
2022年3月14日～3月25日に亘り、バーチャルにて

開催された第66回国連女性の地位委員会（CSW66）

及びNGO/CSWフォーラムのイベントは、今回、驚異

的な参加登録者数を記録しました。これまで渡航費な

どの経済的理由で参加が不可能だった人々にとって

の好機ともなりました。以下、3NGOの庶務担当として

後方支援に尽力された鈴木千鶴子さんからの報告です。

◆バーチャル開催3年目の広がり

　第66回国連女性の地位委員会（CSW66）は、対面

での開催が見送られて3年目となったが、2週間の会

期が目いっぱいのプログラムで埋め尽くされ、世界中

に新たに大きな感動を呼び起こし、ジェンダー平等に

むけた確実な前進の一歩を踏みしめたと感じる。その

原動力は、50周年を迎えたNGO CSW/NYとUN Women

が近年注力しているユースのリーダーシップを抜きに

は語れない。このことは、国連そして世界にとって

NGOとユースの力が如何に重要であるか、従ってそ

れらを支援することの責任を、各国政府とシニアたち

に提起していると思われる。

　先ず、NGO CSW/NYへの登録会員は4万人におよ

び、パラレルイベント※１は昨年記録破りとなった700

件を上回る800件となり、日本からもバーチャル展示

などを含め6件が開催され、特に若手主催や若手参

加が顕著であった。NGO CSW/NYでは、YLYP（若手

リーダーと専門家）委員会が中心となり種々のプログ

ラムを活発に展開しており、日本からの参画を奨励、

応援していく必要性を再認識させられた。

◆世界共通の喫緊の課題に取り組む

サイドイベント※2の方も、会期に先立つ3月4日、5日に

ユース・フォーラムを優先テーマ「気候危機でのジェン

ダー平等」について長時間開催することに始まり、200

件を超える多様なイベントが展開された。JAWWのユー

ス・レポーターたちによると、例えば韓国の女性へのオ

ンライン暴力への取り組み等、優先・レヴューテーマに

限ることなく世界共通の喫緊の課題に果敢に挑む姿勢

に、驚嘆するとともに勇気づけられたとのことである。

◆気候危機への取り組みを提案

　日本からのサイドイベントは、2009年来の共催体制：

３NGOs（国連NGO国内女性委員会、国際婦人年連

絡会、JAWW）と国連日本政府代表部との協働で、

優先テーマについて、これまで明らかとなっているジ

ェンダーをはじめとする社会的文化的につくり出され

た差別により、甚大な気候変動被害を受ける事実を

踏まえ、そのような気候危機を緩和・解決する方向を、

主に女性が主体的に女性の視点で女性を対象に世

代間横断的に取り組む好実践例を基に提案した。

◆次世代へ渡していく責任

　気候変動は、これまでの人間の行動の積み重ねと

それを生み出してきた社会構造体制に起因すること

から、社会体制へ批判的思考に基づき変革を要求

する発言を可能とする民主主義の確立が解決の前

提となる。民主主義の元素ともいうべき人権尊重意

識と帰結としての平等社会の実現は、とりもなおさず

ジェンダー平等の基盤である。そのような社会にお

いて個々人が思い切り呼吸できる環境を作り次世代

へ渡していく責任を自覚し行動する時、地球の自然・

社会環境は変わると確信する。

※1.パラレルイベント：NGOが主催するワークショップ

※2.サイドイベント：各国政府や国連がNGOと共催するワークショップ

CSW66日本のサイドイベント
「エシカルな意識と行動が世界を変える
　～環境問題へのあらゆる人の参画に向けて～」開始画面

「気候変動と、民主主義と、ジェンダー平等」
   コロナ下のオンライン環境を逆手にユースが活躍　 鈴木千鶴子

仲田裕子

寄付者（2021年12月1日～2022年3月31日） 新入会員（2021年12月1日～2022年3月31日）

安齋徹、清友会、中山正子、阿部幸子、縄田眞紀子、
太田惠子、鷲見八重子、背戸民恵、牧島悠美子、
渡邉みち子、田邉光子、城倉純子、
加藤恭子（ご遺族）、匿名1名

たくさんのご寄付・ご協力をいただき有難うございました。 　　　 　（敬称略）

（2021年12月1日～2022年3月31日）

 　会員の皆様にコンサートや講座などの大切なお知らせをいち早くお届けするため、メールでもご連絡をする準備を
進めています。準備が整いましたらお知らせしますのでメールアドレスのご登録をよろしくお願い申し上げます。

