暴力を受けるリスクを高めます。女性にとって
自分の家庭が最も危険な場所になってしまうのです。
数週間のうちに最初のマスクが無料で医療従事者を運搬しているタ
クシー運転手に届けられ、マスク作りは大変なヒットを記録しました。
女性達は最前線で働く人々の助けになっただけでなく、自分たちもエ
ンパワーされ、自信が持てるようになったのです。

★私たちの親組織である国連ウィメン日本協会は UN Women 本部の要請に答え、新型コロナウイルス感染への
緊急支援のお願いを行っています。詳しくはホームページ, https://www.unwomen-nc.jp/?p=1124 をご覧ください。
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グアテマラの商品

ウィメンショップの協力者

藤野さんのお話

グアテマラからの新しい商品がショップに並んでいます。美しい織物を使ったバッグなど、素敵な手作り品があります。
現地に長年住み、現地の人たちにこれらの商品を作るお手伝いをしてきた藤野さんの声をお聞きください。

藤野 晴美(中米グアテマラ)
1986 年秋グアテマラ共和国を訪れました。中米の国々、グアテ
マラも内戦。でこぼこ道をバスに揺られて田舎へ。各地方の民芸
品にめぐり逢い、現地のマヤ先住民から後帯織を習いました。マ
ヤ先住民とふれ合う中で、壮大なマヤの歴史が残る遺跡のピラミ
ット群や、三次元で作られた彫刻ステラや、天然染料を使用した
壁画、神にささげるための素晴らしい絵が施された陶器・マヤカ
レンダーなどが現代のマヤ先住民に代々受け継がれてきたことを
ミシン練習中。民族衣装の使用は止めてしまった
知りました。生活の中で一つひとつ作られていく模様や色には大
た。
切な意味があります。祈りが込められています。これらは色鮮やかな織物となって衣装として日常に使われている
ことを知りました。グアテマラに永住し、現地では JICA グアテマラ現地職員として勤務しました。また通訳ガイ
ドとして国内を紹介し、グアテマラの人へは日本語クラスや日本料理クラスを行い、日本の紹介も行ってきまし
た。長く生活を共にしてきて、良いことも悪いことも見てきました。内戦が長く続き、人々には暗い影が残ってい
ましたが、時代と共に癒されつつあります。ですが新しい世代は、受け継がれてきた織物を織ることができず、高
価な民族衣装をまとわなくなり、安いジーンズやシャツを着用するようになってきました。文化が失われつつあり
ます。また、コーヒーなどを収穫する農民たちは安い日給で働き、毎日がやっとの生活です。そこで現在 2 つのグ
ループに少しでも生活の糧になってもらえればと思い、女性たちがミシンを使えるように指導しています。日本で
使えるサイズを考えて、一つひとつ手づくりの商品を販売しています。少しでも支援ができればと思っています。
初めて訪れた時から中米グアテマラ国内で作成される民芸品を専門（民族衣装・古布を利用した布バック、ポー
チ、サイフなど・木彫り品・陶器など）に商品を購入、販売しながらグアテマラの紹介をしています。

ショップニュース
コロナウィルスによる自粛要請を受けて、フォーラムは 3 月 4 月 5 月と閉館
になりました。それに伴い、ウィメンショップも閉じたままです。筆者は閉館
中のフォーラムを訪ねてみました。人気のないフォーラムに裏口から入ってみ
ると、館にいつもの明るさはなく最小限の照明の中で、限られたスタッフが 3
蜜をさけて仕事をこなしていました。お店の中の商品が今までどおりお客様の
目に触れるようになるためには、まだまだ時間がかかると思います。6 月の一
部開館を経て７月からは、フリースペースなども段階を追って様子をみながら
開けていくそうです。早く皆様に良いお知らせができるように、今は静かにそ
の時を待つのみです。そして再び笑顔でお会いできる日が来ることをショップ
スタッフ一同願っています。
（ショップ部会 西村洋子）

★２０２０年度の
活動予定
チャリティイベンドな
ど考えていますが開催
はコロナ禍後の状況か
ら判断します。
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＊ニューズレターについて
昨今、会員の高齢化に伴い、ニューズレターを作成する負担が大きくなっています。
それに加え、配送料の価格高騰、紙資源の削減など自然環境保全の取り組みなども叫ばれています。
当会では、それらをも鑑み SNS での広報に順次、切り替えていきたいと思っています。
つきましては、ニューズレターの発行を年 2 回（1 月と 7 月）に変更いたします。ホームページ
や Facebook 等での広報も充実させていく所存です。今後もニューズレターとあわせてご意見ご感想を
お寄せください。

■

国連ウィメン日本協会ニュース

■

●2020 年 2 月 29 日（土）人権ライブラリー 多目的スペースにて、2020 年度通常総会を開催しました。
2019 年度事業報告書・決算報告書、2020 年度事業計画書・活動予算書、2020・2021 年度役員の選任
について承認されました。その後、ベトナム・ダナンで行われた国内委員会ミーティングの参加報告が
ありました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、直前にリマインドした委任状ご提出のご協力や、間
隔を空けての座席配置、時短といった異例の開催となり、例年、同日に開催される協力協定団体のネッ
トワーク会議は延期となりました。
●2019 年度の拠出金は総額 3,991,156 円となりました。うち、バングラデシュのロヒンギャ難民
女性・少女支援プロジェクトに 215 万円、女性に対する暴力撤廃国連信託基金に 100 万円、UN Women
本部へ 841,156 円を拠出しました。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

ステイホーム

広報部員

コロナニモマケズ

N：自粛生活が日常になり、今日も
「ひとりひっそり竹の子竹になる 山
頭火」を口遊みながら竹林を抜けま
した。家では専ら書道三昧、ゆったり
した時間が流れています。
S：娘宅での家
事、料理は余計
だが、小 6 孫娘
と一緒に過ごせ
るのは楽し。PC,
スカイプ多用で
無駄を削ぎ落と
した日々も好し。
これもまた無駄？
ムダも、又よし。

I：自宅待機の 3 か
月あまりなにをする
でもなく、PC ゲーム
や小説読破、ひたす
ら主人の食事作りの
日々。趣味のダンス
にも行けず飲み会も
お預けで日時や曜
日もあれ❓❓ボケて
しまう～。

H：人間は何といっても社交的にできていて、人と
つながることで仕事をしたり、楽しみを見出したりし
ているのだなということを痛感しました。実際には買
ってそのままになっていた本や DVD に挑戦して過
ごし、それなりには楽しめたのですが・・・・。
T：リモートワー
クができない娘
に代わって休
校中の孫たち
の世話、食料
の買出しに、朝
昼晩の餌やり
(？)、くたくたで
した。

Ｅ：毎朝ケニアティーを飲むたびに、ショ
ップを思い出していました。庭の花もチュ
ーリップから今は紫陽花になりました。
IS：週１の出社で残りはオンライン、テレワ
ーク。新しいビジネススタイルが体験でき
ました。身内にも身近にも医療従事者の
いる私は、その家族の不安を思う日々で
した。
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事務局より
入会者無し
寄付
山本紀子・牧野廸代・
竹内滋（敬称略）
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