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支出を抑える業務に取り組みました。
事務局より
４
8 月～10 月には、7 月理事会で承認を受けて立ち上げたデジタルサポ
ート班、各部会長の個々への丁寧なサポートにより、各部会や理事会の
リモート会議が実現しました。広報部会は NL の編集会議をいち早くリモートで開き、デジタル化推進の一役を担っ
てくれました。リモートワークは万能ではなく、時にはリアル会議も必要です。しかし、非常事態の場合でもパソコ
ン画面上で互いの顔が見える意見交換が可能で、早期にその能力と体制を持てたことは大きな前進だと存じます。
ショップ事業はフォーラムの協力とショップ部会有志の尽力で感染予防策を施し、9 月から時短で念願の再開を
果たしました。今後、COBID-19 の治療薬が開発認可されたその時には、困難を共にした仲間やご関係者の皆さま、
広くは国民・世界の人々との繋がりを大事にしながら、新たな力強い支援活動ができると信じております。皆さま、
今後とも宜しくお願い申し上げます。

コロナ禍でのウィメンショップ運営
2020 年春、クルーズ船のコロナ感染者のニュースが日本中を駆け巡りました。その後感染者は船内だけにとどま
らず、全国各地に広がりついに緊急事態宣言が出されました。そして 5 月からはフォーラムも閉館となってしまい
ました。私たちのウィメンショップも休業です。6 月に入りフォーラムは一部開館しましたが、ウィメンショップは
8 月一杯休業しました。1 年を通してわれわれは、いや世界がコロナに翻弄されて、いまだ終息に至っていません。
ショップで扱う商品には海外の珍しい品物が多く、人気商品になっていますが、海外からの商品仕入れができませ
ん。今後のショップ運営はどのようにしていったらよいのでしょうか。9 月からやっと開業したものの 3 時間だけ
の営業ですから集客も望めません。これまでのような売り方ではなく別の方法ができないか、模索する毎日です。
ショップ部会も開けないままなので、ZOOM に挑戦することにしました。8 月からサポートができる会員が中心に
なり、一人一人に声をかけ準備を重ねた結果、9 月 11 日には初めて ZOOM によるショップ部会を開くことができ
ました。その後参加者も増えて 9 月 29 日には 19 名もの会員が参加できるまでになりました。ZOOM 会議では普段
顔を合わせない会員が画面上でつながり、新鮮な体験をすることができました。バーチャルの世界がリアルの世界
を凌駕する勢いのなか、商品販売はどのようにしていったらよいのか、対面販売ばかりでなく、SNS 上での発信を
含め、コロナと共にどのようにショップ運営を継続できるのか、課題は大きいです。（ショップ部会長 西村洋子）
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北京行動綱領がもたらした 5 つの画期的成果
（UN Women プレスリリースより抜粋）
世界は 25 年前北京で、ある約束をしました。世界中
の女性・少女が平等な権利と機会を持てるようにすると
いうものです。それは 1995 年の第 4 回世界女性会議の
場でした。189 か国の代表と活動家 30,000 人が集い、
ジェンダー平等の世界を達成するには何が必要かを話
し合いました。そして北京宣言と北京行動綱領 Beijing
Declaration and Platform
for Action を満場一致で採
択したのです。これは今日
に至るまで、ジェンダー平
等と女性のエンパワーメ
ントに関する最も包括的
なアジェンダです。
1995 年以来、北京行動
綱領はジェンダー平等を
世界で達成する上での青
写真であり続けています。
しかし実際にはどのよう
な変化が起きて、なぜこの
北京行動綱領が今でも女
性・少女にとって大切なのかという疑問を持たれるかも
しれません。そうであれば、ぜひ以下に述べる女性・少
女にもたらされた 5 つの画期的な成果をご覧ください。
１．少女の権利向上
北京行動綱領は、女性、特に少女に焦点を当てた最初
のグローバルな政策文書です。1990 年 8 月に発効した
「児童の権利に関する条約」は子どもの権利を掲げてい
ますが、北京行動綱領は少女の権利をさらに明確にして
います。
教育分野でのジェンダー平等を過去 25 年にわたり忍
耐強く推進してきたおかげで、かってないほど多くの少
女が学校に通うようになり、就学率のジェンダー平等を
達成した国も増えました。しかし、STEM（科学・技術・
工学・数学）分野ではいまだに格差があります。STEM
を学ぶ女子学生は、全体のうちわずか 35％で、世界中
の STEM 分野の研究者の中でも女性はわずか 30％しか
いません。
２．あらゆる政策・プログラムがジェンダー視点に立っ
て策定されることを強調
世界の公共政策や国際会議の場では「ジェンダーの主
流化」という言葉がよく使われています。でもそれがう
まく実世界に反映されていません。
「ジェンダー主流化」
とは、男性・女性の固有のニーズと平等な権利が、すべ
ての政策、施策（プログラム）、戦略、研究などに目に
見える形で確実に組み込まれることを意味します。
北京行動綱領は、ジェンダー平等実現のための戦略の
一つとして「ジェンダー主流化」というアプローチを認
めた最初のグローバルな枠組みです。政府や他の全ての
アクターに対して、全ての政策やプログラムに、ジェン
ダー主流化を組み込むことを呼びかけ、ジェンダー主流
化の重要性をさらに向上させました。

