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会長

増岡

啓子

皆さま、いつも当会の活動にご理解を賜り深く感謝申し上げます。新型
コロナウィルスのワクチン接種が進み感染者を受け入れる医療現場の状況
2
も少しずつ改善され、日常生活に落ち着きを取り戻した頃かと存じます。
3
さて、宣言等で自粛期間が長かった昨年の活動としては、初の書面決議
3
による総会に始まり、各部会や理事会の定例リモート会議、外部団体のデ
3
ジタルイベントへの参加、NL、HP、SNS 広報活動、横浜市や外部団体と
4
の連絡などが挙げられます。加えて、男女共同参画センター横浜内にある
4
4
当会の「ウィメンショップ」は、今回の緊急事態宣言の解除に伴い 10 月
4
より再開できました。
2021 年度に予定していた事業は全てキャンセル、ショップも閉まり、
UN Women への拠出金収益をあげられない厳しい時期が続いています。しかしそ
の間もリモート会議を重ね、会員同士の繋がりを保ち、今後の見通しを模索する。
そのような地道な活動を継続してまいりました。
事業らしいことが出来ない中、今期も色々な方々からご寄付ご声援を頂戴しま
した。皆さまのお気持ちにそえるよう、今期の経験とメンタリティを今後に活か
していきたく存じます。引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします。

■ YNN イベントに参加して ■
2021 年 11 月 20 日（土）YNN 主催の「SDGs よこはま CITY 秋～ 国際協
力・多文化共生からのアプローチ」というオンラインイベントがありました。そ
のリレーセミナーに当会から５名が参加しました。
昨年２月にも、みなとみらいの JICA 横浜で開かれたイベントに参加したので
すが、現場にショップの商品を運びセッティングをするのが大変でした。今回は
実際の店で実況できるので、楽だろうと皆思っていました。ところがウィメンシ
ョップには Wi-Fi の環境が整っていなかったのです。仕方なく 3 日間だけ Wi-Fi
モバイルルーターを有料で借り、機材が届くのを待って設置準備をしました。い
ざ準備にとりかかると今度は事務所の PC の機種が古いのか繋がりません。18
日は予行練習に充てるつもりでしたが、それも時間切れでした。結局杉山さんの
息子さんまで動員する羽目になり、急遽買ってきていただいた部品をつけて 20
日の本番に臨みました。
松田さんの司会で始まった紹介は午後 1 時から 45 分間です。国連ウィメンの
説明・協力協定団体よこはまの説明が終わった残りをショップ紹介に充てました。
時間が足りなくて商品を十分紹介できなかった感はありますが、また一つ新たな
挑戦ができたことは喜ばしいです。
(ショップ部会 西村洋子)

ウィメンショップ前から生配信

１

UN Women の新事務局長に就任した

ヨルダンのシマ・サミ・バホスさん
2021 年９月 13 日、アントニオ・グテーレス国連事務局長は UN Women の
新事務局長に、ヨルダンのシマ・サミ・バホスさんを任命しました。バホスさ
んはムランボ・ヌクカさんの後任となります。
バホスさんは、女性と女子、ジェンダー平等、若者のエンパワメント、質の
高い教育、貧困の緩和、包括的な統治の熱心な擁護者として知られています。
これまで、草の根、国、地域、国際的なレベルで 35 年以上にわたるリーダー
シップの経験があり、女性のエンパワメントと権利の推進、差別と暴力根絶へ
の取り組み、SDGｓの達成に向けた持続可能な社会経済開発の促進等の専門家
でもあります。
直近ではニューヨークの国連ヨルダン政府常任代表を務め、また、UNDP 総裁
UNDP 総裁補兼アラブ局長やアラブ連盟事務総長補兼社会開発部長を
はじめ、ヨルダンの大臣職など様々な要職を歴任してきました。そのほか、多くの国
連機関や市民社会団体と協働し、ヨルダンの多くの大学で、開発やコミュニケーショ
ン学の教鞭をとりました。アラビア語、英語、フランス語に堪能です。

ジェンダー平等は、アフガニスタンの 未来、発展、平和の定着 に不可欠
アフガニスタンの現状と UN Women の支援の様子を国連ウィメン日本協会のホームページから抜粋してみました。
今年 10 月にこの記事を書いたのは UN Women アフガニスタン事務所副代表、アリソン・デビディアンさんです。

