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ユニフェム東京総会開催報告

2008年1月28日（月）１時からユニフェム東京総会が千駄ヶ谷の津田塾大学同窓会会議室にお
いて出席者38名、有効委任状89通、総会有効総数127名を以って開催された。規約第17条３項に
より五十嵐康子会長が総会議長に就き、書記2名、署名人2名を選出の後、総務より2007年度事業
報告及び会計・監事による2007年度決算報告並びに監査報告があり出席者全員の承認を得た。続
いて2008年度事業計画案と予算案が提示され出席者全員に諮られ、原案は異議なく承認された。
引き続き役員推薦委員会中村道子委員長から2008年～2009年度の役員候補者、役員推薦委員候
補者が紹介され、出席者全員の賛同を得て承認され、滞りなく総会議事は終了した。
総会記念講演はユニフェム日本国内委員会15周年記念スタディーツアー報告「ラオスとカン
ボジアの支援プロジェクトを訪ねて」と題し、団長を務められた国内委員会副理事長の佐々木順
子氏からお話とパワーポイントを使っての詳しい視察状況が報告された。
（ 2～3ｐ参照）

２００７年度事業報告

２００７年度決算報告

２００７．１．１～２００７．１２．３１

１．正会員349名 団体会員9団体 賛助会員11名
２．広報・啓発活動
＊「ユニフェム東京ＮＥＷＳ」21～23号
＊ホームページ・パワーポイントによる映像プレゼ
ンテーション、リーフレット・チラシの配布
＊３回シリーズ「お話の会」
「難民の心が求めるもの」
「私が見たフィリピン」
「ルワンダの今」
３．事業、他機関行事
＊年次総会 2007年1月25日（木）
総会記念講演 講師：有馬真喜子氏
ユニフェム日本国内委員会理事長
＊ユニフェム日本国内委員会総会、地域等委員会ネ
ットワーク会議への参加
＊国際婦人年連絡会総会、全体会に出席
＊第10回、11回チャリティーコンサート
2007.7.28 「瀧村依里バイオリンリサイタル」
2007.11.17「菊地恵子・砂織ハープコンサート」
４．ユニフェムグッズ
＊ユニフェム東京オリジナルグッズ及び開発途上国
の手工芸品などを以下の会場で販売した。

１．収入の部
会費収入
事業収入
寄付収入

２００７．１．１～２００７．１２．３１

８１７，０００
２,６０１,７１０
２, ６０８, ８４０

コンサート 1,625,500
グッズ
976,210
活動寄付 2 , 1 1 9 , 2 00
寄付
489,640

募金収入
27,７１６
利息
６，４９４
前期繰越金 ４,０４９,３４１
収入合計
１０,111,１０１
２．支出の部
事業費
管理費

２,１７９,６６９
１,０５０,０５１

事務所費
事務費
ユニフェム拠出金
１,２１４,２９９
特別事業引当金
４０１,１４０
次期繰越金
５,２６５,９４２
支出合計
１０,１１１,１０１

2007年総会、日本国内委員会地域等委員会ネット
ワーク会議、チャリティーコンサート、シリーズお
話の会、オールソフィアンの集い、国連N GO 国内婦
人委員会、清友会チャリティーコンサート、日本汎
太平洋東南アジア婦人協会バザー、実践桜会バザー、
普連土学園バザー、国際婦人年連絡会総会、
委託＝ユニフェム富山、横浜ユニフェムショップ

615,733
434,318

ユニフェム東京２００７年度
拠出金

１,２１４,２９９円
ユニフェム日本国内委員会の
２００７年度拠出金

６，３５６，７７６円
日本政府拠出金
７７，８６５，０００円
★暴力撤廃信託基金は ０円

５．募金活動
＊各種行事会場、協力団体行事会場に募金箱を置き
募金活動をした。
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ユニフェム日本の拠出金が生きる！
ラオス・カンボジアの支援プロジェクトを訪ねて
団長・佐々木 順子氏（ユニフェム日本国内委員会副理事長）

