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■□■ 2022 年度書面議決総会終了

■□■

当初、総会はフォーラムにて 2 月 5 日に行う予定でした。1 月半ばに送
付された総会の出欠届は、過半数の 56 通が集まり、総会成立となっていました。
ところが、コロナ感染者が日々急増して第 6 波のピークアウトが見えず、結局リスクが伴うリア
ル総会は行うことができませんでした。
急遽、理事会に諮り出席予定者に資料と表決書を送る書面議決総会に切り替え、各議案は恙なく賛成を
いただき終了しました。今回は、役員改選がありました。新役員は以下の通りです。

国連ウィメン日本協会よこはま 2022・2023 年度役員
★顧問：有馬真喜子
★会長/事業部会長：増岡啓子
★広報部会長：樽谷文代
★総務部会長：竹内美千代
★ショップ部会長：西村洋子
★理事：石橋むつ子 市川ゆき子 後藤久美子 斎藤美栄子 新澤俶子 高橋克子
本田敏江 松田寿子 宮口郁子 渡邉晧子
監事：有吉雅子 衛藤栄津子

■ コロナ禍での活動 ■

会長

増岡啓子

新型コロナの影響を受けて 2 年半経ちましたが、現在も変異を繰り返す感染症という問
題に世界中が影響を受けて対処しています。そのような状況下でも皆さまには当会の活動
にご理解を賜り、深く感謝申し上げます。
当会は、広報とショップ活動、そして外部のリモートイベントやパネル展示の参加、広
報紙に記事を載せていただくなど、限られた中で活動しています。リモートワークは 2020 年春から着手し、現在も
推進する方向を手探りし今後に備えています。同時に「ウィメンショップ」は販売だけでなく、多様な他者との出
会いや公共の場で情報・意見を交換する交流の機会を提供すること、男女共同参画センター横浜（フォーラム）に
女性支援の店を構える活動意義を改めて認識させてくれました。
国連には女性支援の機関である UN Women があり、ここは生活基盤が厳しい状態にある世界の女性と子どもたちが
本来持っている力を発揮し、自らの意思決定で自発的に行動できるようサポートしています。この UN Women を支援
する国連ウィメン日本協会の協力協定団体として、私たちは 1994 年 1 月に発足しました。
ウィメンショップの運営・SNS やニューズレターの広報活動・イベント事業のボランティア活動をして寄付金を募
り、収益は国連ウィメン日本協会を通して UN Women の様々なプログラムに拠出しています。寄付を集めるためのリ
アルな活動をするには困難な時期ではありますが、各部会・理事会のリモート会議を開き、自分たちがトライでき
る事を話し合いながら今後の活動の在り方を検討しています。
（2022.04）

休 業

◆ ウィメンショップは、しばらく休業します！

男女共同参画センター横浜（フォーラム）では、2022 年 5 月から 2023 年 4 月にかけて
ホールの天井改修その他工事を実施する予定です。それに伴い、フォーラム内にある当会のウィメン
ショップもその間、休業させていただくことになりました。
＜休業期間は、2022 年 5 月から約 1 年間＞
皆様には、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解よろしくお願いいたします。
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国 際 女 性 デ ー
「オンライン
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チャリティー・トークイベント」に参加して（3/8）

国連ウィメン日本協会の三輪敦子副理事長からの開会の辞に続き、「私たちはジェンダー平等の時代」と題す
る２分間のビデオ紹介がありました。
「ジェンダー平等という一つの目的のために一人も取り残さないように団
結した、最初で、最も若い世代になろう」という力強いメッセージが、マララさん
やグレタさん、その他大勢の女性の映像とともに流れました。その後、サヘル・ロ
ーズさんの講演。
サヘル・ローズさんはイランで生まれ、義母と来日し、貧困、困難を日本人に助
けられ、現在、芸能と難民援助の活動をなさっています。インドネシア、カンボジ
ア、ヨルダンなどの難民キャンプなどを廻って気づいたこと、つまりお金などを渡
すことより、教育や生活の基盤を築く援助が必要なこと。一方日本では集団で動く
教育が多いが、一人でいることや失敗を恐れず、自立を促す教育が必要なこと。日
本人は、人がどう思うかでなく自分がどう思うかで行動し、会社などの犠牲になる
より、まず自分が幸せになることを考えることが必要であること。そのうえで、ス
マホや TV の狭い情報を鵜呑みにせず、人々の生の声に触れ、日本人の恵まれた環
境を使って、恵まれない環境の人のために行動し続け、発信し続けることが大事で
あることなどを語られました。

