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ＣＭから社会を変える発信を

動き始めたユースたち

〈第32総会期主題聖句〉
平和を実現する人々は幸いである
―マタイによる福音書5章9節―
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〈日本YWCAの使命（ミッション）〉
イエス・キリストに学び、共に生きる世界を実現する
世界の人々と共に人権・平和・環境の問題に取り組む
〈日本YWCAのビジョン〉
地域で女性達が主体的に活動することを通して、
以下の社会をめざします。
（1）平和憲法が生かされ、核も暴力もない社会
（2）女性と子どもの尊厳を守る社会
（3）若い女性がリーダーシップを発揮する社会
（4）多世代・多文化で多様な背景を
持つ人びとを尊重する社会

www.ywca.or.jp

I HOPE
for

GENDER
EQUALITY
ジェンダー平等の未来へと変えていく
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CMからポジティブな変化を促す発信を

みんなで社会の新しい合意をつくろう
ここ最近、テレビ・コマーシャル（CM）に、

ジェンダーをめぐって少しずつ変化の兆しが伺えます。
その一つが、カネボウが打ち出した「I HOPE 」。

良くも悪くも話題になったチャレンジングなCMです。
こうした企業の挑戦を、あなたはどう感じますか？

モヤモヤ？ エンパワー？
社会に挑戦するCM

それが凛とした佇まいで、化粧をし

W

目にするようになった。

※

男女の性別役割的なジェンダー

ない自由を肯定するような。

C テレビCMに限らず、否応なく

に一石投ずるようなCMも出てきた

女性に限定しなければ、もっと

そこは限定していないみたい。

W
Y

目にする広告は影響力があるよね。

ね。

ある？ 多世代、多文化の女性たち

「 ジェンダーにとらわれない自己表現

人々の意識、あるいは無意識に、ポ

開放的で自由な感じになったのに。

が化粧をする姿が映し出されるのだ

としての化粧」というメッセージも

ジティブな変化を促すCMが増えた

カネボウの最近のCM見たこと

けど、媚びている感じが全然なくて、

あるのかもね。

Y

一人ひとりが「自分を生きている」

W

ちが 語る言 葉 が 力 強い。
「 自 分のな

完全版が公開されててね、モデルた

SNSを通じて誰でも自分の意見を

否両方の声があがりやすい。いまは

Y

ら社会が変わるきっかけになるかも。

C

化粧をする。
」というコピーがちょっ

りたい姿をがまんして、人に合わせ

表明できるから、そこから議論が広

カネボウのWebサイト限定で

という感じがして好感が持てた。

と。女性は生きる上で美しくあるべ

る必要は、まったくないと思う」
「性

がるといいね。

メッセージ性の強いCMには賛

きと言われている気がして。
「女性は

別ですら、自分で決めていけばいい」

あれね、私は「生きるために、

化粧をして当たり前」とされている

ば、企業や社会は無視できなくなる。

C たとえ小さな声でも多数になれ

なくていい」
「自分の心の中の声より、

違和感でも好感でも表明することに

「 あ なた以 外の誰かに、なろ う とし

るよね。なのに「生きるため」なん

大切なものなんてないから」

社会にあって、それが苦痛な人もい
て、ただただ目に見えない強制を強

は意味がありそう。

m
s
i
n
i
m
e
f

（ 広 告 ） を 合 わ せ て、

人々にもっと理解してほしいね。だ

あ る こ と を、 企 業 や 広 告 をつ く る
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という言葉があるんだ

からこそ、
「なんか、おかしい」と感

多様な人がいて、多様な思いが

けど、企業自身が、女性をエンパワ

じたら、その気持ちを大切にして、

Y

く、本質を伝えるCMに期待したいな。

に根の深い問題。カタチだけじゃな

W 女性に対する差別や暴力は本当

W そこは、エンパワーされるね。
ネットでもそうした声が上がっ

（フェミニズム）と
置いていて、自分らしい生き方の一

ーする価値を広告の中に取り入れる

どんな形でもいいから表明しよう。

C

そ の 気 持 ち を 声 に して
広 告 に 参 画 し て いこ う

化することになりそう。

C

ていたみたい。企業側としては想定
外の反応だったんじゃないかな。別
バージョン（３面）を見るとむしろ

つのツールとしての化粧なんだなっ

流れが世界的に生まれてきているみ

C

「 自 分らしく 生きる」ことに主眼を

て思えるんだよね。

たいだよ。

つくって、ジェンダー平 等の未 来へ
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本来、化粧をする、しないは自
由。
「生きるために……」のCMのラ