１月 28 日（月）
、2008 年度東京総会の終了後、昨年 10 月末、ユニフェム日本のメンバーによるスタディー
ツァーの様子が、団長の佐々木氏より報告された。現地の各事業の状況、スタッフと村民との交流をスクリー
ンで詳細に説明しながらの講演であった。

1 年前からの準備もさることながら、現地のユニフェム

た。年 1 回行われる見本市のフェスティバルにもツア

担当者との周到な交信も重ね、2 度の勉強会も行い、メ

ーの日程を合わせ参加できた。サンソン郡は 2005 年

ンバー全員の役割も定めた。一行 24 名はタイのバンコ

協会と事業計画を立案、パクテア村の絹生産のパイロ

クで合流、一路ラオスのビエンチャンに向かった。さっそ

ットプロジェクトを受け、2006 年ユニフェム日本から送

く支援事業現場へ。さらに北部の旧首都ルアンプラバン

られた 4 万ドルは、その立ち上げに役立った。協会の

を経て、4 日後には南下し国境を越え、カンボジアへ。

指導と支援により染色小屋やきれいな水を汲める井

アンコールワットのあるシェムリアップ、さらにプノンペン

戸、有線放送も設置された。農家１軒の収入は、１ヶ月

へと 7 泊 9 日で日本列島縦断に匹敵する 1000 キロを行

４０ドル(4,500 円）、村全体では 800 ドル(９万円)だ。

く強行スケジュールであった。

我々の支援金がいかに莫大であるかが分かる。
２ ラオス国際見本市センター(ITECC)のフェスティバル

１ ラオス・ハンディクラフト協会＝パクテア村の絹事業

に参加

この協会は、「女性の経済的支援の実験プロジェク

支援をするのに功績のあった人、立派な作品を制作

ト」として、ユニフェムと共同で行っている。農村の女

した人への受賞式で、パクテア村も受賞。会場のブー

性が農業の合間に蚕を育て、絹を作り、布を織って収

ス設営費を含めて、ユニフェムからの支援金の 4,000

入を得るというプロジェクトだ。現在、蚕を育てる農家

ドルが当てられた。場内では糸繰り、機織りの実演も

は２０軒、糸をつむぎ布を織る人は４５人。営業担当は

披露された。その後、コロニアル風プチホテルが並ぶ

3 名の陣容で運営している。このパクテア村は、ビエ

古都ルアンプラバンの街へ。翌日は南に下り国境を

ンチャンから６５キロのサンソン郡の小さな村だ。一行

越えカンボジアへ。週末の 11 月 3 日、シェムリアップ

は郡庁舎で、副長官と女性同盟の会長とも懇談ができ

のアンコールワット遺跡を観光。いよいよ首都プノン
ペンへ。

左・郡庁舎で副長官と会談
中・繭から糸をつむぐ村の女性
右・見本市でグランプリ受賞のパクテア村
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３ ユニフェムのカンボジア事務所訪問

