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□■□ 2021 年度 総会 □■□  

ー 書面議決総会について －  

2021 年新年早々、コロナ禍２度目の緊急事態宣言が発令されました。しかも期

間は総会予定日２月６日の翌日 7 日迄（その後宣言は延長・再延長で３月 21 日

迄続いた）とのこと。急遽今迄のような対面式ではなく、「書面議決総会」に切

り替えることが理事会で決定。決定から１週間、総会資料の印刷を含め、総務部

会と事務局で急いでその準備に取り掛かりました。お知らせ文案を変更し、同封

用の葉書（既に切手を貼った状態だった）は、無駄にしないよう出欠書の上から

表決書を貼りつけ、２月６日の締め切り日を待ちました。会員皆様の御協力もあ

り、過半数の表決書を集めて総会は成立し、議案の事業報告と計画、収支決算と

予算の案、全てに賛成を得ました。会員の皆様へ出した書面議決総会結果のお知らせの通りです。昨年は、計画していた

事業も出店も出来ず、ウィメンショップも９月から一日３時間、ウィークデーのみの開店。会員は活動したくてもステイ

ホームを強いられ、何事も初めての経験ばかりで手探り状態の１年でした。例年のような親睦会もない総会ではありまし

たが、表決書のご意見欄には、日頃の活動に対する感謝の言葉を多く頂戴しました。増岡会長体制の役員任期は残り１年

、今年度も不確定な中での活動開始で、５月現在まだ見通しが立ちません。対面での交流や活動が一日も早く再開可能に

なり、当たり前の生活に戻れる日を心待ちにしています。 （総務部会 竹内美千代）         
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 カタログ販売  はじめました！  
 

      

 

 

 

COVID-19 の感染症は 2 年以上経っても終息に至らず、ワクチン接種については国民に行き渡るのはまだ先の話しに

なりそうです。閉店したままのウィメンショップにあっても、なんとか商品を販売できないだろうかと知恵を絞りま

した。その結果ショップにある商品のカタログを作りネットで販売することにしました。5 月の連休明けに、手作り

の商品カタログを会員の方にメールでお知らせしたところ、反響は上々です。商品の仕入れがままならず手持ちの在

庫商品を出していますが、数に限りがあります。是非この機会に皆様の友人・知人にお知らせ下さい。 

（ショップ部会 西村洋子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ・お申込みは 国連ウィメン日本協会よこはま事務局へ 

TEL/FAX 045-869-6787 (火・木 10:00-17:00) 

Email  unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp 

 
下記の QR コードからカタログをご覧いただけます。                                                

            

カタログ１   カタログ 2 
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（UN Womenプレスリリースより抜粋） 
 