2021 年 8 月 15
日、タリバンがカブ
ールに侵攻して街を
占領した時、これで
アフガニスタンの女
性と少女の生活が大
きく変わるだろうと
アリソン・デビディアン
思いました。アフガ
写真/ザリナ・ファイジ(UN Women)
ニスタンの女性と少
女は今、恐怖におびえています。1990 年代、タリバン
の支配下での生活がどのようなものであったかを覚え
ているからです。タリバンは「女性の権利はイスラム
教の枠組みの中で尊重される」という漠然とした声明
を出しましたが、実際の行動を見るとそれを信頼でき
そうにありません。
タリバンが政権を握り閣僚が発表されましたが、女
性は 1 人もいませんし、これまであった女性問題省は
廃止されました。一部の州では、女性は職場に来るな、
男性親族の同伴なしで家を出るな、などと言われてい
ます。女性保護センターが攻撃を受け、そこで働く
人々が嫌がらせを受けています。活動家やジャーナリ
ストなど、女性人権擁護家のためのシェルターは既に
満杯です。未曽有の人道危機で、人口の 3 分の 1 は、
次にいつ食事ができるのかわからない状態です。保健
インフラが崩壊しているため、新型コロナウイルス感
染症の第 4 波発生のリスクもあります。
アフガニスタン国内の女性と少女がおかれている状
況はこのように厳しいものですが、女性たちは平等を
求め自分たちの権利のために闘い続けています。この
流れは変わっておらず、今後も変わることはありませ
ん。米国で女性にまだ選挙権がなかった 1919 年に、
アフガニスタンでは女性が既に選挙権を持ち、2004 年
２

憲法には、ジェンダー平等が明記されています。何十
年もの間、平和と発展の両面において、女性のアドボ
カシー(啓発)がアフガニスタンの前進に大きな役割を
果たしてきました。
このような中で UN Women は女性と少女のために
国内にとどまり、職務を遂行しています。第一に、ア
ドボカシーに従事して、女性の権利が確実に守られ促
進されるようにすることが UN Women の職務です。
もう 1 つ重要な活動は、アフガニスタンにおける女性
の市民社会と女性の運動を支援することです。 UN
Women は、女性と少女に対する暴力への対応を含め、
女性が命を守るために不可欠なサービスを利用できる
よう全力を傾けています。アフガニスタンは、暴力を
経験した女性の割合が世界でも最も多い国の 1 つで、
その暴力のほとんどが家庭で起こっていることがわか
っています。パンデミック以前でさえ、アフガニスタ
ンの女性の 10 人に 9 人が、生涯に少なくとも 1 つの
形態の近親者による暴力を経験しているのです。UN
Women は今後も引き続きパートナーと協力して、女
性に対する暴力の防止と対応に向けたサービスが利用
できるよう、全力を尽くしていきます。

自由を求めてデモする女性達。UN WomenYouTube より

新

会 員 紹 介
〜もっと自由な女性の生き方を〜

事業部会

中村百合子

2020 年 1 月に入会させて頂きました。入会のきっかけは、映画「ハリー・ポッター」シ
リーズで有名な女優エマ・ワトソンさんの、国連でのスピーチの動画を偶然観たことでした。
彼女が語っていた内容が「あ～、自分がこれまで感じてきたモヤモヤって、エマさんがスピ
ーチで語る程の世界の課題だったんだ」とストンと心に落ちてきました。そして、娘の世代
のためにも、女性の自由な生き方のお役に立てる活動をしてみたい、と思い立ちました。
フルタイムの仕事をしておりますが、日本社会の課題を日々感じております。現在、リモ
ート会議等にもなかなか参加できず大変心苦しいですが、これから学ばせて頂きながら、楽
しんで活動をしていきたいと思います。体力と行動力には自信があります！先輩会員の皆さ
ま、ご指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