Y 確かにここ最近日本でも、ジェ

と変えていきたいね。

Y

ストは化粧を落とした女性がスッピ

ンダーを意識したCMを少しだけど

みんなで世の中に新しい合意を
ンで鏡に向かうシーンで終わるの。

※NEWクレラップCM「僕は手伝わない」篇。公式サイト「クレライフ」で公開中。
https://kurelife.jp/special/web-movie/
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未来は変えられると信じる人々の「I HOPE. 」
KANEBOテレビCM第一弾

美ではなく希望を語るブランドとして、
「未来は変えられると信じ、自らの唇で熱く想いを発する人」を描いている。
出演
中島セナ
モード系雑誌を中心に活躍す
る気鋭のモデル・女優。
同世代のアイドルとは一線を画
し、唯一無二の存在感を放っ
ている。
ソフィア・ハジパンテリ
SNSを通じて「型にはまらない
美しさ」を発信するファッショ
ンモデル。
ありのままの自分を肯定すべく
「#UnibrowMovement」を展
開する。
シェリー・シルバー
自身のルーツであるアフリカの
文化を、ダンスを通して世界に
伝えている。
ルワンダでの支援活動によって、
国連のRural Youthアンバサ
ダーに。
井手上漠

セナ：明るい光があるのかもしれない。

イコンテストDDセルフプロデュ

ソフィア：Strength is hope. 
希望を持つ人は、強い。

ース賞を受賞。常に自然体で

漠：自分で決めていけばいい。

第31回ジュノン・スーパーボー

自分らしくを標榜するタレント・
モデル。

シェリー：Always be kind.
いつも優しさを持つこと。
セナ：それに気づいていないだけで。
シェリー：Even if people are mean to you.
たとえ周りが不寛容でも。
漠：誰を好きになってもいい。
ソフィア：Imperfections are perfect.
完璧じゃないからこそ、人は素晴らしい。

WebサイトでCM公開中
KANEBO
https://www.kaneboglobal.com/jp/ja/

セナ：チャンスなんだと思う。
シェリー：Don’t let the world change you. 
あなたという存在を、世界に変えさせてはいけない。
唇よ、熱く希望を語れ。
I HOPE.

写真提供／カネボウ化粧品

YOUTH★HOPE
×
for GENDER EQUALITY
20代のユースたちだ。

中心になって進めているのは、

すらなかった。そんな、
「当たり前」

のことになりすぎて見逃してしまう

モヤモヤが私は見逃せなかった。

大学生になり、フェミニズムに触

れる機会が多くなった。

現在、活動している

「日韓ユース・カンファ

レンス2020」 も そ

の一つだ。今 年 はコロ

ナ禍ということもあり、

オンラ イン・フェミニ

ズムとしてさまざまな

観点からジェンダーの

知識を深め、共に語り

合える仲間を増やすこ

とを目的に、Zoom上

でのおしゃべり 会や各

と、必ずと言っていいほど聞かれる

ジェンダーの活動を行なっている

での「当たり前」を壊すのが怖いだ

いない、と私は思う。きっと、今ま

ジェンダーに興味のない人なんて

SNSを使ったキャンペーンを企画

が、この質問は私をいつも悩ませる。

け。ジェンダー論は、人が自分らし

「ジェンダーについて興味を持った

ジェンダーに興味を持った理由な

く生きるために必要な考えであり、

している。

んて数え切れないほどある。たとえ

世の中はさらにワクワクするものに

ジェンダーの観点から物事を見たら

なると思う。

ば、小学生までは男女間でわりとパ

学生以降になるとどんどん男の人が

「ジェンダーについて興味を持った

きっかけなんて、なんだっていい。

力を持っていくようになることとか。

子マネージャーという枠があるのに、

一緒に動き出そう。

きっかけはなんですか？」

女子の運動部にはマネージャーの枠

私の学校では、男子の運動部には女

ワーバランスの差はなかったが、中

きっかけはなんですか？」

名古屋YWCA会員 森 麻貴

きっかけなんて
なんだっていい
一緒に動き出そう

オンライン・フェミニズムSNS
キャンペーン実施中！
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YWCAでは、ジェンダーに関するさまざまな学びや活動が始まっている。

しなやかな発想、大胆な行動力で、仲間を集め、
課題の解決に取り組んでいる。

その情熱のルーツ、思うところを聞いてみた。

私が
動き始めた
理由

※次回のZOOMおしゃべり会は10月15日開催予定。
詳しくは日本YWCAのSNSで
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本文で紹介したマーサ・ヌスバウムの著書『女性と
人間開発 潜在能力アプローチ』
。パソコン画面は、
企画運営に参加したワークショップ ※のバナー