お願い

・清友会様には今回も UN Women に多額のご寄付を頂き感謝します。
・加藤恭子会員は 2 月に急逝され、ご遺族からご寄付を頂きました。

長年のご支援への感謝とともに、ご冥福をお祈りします。

ご案内

連続講座2022～2023「大学教育最前線」シリーズのご案内

2022年度コンサート・連続講座の予定

 　コロナ禍後の世界はどのように変容していくのでしょう
か。グレートリセットと言われるほどの様々な試みがスター
トしています。
　当会は今年度から、清泉女子大学安斎ゼミの学生さんと
のコラボをスタートしました。高齢化が進む女性団体に、
当会の趣旨を理解頂きながら若い方々にも関心を持って頂
けるには？等々、課題山積の現状に厳しい！メスを入れて
頂き、今後の当会の方向性とモチベーションを高めていき
たいと思います。その指南役を務めて下さっております安
斎教授のリーダーシップ論の世界に、皆様をお誘いします !!
　今秋から次年度にかけて右記の要領にて、ディスカッショ
ンやワークを交えた参加型の連続講座を開催する予定です。
皆さまのご参加をお待ち致しております！

・第 1回 大学教育最前線 “リーダーシップ”
　グローバル化が進む世界の中で、求められるリーダー像がど
のように変容しているのか、を明らかにする。併せて、清泉女
子大学で実践している女性リーダー育成術の一端を披露する。
・第 2回 大学教育最前線 “プロジェクト”
　 大学教育の質的転換が求められており、その柱がアクティブ・
ラーニングの推進である。学生はディスカッションなどの双方
向の授業やプロジェクトなどの教室外学修プログラムを通して、
生涯学び続け、主体的に考える力を修得することができる。清
泉女子大学で実践しているプロジェクト教育の一端を披露する。
・第 3回 大学教育最前線 “コンセプト”
　先行き不透明で将来の予測が困難な時代には、知識は陳腐化
し、役に立たない。そこで、清泉女子大学の地球市民学科では、
思考や実践の型を「コンセプト」として教えている。言わば、
日本版ミネルバ大学を志向する同学科の取り組みを紹介する。

講師：安斎徹  (清泉女子大学 文学部地球市民学科教授)

海野幹雄 チェロ リサイタル
ピアノ 海野春絵

日時：2022 年 10 月 7 日（金） 14:00 開演

会場：古賀政男音楽博物館 けやきホール

全席自由：一般 3,500円 学生 2,000円

出演：チェロ 海野幹雄／ピアノ 海野春絵

◆詳細については、チラシやホームページでお知らせいたします。
◆コロナ対策に十分配慮して開催する予定です。
　　　　　　　　　　　～ 皆さまのご参加を心よりお待ちしています。～

第31回国連ウィメン日本協会東京チャリティコンサート

編集後記
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　ウクライナの悲惨なニュースが、人々に存在の不安を搔き立て、
安全地帯に居るとの思いは幻想にすぎないと誰もが感じています。
国際ルール遵守の精神はどのようにしたら醸成されるのでしょうか。
世界フォーラムである国連を、立身出世の終着駅的な存在ではない、
もっと身近な国際組織に構成していかねばと思います。(J)
　先日図書館で、国際女性デー関連図書展示という形で、関連図
書が一つの棚にまとめられていました。女性の権利や法律の本、
ジェンダー関連、ＤＶに関する本も表紙をみせて大きく飾られていて、
図書館員の関連推薦図書一覧も冊子で配布。ジェンダー問題への
意識が変わり、女性デーも認知されてきていると感じました。（N）

第66回 国連女性の地位委員会(CSW66)報告

連続講座



「国際女性デー」オンライン　チャリティ・トークイベント
「出会いこそ、生きる力～世界中の女性と少女にエンパワーメントを～」参加報告      長谷川瑞穂

国連ウィメン日本協会 総会報告

国連ウィメン日本協会東京 活動ニュース

バザー事業部から  ～バザーグッズのあれこれ！手作り品の魅力にせまります～
　皆様、いつもご協力ありがとうございます。バザーグッズ
のご紹介です。
◆裂織バッグ：裂織のグラデーションは、まさに芸術作品
です。永野さんは、胸をときめかせながら織っているという
ことです。バッグの内側もまた見事で、和柄の組み合わせ
も絶妙で美しいです。 　 　
◆小物類：矢代さんお手製の品々は、お薬、飴玉入れの
ゴージャスな小物袋類です。人前でバッグから取り出した
ときも目を引きそうなオシャレなデザインです。また、和紙
で折った着物としぐさが何とも可愛らしいカードやポチ袋

の数々、猫の形をした優しい香り漂う“におい袋”、モダン
なティッシュケース等々、心和む作品ばかりです。 　
◆オレンジピール：人気商品です。時間と手間を惜しまず、
微妙な火加減と砂糖加減が、美味しい品に仕上げるコツ
だそうです。 
◆カード類：日高絹紅先生の原画による絵カードとハガ
キも素晴らしく、ご購入された方はすっかりファンになるこ
とでしょう。 
 この春にはネパールのグッズも 揃えます。お楽しみに！ 
　　　　　　　　　　　　　　　（事業部　太田惠子　背戸民恵）