６ カンボジア女性省、CWCC (カンボジア女性救済セン

ユニフェム・カンボジア事務所は、エイズ蔓延防止の

ター)、HCC (子どもヘルスセンター)を訪問

指導、CEDAW(女子差別撤廃条約)の実施、政策策定

３班に分かれて、それぞれ行動した。女性省は 2004

への協力、移動労働者への対応を主に行っている。

年に 5 年計画を策定、妊婦の健康に力を注いでいる。

特に若い女性の地位向上も含めて、地域･村レベル

CWCC は、男性の暴力禁止アピールポスターを配布。

で努力している。たとえば、寒村からタイ、マレーシア、

カウンセリングや追跡調査を通して 6 ヶ月で 350 人の

韓国に出稼ぎに行く女性たちの村に出向き、搾取さ

女性を救済したという。

れないための情報を伝え、自らの権利を自覚させ交

HCC は、1998 年に設立。若い女性や子どもたちが

渉力をつけるトレーニングをしている。また、「HIV エ

人身売買や風俗産業に売られるのを救済している。シ

イズと共に生きる女性連絡会（CCW）」へも他の国連

ェルターに行ってみると、カウンセリング室・診療室・

機関とともにユニフェムもサポートし、ユニフェム日本

薬局があり、女医さんも勤務していた。

からの支援金もこれに含まれている。

11 月4 日カンボジア訪問のスケジュールを終え、プ

４ モダンドレス縫製工場見学

ノンペンで 1 泊し、一行は翌朝バンコクに向かった。

この工場では HIV 陽性の女性だけを雇用している。

到着後バスで市内の国連ビルへ。ここにはすべての

住居付き商店で、UNDP の 4 万ドルの支援で用意され

国連機関の東南アジアのヘッドクオーターがあり、そ

た工業用ミシン 20 台で実習コースを終了した女性た

の中の一つユニフェム東南アジア事務所を訪ねた。

ちが就労していた。この実習教育にユニフェム日本か

所長のジーンさんと昼食会をかねて懇談。支援金の

らの資金も一部当てられている。彼女たちは 20 人で 1

送り先、支援プロジェクトを選定するには、ニューヨー

日 100 個のバッグを作る。1 ヶ月 50 ドルの収入で薬を

クの国連本部とジーンさんが協議をして決める。ジー

飲みながら仕事に励んでいる。CCW のまとめ役の女

ンさんは、「今後も同じプロジェクトを支援してほし

性の給料も日本からの支援金で賄われている。

い。」と希望をもらした。

５ カンボジア厚生省を訪問

佐々木団長は、「ラオスの小さな村の女性たちも、

メンバーの代表６名が厚生大臣と会見。HIV 陽性の

カンボジアの HIV 陽性の女性たちも皆とても明るく前

女性団体を支援しているユニフェム一行のため、エイ

向きであった。運命をつらいとか嘆いている様子は全

ズについての話が主になった。1999 年カンボジアの

くみられず、むしろこちらが元気づけられ、エンパワ

人口（1400 万人）の３．３％がエイズ患者だったが、現

ーされて帰ってきた。百聞は一見にしかず、皆さんも

在は１％に下がった。エイズの発症は薬で抑えられる

次の機会に参加を！」と話す。

が、高くて手に入らない。ビル･ゲイツ夫妻のグローバ
ルファンドで２万人に薬が配られたが、まだまだ国際
社会に支援を期待していると大臣はいわれた。

左･見本市における絹織物ワークショップ
中・モダンドレス縫製工場
右・カンボジア女性省大臣との面会
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★ユニフェム東京の会員
・賛助会員の皆さま
新しい事務所が出来ました！！！
そろそろさくら情報も聞かれるころとなりました。
皆様お健やかにお過ごしのことと存じます。ユニフェム東京は、皆さまのご
協力で総会も無事終え、新年度は10人の役員で発足することになりました。今後ともご支
援をよろしくお願いいたします。
2008年度になり特筆すべきことは事務所の移転でございます。一昨年7月に市川記念
会の建物の耐震構造検査で補強すべき箇所があり、立ち退かざるを得ませんでした。その
後、前役員の池田蕗子様のご好意で4年間拝借いたしておりました大久保の分室から、諸
事情があり、このたびユニフェム東京の事務所の所在地である婦選会館の隣のマンション
ニューステートメナー331号室に2月12日移転しました。婦選会館は2008年11月にリニュー
アルオープンするとのことですが、暫くは新事務所で活動を続けるつもりでございます。
ＪＲ新宿駅、代々木駅等からも６～７分のところでございます。狭い部屋ではございますが、
グッズの作業とか勉強会など、会員の皆さまの交流の場になれば幸いです。
今年はもっと多くの会員を増やすことと、皆さまとのふれあいの場を多く作るための新し
い企画も立てております。また、若い世代への開発教育もユニフェム東京に託された使命
と考え、来年のユニフェム東京10周年へ向け、活発に歩みを続けていきたいと存じます。
ユニフェム日本国内委員会は昨年、国連の諮問的地位(ECOSOC)資格を取得し、今年
のニューヨークでの「国連女性の地位委員会（CSW）」には国内委員会副理事長の佐々木
順子氏が出席されました。ユニフェムの活動を通してますます国連が身近になっています。
開発途上国の女性の自立支援のため、私たちができることは何でしょう？ご一緒に考え、
行動に移す年にしたいと思います。
ユニフェム東京の会員・賛助会員の皆さま、新しい事務所に是非お立ち寄りください。
お待ちいたしております。
ユニフェム東京会長 五十嵐康子
新住所