等に疑問を覚え、ジェンダーに関心

「自分は自分のために存在する」と
思える人が増えるように

ジェンダーの不平等を
性教育から変えていく

ジェン ダ ー を 考 え る こ と は、こ の

「逆」の所以を考えるようなことか

ら始まると思う。

「いまどき女性 差別なんてない」

と信じる女の子の何が危険か。性暴

東京YWCA会員 矢田部沙羅

力にあっても「自分に非があるから」
、

を持つようになりました。
YWCAの活動を通し

性差別を感じても「自意識過剰だ」

と思っています。

われずに生きる人が増えたらいいな、

私は、ジェンダーバイアスにとら

し、誰もが「他者の目的のための手

る存在と見なされてきたことを指摘

女性が子どもを産む存在・世話をす

サ・ヌスバウムの言葉です。彼女は、

えられたか。保健の授業で「人権」

なセックスについて学校で十分に教

は語れない。だいたい、安心・安全

の不平等を、性行為から切り離して

加藤初果

てジェンダーを学ぶうち

と思ってしまうこと。事実は、女性

大学の授業でルワンダ内戦時に女

段」でなく「その人自身を目的とし

東京YWCA会員

日本の家制度の意識の名

差別は存在していて、それは体系化

男性にも同じ文脈の悩みがあるら

残や性別役割分業意識が

の不平等を無意識のうち

しい。デートで奢ることがプレッシ

されていて、国連でも議論されてい

に幼い頃から感じていた

ャーだったり、コンドーム代の全負

あると気付きました。振

と思います。

担に悩んでいたり。この「文脈」こ

るのだ。

「一人ひとりを目的とす

性が性暴力を受けた事実と戦後は女

て生きるべき」と考えています。こ

考えれば考えるほど、ジェンダー

そが、ジェンダーではないか。

性が中心となって村を立て直したこ

の考えがDVや性別役割分業等の根

いま、全国のYWCAの若者と協

って後年、苦痛を受けるのは誰か。

は語られたか。不十分な性教育によ

とを知りました。紛争で男性の働き

底にある問題に通じていると感じま

れるのか？ されない。
「逆ナン」と

腹立たしい。男子も同じ位ナンパさ

みに利用する。それが、たまらなく

手は無意識であってもこの構図を巧

瞬間、私が少し束縛されるから。相

どこかで絶対に感じてるから。その

たいから。

ほしいから。誰もが平等な社会にし

の権利を知って、守ることを学んで

進めている。若いうちに自分や他者

しての包括的性教育プロジェクトを

う、中高生を対象とした人権教育と

力して「

」
とい

いう言葉があるのは、それゆえだ。

る。断ることで逆ギレされる恐怖を、

手を失ったことを皮切りに、それま

りも力の無い存在と見なしているた
めに生じています。力の平等の実現

す。これらの問題は、相手を自分よ

うです。女性が戦時中にモノのよう

と、
「 自 分は 自 分のために 存 在 す

で女性が持っていなかった夫や父親

学・倫理学者であるマー

る」これはアメリカの哲

り返れば、性別による力

ナンパされると、嫌な気持ちにな

に、自分の周りにも昔の

横浜YWCA「Wの会」のメンバーと生理を起
こすホルモンの仕組みを学んだ
（2019年10月）

の財産の相続権を徐々に確立したそ
に扱われたことへの衝撃と、戦後自

る」と思える人が増えることを目指
して活動していきたいです。

立するための精神の強さの対比が皮
肉のようだと感じ、性別による不平

※
「考
 えよう！若者とネット社会～フェミニズムの視点から～」
日本YWCAのYouTubeで公開中
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ーの活動や勉強会を開催し
ています。
現在は、熊 本YWCAの
ジェンダー委 員 会のメンバ