会費   310,000 　 広報・啓発  240,712
寄付   168,000  事業費 コンサート 296,548
活動寄付  284,000  グッズ   111,297
広報・開発  　　　0  管理費 事務所費 405,000
事業 コンサート 372,000  事務費   113,403
グッズ   206,610  拠出金   272,492
募金     32,100  分担金  75,000
利息収入            26  次期繰越金               1,701,295
雑収入               0                 3,215,747
前期繰越金              1,843,011      
              3,215,747      
          

収
入

  

支
出

　2022年度の総会が2022年3月5日に開催されました。コ
ロナ下であり、最小限の人数、短時間での開催に協力す
るため、ウィメン東京は書面票決で表明をしました。総会
議事は滞りなく可決承認され、UN Womenへの拠出金
11,064,873円が決定しました。拠出金は、ロヒンギャ難民
女性少女支援プロジェクト、パンデミックインド、アフガニ

スタンの女子教育、クラウドファン
ディング生理の貧困、アフガニス
タン支援、女性に対する暴力撤
廃国連信託基金、などの支援プ
ロジェクトを指定して、本部に送
金 さ れ ま し た 。 　 ( 城 倉 純 子 ）

3月8日の国連女性デーに、日本在住のイラン出身俳優、
人権活動家のサヘル・ローズさんの「出会いこそ生きる力」
という題のオンライン・トークイベントが国連ウィメン日本協
会の主催で開催されました。国連女性デーは20世紀初頭
の北米や欧州での女性参政権要求運動に端を発し、1975
年に国連が制定した記念日です。丁度黄色いミモザの花
が咲く時期で、イタリアなど欧州ではこの日に男性が女性
にミモザの花束を贈る光景がしばしば見受けられます。
　サヘル・ローズさんは1985年イラン生まれですが、4歳の
時にイラン・イラク戦争で孤児となり、7歳までイランの孤児
院で過ごし、8歳の時に引き取られた養母フローラ・ジャスミ
ンさんとともに来日しました。最初は見知らぬ土地で苦労も
多かったが、ある日本人女性がローズさん母子にやさしい
手を差し伸べいろいろと力になってくれたことに、「出会い
こそ生きる力」だと痛感したとのことです。人権運動家とし
ては、自身の孤児の体験から、世界を旅し、アジアやアフリ
カなどで負の連鎖の環境下でも学びたいという子供たちが
多くいることに感動し、難民、孤児、ストリートチルドレンを
中心に支援活動を行ってきました。支援を続ける中で、子
供たちが自立できるように道案内をすることの重要性を痛
感したとのことです。ローズさんは、2011年の東日本大震
災の折には、岩手県山田町で、イラン大使館員と共に、
500人分の炊き出しを行いました。このような活動に対して、
アメリカの人権活動家賞を受賞しています。
　さらにローズさんは、まず個人が自分と真剣に向き合い、
自分のやりたいことを貫き、幸せになり、他者に橋渡しをし
てほしいと願うとのことです。今を精一杯に生き、共に手を

取り合い、信頼し合うことが大切であるとも。これらの言葉
は、ウクライナ・ロシアの戦闘で傷んでいる心に響きました。

最後に、様々な困難を乗り越えてきたローズさんの近著
「言葉の花束」(講談社、2021)を紹介いたします。世界の女
性の平等とエンパワーメントを目的とする国連ウィメン日本
協会の国際女性デーに相応しく、深く考えさせられる講演
でした。

　3月7日、清泉女子大学 地球市民学科の安斎徹ゼミナ
ール2年生の「オンライン春ゼミ」で、国連ウィメン日本協
会東京の活動の説明紹介をする機会をいただきました。
城倉会長は「国連と私たち～UN Womenの動きにフォー
カスして～」、阿部副会長は「国連ウィメン日本協会東京
とは～これまでの経過と活動～」、中曽からは「清泉女子
大学＋国連ウィメン日本協会東京　多世代間交流プロジェク
ト」というタイトルで3部構成にし、それぞれ説明をしました。
　城倉会長は、Un Womenの国連での立ち位置や、CSW 
におけるその役割の重要性、ジェンダー平等への課題な
どについて。また阿部副会長は、旧「ユニフェム」時代か
ら現在に至るまでの歴史を説明、当方の役割を再認識す
る機会ともなりました。中曽からは、これからの世代が募
金や寄付に心から楽しく参加できるために何を考え、何を
提供しなければいけないかを一緒に考えたいという思い
を伝えました。 