151－0053
東京都渋谷区代々木2－23－1
ニューステートメナー331
Tel&Fax：03－6228－0029

★ランチョン
春のお楽しみ会のご案内
ラオスの文化を知るつどい

＊日時：4月24日（木） 12：00～15：00
＊会場：青山 スパイラルＢ１Ｆ EATS&MEETS「ＣＡＹ」
TEL:03-3498-5790
（地下鉄銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道」Ｂ１出口）

＊参加対象
：会員・賛助会員のみお申し込み 先着30名
＊申し込み受付：4月19日（土）まで
ＦＡＸのみ受付(03-6228-0029)
＊会 費
：3,000円（含資料代)
＊スピーカーは交渉中です。
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平和で平等な世界を目指すために、
私にも出来ること、それはユニフェム東
京の活動に参加することです。活動を通
して、多くのことを学び、世界の女性たち
と出会い、自分自身も成長できるように
と願っています。

昨年春のコンサートで、初めて
ユニフェムのことを知りました。不
慣れでございますが諸先輩方からア
ドバイスをいただきながら学ばせて
頂いております。つたない経験です
が少しでも、お手伝いをさせていた
だければと思っております。

この度大役を拝命し、身が引き締
まる思いでおります。「女性の自立
と平和」をライフワークとして参り
ましたので、この活動に参加できる
ことを心より感謝申し上げます。地
域での活動から世界へと微力ながら
努力してまいります。宜しくご指導
のほどお願い申し上げます。

このほどユニフェム東京の広報・啓発部
門の担当になりました。９２年、日本国内
委員会が国連ユニフェムから１３番目に
承認された歴史的な場面に参加してい
ましたが、本格的なお手伝いは今回が初
めてです。学生時代からアジアの途上国
に興味を持ち、今、新たに２１世紀の支援
のあり方や勉強ができる機会に恵まれ、
若返った思いです。

ユニフェム東京について知らないことばかりですが、
総会講演で佐々木先生の「ラオス・カンボジア・ス
タディーツアー」のお話と映像をうかがい、たいへ
ん感動しました。世界の女性たちの実情を知り、先輩
に学びつつ、活動したいと思います。
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ユニフェム東京で会計として活動
させて頂くことになりました。
開発途上国の女性達の実状を知り、
そのために少しでもお役に立てれば
と願っています