サヘル・ローズさん

最後に三輪氏が、パネルトークの中で、彼女の「言葉の花束」他の著書を紹介。
更に UN Women が「共に世界を変えよう」キャンペーンを始めたことに触れ、ウクライナ紛争での支援を始めた
たた UN Women への寄付の仕方を紹介し閉会となりました。

ジェンダーと
気候変動

歴史を通して気候変動学

(広報部会 斎藤美栄子)

の性暴力、人身取引、児童婚などのジェンダーに根

者、研究者、政治家は、ジ

差す暴力に対する女性・少女の脆弱性が増大します。

ェンダーが公正な社会や気

気候変動などが原因で、災害が起こると女性は男

候変動にどのようなかかわ

性より生き残れる率が低く、怪我をする人も多くな

りがあるのかを突き止めようと努力を重ねてきまし

っています。長年見過ごしにされてきたジェンダー

た。データや研究が進むにつれて、その関係性が明

不平等が、情報、行動の流動性、意思決定、リソー

らかになってきました。気候変動危機は「ジェンダ

スや研修へのアクセスの面で差別を生み出してきた

ーニュートラル(性別に左右されない)」ではありませ

からです。災害時に、女性・少女は男性に比べて救

ん。女性は男性に比べより大きな影響を気候変動か

援物資をうまく受けとれておらず、それが彼女たち

ら受けています。その影響はすでに広がっているジ

の生計・福祉・復興を脅かすことに繋がっています。

ェンダー不平等によって増幅され、女性・少女の生

女性・少女の健康は、気候変動や災害によって危険

計、健康、安全を大きく脅かしています。

にさらされています。猛暑は死産を増加させ、気候

世界的に見て、女性はより自然資源に依存してい

変動は、マラリア、デング熱、ジカウイルス感染症

るのに、男性に比べアクセスが制限されています。

などの節足動物媒介性の病気を増やすという研究も

多くの地域で、食料、水、燃料を調達しているのは

あります。

女性なのにです。中低所得国では女性が就業できる

このような状況を改善していくにはどうすればよ

最も大切なセクターは農業です。日照りや常軌をい

いのでしょうか。気候変動の解決策の中心にジェン

っした降雨になると、女性は農業従事者として、あ

ダー平等を据えることです。具体的には、多様なジ

るいは一家の働き手として、家族のために収入と資

ェンダー視点を気候変動、環境、災害リスクを削減

源を確保するため必死に働かざるをえなくなります。

するための長期政策やプログラムに組み込まなくて

気候変動はまた紛争下の脆弱な状況では、社会的、

はなりません。気候変動との戦いの中では、女性・

政治的、経済的緊張をエスカレートさせます。気候

少女が意志決定過程に男性・少年と同等に参加する

変動が、世界中に紛争を引き起こすにつれ、紛争下

ことが最優先です。
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(抄訳 広報部会 本田敏江)

会 員

特別寄稿

『 ユニフェムから UN ウィメンの流れの中で 』
村松弘恵

UN ウィメンよこはまの 2022 年度総会を２月 5 日に予定し準備中、コロナ蔓延でリ
モート開催となり、会員交流ができなくなった。
ユニフェムよこはま設立の 1994 年には会員 60 名、現在残っているのは 10 名、そのうち顔を合わせるのは３
名。会員減少は本人や身内の体調変化が主で、コロナ禍も原因のひとつである。
1995 年北京世界女性会議や、2005 年北京＋10 ニューヨーク国連本部の会議には、よこはまからも大勢参加し
た。国連本部での会議には、日本語の“もったいない”を世界中に広める活動中のワンガリ・マータイさんが、
日本語で書かれた T シャツを提示されると、色々な国から私たちに購入希望が出された。帰国後シャツを探して
送ったりしたのも思い出される。
私は 1982 年横浜市の婦人問題海外セミナーに応
募し、第 1 回のアメリカ研修に参加した。ニューヨ
ーク、ロサンゼルスで地域に根ざした草の根運動を
目の当たりにみて、連帯性、積極性、団結性を学び
大きな刺激を受けた。
30 歳過ぎ、人生を一人で生きると決め、心理学
部に再入学。２つの企業で社員のカウンセリングを
2007 アートフォーラムあざみ野
行い、定年後は心療内科カウンセリングと、大学や
「荘村清志ギターの調べ」（左端 村松さん）
専門学校で心理学系の授業を担当。また県内各市の
生涯教育の講師を引き受け、フルタイムの時より忙しい日々だった。
その中で実母が認知症になり、自宅介護することになった。７年間が辛かったが、
自分自身が健康だったことと、周囲の人の協力のお陰で仕事を続けることができた。
この時期はユニフェムのミーティングにも参加できず、一人でできる会員リクルート
に力を注いだ。結果は二桁の会員を得た。これが実行できたのは、アメリカ研修で得
た学びのお陰だった。
昨年無事 88 歳を迎えることができ、出雲大社に参拝。若い友人が同行してくれ、
小春日和に恵まれた旅へ。鳥取砂丘では砂の美術館、宍道湖では夕陽、松江城では天
2021 出雲大社にて
守閣にも登り、足立美術館にも行く多彩な旅ができた。コロナ禍で旅行できず、ヒマラヤ、
エベレストの旅から 3 年ぶりの空路の旅だった。旅はカウンセリングでたまったストレス発散。旅先の街角で見
つけた小物をショップに並べてお客様とお話したり、お買い上げ頂くなど、楽しみながらシ
ョップ協力。同じ地への旅をされた方が会員になって下さったこともあった。
旅を終えて元気になって帰宅したら、思いがけない事が起きていた。近くの優しかった 62
歳の友人が亡くなったという。3 月には、海外セミナーの時からお世話になり、ユニフェム
設立準備を共にした同年齢のお仲間が、施設入所。ショックを受けた。‟生老病死”は当然
起こると理解していたつもりだが、心身共にダメージを受け２か月近く立ち直れなかった。
最近は疲れやすくなり、日々のウオーキングも減り、体力の衰えを感じている。体力、精神力共に落ちた老い
の日々に、自立した一人暮らしがいつ迄できるか、これからの課題だ。ショップも１年間休業。月 3,4 回立ち寄
っていたのも叶わなくなる。ないないづくしを、嘆くばかりでは前に進めない。持ち前の前進不屈の精神で、一
歩だけでも前に足を出そう！！