国連ウィメン日本協会東京は安斎ゼミの学生さんと、
これから様々な活動を連携して一緒に行っていきたいと
思っています。
　参加した学生さんからは「女性の地位を守るべく寄付を
集めて支援する国連ウィメンさんのお話は本当にために
なった」「様々な活動を今までされてきたことがよくわかっ
た。女子大学に通っているからこそ学べるきっかけが得ら

れたと思うので、これから知識を増やしていきたい」「自分
たちの世代で、男女が平等に輝ける社会へと変化させて
いきたい」「無意識の偏見、アンコンシャス・バイアスは永
遠の問題である事実と同時に、向き合わなければならな
い問題であると改めて感じた」との積極的で気づきに溢れ
た感想が寄せられました。
 まだ企画段階ではありますが、これから、バザーへの参
加、ホームページの改革、参加型見学会などを計画して
いきたいと思います。ニュースレターでご報告していきま
すのでどうぞお楽しみに！また、ご意見、ご感想、ご参加、
お待ちしております。　(中曽美穂子）

国連ウィメン日本協会東京 2022年度定例総会報告
2022年度国連ウィメン日本協会東京定例総会は、2022年2月15日（火）Zoomによる

オンライン会議で開催されました。
開会宣言の後、中曽美穂子副会長より、「1月20日、2022年度定例総会は対面による

開催を予定し会員133名（本日の出席者12名を含む）にご案内を送付いたしましたが、
残念ながらコロナ感染症の減少傾向が見られなかったため、Zoomによるオンライン会
議への変更を決定し、その旨を定例総会出席申込みの方々にお知らせしました。2022
年2月15日、役員・関係者12名出席のもと開催することができました。」と報告がなされた。

城倉純子会長の挨拶に続いて、議長に城倉純子会長を選出、書記に縄田眞紀子、
議事録署名人に渡邉みち子の各会員を選出、出席者の承認を得て議事に入りました。
　第1号議案は阿部幸子副会長から2021年度事業報告、第2号議案は田邉光子役員
から2021年度決算報告と上原淳子監事からの監査報告があり、異議なく満場一致で
承認されました。第3号議案は中曽美穂子副会長から2022年度事業計画案について、
第4号議案は牧島悠美子役員から2022年度予算案について説明があり、同様に異議
なく満場一致で承認されました。第5号議案は鷲見八重子役員推薦委員長から2022・
2023年度役員10名の選出について提案と説明があり、満場一致で承認されました。
新役員の紹介があり、全ての議事を滞りなく終了いたしました。
　議事終了後、交流会を開催し意見交換をいたしました。　(縄田眞紀子）

オンライン総会の様子

Our
NEW
ACTION

国連ウィメン日本協会主催の
3/7オンラインチャリティトーク

イベントのチラシ
イベント詳細は本誌2面に

ご報告いたしました
2021 年度 国連ウィメン日本協会 拠出金：11,064,873 円   

・Q の会主催　「2022 国際女性デー Q の会 院内集会」参議
院議員会館 101 会議室（YouTube 配信） 議席の半分に女性
を！来る参議院選での各党の本気度は ? 

・国連ウイメン日本協会主催　「国際女性デー」オンライン・
チャリティ－・トークイベント　サヘル・ローズさんが語る

「出会いこそ、生きる力　～世界中の女性と少女にエンパ
ワーメントを～」　（zoom ウェビナー：オンライン開催） 

・2022 年国際女性デ－中央大会実行委員会主催 「2022 年度
国際女性デー中央大会」　（オンライン開催 ：YouTube 生配
信）かえるな憲法 ! 核兵器禁止条約への参加を ! いのち・
くらし・雇用・営業対策を早急に ! ひと りぼっちをなくそ
う ! 世界の女性と手をつなぎ、平和・ジェンダー平等へ !

　その他新聞、TV などのメディアでも、
例年になく大きく取り上げられていました。 
黄色のミモザの花が街の花屋に溢れ、
印刷物の写真にも多く見られました。 
　　　　　　　　　　　　   （牧島悠美子）

3 月 8 日国際女性デー関連行事

当日は3部構成で、様々な角度から私たちの活動をお伝えしました

2022・2023年度 役員
会　長 城倉純子         

副会長　阿部幸子　中曽美穂子

書　記　縄田眞紀子

会　計　田邉光子　　

会計・会員　牧島悠美子

広　報　長谷川瑞穂  

事　業　(コンサート）  中山正子 　

事　業　(グッズ）太田惠子 背戸民恵  

2022・2023年度 監事
上原淳子

2021 年度拠出金
国連ウィメン日本協会東京拠出金額 
　　　　　　　　　     409,261 円

2021年度決算報告　(2021.1.1 ～ 2021.12.31）

皆様のご協力
ありがとうございました。

※昨年度の未納金（136,769 円）を含む

（会計報告　田邉光子）
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「国際女性デー」オンライン　チャリティ・トークイベント
「出会いこそ、生きる力～世界中の女性と少女にエンパワーメントを～」参加報告      長谷川瑞穂

