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熱心に説明される目黒依子さん 

 

参加者からも活発な質問や意見が出ました 

 

 

 
みやぎジョネットの草野さん（左から３人目）も 

駆けつけてくださいました 

 

 

セミナー２０１４ 

“UN Women(国連ウィメン)と日本の課題”  

9/26(金) アートフォーラムあざみ野にて 

 

前国連婦人の地位委員会（CSW）の日本代表であり、現在国連ウィメン日本協会の理事で

ある目黒依子さんを講師に迎え、UN Women(国連ウィメン)と日本の課題について会員を中

心に約 30名が出席しました。 

2015 年が期限であるミレニアム開発目標（MDGｓ）については、改善された目標がある

反面、男女・収入・地域の格差が存在し、5 歳未満児や妊産婦の死亡率の低減に遅れがあ

ることなど、まだ積み残された課題があること。その経験と教訓をふまえ、議論がなされ

て 2016年に「ポスト2015年開発アジェンダ」が出さ

れる予定であることを解り易く説明されました。 

 

UN Womenの重点課題の中で日本の取り組みが特に遅れているのは、ジェンダーに配慮し

た予算（ジェンダー予算）をたてる事。財政や統計がわかる分析力のある専門家が必要で、

国の政策に対して意見が言える立場にいることが重要である。生き方に選択肢があるか、

統計の取り方は正しいか、市民が自分たちの意見を入れられるかがポイントです。 

 

次に遅れている課題は、安保理

決議 1325号「女性・平和・安全保

障」の国別行動計画策定です。現

在日本政府は市民社会と一緒に案

を構成し作成中です。私たちも男女共同参画センターを通して、意見

を入れられるそうです。 

UN Womenは方針決定と事業実施の二面を持った統合機関です。国連

ウィメン日本協会は承認協定によって、UN Womenの活動を国内に広報

し、その活動のための資金集めをする役割があり、定められた方法に

従い国内で活動します。わたしたち協力団体には協力協定団体規約を

守ることが求められます。 

講演後参加者との Q＆Ａをもちました。日本は家族制度や社会制度が

変わったにも関わらず、家族を持たない人に対する政策が遅れていて、

それが高齢化や女性の格差、年金などの問題を生み出しています。また、

女性がなぜ社会に出て力を発揮できないかという根底にはケアワーク、

つまり子育てや家族の世話、介護などの無償労働が横たわっています。

男性も経験するようになった老親介護や育児や家事を、分担するという

社会のリフォームが必要であると話されたことに共感しました。 

足元を見つめることが問われているとの司会者の言葉でセミナーが締

めくくられ、改めて課題について考えた有意義なセミナーでした。       

（総務部会 竹内美千代） 
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●国連ウィメン日本協会よこはま  チャリティコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

その日、あいにくの雨でしたが、かなっくホールは、躍動感溢れるバンドネオンと情熱的な 

ギターの音色がホールいっぱいに響きわたり、タンゴファンを魅了し、熱気に包まれました。 

 

