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挨拶する西村洋子会長 (左端) 

ショップに置かれた募金箱 

    

開店：午前10時30分～午後４時30分 

休日：祝日・フォーラムの休館日・年末年始 

 

ＵＮ Ｗomen ショップ  新装オープン！ 

5月 10日、UN Women日本国内委員会横浜地域委員会と名称を新たにしたことに伴い、 

ショップ名も「UN Women ショップ」として正式にオープンしました。場所はフォーラム 

横浜の玄関左にあった旧レストランをフリースペースとして改装した一画です。スペース

が広くなり、品選びがしやすくなりました。 

 オープン当日には、オープニング・セレモニー&ティーパーティを開催しました。UN Women 

日本国内委員会 有馬真喜子理事長、横浜市市民局男女共同参画推進課 宮口郁子課長、横

浜市女性協会 合田加奈子理事長のご挨拶があり、ショップオープンに対し、励ましのこと

ばをいただきました。UN Women日本国内委員会

理事会のために来浜された方々も多数ご参加に

なり、ショップの新装開店を喜んでくださいま

した。 

また、横浜市健康福祉局就労支援係長 大村直子氏や同受注担当の堀田和裕氏も参

加され、今後は地域活動支援センター「まどか工房」のクッキー(11種)やパウンド

ケーキ、紅茶もショップ店頭に並べられることになりました。新装なったショップ

では、広いスペースを使って、途上国の女性が作成した品物に重点を置いてレイア

ウトしています。インド、ネパール、パキスタン、インドネシア、マレーシア、ケ

ニア等の途上国の女性たちが丹精込めて制作した特色豊かなブラウスやスカーフ、

アクセサリー、バッグ等の服飾品を数多く揃えています。 

 これを機に新たにショップ部会を立ち上げ、拠出金を生み出すための収益を上げることを目的として当分は二人体制で当番

をしています。ショップ部会では、只今、部員や販売ボランティアを募集中です。

ぜひ会員の皆様のご参加をお願いします。   （広報部会  桑原正子） 

                     

～～～～～～ 東日本大震災特別募金へのお願い ～～～～～～ 

この度の東日本大震災の後、UN Women よこはまでも何かできないだろうかと、話し合いを持ちました。UN Women 日本国内

委員会は、本来 UN Women 以外への支援はできないのですが、今回は「会員から

募金を集め、被災会員へ寄付する」ことを条件に国連から特別許可をいただいて、

募金活動をしています。災害があると、ともすれば弱い立場に置かれる女性や女

児にしわ寄せがいきます。国内委員会は、現地の女性関連団体と連携をとり、ニ

ーズを把握し、支援をしていくということです。そこで国内委員会を支援する UN 

Womenよこはまとしては、集まった募金を、国内委員会経由で現地の女性関連団

体へ送っていただくことにしました。送付先として、現在「みやぎジョネット」

（http://miyagi-jonet.blogspot.com/）が候補に上がっているようです。恒例の

チャリティコンサートも、今年は復興支援コンサートとし、収益は全額募金にす

ることになっています。またショップの入り口にあるカウンター上に大きな募金

箱も用意しました。年内いっぱい募金は続けられますので、ぜひご協力ください。  

１なお直接国内委員会へ寄付される場合は、所得税控除の対象（参照：http://unwomen-nc.jp/contribute.html）になります。

ご送金の際は連絡先を国内委員会事務局までご一報ください。（Eメール：unwomennihon@adagio.ocn.ne.jp） 

・振込先：三菱東京UFJ銀行 戸塚支店 普通預金 口座番号１１１８９５５ 

・名義 特定非営利活動法人ユニフェム日本国内委員会 特別募金               (広報部会  西村洋子) 

 Yokohama Committee 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

よ こ は ま  

 

No.2  2011.9 

 

http://miyagi-jonet.blogspot.com/
http://unwomen-nc.jp/contribute.html
mailto:unwomennihon@adagio.ocn.ne.jp