国連ウィメン日本協会 総会報告

国連ウィメン日本協会東京 活動ニュース

バザー事業部から  ～バザーグッズのあれこれ！手作り品の魅力にせまります～
　皆様、いつもご協力ありがとうございます。バザーグッズ
のご紹介です。
◆裂織バッグ：裂織のグラデーションは、まさに芸術作品
です。永野さんは、胸をときめかせながら織っているという
ことです。バッグの内側もまた見事で、和柄の組み合わせ
も絶妙で美しいです。 　 　
◆小物類：矢代さんお手製の品々は、お薬、飴玉入れの
ゴージャスな小物袋類です。人前でバッグから取り出した
ときも目を引きそうなオシャレなデザインです。また、和紙
で折った着物としぐさが何とも可愛らしいカードやポチ袋

の数々、猫の形をした優しい香り漂う“におい袋”、モダン
なティッシュケース等々、心和む作品ばかりです。 　
◆オレンジピール：人気商品です。時間と手間を惜しまず、
微妙な火加減と砂糖加減が、美味しい品に仕上げるコツ
だそうです。 
◆カード類：日高絹紅先生の原画による絵カードとハガ
キも素晴らしく、ご購入された方はすっかりファンになるこ
とでしょう。 
 この春にはネパールのグッズも 揃えます。お楽しみに！ 
　　　　　　　　　　　　　　　（事業部　太田惠子　背戸民恵）

会費   310,000 　 広報・啓発  240,712
寄付   168,000  事業費 コンサート 296,548
活動寄付  284,000  グッズ   111,297
広報・開発  　　　0  管理費 事務所費 405,000
事業 コンサート 372,000  事務費   113,403
グッズ   206,610  拠出金   272,492
募金     32,100  分担金  75,000
利息収入            26  次期繰越金               1,701,295
雑収入               0                 3,215,747
前期繰越金              1,843,011      
              3,215,747      
          

収
入

  

支
出

　2022年度の総会が2022年3月5日に開催されました。コ
ロナ下であり、最小限の人数、短時間での開催に協力す
るため、ウィメン東京は書面票決で表明をしました。総会
議事は滞りなく可決承認され、UN Womenへの拠出金
11,064,873円が決定しました。拠出金は、ロヒンギャ難民
女性少女支援プロジェクト、パンデミックインド、アフガニ

スタンの女子教育、クラウドファン
ディング生理の貧困、アフガニス
タン支援、女性に対する暴力撤
廃国連信託基金、などの支援プ
ロジェクトを指定して、本部に送
金 さ れ ま し た 。 　 ( 城 倉 純 子 ）

3月8日の国連女性デーに、日本在住のイラン出身俳優、
人権活動家のサヘル・ローズさんの「出会いこそ生きる力」
という題のオンライン・トークイベントが国連ウィメン日本協
会の主催で開催されました。国連女性デーは20世紀初頭
の北米や欧州での女性参政権要求運動に端を発し、1975
年に国連が制定した記念日です。丁度黄色いミモザの花
が咲く時期で、イタリアなど欧州ではこの日に男性が女性
にミモザの花束を贈る光景がしばしば見受けられます。
　サヘル・ローズさんは1985年イラン生まれですが、4歳の
時にイラン・イラク戦争で孤児となり、7歳までイランの孤児
院で過ごし、8歳の時に引き取られた養母フローラ・ジャスミ
ンさんとともに来日しました。最初は見知らぬ土地で苦労も
多かったが、ある日本人女性がローズさん母子にやさしい
手を差し伸べいろいろと力になってくれたことに、「出会い
こそ生きる力」だと痛感したとのことです。人権運動家とし
ては、自身の孤児の体験から、世界を旅し、アジアやアフリ
カなどで負の連鎖の環境下でも学びたいという子供たちが
多くいることに感動し、難民、孤児、ストリートチルドレンを
中心に支援活動を行ってきました。支援を続ける中で、子
供たちが自立できるように道案内をすることの重要性を痛
感したとのことです。ローズさんは、2011年の東日本大震
災の折には、岩手県山田町で、イラン大使館員と共に、
500人分の炊き出しを行いました。このような活動に対して、
アメリカの人権活動家賞を受賞しています。
　さらにローズさんは、まず個人が自分と真剣に向き合い、
自分のやりたいことを貫き、幸せになり、他者に橋渡しをし
てほしいと願うとのことです。今を精一杯に生き、共に手を