世界保健機構（WHO)が COVID-19(新型コロナウイ

ルス感染症)パンデミックを宣言してから 1 年がたち、

世界の感染者は 13,100 万人を超えました。パンデミッ

ク以前からはびこっていた不平等は、「ニューノーマル」

と表現される現在に持ち越されています。阻止しなけれ

ば、さらに広がっていくことでしょう。 

最近出版された UN Women レポートによると、

2021 年までに 43,500 万人の女性・少女が US$1.90 以

下で生きる最貧層に追いやられてしまいます。パンデミ

ック下で貧困に陥るリスクは女性の方が男性よりずっ

と高いのです。なぜなら女性は低賃金で働き、経済的シ

ョックをまともに受ける非正規で働く人が多いからで

す。また女性は男性より失業しやすく、貧困に陥った女

性たちは COVID-19 により感染しやすく、死亡率も高

いのです。 

COVID-19 との戦いで、女性は医療従事者、介護者、

リーダー、イノベーターとしてその最前線にいます。世

界的に見て、医療従事者や救急隊の 70%は女性です。

それなのに男性と同等の賃金が払われていません。 

世界が COVID-19 から立ち直って「良い社会の復興

（Build Back Better）」を遂げようとしている背景はこ

のようなものです。世界保健デー  (4月 7日)を迎えて、

COVID-19の最前線で働く女性達が、より公正・健全・

平等な世界の構築に向けてどのように戦っているかを

見てみましょう。 

【言葉の壁を破る】 

オトミ族の先住民語を翻訳しているジュアナ・ファカ

ンドさんは、メキ

シコで展開してい

る「UN Women

女性・少女のため

の安全都市・公共

スペースプログラ

ム」で翻訳を担当

しています。 

COVID-19関連

情報を拡散する上で、言葉の壁を取り除き、先住民女性

に対する暴力を防ごうとしているのです。同プログラム

は COVID-19 予防とジェンダーに基づく暴力の情報を

5つの先住民言語に翻訳してラジオで拡散し、ハリスコ

州の 57,000人の先住民に届けています。 

【女性リーダー、不平等と闘う】 

ラクシミ・バディ

さん、40歳（中央

でピンクのショー

ルをまとっている

女性）は、2017年

以来ネパール極西

部のディパヤルシ

ルガディ市の司法

委員会や地区委員

会のメンバーを努めています。彼女の先生、友人、隣人

は、彼女のそばに来るのを極力避けてきました。なぜな

ら彼女が「低いカースト」で「不可触賤民」とみなされ

ているダリットコミュニティーの出身だからです。 

COVID-19ロックダウンの間、ダリットコミュニティ

ーに対する差別が加速しました。保護（隔離）センター

では帰国したダリットの移民が COVID-19 を広めるか

らと言って中に入れないように門に鍵をかけられてし

まいました。それを発見したバディーさんは、ハンマー

で鍵を壊し、誤報の拡散を防ぎました。これには 2020

年に受けたUN Womenのリーダーシッププログラムが

とても役に立ちました。 

【ジェンダーに根差す暴力被害者を支援】 

ナン・ザー・ニー・ミントさんは 37歳で、ミャンマ

ー出身、タイで 19 年間家事労働者として働いてきまし

た。「多くの家事労働者は、長時間労働で 1週 7日も働

いています。旅券や身分証明書を雇い主によって取り上

げられている人

もいます。中には

ロックダウンで

家に閉じ込めら

れている間にジ

ェンダーに基づ

く暴力の被害に

あった人もいま

す」とミントさん

は言っています。彼女は現在、ミャンマー出身の家事労

働者が自分たちの権利を理解し、それが侵害された時ど

んなサービスが受けられるかを知ることが出来るよう、

ボランティアでサポートしています。具体的にはピアサ

ポートカウンセリングの実施、サービスの紹介、通訳の

提供などを行っています。 

【グローバルパンデミック下で女性の保健に取り組む】 

アレファー・マテンバ・バンダさん、31 歳はマラウィ

の看護師で、全国健康ホットラインにかかってくる電話

に答えています。「近頃受ける電話のほとんどは、

COVID-19 発

生でクライエ

ントが直面す

る問題に関す

るものです」と

バンダさんは

言っています。

「妊産婦の多

くは、ウィルス

感染を防ぐリソースを持っていないので、非常に不安に

思っています。また、少女は保健医療施設にも避妊方法

の情報がほとんどないため、望まない妊娠をしないか心

配しています」バンダさんはUN Womenの研修を受け

て次のように述べています。「私は COVID-19 の症状、

検査を受けられる場所、予防法などをコンピューター化

されたシステムを使って提供しています」  

（翻訳 本田敏江 国連ウィメン日本協会 理事）  

公正で健全な世界の構築には女性・少女への投資が必要 

 

 

 

 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/safe-cities-and-safe-public-spaces-international-compendium-of-practices-2
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/safe-cities-and-safe-public-spaces-international-compendium-of-practices-2
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/safe-cities-and-safe-public-spaces-international-compendium-of-practices-2
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SDGs よこはま CITY サイドイベント 

～日本協会初のＺＯＯＭイベント開催～ 

国際女性デー（’21/3/7) のトークと映像を視聴して 

 

 

2021年２月 20日、みなとみらいにある JICA横浜内のセミナールームにて主催の YNNの ZOOMアカウントをお借

りし、SDGｓよこはま CITYサイドイベントとして、オンラインにてブース中継を行ないました。主催者も当会とし

ても初めてのオンライン開催で、準備の段階からいろいろと大変

でしたが、今後の活動をするにあたって、たくさんの得るものが

あったと思います。当日は、長机 1本をお借りし、背景に横断幕

や、ショップ商品、当会の資料などをきれいに飾り付けました。

このイベントは SDGｓの推進を目的としていました。国連ウィメ

ン日本協会よこはまがコミットしている SDGｓ目標「No.5ジェン

ダー平等を実現しよう」をターゲットにし、SDGｓ推進のための課

題や団体の方針などを掲示しました。ライブ中継は常時ではなく、

参加団体数に合わせてタイムテーブルが作成されました。当日は

3団体が JICA内でブース中継を致しました。当団体は 2番目でし

たが、1番目の団体の回線がうまくつながらず、15分遅れのスタートとなりました。10時 45分から 11時 15分ま

で PowerPointを使用して、国連ウィメン日本協会よこはまの事業紹介を致しました。13時 15分から 13時 45分

までと、16時から 17時まで PowerPointを使用しての活動紹介、ショップの役割と商品のご紹介、会員募集、日

本協会のイベントの PRなどを致しました。今回のイベントは、このコロナ禍でなかなか当会の活動ができない中、

新しいツールとして私たちの活動をより多くの方に知っていただけたのではないかと思います。今年度もまだまだ

活動が制限されておりますが、私たちができることをやっていければと思っております。（(総務部会 松田寿子) 

 