                                 UN WOMEN YOKOHAMA NEWS 2 

 

このプログラムは、UN Women 日本国内委員会・ 

女性に対する暴力に「ノー」と言おうキャンペーン 

「エイボン・女性のエンパワメント基金」 

第 2 回 助成金事業として、実施。 
 

◆講師 橋本 明子さん 
CAP(子どもの暴力防止プログラム)のスペシャリスト資格。 

35 歳の時、単身カナダに行き、女性のための護身術のイン 

ストラクターとなる。現在、｢Wen-Do｣の講座を持ち、また性 

教育の講師としても活躍。リアライズ YOKOHAMA 代表。  

                                          
   

初回 6 月 29 日に明治学院大学国際学部との協働事業として、また 2 回目は 8 月 7 日、踊場地区センタ 

ーで、10 歳以上の女性を対象に講習が行われました。この護身術は、カナダで開発された自己防衛プロ 

グラムで、あらゆる暴力から身と心を守る方法を実践的に学ぶことを目的とします。 

◆◆今後の実施予定・・・・ ◆3 回目 フォーラムよこはま南（南太田）  ◆4 回目 カリタス中・高等学校 

❃「Wen-Do」講習会 in 踊場地区センター 
 

昨年、踊場地区セン

ターのピースカフェに、

ユニフェムよこはまが

参加し、地域の人たち

やスタッフと繫がりが

できました。そのご縁

で名称が「UN Women」

に変わったことや、役

割・目標・活動の紹介

もかねて「女性のための護身術」講習会を開きた

いと提案したところ、地区センターも趣旨を理解

し、会場提供と募集を担当してくれることになり

ました。 

前日までの涼しさはどこへやら、真夏日となった 8

月 7日午後、10代から 70代までの女性 21名が大会

議室に集まりました。この日は、町内の夏祭りと重

なったので心配していましたが、予想以上の参加者

でした。橋本講師の明るくフレンドリーなお話に皆

引き込まれて、自己紹介から笑い声のたえない和や

かな講習会となりました。こんな声を人前で出すの

は初めてという年配者から小学生まで、大声ととも

にキックミットを思い切り拳でなぐって、爽快感を

感じました。 

最後に講師の「Who is your boss?」の問いかけに

「I am!」と全員声を揃えて答え、終わりました。                         

11111111111111111111111  （総務部会 村松弘恵）             

❃❃二回の「Wen-Do」を通して 
 

今回、私は明治学院大学（以下明学）、踊場地区

センター（以下踊場）両方の「Wen-Do」講習会に

参加させていただきました。二回とも、本当に本

当に楽しかったです！

とは言っても初めて受

講した明学では、大声

を出す実践練習に最初

躊躇いがありました。

私以外の方々もそうだ

ったようで、中には「え、

今の（大声で叫ぶこと）

をやるんですか？」と最初におっしゃっている方

も。しかし、「Wen-Do」インストラクターの橋本

先生の見事なリードで明学、踊場共に参加者全員

が、笑顔で大声を出し、真剣かつ楽しそうに実践

をしていました。最後に皆で体育会系の部活のご

とく円陣を組み叫んで講習会が終わると、まさに

気分爽快。護身術の知識もしっかり頭と身体に残

っていました。 

   

実は今まで、男性から暴力を受けやすい人は『美

人』であるというイメージを持っていました。容姿

が良くない私は、だから今まで男性からの暴力を受

けなかったんだと信じ込んでいたのですが、橋本先

生は、あることを教えてくれました。「暴力をふるう

男性は、容姿の良さで選

んでいないんです。おと

なしそうで、言うこと聞

きそうで、チクらなそう

な女性を選んでいるんで

す。」この言葉を聞いて、

今まで運が良かっただけ

なんだと、急にぞっとし

ました。明学での「We

ｎ-Do」参加者は、様々

な要因により今回少なか

ったのですが、この事実を知った今、さらに多くの

女性に身を守る術を知って欲しいと、強く願ってい

ます。        (明治学院大学 深澤絵里) 