取り合い、信頼し合うことが大切であるとも。これらの言葉
は、ウクライナ・ロシアの戦闘で傷んでいる心に響きました。

最後に、様々な困難を乗り越えてきたローズさんの近著
「言葉の花束」(講談社、2021)を紹介いたします。世界の女
性の平等とエンパワーメントを目的とする国連ウィメン日本
協会の国際女性デーに相応しく、深く考えさせられる講演
でした。

　3月7日、清泉女子大学 地球市民学科の安斎徹ゼミナ
ール2年生の「オンライン春ゼミ」で、国連ウィメン日本協
会東京の活動の説明紹介をする機会をいただきました。
城倉会長は「国連と私たち～UN Womenの動きにフォー
カスして～」、阿部副会長は「国連ウィメン日本協会東京
とは～これまでの経過と活動～」、中曽からは「清泉女子
大学＋国連ウィメン日本協会東京　多世代間交流プロジェク
ト」というタイトルで3部構成にし、それぞれ説明をしました。
　城倉会長は、Un Womenの国連での立ち位置や、CSW 
におけるその役割の重要性、ジェンダー平等への課題な
どについて。また阿部副会長は、旧「ユニフェム」時代か
ら現在に至るまでの歴史を説明、当方の役割を再認識す
る機会ともなりました。中曽からは、これからの世代が募
金や寄付に心から楽しく参加できるために何を考え、何を
提供しなければいけないかを一緒に考えたいという思い
を伝えました。 

国連ウィメン日本協会東京は安斎ゼミの学生さんと、
これから様々な活動を連携して一緒に行っていきたいと
思っています。
　参加した学生さんからは「女性の地位を守るべく寄付を
集めて支援する国連ウィメンさんのお話は本当にために
なった」「様々な活動を今までされてきたことがよくわかっ
た。女子大学に通っているからこそ学べるきっかけが得ら

れたと思うので、これから知識を増やしていきたい」「自分
たちの世代で、男女が平等に輝ける社会へと変化させて
いきたい」「無意識の偏見、アンコンシャス・バイアスは永
遠の問題である事実と同時に、向き合わなければならな
い問題であると改めて感じた」との積極的で気づきに溢れ
た感想が寄せられました。
 まだ企画段階ではありますが、これから、バザーへの参
加、ホームページの改革、参加型見学会などを計画して
いきたいと思います。ニュースレターでご報告していきま
すのでどうぞお楽しみに！また、ご意見、ご感想、ご参加、
お待ちしております。　(中曽美穂子）

国連ウィメン日本協会東京 2022年度定例総会報告
2022年度国連ウィメン日本協会東京定例総会は、2022年2月15日（火）Zoomによる

オンライン会議で開催されました。
開会宣言の後、中曽美穂子副会長より、「1月20日、2022年度定例総会は対面による

開催を予定し会員133名（本日の出席者12名を含む）にご案内を送付いたしましたが、
残念ながらコロナ感染症の減少傾向が見られなかったため、Zoomによるオンライン会
議への変更を決定し、その旨を定例総会出席申込みの方々にお知らせしました。2022
年2月15日、役員・関係者12名出席のもと開催することができました。」と報告がなされた。

城倉純子会長の挨拶に続いて、議長に城倉純子会長を選出、書記に縄田眞紀子、
議事録署名人に渡邉みち子の各会員を選出、出席者の承認を得て議事に入りました。
　第1号議案は阿部幸子副会長から2021年度事業報告、第2号議案は田邉光子役員
から2021年度決算報告と上原淳子監事からの監査報告があり、異議なく満場一致で
承認されました。第3号議案は中曽美穂子副会長から2022年度事業計画案について、
第4号議案は牧島悠美子役員から2022年度予算案について説明があり、同様に異議
なく満場一致で承認されました。第5号議案は鷲見八重子役員推薦委員長から2022・
2023年度役員10名の選出について提案と説明があり、満場一致で承認されました。
新役員の紹介があり、全ての議事を滞りなく終了いたしました。
　議事終了後、交流会を開催し意見交換をいたしました。　(縄田眞紀子）

オンライン総会の様子

Our
NEW
ACTION

国連ウィメン日本協会主催の
3/7オンラインチャリティトーク

イベントのチラシ
イベント詳細は本誌2面に

ご報告いたしました
2021 年度 国連ウィメン日本協会 拠出金：11,064,873 円   

・Q の会主催　「2022 国際女性デー Q の会 院内集会」参議
院議員会館 101 会議室（YouTube 配信） 議席の半分に女性
を！来る参議院選での各党の本気度は ? 

・国連ウイメン日本協会主催　「国際女性デー」オンライン・
チャリティ－・トークイベント　サヘル・ローズさんが語る

「出会いこそ、生きる力　～世界中の女性と少女にエンパ
ワーメントを～」　（zoom ウェビナー：オンライン開催） 

・2022 年国際女性デ－中央大会実行委員会主催 「2022 年度
国際女性デー中央大会」　（オンライン開催 ：YouTube 生配
信）かえるな憲法 ! 核兵器禁止条約への参加を ! いのち・
くらし・雇用・営業対策を早急に ! ひと りぼっちをなくそ
う ! 世界の女性と手をつなぎ、平和・ジェンダー平等へ !

