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                ～ご協力を賜りながら～    

       会長 増岡啓子 
 

  コロナウィルスの影響でイベント事業ができずに 

約３年が経つ 11月 27日(日)、久々のリアル主催事業であるチャリティコンサートを 

実施しました。 

出演者は 2019年の同企画でもお世話になった中山博之さんとビルマン聡平さんの 

お二人。会場は東戸塚駅そばの「Sala MASAKA」という音響が自慢の小ホールです。 

今回、チラシはデジタルのみ、チケットレスの当日支払い受付形式にして、ここまで 

やるのかと思うほど経費削減を試み、一円でも多く謝礼と寄付に回すようにとトライしま 

した。出演者のお二人と会場オーナーにも事情をお伝えして、当会のボランティアへの 

ご理解とご協力を賜り、感謝しかありません。 

当日のプログラムは、前半がカンタービレやシャコンヌなどのクラシック、後半は聞き慣れた映画音楽 

 メドレーで、会場は近い距離で奏でられる演奏者の息遣いを感じながら、響く音色に引き込まれました。 

お二人のあうんの呼吸もバッチリ、お客様を楽しませる話術も忘れず、終演後の集合写真を撮る時も笑顔 

が溢れていました。 

  当会は 2020年秋以来デジタル化を推進していますし主流は変わらないと思いますが、リアルイベントで 

の交流機会の楽しさや意義は思いのほか貴重であると感じており、今後は両立を目指してと存じます。 

 

 

 

コロナ禍でなかなかイベントが行えない中、3 年ぶりに対面でのチャリティコンサートを開催。今回はサロン風コン

サートという試みで、例年より参加定員数を縮小しての開催でした。 しかし、前回出演の人気演奏者とあって、チケ

ットは予約受付開始と同時にたちまち定員に達し、キャンセル待ちを出してしまうほどでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆チャリティコンサート◆ 

       ～ビルマン聡平×中山博之 Duo コンサート～ 
                      2022.11.27 於：SaLa MASAKA(ｻｰﾗ・ﾏｻｶ） 
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司会の伊藤光子さん 登壇者の櫻井綾乃さん 

 

 

 

10 月 11 日の国連「国際ガールズデー」に際し、オンラインで講演会, 〜世代を超えて考えよう、少女たち

の未来を！〜が行われました。登壇者は、櫻井綾乃 GENCOURAGE代表・他でした。 

 高校時代「女は黙っていろ」と言われたこと。ロールモデルとの出会いや、日本の方が途上国？との気づきも

あり、第３回国連防災世界会議、大学女性協会の「めげない私」、 Q の会、国連女性の地位委員会等々に参加。

気づいたのは水面下の調整・連帯・エネルギー、先達の

活動があったからということ。そこで、世代を超えたア

クションを始め、勉強会やイベントを行いました。新宿

で 200名に国際女性デーのミモザを配布したりもしまし

た。男女共同参画センターにも通い、男女平等推進審議

会委員を務め、「声を上げていいんだ」と思える経験も。

2020 年「男女共同参画ってなんですか」代表として 30

歳未満からの 1000 件以上の声を大臣に提出。若者がジェンダーについて話せる場と仲間、先輩を求めているの

を知り、「ジェンカレ」を立ち上げ、現在オンライン交流会や勉強会を行い、ジェンダー平等未来を創造する次

世代育成と、若者の声を政策に反映する活動を展開しています。 

講演後、国連ウィメンの活動紹介と募金先の紹介があり、終会となりました。 

櫻井さんの行動力に敬服！だが北京女性会議や、2000年前後の CSW（国連女性の地位委員会）等を知る者に

とり、まだ同じ啓発？と落胆する思いです。そして先達の話を聞きたいとの声に驚きと喜びを感じました。私た

ちにもまだまだ出番がありそうです。                     (広報部会 斎藤美栄子) 

 

 

 

 

 

 
 