１７回目となるチャリティコンサートは、これまでのクラシック音楽をポピュラ

ー音楽に変えて、バンドネオンとギターのタンゴ・デュオとなりました。出演の小

川さんはバンドネオンを、独学とアルゼンチンタンゴの本場ブエノスアイレスで学

ばれ、日本でも屈指のバンドネオン奏者であり、国内外でも数少ない女性奏者です。

パートナーの智詠さんは、アルゼンチンタンゴを中心に活躍され、個性的な楽曲づ

くりも目指すギタリストです。 

前半では、バンドネオンソロでは、「アルフォンシーナと海」、おなじみの「コン

ドルは飛んでいく」は軽快なリズムで、「主の望みの喜びよ」は、パイプオルガンの

響きを思わせ、「想いの届く日」など躍動感溢れるバンドネオンの音色に魅了されま

した。智詠さんのギターソロでは、スペインなどの思い出をもとに自ら作曲された

「不思議な風」「月下の門」の他「テーブル」「インスピレーション」をボーカルも

入れて、情熱的に演奏されました。 

後半はタンゴ・デュオのオンパレードで、「エルチョクロ」「首の差で」「下町のロマン

ス」など、甘く切ない想いを見事に表現され、「軍靴の響き」では力強く、「奥様お手を

どうぞ」はシャンソンの世界を思わせる情感溢れる演奏でした。最後は「リベルタンゴ」

で最高潮に盛り上がり、お二人の醸し出す情熱的タンゴの音の饗宴に圧倒され、客席か

ら大きな拍手と「ブラボー」の声援が飛び交い、タンゴファンを喜ばせました。 

 ロビーで開いた「チャリティショップ」も賑わい、団体紹介のパネル展示もあり、ス

タッフの皆様の連携プレーが際立っていました。 

                             （事業部会 牧野迪代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆タンゴ・デュオ コンサート☆☆ 

～バンドネオンとギターで奏でるタンゴの名曲～ 

出演：小川紀美代(バンドネオン) 智詠(ギター) 

平成 26年11月26日(水) 於：かなっくホール 
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      各国国内委員会が国際文化会館の庭に全員集合 

 
レセプションに参加した国連ウィメン日本協会

よこはま会員 

 

 

 

 

 

           世界 11ヵ国から国内委員会が集まり熱心に討論 
～東京 NC(国内委員会)グローバルミーティング～  

 

10 月 27 日―29 日まで六本木の国際文化会館で東京 NC(国内委員会)グローバルミーティングが開催されました。

国内委員会は世界 15 ヵ国にありますが、そのうちの 11 ヵ国と UN Women 本部が参加しました。日本が初めて主催

する全体会議なので実行委員会が立ち上げられ、周到に準備が進められました。私が所属する国際チームは会議の

プログラム作り、参加者とのやりとり、UN Women

側との調整、当日の議事進行、記録などを受け持

ちました。 

初日は上川陽子国連ウィメン「開発と女性」議

員連盟会長代行（法務大臣）、赤澤亮正内閣府副

大臣からのメッセージで幕を開けました。つづい

て UN Women本部から現状報告や課題についての

報告がありました。政府からの拠出金の報告の中

では日本政府からの拠出金が格段に増えたこと、

安倍首相がイニシャティブをとった「女性が輝く

社会に向けた国際シンポジウム」が 9 月に行われ

たことにも触れられ、日本がとてもがんばってい

る印象を与えました。 

2 日目は各 NC の活動発表、ケーススタディーの発表がありました。それぞれ違った環境でどのようにして資金集

めをしているかを興味深く聞きました。UN Women の HeForShe(彼が彼女のためにできること)キャンペーンや、女

性に対する暴力撲滅キャンペーンなどをその国に合わせて展開していたり、本部が奨励する月例募金を実施してい

るところもあります。電話作戦や街角キャンペーンなどで大きな成果を上げているところもあり、文化の違いと年

齢差を感じました。 

最終日はこれまでの発表に基づいて、国内委員会に一番密接にかかわる問題を討議しようということになり、主

に NC が支援できるプロジェクトについて話し合いました。これには私たちも

支援しているカンボジア竹細工プロジェクトも含まれていました。このプロジ

ェクトは日本のほかシンガポールやイギリスも支援しています。安全都市プロ

グラムには沢山の NC が興味を示しました。一つの例として現在オーストラリ

ア NC がパプアニューギニアで展開している女性専用バスプロジェクトなどが

語られました。ここでは女性たちがバスに乗ろうとすると男性たちに押しのけ

られて乗れない、乗ればセクシャルハラスメントに会うなど大変な状況にある

そうです。自国から遠く離れた女性たちの苦境に各国 NC が心を寄せる様子に

感銘を受けました。最終日の午後は浅草などを巡るバスツアーが実施され、海

外からの参加者が日本らしさを楽しまれました。 

最後に参加者の多くが議事がきちんとすすめられたこと、日本のホスピタリティーが素晴らしかったことなどに

感謝の意を表してくれました。今回の会議では日本らしさが出て日本協会の存在感を示せる良い機会になったと思

います。                           (国連ウィメン日本協会理事 本田敏江) 