                                      

女性のための護身術          

「Wen-Do」  

講習会 
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今井さん（中央）とハザミさん（右端） 

 

 

 

       会員のページ        
 

 

人とつながることの大切さを実感して 

総務部会  有吉 雅子 
 

私がユニフェムを知ったのは、昨年 12月にあったロンドンアンサンブルのコンサートに誘っていただいたのがき

っかけでした。男女共同参画センターは何度も利用したことがあったのに、ショップの存在も知りませんでした。

その後、会の趣旨やショップ当番をすることで支援に繋がるという話を聞き、私にもで

きることがあるのではと思って会員になりました。 

昨年 3月に 28年間勤めていた仕事を辞め、時間的にも余裕ができて何かしたいと思っ

ていたところでした。また、ずっと同じ仕事をしていて世界が狭かったので、違う世界

に目を向けたりいろいろな人や考えに触れたりしたいという気持ちもありました。 

 それからユニフェムが UN Womenになり、ショップは事務室の一角から元レストラン

の広いスペースに変わりました。今までのことも分からないのに、変わったことが多く

て手探り状態の私は、他の会員の方と活動したり部会での話し合いに参加したりすると、

会員の方々の想いや行動力のすばらしさに感心してばかりです。 

 3・11 の震災でいろいろなことがあり、一人ひとりが暮らし方や生き方を考え直させ

られました。本当に大切なものは何か、日ごろ当たり前と思っていたことの貴重さ、た

くさんの人に支えられていたことに気付きました。そして、人との関わりや繋がりが大切であるということも実感

しました。 

 今の私にできることは小さなことでしかないけれど、それが大きな力に繋がっていくことを信じ、少しずつでき

ることから続けていきたいと思っています。 

 

 

マレーシア便り      

おおらかなマレーシア女性、ハザミ      今井 敬子
 

マレーシア科学アカデミーにハザミというマレー系（＝イスラム教徒）の女性がいた。この国では一つの組織が

たった一人の超有能な人と、のんびり過ごしているその他大勢で構成されることが多いが、ハザミも迫力あるスー

パーウーマンだった。確か課長程度のポストであったが、所長（男

性）からも「ミー」「ミー」と愛称で呼ばれ、頼られていた。 

そのハザミと話したことがある。彼女は日本の東大にあたるマラ

ヤ大学を受験したが受からなかった。調べたところ、国王の娘が落

ちたので自分と差し替えられたことがわかった。「それじゃあしょう

がない」と彼女は納得した。別の大学を受験したが、今度は母親が

勝手に専攻を変えてしまった。政治に進みたかったのに、IT に変え

られてしまったのだ。「でも政治に進んでいたら今頃ゴタゴタに巻き

込まれていたと思う」とこれも納得した。当時マレーシアでは時の

副首相がマハティール政権の転覆を図って失敗し、大騒ぎになって

いた。 

このように、どこかゆったりと自分の運命を受け容れるのは、南

国特有のおおらかな性格もあるが、自分を宇宙の中の一つと考える

イスラムの教えにもよるように思える。日本人はお盆やお彼岸には

お線香を上げ、お正月には初詣をするのだから宗教心が無い訳ではない。でもそれは罰あたりへの恐怖や自分やそ

の周辺の人々の幸せを願う神頼み的なところが大きく、自分の存在を全体の一つと考える謙虚さには繋がらない。 

日本人に「有力者と差し替えられても怒るな」と言っても無理だが、マレーシアで暮らすと「物事は自分の理屈

だけで動くものではない」と、もう少し考えても良いのに、と思ってしまう。 

 