このコンサートは、国連が定める「女性に対する暴力撤廃」週間に寄せて、国連ウィメン日本協会主催の下、

12月 1日、東京ウィメンズプラザで開催されました。ゲストに招かれたのは、ウクライナのバンドゥーラ奏者、

カテリーナ・グジーさんです。19 歳の時に来日し、バンドゥーラやウクライナの歌を通して、自国の文化を日

本に伝える音楽活動を続けてきました。 

コンサートは、コルスンスキー・セルギーウクライナ大使のごあいさつで幕

を開けました。大使は、暴力撤廃週間にちなんで、ウクライナの女性兵士の活

躍について話されました。すでに 5万人の女性兵士がロシアとの戦争で戦って

おり、国連の専門パネルの調査によると、性暴力の被害にあった 4～85歳の女

性のケースが 100にも上るそうです。大使は、ロシアはこのような犯罪を犯す

ことで戦う意欲を失わせることを狙ったが、まったく反対の結果が生まれ、ウ

クライナ人全員が失われた領土を取り戻すために戦う決意を示していると語ら

れました。 

次に橋本ヒロ子国連ウィメン日本協会理事長が、「女性に対する暴力撤廃」週

間の成り立ち、現状などを話し、カテリーナさんの登場となりました。彼女は、

バンドゥーラというウクライナの伝統的な楽器を奏でながら、弾き語りをなさ

いました。歌はウクライナのものが中心で、「幸せの鳥」と題した子守唄、離れ

ている母への思いを込めた「マリーゴールド」、「母への道」、ウクライナの第二の国歌といわれる「ウクライナ」、

彼女作曲のオリジナル曲「平和な空」でした。いずれも物悲しい哀愁に満ちていて彼女の透き通るような高音に

よく合っていました。その後に歌われた「翼をください」の歌詞「悲しみのない自由な空に、翼を広げて飛んで

いきたい」は、彼女が弾き語り合間に語ったウクライナへの想い・祈りにぴったりでした。「願いは絶対にかな

う」という彼女の強い信念にも大変心を打たれました。        （国連ウィメン日本協会 本田敏江） 

 

オンライン講演会 

世代を超えて考えよう、少女たちの未来を！ 

「ウクライナへの祈りコンサート」に参加して 
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                        「宜しくお願いします」            鄭 相恩（ｼﾞｮﾝ ｻﾝｳﾝ） 
 