●世界の女性と少女は、今              田中由美子（国連ウィメン日本協会理事） 

○女性の現状・・・若い女性のリーダー（マララ、グレ

タさんら）が出てきているとはいえ、未だ家庭内労働に

縛られ、貧困の中にいる。アジアでは女性の政治家、管

理職が少ない、暴力被害も続いている。 

○UN Womenの活動・・・アジアの各地で若い人の活動を

推進することに力を注いでいる。UN Womenが事務局とな

り CSW（国連女性の地位委員会）を開催してジェンダー平等

の推進をはかる他、農業・エンジニアなどの技術支援、

医療従事者への経済支援、マスク作成支援、被災地への

物品支援、難民援助等を行っている。 

●ロヒンギャ難民キャンプ：難民女性支援の現場から    石川祥子（バングラデシュ事務所長） 

○ロヒンギャの現状・・・１５世紀頃からミャンマーに住み着いたロヒンギャ民族は、ミャンマーの軍事活動が発

端となって難民としてバングラディシュに流入。劣悪な環境で、女性・女児が虐待、暴力などの被害にあっている。 

 

○UN Womenの活動・・・ロヒンギャ難民キャンプに金銭的支援を行っている。「多目的女性センター」を作り、教

育、リーダー育成講座、座談会、技能トレーニング（ミシン、工芸等で終了者は 6000 人以上。）等を行っている。

女性の視点からキャンプ運営・治安ができるよう、女性警官も配置した。 

 

☆ UN Womenの活動に、私達の送る寄付金が一助となっていることを再認識、頑張ろうとの思いを新たにしました。                   

（広報部会 斎藤美栄子） 
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長い人生の中こんなに外出が出

来ず家で過ごす時間があったの

は初めて。春先から時々、夫と

近くの武相国境の小道をのんび

りブラブラ、ネモフィラや昼咲

き月見草などの群生を見つけ楽

しみながら散歩。途中、肥田牧

場で特製アイスクリームを食べ

るのも楽しみ。早くマスクの要

らない生活に戻りたい。（S）

思いっきり自由を楽しもうと「朝活」と「貯筋」に励

む。晴耕雨読ならぬ雨聴。朝の庭仕事は飽きることな

く良い汗を！雨天は BS３でのクラシック俱楽部で一人

コンサートを堪能。横浜市の高齢者パスをフル活用し

て行動範囲を広げながら筋力を蓄えている。（Y）

ステイホーム

コロナにも負けず!!

≪国連ウィメン日本協会ニュース≫

●2021 年 3 月 7 日（日）「国際女性デー」オンラインチャリティーイベントを初めての試みの Zoom

ウェビナーにて、開催いたしました。「難民キャンプから未来への希望を育む」 ～バングラデシ

ュのロヒンギャ難民女性支援の現場から～と題し、

1.「世界の女性と少女は、いま」田中由美子 （国連ウィメン日本協会理事）

2.「ロヒンギャ難民キャンプ：難民女性支援の現場から」石川祥子（UN Women バングラデシュ事

務所長）バングラデシュと中継を結びながら、協力協定団体の皆様のお力添えを賜り、多くの方

にご視聴いただき、ご寄付をいただきました。

その難民キャンプで 3 月 22 日大規模火災が起こり、4 月のメルマガ臨時号と 5 月のメルマガ 70

号にて緊急募金を呼びかけました。

●UN Women からの世界的な救済呼びかけに応じて、インドパンデミックの緊急募金を 5 月のメル

マガ臨時号にて呼びかけました。

●同 3 月 6 日(土）2021 年度通常総会が行われ、2020 年度の事業報告、決算、及び 2021 年度の事

業計画、予算が承認されました。

国連ウィメン日本協会よこはま 30 号
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◇入会しました。 林穂乃果

◇ご寄付をありがとうございました。

松山久美子 増岡啓子 市川繁子

衛藤栄津子 後藤久美子 新澤俶子

樽谷文代 古川英子 吉田光子 竹内滋

匿名希望 1 名 （敬称略)

限られた生活の中で、いかに心身を充実させ、

気分をアップさせようか？ 単調な生活の繰り

返しの中で小さな事にも喜びを感じる、１日１

回は外に出る。若葉を眺めて森林浴をし深呼吸

をする。時に体操教室に行き体の凝りをほぐ

す。料理の新メニューにトライする。人恋しく

なったら電話をして旧交を温める等々。(M)

ZOOM 会議を教えて頂き参加できた

ことは嬉しい体験。大量の本を読

む事が出来るので心弾んでいま

す。コロナ対策の免疫力をつける

為、甘酒、発酵玄米ご飯、豆乳作

り等、心も体も気忙しい日々。(K）

若い時は手芸・編物・裁縫はある程度経験。その未完成の

作品（？）が多々出て来て、ベスト、ミトンなどを完成さ

せた。肩凝りや目の疲れが出てきたら、海外の映画音楽 CD
をかける。思い出に浸ったり歌ったり英語の聞き取りをす

るが、これまた声が出ない、聞き取れない…と、わが身の

老化を思い知る。（T）

家族がそれぞれリモートで仕事、授業を受け

る生活にもだいぶ慣れてきました。今は変化

を楽しみながらポジティブに取り組んでいく

よう心がけています。ワクチン接種が待ち遠

しいです。（S）

mailto:unwomenyokohama@extra.ocn.ne.jp
http://www.unwomenyokohama.org/



