
【CSW55 第 2日目】2月 21日（月） 
 
【日 付】2011年 2月 21日、9:00-15:00 
【場 所】EASTGATE TOWER HOTEL 
【題 目】World YWCA Advocacy Training 
【主催者】World YWCA 
【内 容】 
この日は、世界 YWCA による、YWCA からの参加者のためのトレーニングが行われまし
た。まず午前は、CSWとYWCAのつながりや、今回のCSWに合わせて提出した世界YWCA
の声明文のポイントについてグンボンズバンダ総幹事等らレクチャーがあり、午後は、期

間中に出席すべき公式会議や、公式会議と並行して開催される NGOのイベント（シンポジ
ウムやワークショップ等、以下「NGOパラレルイベント）とする）、各種NGO協議会(caucus)
等の説明が世界 YWCA副会長から行われたあと、全員で、各国政府代表へのロビーイング
方法や、各種 NGO協議会おいて YWCAが発言すべき点についての協議し、最後に各参加
者が担うべき任務の割り振りを行いました。 
 
午前の総幹事によるレクチャーでは、YWCAは、1946年に経済社会理事会が NGO特別協
議資格制度を導入した年に、その資格が認定された 41団体の 1つであり、世界で初めて女
性団体としてこの協議資格を取得した団体であること、また、これまでの開催された国連

世界女性会議や CSWの NGO協議会において、世界 YWCAのメンバーが議長やその他の
重要な役職を務めるなど、YWCA は国連の女性政策等に NGO として一貫して関与してい
ることが強調され、各国 YWCAはその自負をもって国内外で行動すべきことが伝えられま
した。（尚、現在 NGO協議資格を有している YWCAは、世界 YWCA、アメリカ YWCA、
カナダ YWCA、ナイジェリア YWCAの４つ）。 
 
午後は、まず、政府代表へのロビーイングについて、オーストラリア YWCAが経験に基づ
き情報提供や、各 NGO 協議会の説明等が行われた後、今回の CSW における各国 YWCA
の任務について協議と確認が行われました。政府代表へのロビーイングについては、各 Y
は、会議期間中に、自国の政府代表等に接触し、YWCA の声明文を手渡すとともにその説
明を行うよう要請されました。NGO協議会については、各関連協議会（Ecumenical Caucus, 
Young Women’s Caucus, Regional Caucus）に出席するメンバーと、その場で、YWCA
として伝えるべき点等について話し合いが行われました。 
YWCAの声明および強調点は、以下の通りです。 
-------------------------------------------------------------------- 
声明文： 
Invest in Education for Women and Girls: Prevent Violence and HIV 



（E/CN.6/2010/NGO/1） 
強調点： 
Recognising that education, skills development and training are key to women’s 
empowerment, rights and especially to the prevention of violence against women and 
HIV; the World YWCA calls on the Commission on the Status of Women to: 
 
・Increase investment in education for women and girls, including comprehensive 
sexuality education, as key to addressing poverty and promoting the social and 
cultural empowerment of women, particularly in the context of HIV. 
・Involve women and girls in policy dialogues on education to create safe and inclusive 
educational approaches that will empower young women and will create equal learning 
opportunity and access to technical training and job markets in science and technology. 
・Include a rights perspective in education policies to address the gender disparity 
between women and men and the protection of girls, since education is an enabling 
right that will give women and girls a voice for claiming their human rights.  
・Demand the right to productive employment and access to decent work for young 
women. This is core to economic growth policies and poverty reduction strategies at 
national, regional and global levels. 
・Promote vocational and non-formal education programmes that reach out of school 
girls in a safe and inclusive environment and include their right to comprehensive sex 
education and information on HIV.  
 
Promoting women’s leadership, including equitable representation of women, young 
women and women living with HIV, at the highest levels of national political, executive, 
legislative and judicial structures is key to the achievement of the above commitments. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
【日 付】2月 21日、17:30-20:00 
【場 所】Institution for Education  
【題 目】World Service Council Reception 
【主催者】World Service Council  
【内 容】 
夜は、The YWCA World Service Council主催によるレセプションが開かれ、The YWCA 
World Service Councilの温かい歓迎の雰囲気のなか、各参加者が自分たちの活動について
発表しあった。尚、The YWCA World Service Councilとは、アメリカを拠点に、世界にお
ける YWCAの活動を支えるための資金援助等を主に担っている組織である。（福嶋） 