昨年の9月に「国連ウィメン日本協会よこはま」に入会させていただきました。 

常日頃から人権問題に関心を持ち、性差別と女性にたいする暴力の防止に少しでもお

役にたちたいと思っており、ボランティア活動を考えていたところ、「国連ウィメン日

本協会よこはま」のホームページを拝見させていただき、こういった女性人権問題の改

善に貢献されていることを知りました。 

「国連ウィメン日本協会よこはま」のミッションなどに強く共感しており、６月から

はオンラインでおこなわれる部会などに出席し、沢山の事を学ばせて頂いております。 

先日はリアル開催の「みんなDEまつり」を体験しましたが、他の会員の方々と直接お目にかかったり、現 

場にご一緒させていただき、嬉しさと遣り甲斐を感じました。コロナ禍の中、今後もまたこういった機会がご

ざいましたら、ぜひとも参加させていただきたく存じます。 

ボランティア活動を通して、人権が尊重される社会の実現の一助となるべく、努力いたします。ご指導のほ

ど、宜しくお願いいたします。 
 

■住み慣れた地域のつながり 「みんな DE まつり」 11/２０（日） 

反町公園で実施の『みんな DEまつり』に初参加。コロナ禍でもあり、午前中 2時

間だけの実施。認定 NPO 法人 WE21ショップかながわさんのお声かけで、実現したも

ので、ご厚意で、ブースの半分を使わせていただきました。 

天候にめぐまれず、突風にデイスプレイもすぐ崩され、販売は思うに任せない

中、会場では、スタンプラリーや、ガラポン抽選もあり、子供も大人も各ブース

を回ります。地場野菜や総菜の販売もあり、まさしく地域密着！我々のブースに

は年配のご婦人が巾着袋を手に「これはどこの国のもの？」という問いかけ。かわいい小学生の女の子二人

はアクセサリーをお買い上げです。あれよあれよという間に、開催時間の 2 時間はすぎ、閉店へ。 

合間に参加団体の紹介の中で、UN Women の活動説明ができたことは意義あることでした。コロナ禍で出

店活動もままならない昨今、久々の対面販売はとてもありがたく、言葉を交わす喜びを久々に感じたひとと

きでした。このような交流の場が増えていくことを願っています。    （ショップ部会 石井澄子） 
 
 
                                   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 紹 員 会 
新 

ネパールの立春               春日山紀子 

新年おめでとうございます。とはいっても「ヴィクラム歴」という太陰太陽暦

を公暦として用いているネパールの新年は４月半ばに当たっており、年明け感を

感じることなく１月を迎えています。 

日本とは暦が全く異なるネパールですが、季節の移り変わりは似ています。今

はネパールも一年で一番寒い冬真っ最中。私が住むカトマンズでも、日中は18度

ぐらいまで上がるものの、朝晩は霜が降りる日もあり冷え込む日々です。しかし

ネパールでの立春に当たる「バサンタパンチャミ」という日が今年は1月26日に

あたっているため、春ももうすぐ。季節の伝統的行事は太陰暦に従い決まるため

毎年日付が少しづつ変わるのですが、例年不思議とこの日を境に少しづつ寒さが

和らぎ、春のおとずれを実感できる日でもあります。 

同日には、学問や芸術の神様である「サラスワテ 

ィ女神」をお参りする慣習もあります。サラスワテ 

ィは、日本でも弁天様として知られる神様です。 

この日、サラスワティを祀る寺院には、学業成就や学力向上を祈願しに未明か 

らたくさんの親子がお参りに訪れます。幼児に初めて鉛筆を持たせ文字の練習を 

始めるにも適していると言われ、この日をきっかけに子供に文字を教え始める親御さんも。 

子供だけでなく大人も、新しい習い事をしたり、何か新しいことを始めるのに適していると言われ、春の訪

れにふさわしく、毎年前向きな気分になれる日でもあるのです。 

 

ポダナート寺院（上） と 

サラスワティ寺院（下） 

一年で一番賑わう立春の日 
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コロナ下での販売に苦労していたところ、追い打ちをかけるように2022

年4月からフォーラムの改装工事のため1年間のショップ閉店を余儀なく

されました。店頭販売ができないし、ネットでのカタログ販売も売り上げが

頭うち。ショップ開店以来最大のピンチとなり途方に暮れました。 

そんな中、WE21ジャパンかながわさんの店舗の一角に当ショップの

品物を少し置いていただけることになりました。期間は、六角橋店が６月

から12月末まで、加えて大口店が6月から9月までです。六角橋店の店

長さんが戸塚店にも声をかけてくださり、そちらでも委託販売をお願いし

ています。神奈川区のタウンニュースにも載せていただきました。本当にありがたくご厚意に感謝しています。また会員の個

人的なつながりを頼りに、友の会の会合に合わせて商品を持参し販売することができました。長年活動を続ける中で、同じ

ような目的をもった団体とのつながりが生きていると実感しています。さらにWE21ショップさんから新たにお話しをいただき、

11月20日に「みんなDEまつり」に共同出店しました。 

しかし良いニュースばかりではありません。コロナが世界中に及ぼした影響は計り知れず、仕入れ先も今まで

どおりとはいかなくなりました。物品の輸送費に加え、現地価格の高騰は避けられず、仕入れのハードルは上が

るばかりです。会員の努力にも限界があり、ショップ運営にも転換期がきているようです。今後どのように持続

していくのか、知恵を絞っていかなくてはなりません。          （ショップ部会長 西村洋子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より 

入会  鄭 相恩(ｼﾞｮﾝ ｻﾝｳﾝ)） 

寄付  後藤久美子 新澤俶子  

森川建夫 加藤澄子 

今村弘子  村松弘恵  

竹内滋 竹内美千代 

花木陽子  

匿名希望1名（敬称略） 

ウ ィ メ ン シ ョ ッ プ 

 

２０２３年度総会 
国連ウィメン日本協会よこはま 

 
日時 ： ２０２３年２月５日（日）１１時～１２時 

会場 ： セミナールーム３（フォーラム横浜） 

議題 ： ２０２２年度事業報告・決算、２０２３年度事業計画・予算 

※ショップのグッズを販売予定 

※Zoom参加も可能になる予定です 

 

◇ 国連ウィメン日本協会ニュース ◇ 

●皆様から寄せられた「ウクライナ支援」についてUN Womenからの７月までの５か月分の支援報告をいたしま
した。 

●2022年８月から「＃ともに社会を変えよう」キャンペーンを立ち上げました。UN Womenの活動や成果を共有

し、皆様とともに、ジェンダー平等と女性・少女のエンパワーメントの実現に向けて、社会の意識を変えてい

くことを目的としています。メールアドレスを登録して情報を共有し、都度、毎月のご支援で、困難な状況に 

いる女性や少女たちが未来に希望が持てる社会を目指します。 

●2022年８月から「女性に対する暴力をなくしたい」という毎月募金の呼びかけをREADYFOR 

（レディーフォー）にて行っています。UN Womenが女性に対する暴力撤廃のプログラムを 

展開していくには、地道な活動と安定した財政基盤が必要なため、先ずは目標50名の毎月 

の募金を呼びかけています。 

●11 月 25 日から 12 月 10 日までの国連「女性に対する暴力撤廃週間」に寄せて、2022 年 

11 月 25 日から 12 月 27 日までの期間で、READYFOR にて都度寄付のクラウドファンディングを行いました。主に

世界各国の現地の女性団体や NGO の活動に対し助成金を提供するなどの方法で支援を行っている「国連女性に対

する暴力撤廃信託基金」(UN Trust Fund)へ送金され必要なプログラムに役立てられます。 
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