寄 稿

紛争と心の復興
特定非営利活動法人
ＡＣＣ危機の子どもたち・希望
代表理事：松永 知恵子
アウシュビッツ強制収容所を生き残った
ユダヤ系オーストリア人の精神科医ヴィク
トール・フランクルはその後、第３ウィー
ン学派の創始者となり、どのような人生で
あってもそこには「充たす意味がある」と
して、人生の意味を見出している人間はい
かなる苦難にも耐えることが出来ると説い
た。一方、同じくアウシュビッツからの生
還者であるユダヤ系イタリア人のプリモ・
レーヴィは、戦後、化学技師として働きな
がら数々の名作を著し、現代イタリア文学
を代表する作家と賞賛されながら、強制収
容所からの解放後４０年以上を経た１９８
７年、北イタリアの自宅アパートで、投身
自殺を図り、自らの生命に終止符をうった。
プリモ・レーヴィの苦悩がどのようなもの
であったか、他者が窺い知ろうとすること
すら不遜であろう。そして見事に生き抜い
たフランクルを賞賛し、レーヴィの死を安
易に残念がることもまた、慎むべきことに
思われる。
現代を生きる私たち人間は、２０世紀の
中盤に起きた数他の無残な死から教訓を学
ぶことなくその後も内戦と動乱に染められ
た２０世紀後半を生きてきてしまった。そ
して今、アフガニスタン、イラク、スーダ
ンと枚挙にいとまなく続く「紛争の時代」
の中にあって、平和への道を真摯に考え、
それぞれの領域から行動を起こしていくこ
とが人間に求められているのではないだろ
うか。
「民族浄化」という言葉は、ボスニア・
へルツェゴビナ政府が内戦当時、セルビア
人によるムスリム人への弾圧について、国
際世論を味方につけようとアメリカの広告
代理店と共に作り出した造語である。その
経緯や真実を素通りして、言葉は独り歩き
を始めた。
筆者は、１９９４年に紛争中の旧ユーゴ
スラビアを初めて訪れて以来、２００７年
の今日まで約２０回現地に赴き、クロアチ

ア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、そして
セルビア共和国（コソボ自治州を含む）で支援
活動に従事してきた。その間、紛争中あるいは
紛争後社会の苦難を生きる人々が語ってくれた
内容を書き留めたノートは１０冊を超えた。ど
の国で綴られたものにせよ、その内容が示すの
は「民族浄化」と表現されるような事態が、決
して一方通行ではなく、紛争に関わったどの民
族にも起きたという事実である。
国と国が争う戦争に比較して、昨日までの
同胞が戦う内戦は、憎悪と不信を長く人の心に
残す。強制収容所、拷問、レイプ、集団虐殺、
地雷による四肢損傷、爆撃による大火傷や肉体
の損傷、大切な人々や生活の喪失、一般市民が
味わった相互の排斥や憎悪、およそ人間として
考えられる限りの苛酷な体験が今も尚、そこで
暮らす人々の記憶に生きている。
そして戦後生まれた子どもたちもまた、家族
の記憶を伝承されて育っていく。復興から平和
へと向かう道筋は、一人ひとりの人間にとって
は、この記憶との葛藤でもある。
どれほど多額の資金を投入しようと、どれほ
ど効果的な制度やシステムを導入しようと、紛
争後社会の復興を担うのは、その地で生きる人々
に他ならない。人々の心が復興することなく紛
争後社会が真に再建されることが可能だろうか。
彼らが失ったものは、人間関係、地域との連
帯も含めた人生の基盤そのものであった。紛争
で負ったこのような心の傷が癒えるには、長い
時間が必要である。だが、彼らが求めているの
は時間と専門家の援助だけではない。共に学び、
共に考え、そして共に歩む新たな連帯こそ、一
番求めているのではないだろうか。その連帯に
国境は要らない。平和への歩みに参加する扉は、
いつでも私たちに開かれている。

※ この寄稿文は昨年頂いていましたが、紙面
の都合で前号に掲載できなかったものです。
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好評のユニフェムグッズ
いろいろ販売中！
品 名