 

 

グローバルミィーティングのレセプションに参加して    

                                      

グローバルミーティング二日目の 28日夜、国際文化会館ホールにて国連ウィメン日本協会主催のレセプショ

ンが開催されました。会場には、アイスランド、アメリカ、オーストラリア、オーストリア、カナダ、シンガ

ポール、ドイツ、フィンランド、イギリス、スイスなど各国の理事、UN Women本部、アジア太平洋地域事務所

の方々、内閣府や外務省、国内の協力協定団体の関係者らが顔を揃えました。 

各国理事たちは、前日からの長く詰めた会議にも関わらず、参加者との交流に気を配っておられ、タフで柔

軟な印象でした。「あなたは何処の committee? Yokohama? 私は鎌倉ならば行ったことがあるわ。近いのかし

ら」 「買い物することが寄付になるなんて、素敵なことだと思わない? 」「今、手元に現金がないから、一

旦部屋に戻ってお金をとってくるよ!」 等々‥‥。 

そのほか大勢の方が歓談のかたわら、会場の片隅に設けたカンボジアの竹細工等の展示販売のテーブルに寄

ってくださり、熱心に品々について質問しては買って下さいました。気さくに交流・貢献する姿勢の大切さを

肌で感じた数時間でした。                      (事業部会/広報部会 増岡啓子) 
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●磯子国際交流フェスタ  10/11（土） 

 12 回目の今回はさまざまな事情で規模を縮小し、 

区役所ロビーで実施されました。活動紹介のパネルには 

立ち止まる人が多く、間を縫ってネパールや韓国の 

民族衣装の人が歩き、雰囲気を盛り上げました。 

少しずつ国際交流の輪が広がっています。   

 (広報部会 衞藤栄津子) 

 

 

 

●フォーラムまつり  10/11（土） 

今年の私たちのブースは、献品のバザーと 

暖かいケニアティー 手作りのマドレーヌでした。 

バザーは、開催時刻前から多くの方が来られ、 

慌ただしく始まりました。青空市場のあたりは、子供たち 

の声が賑やかで親子連れも多くみられました。 

又、フォーラム内のショップも、とても賑わい 

野菜や加工食品も完売しました。笑顔あふれる 

フォーラムまつりでした。 

        （総務部会 佐々木武子） 

 
 
 
 

●よこはま国際フェスタ  

10/18(土).19（日）  
 

今年は小学生から大学生までの若者の参加が 

目立ち活気がありました。ＹＮＮ本部企画 

（You tube）の取材や、学生さんからの取材を 

受け、UN Womenのこと、私たちの活動などの説明を 

しました。フェスタでは様々な国の 

ブースがあり、様々の年代の人々が 

集う、多文化共生の有意義な２日間 

でした。 (ショップ部会 加藤澄子）                                     
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●フォーラム南太田まつり 10/19（日） 

私たちの団体は 3階の階段上にお店を出して 

いるので、あまり人通りがありませんが、「昨年 

買って良かったから、また来ました」というお客 

さまも何人かいらしてとてもうれしく思いました。 

来年も、また私たちの団体のお店を楽しみにして 

来てくださいますように。（総務部会 有吉雅子） 

 

 

 

 

 

 

●アートフォーラムフェスティバル  

10/26（日）  
  アートフォーラムあざみ野の今年のテーマは、 

「キュートな笑顔」。様々な世代の笑顔が溢れる会場。 

私たちは途上国の女性たちの手作りの品を中心に、 

活動を広報しながら販売しました。コインケース 

やヘアゴムは子どもたちに大人気。 

区制 20周年の青葉区のマス

コット「なしかちゃん」も会場

に花を添えていました。     

(ショップ部会 大森晴子） 

 