女子教育にもっと光を

～ 国連「国際ガールズデイ 10/11」に寄せて ～

10 月 24 日（日）午前 10 時半から、日本協会主催の ZOOM イベントが行われた。初めに日本事務所の谷津都萌
子さんから、UN Women とはジェンダー平等と女性のエンパワメントを目的とした国連機関であることを紹介。
SDGs の目標 5（ジェンダー平等）と４（質の高い教育を）をめざして、女子が
平等にデジタルにアクセスできる環境が必要と述べた。データでは 58%の女子
がオンラインで嫌がらせを受けたという。動画やクイズで、理系を学ぶ女子は
少なく、せっかく学んでも科学やエンジニアの職を諦める女子が多いと訴えた。
次に元アナウンサーで軽井沢朗読館長の青木裕子さんが、マララ・ユスフザ
イさんの著書「教育のために立ち上がり、世界を変えた少女」を朗読。生い立
ちが率直に述べられ、特に父親の理解が大きかったことを知った。彼女は 17
歳で 2014 年ノーベル平和賞を受賞、その時のスピーチが最後を飾った。世界
のリーダーに向かい、発展途上国の子どもたちに初等教育のみでなく、中等・高等教育を与えてほしいと堂々と
述べる姿には、胸が熱くなった。
ともすれば日常に流されがちだが、将来を担う若い世代に、私たちは今一度目を見開き、大人世代の一員とし
てなすべきことをしなくてはと、責任の一端を改めて認識したひとときだった。 （広報部会 衛藤栄津子）

「とつか お結び広場」に初参加

11/30〜12/5

広場は、戸塚を中心にボランティア活動・生涯学習・市民活動をしている団体や個
人がその活動を紹介し、その参加と交流を図り、地域の魅力と課題を知り、更なる発
展を図ることが目的。今年で 12 回となる。
最初は戸塚区役所主催の「お結びフォーラム」だったが、2010 年より主催がとつか
区民活動センターになってから、一般公募の実行委員会方式になる。ネーミングを考
えた際、帰国子女や外国籍の委員より「広場」の語感が心地良いとのことで決定した。
会場は戸塚小学校の体育館、5 回から新しい区役所になる。最初は「おむすび」を含め
多くの販売コーナーがあったが、次第に福祉関係に限られてきた。様々な活動分野を
網羅し、先行展示・体験コーナー・パフォーマンス・特別企画等、実に多彩で活気あ
ふれるイベントだった。2019 年は 10 周年記念で会場は参加者が途絶えること無く賑わ
っていた。2020 年は、コロナ禍でパネル展示
だった。2021 年は、区役所会場での様々な工
夫を凝らしたパネル展示・イベント企画に加
え、トークイベントオンラインも開催。年間
を通した企画もあり新しい「お結び広場」に
発展していくだろう。
（総務部会 市川ゆき子）

３

.

ウィメンショップ再開
コロナ禍で、お店は１年以上閉まったままでし
たが、ようやく 10 月から１日３時間（日・祝日
を除く）だけオープンすることになりました。さ
らに店の前のフリースペースも閉まったままでしたが、11 月から１日あた
り３時間（11 時～14 時）だけ飲食（黙食）できるようになりました。ま
だ人数制限もあって（現在は９席だけしか使えません）全面解禁とはいか
ないのですが、フリースペースが開いたことで来店者の数も少しずつ増え
てきました。電気が付いて明るくなったお店を見て「ここが開くのを待っ
てた」と言ってくださる方のお声を聞くと嬉しくなります。現在、最大の
悩みは仕入れの問題です。海外との往来がままならないので、外国の商品仕入れが見通せないのです。手持ちの
在庫でしのいでいますが、この先どうなるか不安がつのります。コロナという未曽有の体験をする中、今後この
状況とどのように向き合っていったらよいのか正念場を迎えています。
（ショップ部会 西村洋子）
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2022 年度総会

： 2022 年 2 月 5 日（土）
： セミナールーム２と３
： 202１年度事業報告・決算
2022 年度事業計画・予算

役員改選

＊チャリティーバザー・昼食会はありません

◇

国連ウィメン日本協会ニュース

◇

●2021 年 9 月 13 日から 10 月 20 日まで、「生理の貧困」をテーマにクラウドファンディングを呼びかけ
ました。今までタブーとされていた話題に、日本でも関心が集まる中、世界の途上国の中での、生理小
屋への隔離やナプキンがなくコケなどで代用している事例をあげ、UN Women が配布しているディグニ
ティキットの必要性を共有していただき、70 名+１団体より、579,000 円のご寄付をいただきました。
●2021 年 10 月 24 日（日）に「学校に行きたい！学びはエンパワメントへの扉」をテーマにオンライン
イベントを行いました。UN Women 日本事務所の谷津都萌子氏より、「女子教育と UN Women の活動」
について、次に『マララ 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女』の朗読を軽井沢朗読館館長の青
木裕子氏より、最後にマララ・ユスフザイさんのノーベル平和賞を受賞された際のスピーチの一部をお
届けし、教育の大切さを共有しました。
●「遺贈」についての紹介をホームページ上に新たに載せました。

事務局より
＊ご寄附を有難うございました。
今村弘子様

匿名希望 2 名
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