 今井敬子さんは最近会員になってくださり、主にショップの仕入れをお手伝いいただいています。マレーシアのクアラン

プールにセカンドハウスをお持ちで、定期的にマレーシアにいらっしゃいます。マレーシアの女性はおしゃれな人が多く、洗

練された装飾品が安く買えるそうです。よく仕入れてきていただいているのは、アクセサリー、スカーフ、パシュミナ、紅茶、

ペーパーナフキンなどです。８月には紅茶を買ってきていただきましたが、これは英国の Fortnum&Masonと同じ葉を使って

いて、とてもお買い得だそうです。 
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国内委員会ニュース 
 

このたび日本国内委員会は、平成 23 年度外務大臣表彰の栄誉に浴しまし

た。外務大臣表彰は「諸外国との友好親善に寄与した功績」に対して、個

人と団体に授与されるもので、今回表彰されたのは，個人 68 名、30 団体

（うち国内での受賞者は個人 16 名、3 団体。海外では 52 名、27 団体）

日本国内委員会は「ジェンダー分野における国際協力の推進に貢献した」

として表彰され、7 月 28 日の外務省飯倉公館での表彰式には、中村道子

名誉会長と有馬真喜子理事長が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋・冬の UN Womenよこはま活動予定 

月  日       内   容     会  場 

9/27（火） Wen－Do 講習会―第３回 フォーラム横浜南（南太田） 

10/8(土) 磯子国際交流フェスティバル 磯子区役所 

10/16（日）  フォーラム南太田まつり 2011  フォーラム横浜南（南太田） 

10/21（金）  Wen－Do 講習会―第４回  カリタス中・高等学校 

10/22（土）、23（日）  よこはま国際フェスタ 2011  象の鼻 

10/23（日）  アートフォーラムあざみ野フェスティバル 2011  フォーラム横浜北（あざみ野） 

10/30（日）  フォーラムまつり 2011  フォーラム横浜（戸塚） 

11/20(日)  踊場地区ピースカフェ  踊場地区センター 

11/23（水）  青葉区民交流センターまつり  青葉区民交流センター 

11/26(土)、27(日)  あーすフェスタかながわ  あーすプラザ 

12/9(金)  チャリティコンサート  かなっくホール 

2012/3/11（日）  国際女性デー2012～つながる輪 ひろがる和～  フォーラム横浜南（南太田） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

UN Women よこはま  

東日本大震災復興支援コンサート  

～被災者に捧げる～ 
 

 

 

 

 

日 時   2011年 12月 9日（金）14：00 開演（13：30開場）  

会 場   かなっくホール 

（横浜市神奈川区民文化センター、JR 東神奈川駅、京急仲木戸駅 1 分） 

チケット  前売 3000円 当日 3500円  

申 込   FAX か E メールで、氏名、連絡先、枚数を明記して事務局へ 

     E メール unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp   FAX&℡ 045-869-6787  

◇ かなっくホール、UN Women ショップ（男女共同参画センター横浜内)でも購入できます。 

◇ 収益金は全額 UN Women 日本国内委員会特別募金に寄付し、被災地の女性と女児の支援に充てます。 

 

 

 

 

 

 

 

London Ensemble (ロンドン アンサンブル)  
リチャード・スタッグ率いる精鋭メンバーによるロンドンアンサンブルが、ヴァイオリン、チェロ、フルート、 

ピアノにヴィオラが加わり、再び来日します。   曲目：サラサーテ作曲 ツィゴイネルワイゼン 他 

事務局より 
 

＊インターン生を受け入れました。 

今年５月から、明治学院大学国際

学部国際学科 2年次の深澤絵里さん

が、インターンシップのプログラム

の一環として当団体の活動に参加

されています。ショップのお手伝い

に始まり、イベントのスタッフとし

て、あるいはそのチラシ作り等たく

さんの仕事をしてくださっていま

す。若い感性が入ると会も活性化し

ます。今後の協力に期待していま

す。 

＊ご寄付をありがとうございました。 

小川 節子   小川 知子 

佐伯 律子   宮坂 洋子 

竹内 美千代  河井 晴美  

（敬称略） 
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