３．女性に対する暴力根絶の前進
第 4 回世界女性会議では、女性の権利運動のうねりが
大きく起こり、女性の人権にかってない注目が集まりま
した。「人権は女性の権利であり、女性の権利は人権で
ある」とは、当時アメリカ合衆国の大統領夫人だったヒ
ラリー・ロッドハム・クリントンがスピーチで使った言
葉で、その後何十年もフ
ェミニストのスローガ
ンになりました。
人権にしっかり裏打
ちされた北京行動綱領
は、女性が自分の人権を
完全な形で享受する権
利があるという考え方
を強調しています。これ
にはジェンダーに根差
す暴力を受けずに生き
る権利が含まれていま
す。北京行動綱領は、女
性に対する暴力に包括
的に取り組んだ最初の国際的枠組みで、予防を重要戦略
とし、社会的規範を変革することに焦点を当てています。
４．自然保護や気候変動対策における女性のリーダーシ
ップ強化
1990 年代に盛んになった環境保全リーダーシップを
さらに広げ、北京行動綱領は環境問題における女性のリ
ーダーシップに光を当て、女性が男性と平等に参加する
ことが、よりよいガバナンスや環境保全につながること
を明確にしました。世界に目を向けると、200 ヵ国の
1300 万人の若者が、89,000 回に及ぶ環境保護や気候変
動抗議のためのデモに参加しています。しかし気候変動
に関連する意思決定への場への女性の参加は増えてい
るものの、とても半分には達していません。
５．女性のリーダーシップの力を発揮
女性の権利を前進させようとする熱意とエネルギー
は、北京会議においても目をみはるものがありました。
世界中の 3 万人の活動家、189 ヵ国の政府代表が参加し
たこのイベントの規模だけ見ても女性のリーダーシッ
プのとてつもないパワーに圧倒されます。彼女たちの多
様な経験と視点が、北京行動綱領に集約されたことは大
変な成果で、北京行動綱領は、今日に至るまでジェンダ
ー平等達成のための重要な戦略であり続けています。
北京行動綱領は、政治のリーダーシップにジェンダー
クオータ制を導入することに弾みを付けました。1995
年以来、世界の女性国会議員の数は倍増し、全体の 25%
に達しました。北京行動綱領は、まず国連システム内で
ジェンダーバランスを達成することを優先させ、最新の
データによると、専門職以上のポストの 44.2%は、女性
が占めており、これは 1995 年の 32.6%から上昇してい
ます。
(翻訳 本田敏江 国連ウィメン日本協会理事)

詳しくは国連ウィメン日本協会のホームページ https://www.unwomen-nc.jp/?p=1388 をご覧ください
２

会 員 紹 介
＊＊＊ 学べる幸せ ＊＊＊
ショップ部会 松山久美子
入会させて頂いてから、2 年半になりました。きっかけは「家事、子育て、仕事、介護、
夫婦の上下関係」などの、旧態依然とした、回りの考え方に、疑問を感じていたからでし
た。会員の皆様方の、真面目で誠実なお人柄、積極的に身を惜しまず、活動されるお姿に、
頭が下がります。世界に目を向ける大切さも、教えて頂きました。 女性が声を上げ、社
会を変え、次世代にも引き継いでいって欲しいと思います。武力紛争で犠牲になる、コン
ゴの女性達、国籍もないロヒンギャの難民の人々、両親の出稼ぎで、親の顔すら知らない
ネパールの子ども達、………心が痛みます。
微力ながら、お手伝いさせて頂き、世界が良い方向に向う事を願っています。
どうぞよろしくお願い致します。
＊＊＊ はじめまして ＊＊＊

ショップ部会 新澤俶子

2019 年 10 月に入会させていただきました。
私の名前は珍しくなかなか「しんざわひでこ」と呼んで頂くことがございません。
「俶」は
父が中国語の文献の中から名付けたとの事でした。
色々のボランティア活動がある中、何かのお手伝いが出来ればと以前から思っていまし
た。そんな中、身近に尊敬する先輩がいらして、その方の活動を見聞きして入会を希望し
ました。結婚して今まで勤務経験もなく平凡でしたが、ショップで少しずつ学ばせて頂け
ればと思っております。