●港南国際交流ラウンジ祭りに出展●
第 21 回港南国際交流ラウンジ祭りは、2 月 20 日港南区民文化センター「ひ
まわりの郷」にてコロナ感染対策をとって２年ぶりに開催されました。「新
しい生活様式」の中でも、共に手をつなごう！をテーマに、ホールでは、午
前中は留学生による「日本語で話そう」、午後からは衣装華やかなタイ、ス
ラブ民族舞踊等、国際色豊かに繰り広げられました。当団体も、ホワイエに
てパネル展示とショップ商品の販売、春物ショールが中心に売れました。
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１（事業部会 後藤久美子）

タイ

民族舞踊の衣装で

３

.

ウィメンショップ
■最後のショップ当番
フォーラムの工事のため、この先 1 年間ショップは
閉店します。4 月いっぱいでお当番もしばらくはお休
みです。
4 月末のある日、いつものようにお当番をしました。
レースのブラウスや軽いショール、アクセサリーなどが
並べられ、華やかな雰囲気でしたが、近日中に倉庫
に収納しなくてはなりません。残っていたケニアティー
を買い、気になっていた白蝶貝のネックレスも自分用に
商品を国別、種類別に仕分け
求めました。
ショップは会員同士の大事な交流の場にもなっていて、この日も雨模様でしたが初期の頃からの会員 M さんが見えて、
しばらく会話が弾みました。お客様は数人でしたがお買い上げにはつながりませんでした。ショップ前のフリースペースには
人気がなく、長引くコロナ禍で人出が減っているようです。
今後は出張販売を心がけていく予定です。地域の催しなど再開される場合は、ご連絡下さい。(広報部会 衛藤栄津子)

仕分けした商品を透明のコンテナに入れ、棚の下や空いている机の中に全て収納

◇ 国連ウィメン日本協会ニュース ◇
●2022 年 3 月 5 日(土）2022 年度通常総会が行われ、2021 年度の事業報告、決算、
及び 2022 年度の事業計画、予算が承認されました。また、役員の改選が承認され、
新理事長に橋本ヒロ子氏、前理事長の有馬真喜子氏は顧問に就任しました。新体制と
なりました国連ウィメン日本協会へのご協力をお願いいたします。
●同 3 月 8 日（火）「国際女性デー」オンラインチャリティーイベントとして俳優の
サヘル・ローズ氏に「出会いこそ、生きる力」と題して語っていただきました。
●「ウクライナ支援」の HP、メルマガなどでの呼びかけに対して、5 月 20 日現在 27,632,476 円を 189 名 5
団体よりご支援いただきました。ホームページのニュースにてウクライナの状況を随時発信しており、ウク
ライナへの支援は引き続き募集しています。
●2021 年度の拠出金は総額 11,064,873 円となり、ロヒンギャ難民、インド、アフガニスタン、生理の貧困
プログラムでウガンダ、暴力撤廃国連信託基金と UN Women 本部へ拠出しました。皆様のご協力に深く感謝
申し上げます。
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