 

 

 

 

 

●青葉区民交流センターまつり  

11/23(祝・日)   
屋外ステージでは、民謡、ギターと歌、太極拳、ダンス、 

インドネシア留学生の竹楽器演奏、オカリナ、和太鼓など 

様々な演目が披露され賑わいました。私たちは駐車場にシ 

ートを敷いての青空フリーマーケット。外国人のお客さんや

子どもも多く、値段の駆け引きや会話を楽しみながら販売し

ました。            （広報部会 樽谷文代） 
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以前ご挨拶としてニューズレターに

寄稿した時は留学の真っ最中でしたが、

現在は 1年間のロンドンでの大学院生

活を終え、来春までの限られた時間を

のんびりと過ごしております。 

ロンドンには今まで 3度訪れました。

1度目は約 10年前に観光として、2度

目は 3年前に交換留学として、そして

今回の大学院留学が3度目の機会とな

りました。それなりの頻度で渡英して

おりますと、街の様相が変わる様が手

に取るように見えて非常に面白かった

です。あくまで個人観ですが、10年前

と比べて中東圏の方の比率が増えまし

た。セルフリッジやハロッズなどの有

名なデパートのオーナーもその地域の

方に替わり、富裕層の割合が非常に増

えました。 

一方で、交換留学と大学院を同じ学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び舎で暮らした身として構内で比べる

び舎で暮らした身として構内で比べる

と、中国からの留学生がパタリといな

くなりました。ロンドンが「世界一物

価の高い都市」とガーディアン紙でも

報道された程ですから、外貨の関係を

考えて近隣都市の方に移動したのかも

しれません。こうして考えると、ロン

ドンは「外国人」だけでなくイギリス

の地方出身者にとっても非常に敷居が

高く、ゆえに人種の移り変わりがその

まま世界情勢に反映されているように

思えます。 

また、ロンドンは女性の活躍がパワ

フルです。平等ではありませんが、公

平であると感じます。EU優遇などの不

平等はありますが、学び舎で実績を修

め、人とのネットワークを広げ、会社

に貢献できる人材であると判断された

女性は会社の重要な位置に就かれてい

ます。勿論その教養を得る為に大きな

背景が必要である事は明白ですが、女

性達がそのポジションを目指して学び

舎で切磋琢磨する様は、近年の日本の

大学では見られないものと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先程言ったようにロンドンは平等で

はありません。低所得者も沢山街中で

見かけます。物価が高騰している分、

貧富の格差が日本以上に顕著になって

いるのです。その代わり、NGO の活躍

が活発です。一口に「女性」と言って

も、人種差別是正の地点から始まる

NGO が多様にあります。文明・教養・

福祉などが十分に発達したこの街では、

誰かが自発的にモーションを起こさな

いと目に留まらないのが現状です。第

三世界など根源的な所から育てて行く

地域とはまた少し違いますが、マイノ

リティが大都市で声を挙げる事。これ

は想像以上に苦しく、助けを必要とす

るものであると私は思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリス留学を終えて 

     事業部会 増岡知華子 

 

  ━ 被災地その後 ━ 

ゆめハウスーゆめ乗せて羽ばたけ 

            事業部会 青沼智子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

「自分に何ができるだろうか」と出かけた女川で、想像を 

はるかに越えた「何もない」風景に驚愕してから3年経った。 

自ら被災したにもかかわらず人々を元気づけようと活動して 

いる八木純子氏に出会い、仮設住宅で布草履を作りながら、 

元気が蘇ってきたおばあちゃん達に出会い、「また会いたい」 

の一心で通い続けた女川。高白浜でただ一つ津波に流されず 

                残った物置小屋(八木氏の 

                実家)が各方面の援助で、 

                新たな活動の場所 ｢ゆめ 

                ハウス」として誕生した 

                (2014年5月)  