◆ミラクルバッグ：廃棄されたバナーをアップサイクル

プロジェクト・ミラクル代表 高垣 絵里

「550 億枚」。私が活動拠点としているパキスタンで年間使われている
レジ袋の数。パキスタンを流れるインダス川が排出する海洋プラごみの量
は、中国•長江に次いで「世界ワースト２位」。使い捨てレジ袋に加え、パ
キスタンで横断幕（バナー）が引き起こす環境への負の連鎖。昨年、レジ
袋削減の一方策として、風雨に耐え丈夫なバナーの材質を活かし、エコバ
ッグを作ることを提案。国連環境計画のプラごみに関するレポートにある
「プラスチックはミラクル素材だ。問題はプラスチックではなく、今後、
廃棄されたバナーから作ったエコバック
我々がいかにこのミラクル素材を使っていくかが問題」に共鳴し、昨年「プ
ロジェクト•ミラクル」を立ち上げ、「ミラクルバッグ」の作製販売を開始。同時期にパキスタンの首都で使い捨て
レジ袋の使用が禁止となり、多方面からこの提案は注目された。その活動は朝日新聞の「Globe+」や毎日新聞の夕
刊 1 面に掲載。また、今年２月には、毎日新聞•元村有希子論説委員のニュース解説番組「ユキコの部屋」でも紹介
され、国連ウィメン日本協会よこはまのウィメンショップでのミラクルバッグの限定販売を発表したところ、初日
に完売した。あ
あ本格稼働を予定していた 2020 年。パキスタン国内でも新型コロナ感染が広まり、状況が一変。3 月中旬には国際
定期航空便の乗り入れの停止、国内航空便及び鉄道の全面停止、学校
の閉鎖や厳しい移動制限措置を含むロックダウンが全土に実施され
た。そのような状況の中、私は４月中旬にチャーター便で帰国。会社
経営は東京の自宅からリモートで実施。社員やバッグ等の作り手の安
全確保のため、衛生教育を専門とする現地スタッフによる指導及び情
報共有を強化。また、品不足の対処策として、スタッフの手作り布マ
スク 1000 枚の無料配布やマスクの作り方のリモート講習を実施。コ
ロナ禍の収束が未だ不透明な現状においても、本事業設立時の理念を
ニュース解説番組でも紹介
を実現することが今も変わらず経営の基本姿勢である。

３

.

ショップで 12 月から手作りマスクを販売しています
手芸の上手な MASAKO さんのガーゼマスク（300 円・400 円）に加えて、目
玉商品は、表地に高級レース、裏地にシルクを使った“ドレスアップマス
ク“（1000 円）です。ドレスアップマスクを作ってくださっているのは会員
の吉田光子さん。彼女は若い頃にパリで立体裁断を習得し、その後 54 年間
縫製の仕事に携わり最近退職。時間ができたのでボランティアでおしゃれ
なマスクを作成して下さっています。
T.P.O.にあわせてマスクでおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか！
また、親しい方へのプレゼントにも最適です。

２０２１年 度 総 会
日時：2021 年 2 月 6 日（土）午前 11 時～12 時
会場：男女共同参画センター横浜セミナールーム２＆３
総会は年に一度の会員顔合わせの“場”でもあります。
密にならないよう広い場所 を準備しました。
例年の総会後の親睦会は、新型コロナウィルス感染防止の観点から取りやめます。
そのかわり、終了後はショップを開いていますので、お買い物を楽しんでください。

■

国連ウィメン日本協会ニュース

■

COVID-19 新型コロナの世界的なパンデミックにより、国連ウィメン日本協会の 2020 年度の活動
も大幅に自粛せざるを得ませんでした。3 月 10 日開催予定の「国際女性デー・ミモザ チャリティ
ランチョン」は残念ながら中止に。夏のニューズレターも発行中止としました。
一方、UN Women の COVID-19 禍における活動は世界各地で活発に実施されており、日本協会は
特にこの間、それらの情報をホームページ、メールマガジン、Facebook などを通して、その発信頻
度と量を高めることに努力してきました。最近のニュースでは、COVID-19 禍において、ジェンダー
に配慮した対策を行っているところは、世界 206 の国と地域のわずか 12%に過ぎないと報告されて
います。
また、ブックオフのご厚意で長年実施いただいた「宅本便寄付」は、名称を「キモチと。」に変え、
新たな展開で、さらに強力なご協力をいただける運びになりました。どうぞ、日本協会のＨＰから
以下の URL でアクセスし、お気持ちをご寄付につなげていただくようお願い申し上げます。
URL
https://www.unwomen-nc.jp/?p=1426
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