　その他新聞、TV などのメディアでも、
例年になく大きく取り上げられていました。 
黄色のミモザの花が街の花屋に溢れ、
印刷物の写真にも多く見られました。 
　　　　　　　　　　　　   （牧島悠美子）

3 月 8 日国際女性デー関連行事

当日は3部構成で、様々な角度から私たちの活動をお伝えしました

2022・2023年度 役員
会　長 城倉純子         

副会長　阿部幸子　中曽美穂子

書　記　縄田眞紀子

会　計　田邉光子　　

会計・会員　牧島悠美子

広　報　長谷川瑞穂  

事　業　(コンサート）  中山正子 　

事　業　(グッズ）太田惠子 背戸民恵  

2022・2023年度 監事
上原淳子

2021 年度拠出金
国連ウィメン日本協会東京拠出金額 
　　　　　　　　　     409,261 円

2021年度決算報告　(2021.1.1 ～ 2021.12.31）

皆様のご協力
ありがとうございました。

※昨年度の未納金（136,769 円）を含む

（会計報告　田邉光子）
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2022年3月14日～3月25日に亘り、バーチャルにて

開催された第66回国連女性の地位委員会（CSW66）

及びNGO/CSWフォーラムのイベントは、今回、驚異

的な参加登録者数を記録しました。これまで渡航費な

どの経済的理由で参加が不可能だった人々にとって

の好機ともなりました。以下、3NGOの庶務担当として

後方支援に尽力された鈴木千鶴子さんからの報告です。

◆バーチャル開催3年目の広がり

　第66回国連女性の地位委員会（CSW66）は、対面

での開催が見送られて3年目となったが、2週間の会

期が目いっぱいのプログラムで埋め尽くされ、世界中

に新たに大きな感動を呼び起こし、ジェンダー平等に

むけた確実な前進の一歩を踏みしめたと感じる。その

原動力は、50周年を迎えたNGO CSW/NYとUN Women

が近年注力しているユースのリーダーシップを抜きに

は語れない。このことは、国連そして世界にとって

NGOとユースの力が如何に重要であるか、従ってそ

れらを支援することの責任を、各国政府とシニアたち

に提起していると思われる。

　先ず、NGO CSW/NYへの登録会員は4万人におよ

び、パラレルイベント※１は昨年記録破りとなった700

件を上回る800件となり、日本からもバーチャル展示

などを含め6件が開催され、特に若手主催や若手参

加が顕著であった。NGO CSW/NYでは、YLYP（若手

リーダーと専門家）委員会が中心となり種々のプログ

ラムを活発に展開しており、日本からの参画を奨励、

応援していく必要性を再認識させられた。

◆世界共通の喫緊の課題に取り組む

サイドイベント※2の方も、会期に先立つ3月4日、5日に

ユース・フォーラムを優先テーマ「気候危機でのジェン

ダー平等」について長時間開催することに始まり、200

件を超える多様なイベントが展開された。JAWWのユー

ス・レポーターたちによると、例えば韓国の女性へのオ

ンライン暴力への取り組み等、優先・レヴューテーマに

限ることなく世界共通の喫緊の課題に果敢に挑む姿勢

に、驚嘆するとともに勇気づけられたとのことである。

◆気候危機への取り組みを提案

　日本からのサイドイベントは、2009年来の共催体制：

３NGOs（国連NGO国内女性委員会、国際婦人年連

絡会、JAWW）と国連日本政府代表部との協働で、

優先テーマについて、これまで明らかとなっているジ

ェンダーをはじめとする社会的文化的につくり出され

た差別により、甚大な気候変動被害を受ける事実を

踏まえ、そのような気候危機を緩和・解決する方向を、

主に女性が主体的に女性の視点で女性を対象に世

代間横断的に取り組む好実践例を基に提案した。

◆次世代へ渡していく責任

　気候変動は、これまでの人間の行動の積み重ねと

それを生み出してきた社会構造体制に起因すること

から、社会体制へ批判的思考に基づき変革を要求

する発言を可能とする民主主義の確立が解決の前

提となる。民主主義の元素ともいうべき人権尊重意

識と帰結としての平等社会の実現は、とりもなおさず

ジェンダー平等の基盤である。そのような社会にお

いて個々人が思い切り呼吸できる環境を作り次世代

へ渡していく責任を自覚し行動する時、地球の自然・

社会環境は変わると確信する。

※1.パラレルイベント：NGOが主催するワークショップ

※2.サイドイベント：各国政府や国連がNGOと共催するワークショップ

CSW66日本のサイドイベント