                 支援を受けていた人々が 

    ランチのひととき      自分たちで生産活動をし、 

生きがいを見つけて、人々に喜んでもらうことをコンセプトに、

一つのコミュニティースペースとして意義を持っている。女性

中心に活動を続けてきたこのグループに起きた大きな変化は、

船を流され漁業に従事できなくなったお年寄りの男性陣が農業

に初挑戦して活動に参加していることである。ゆめハウスでは

近海で取れる魚介類、そしておじいちゃん達が育てた野菜を沢

山使って、おばあちゃん達がランチを提供している。財政面で

の運営は困難であることは言うまでもない。でもそこに集う

人々の表情は明るい。 

今女川は、東北各地の被災地と同様(決して順調ではないが) 

復興に向けて、いろいろな事業が展開されている。土地の嵩上

げ、高台での復興住宅の建設等々。 

毎日ゆめハウスにランチを食べ 

に来てくれる作業員の人々にむけ 

るおばぁちゃん達の「いらっしゃ 

いませー」が今日も明るく響く光 

景を想像してみて下さい。 

あなたも微笑んでいませんか。 

 

 

     ゆめハウス 

 

 

 

 

 

 

   クラスメイトと一緒に 
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◆◆ できるところから ◆◆     清水澄代 

私と国連ウィメン日本協会よこはまとの出会いは、一昨年、ある講演会に参加した折

に、思いがけず広報部長（当時）の本田敏江さんに再会したことでした。本田さんと私

は、かれこれ 20年ほど前になりますが、国連大学の職員として共に働いた同僚です。こ

んな形で再会が備えられたことは大きな驚きであり喜びでした。 

 私は、自宅が事務局の置かれている男女共同参画センター横浜（通称フォーラム）に

近いため、ショップは時々利用させていただいておりました。ユニフェム（当時）とい

う名称の国連組織の存在を知ったのも、ショップを訪問してのことでした。関心はあっ

たものの活動に参加しようという意欲も時間も、その頃はありませんでした。 

 本田さんのお誘いにより、昨年より会員になりましたが、未だ活動にはあまり参加で

きない状態です。2014 年のノーベル平和賞が、「女性に教育を受ける権利を」と訴えた

17歳のパキスタン人マララさんに授与されましたが、発展途上国におけるジェンダーの

問題の解決には、まだまだ長い時間がかかることでしょう。UN Women の目指す平等な社会実現に向け、これから、

私も何らかのお役に立つことができればと思っています。 

会員としての私のスタートは、昨年 10月 11 日に開催された「フォーラムまつり」のバザーのお手伝いでした。

まずは、できるところから始めて行きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

◆◆ ボランティア人生 ◆◆    齋藤千秋 

YES’89 横浜博覧会の頃から市の語学ボランティアとして動き出しまし

た。フランスの姉妹都市リヨンのクラシックカー展示には準備段階の横浜

港到着より 12月に帰国するまで自動車博物館関係者に同行。人形の家には

ドイツ・リューベック・マリオネット劇団来浜、英語・フランス語を駆使

して仕事以外に観光・我が家にご招待などの文化交流にも尽くしました。

同時に、横浜市民による初の日仏文化交流サークルを創立、会としてフラ

ンス語版横浜観光案内を作成など、礎造りに努力。サークル運営は難しい

事と学びました。その後、人形の家友の会の会員として、「青い目の人形」

の日米文化交流やバンクーバー使節団の兼高かおる初代館長に随行。更に、

絶滅の危機に瀕していたニューカレドニアの国鳥カグーを野毛山動物園が繁殖に成功、フランス人獣医一行の円卓

会議や地方の動物園視察等、天国に一番近い島に行く好機にも恵まれました。中区在住でしたし、日本社会が世界

との文化交流に活発に動き出し、通訳・ガイド兼お世話係が重宝された時代でした。しかし、青葉区に引越してか

らはたまに声が掛かる程度。  第１回アフリカ会議までお手伝い。他方、国際飢餓対策機構の里親になり、夫亡き