価

格

エプロンドレス （インド製）

１，４００円 ～

巻きスカート （インド製）

１，４００円 ～

ブラウス （インド製）

１，０００円 ～

絵はがき
花カード

マイガーデン（６絵柄１セット）
ひとつ
（６絵柄１セット）
（４絵柄１セット）

フィリピンの変身人形（赤ずきん、白雪姫他）

５００円
５００円
６００円
１，6００円
～２，５００円

刺繍ランチョンマット
＆ペーパーランチョンマット

８００円 ～

ペーパーナプキン

３５０円
２５０円

その他、コソボの刺繍テーブルクロスやフィリピンの刺繍タオル
など種々の小物類もあります。
折々に、色々な品物が入りますので、ご覧下さい。

前半のグッズ販売予定
〇 ３月９日（日）

パシーワ バザー
アベーテ吉祥寺 Ｂ１
ルーム メビウス

〇 ４月２９日（火）

東京女子大学園遊会バザー （委託）

〇 ５月１０日（土）

第１２回チャリティーコンサート
東京文化会館小ホール

〇 ５月２５日（日）

オールソフィアンの集い（フリーマーケット）
四谷 上智大学構内
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ユニフェム東京

3月2日より

第12回チャリティーコンサート

第４回東京音楽コンクールピアノ部門最高位に輝く
若きピアノの貴公子

齊藤一也
ピアノ リサイタル

チケット
申し込み
スタート！

5月10日(土)14：00 開演(13：30開場)
東京文化会館小ホール
全席自由：2，000円
主催：ユニフェム東京(NPO法人ユニフェム日本国内委員会
／東京地域委員会)
協力：(財)東京都歴史文化財団 東京文化会館

※チケットお申し込み受付＝３月２日～４月３０日まで
※ＦＡＸ：０３－３４０２－２３３０
または：渋谷区代々木２－２３－１ ニューステートメナー３３１
ユニフェム東京コンサート係り
※料金お振込み確認後、チケットをお送りいたします。
振込先：みずほ銀行北沢支店 普通1025389
ユニフェム東京代表 五十嵐康子

＝会員の皆さまへのお願い＝

＝年会費（１月～１２月）＝

★ご存知のようにユニフェムの事業年度は年初の１月１日～
１２月３１日までになっており、すでに２００８年度の活動がス
タートしております。
★毎年、会員の皆さまの多大なご協力によってユニフェム東
京は今日まで沢山の事業を行うことが出来ましたことを心よ
り感謝申し上げます。引き続き、２００８年度の事業を滞りな
く推進するためにも、今年度の会費をお忘れなくお振込み
くださるようお願いいたします。
★“ゆうちょ銀行”で送金いただき経費節減にご協力ください。
ＡＴＭでは ８０円
窓口では １２０円

個人会員
団体会員
賛助会員
（議決権なし）

３，０００円
５，０００円
１０，０００円

〇「ユニフェム東京」では引き続き
新会員の募集をしております。
お知り合いに是非「ユニフェム」
の意義と活動をお話して、会員に
なってくださるようご推薦ください。

郵便振替：00190－6－550880
口座名： 「ユニフェム東京」

ご寄付をいただき有難うございました。
２００７年１２月～２００８年１月３１日（敬称略）

寄付：
ご入会いただき有難うございました。
２００７年１２月～２００８年１月３１日（敬称略）

田中
藤森

博美
世利子

中村ミチコ様ご遺族 古山 滋子
二宮 良子 河合 充子

活動寄付： 藤森 世利子
芥川 妙子
江口 昌子
西郷 尚子
鈴木 行子

太田 津根子
橋本 葉子

【編集後記】

ユニフェム東京NEWS

★ この冬は、何十年ぶりかの寒さを味わいました。
これも気候変動の一環でしょうか？四季折々、温暖化の心配をしな
がらの生活は、まさに「物狂おしけれ」です。せめて、咲く桜が鮮やか
でありますように！（背）
★ 今号の編集中に、コソボ自治州独立宣言のニュースがあった。「お話の
会」で複雑なセルビア共和国の歴史をうかがっていただけに、今後また
国民が政治的、宗教的問題に苦悩しないよう、内戦で傷ついた人々の
精神的、肉体的苦痛から一刻も早い開放を望むのだが、民族が融和
して暮らせる体制になるまでの道程はまだ遠いのかも知れない。（Ｓ）
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