「エシカルな意識と行動が世界を変える
　～環境問題へのあらゆる人の参画に向けて～」開始画面

「気候変動と、民主主義と、ジェンダー平等」
   コロナ下のオンライン環境を逆手にユースが活躍　 鈴木千鶴子

仲田裕子

寄付者（2021年12月1日～2022年3月31日） 新入会員（2021年12月1日～2022年3月31日）

安齋徹、清友会、中山正子、阿部幸子、縄田眞紀子、
太田惠子、鷲見八重子、背戸民恵、牧島悠美子、
渡邉みち子、田邉光子、城倉純子、
加藤恭子（ご遺族）、匿名1名

たくさんのご寄付・ご協力をいただき有難うございました。 　　　 　（敬称略）

（2021年12月1日～2022年3月31日）

 　会員の皆様にコンサートや講座などの大切なお知らせをいち早くお届けするため、メールでもご連絡をする準備を
進めています。準備が整いましたらお知らせしますのでメールアドレスのご登録をよろしくお願い申し上げます。

お願い

・清友会様には今回も UN Women に多額のご寄付を頂き感謝します。
・加藤恭子会員は 2 月に急逝され、ご遺族からご寄付を頂きました。

長年のご支援への感謝とともに、ご冥福をお祈りします。

ご案内

連続講座2022～2023「大学教育最前線」シリーズのご案内

2022年度コンサート・連続講座の予定

 　コロナ禍後の世界はどのように変容していくのでしょう
か。グレートリセットと言われるほどの様々な試みがスター
トしています。
　当会は今年度から、清泉女子大学安斎ゼミの学生さんと
のコラボをスタートしました。高齢化が進む女性団体に、
当会の趣旨を理解頂きながら若い方々にも関心を持って頂
けるには？等々、課題山積の現状に厳しい！メスを入れて
頂き、今後の当会の方向性とモチベーションを高めていき
たいと思います。その指南役を務めて下さっております安
斎教授のリーダーシップ論の世界に、皆様をお誘いします !!
　今秋から次年度にかけて右記の要領にて、ディスカッショ
ンやワークを交えた参加型の連続講座を開催する予定です。
皆さまのご参加をお待ち致しております！

・第 1回 大学教育最前線 “リーダーシップ”
　グローバル化が進む世界の中で、求められるリーダー像がど
のように変容しているのか、を明らかにする。併せて、清泉女
子大学で実践している女性リーダー育成術の一端を披露する。
・第 2回 大学教育最前線 “プロジェクト”
　 大学教育の質的転換が求められており、その柱がアクティブ・
ラーニングの推進である。学生はディスカッションなどの双方
向の授業やプロジェクトなどの教室外学修プログラムを通して、
生涯学び続け、主体的に考える力を修得することができる。清
泉女子大学で実践しているプロジェクト教育の一端を披露する。
・第 3回 大学教育最前線 “コンセプト”
　先行き不透明で将来の予測が困難な時代には、知識は陳腐化
し、役に立たない。そこで、清泉女子大学の地球市民学科では、
思考や実践の型を「コンセプト」として教えている。言わば、
日本版ミネルバ大学を志向する同学科の取り組みを紹介する。

講師：安斎徹  (清泉女子大学 文学部地球市民学科教授)

海野幹雄 チェロ リサイタル
ピアノ 海野春絵

日時：2022 年 10 月 7 日（金） 14:00 開演

会場：古賀政男音楽博物館 けやきホール

全席自由：一般 3,500円 学生 2,000円

出演：チェロ 海野幹雄／ピアノ 海野春絵

◆詳細については、チラシやホームページでお知らせいたします。
◆コロナ対策に十分配慮して開催する予定です。
　　　　　　　　　　　～ 皆さまのご参加を心よりお待ちしています。～

第31回国連ウィメン日本協会東京チャリティコンサート

編集後記
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　ウクライナの悲惨なニュースが、人々に存在の不安を搔き立て、
安全地帯に居るとの思いは幻想にすぎないと誰もが感じています。
国際ルール遵守の精神はどのようにしたら醸成されるのでしょうか。
世界フォーラムである国連を、立身出世の終着駅的な存在ではない、
もっと身近な国際組織に構成していかねばと思います。(J)
　先日図書館で、国際女性デー関連図書展示という形で、関連図
書が一つの棚にまとめられていました。女性の権利や法律の本、
ジェンダー関連、ＤＶに関する本も表紙をみせて大きく飾られていて、
図書館員の関連推薦図書一覧も冊子で配布。ジェンダー問題への
意識が変わり、女性デーも認知されてきていると感じました。（N）

第66回 国連女性の地位委員会(CSW66)報告

連続講座
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