後もチリの子供を３代、活動が終了するまで支援。日本語指導の経験を生かし、日本語教室に参加、そこで樽谷会

長との御縁を得て国連ウィメンの組織を知りました。微力ながら色々な機会を与えられ自分らしさを発揮してのボ

ランティア活動に従事してきた半生、自己紹介とさせていただきます。 

 
 
ショップ当番冥利  

 
UNウィメンの活動に参加するようになって三年目になり、 

ショップ当番の仕事にもだいぶ慣れてきました。当番をするようになってから、ファッションへの興味が

増したようで、新しい品物が入るとついつい欲しくなって買ってしまう今日この頃です。お客様も同じよ

うで、新しい品物が入るとショップに寄ってくださる方が増え、楽しそうに見てくださっています。やは

り、魅力的な品物をたくさん仕入れることが大切なのだなあと、つくづく感じます。ここに来る時は必ず

寄ってくださるお客様もいて、「ここで買った物は、いつも友だちに素敵ねって誉められるのよねぇ」と嬉

しい声を頂いたりすると、ショップ当番冥利に尽きるというか、ああ、やっていて良かったとしみじみ思

います。こういったお客様のお陰でショップが成り立っているんだと強く感じ、お客様とのふれあいを大

切にしていきながら、楽しくショップ当番を続けていけたらと思っています。（ショップ部会 市川繁子）

 

ショップ便り 

会 員 の ぺ ー ジ  
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●事務局より 

◇ご寄付を有難うございました 

   高橋克子 鈴木陽子（敬称略） 

日本ケニア交友会  

高垣絵里  
 

※ショップ商品仕入れ先の日本ケニア交友会 

よりケニアティー、パキスタンの商品を送 

ってくださる高垣絵里さんよりパキスタン 

のペーパーミラクルビーズをご寄付いただ 

きました。 

国国連連ウウィィメメンン日日本本協協会会ニニュューースス        

お願い！古本、CD を女性支援に役立てて！  

国連ウィメン日本協会では、「BOOKOFF 宅本便」に参入しました。これは、私たちの身の回りにある使わなくな

ったものを通じて、支援活動にご協力いただく仕組みです。家に眠っている不要になった本、漫画本、ゲームソフト、

CD、DVD などが対象です。それらをダンボールに詰めて送るだけ！ その査定額＋10%が UN Women への寄付 

となります。詳しくは、国連ウィメン日本協会のサイトで、ご覧ください。 http://www.unwomen-nc.jp/3538  

また、あわせて書き損じはがきや使わない年賀状のご寄附をお願いいたします。こちらは、直接、UN Women 日本協会事務局

（よこはま事務局と同じ住所です）にご郵送ください。 
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■◇■ イラン映画：「オフサイド・ガールズ」とトーク ■◇■ 

トーク：山崎和美さん（横浜市立大学准教授）          

※恒例のバザーと交流会があります。 

 １３：００～１６：３０ 

フォーラム南太田(男女共同参画センター横浜南)  
                参加費：５００円（当日） 定員 100 名 

■申込・問合せ 

電話、Fax、E メール で事務局（男女共同参画センター横浜内） 

Tel／Fax ０４５－８６９－６７８７ 

Ｅメール    unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp  

 

UN Women よこはま 2015 年度総会 

日時 2015 年２月 15 日(日) 11：00～12：00 時 

会場 男女共同参画センター横浜 セミナールーム(3)  

議題 2014 年度事業報告・決算  

     2015 年度事業計画・予算 チャリティバザー・昼食会      
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国際女性デー ２０１５ 
～つながる輪・ひろがる和～ 
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