あなたは一人じゃない
一緒に歩んで行きましょう

甲府YWCA会員 宮川千愛美

力があります。望んでいた将来を閉

ざされることさえあります。こうし

た問題は、まるで「ないこと」のよ

うに埋もれてしまい、誰にも気づか

ストに呼び、参加者が知識

イノリティに属する人をゲ

苦しんでいる人が安心していられる

いと思っています。そこは、一人で

私は大学にYWCAを立ち上げた

れずに一人で苦しむ人は少なくあり

を深めてもらえるようなイ

居場所であり、ともに支え合って声

ーと 共にジェンダーカフェ

ベントを企画しています。

を上げていく運動体でもあります。

ません。こんなことがあって、いい

このように、イベント主催

過去に私が声を上げようとしたとき、

のでしょうか。

者と参加者の両者がジェン

助けを求めることができるスペース

を企画し、性について意見

ダー問題に触れ、解決策を

がもっと身近にあったらいいなと痛

て頼れる人が身近にいることが、ど

れほど心強いことか。

いて、性暴力は身近な問題であるこ

らに自分の経験を語っているのを聴

性暴力の被害者である女性が涙なが

議する社会運動です。その会場で、

フラワーデモとは性暴力に反対・抗

デモに母と一緒に参加したことです。

っかけは、熊本で行われたフラワー

ジェンダー問題に関心を持ったき

は、いい方向に変わることが可能で

たち一人ひとりのアクションで社会

ことが分かります。だからこそ、私

私たちの生活と密接に関わっている

題と関係があり、その背景を探ると

や環境などさまざまな分野の社会課

感じます。ジェンダー問題は、経済

理解することになるのではないかと

相手を理解することがジェンダーを

題です。決して難しいことではなく、

です。

「あなたは一人じゃない」と言いたい

私 は 自 分 も 含 め た 女 性 た ちに、

とに気付きました。そして、性暴力

あると信じています。一度、差別の

31

生か高校生のころでした。

和感が「女性であること」から生じ

を持って生活していました。その違

私は、物心がついてから、違和感

一緒に笑ってこれからを歩んで行き

ます。一緒に考えましょう、そして

いる人に寄り添い、共に歩いていき

味方です。苦しんでいる人、悩んで

ない私とあなたでも、私はあなたの

同じように、女性であることで強い

大学という社会にも、大人の社会と

ゃない」

世界にも大勢いる。
「あなたは一人じ

けではないと思います。日本にも、

ましょう。こう考えている人は私だ

られる苦しみがあります。差別や暴

いま地元の大学に通っていますが、

ているものだと気づいたのは、中学

会ったこともない、話したことが

と関連があるジェンダー問題につい

ない社会を一緒に考えてみませんか。

がちですが、男性にも関係がある問

ル・マイノリティや女性に論点を当て

ジェンダーと 聞くと、セクシュア

共に考えることが大事ではないかと

を共有し合うイベントやマ

地元で開かれた戦争展で、YWCAで学んだ戦時
性暴力の問題を交えて平和について話した

感しました。そして、大学生にとっ

熊本YWCA会員 海北三奈

考えています。

ジェンダーを理解するって
相手を理解することだと思う
て知る必要があると思い、ジェンダ
※次回
 のジェンダーカフェは 月 日に開催予定。
10
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ジェンダーカフェの打ち合わせ。テーマ
は
「母親との関係」だった
（2019年9月）

ジェンダー平等に向けた
国際的な節目の年

思います。

o
o
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M
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や、米国トラ

まも解決されない根底にミソジニー（女性

した参 加 者の一人は、
「 慰 安 婦 」問 題がい

蔑視）があることに気付いたといいます。

さらにそれが、性暴力を軽んじる現代社会

に受け継がれていると感じて立ち上がり、

今年度の日韓ユース・カンファレンスで

は、オンラインでフェミニズム運動を展開

いま実行委員として行動を共にしています。

ように、この数年で、性暴力や性差別の撤

造」という気付きを得ることから始めてい

し、
「なんかおかしいよね、この国の社会構

発するウィメンズ・マーチなどに見られる

廃を目指す社会気運は大きく高まりました。

ます。またこの 月、国内外の政策提言の

うため、日本YWCAに「北京+ チーム」

場でジェンダーに関するアドボカシーを担

月には、ジェ

定める「第 次男女共同参画基本計画」に

ンダー平等に向けた 年間の国の方向性を

が新設されました。 月～
こ う し た 流 れ を 嬉 し く 思 う 半 面 で、

らだと感じています。

25
SNSでは言葉やイメージだけが独り歩き

7

共感した多くの個人が、SNSへの投稿を

4
中心に「もうたくさん！」と声をあげたか

ている」のは、このような世界的な動きに

国内でも、ある種「フェミニズムが流行し

ンプ大統領の女性蔑視発言への抗議に端を

性暴力を告発する

社会気運の高まりを
差別構造を変える運動に



月。その頃のYWCAには、

私 が 日 本 YWCA に 就 職 し た の は
2016年

ジェンダーの問題に関心があるユースはそ

わりにくいと感じます。ジェンダーを取り

しがちで、ジェンダーの本質的な問題が伝

目を総括するプログラムを予定しています。

めてきました。 月には北京会議から 年

対するパブリックコメント提出の準備を進

5
巻く政治状況は、北京会議から 年たって

5

流行」で終わらせず、差別の構造に気付き、

流を、ファッションのよう な「かっこいい

も根本的には変わっていません。最近の潮

もって、より多様な女性たちと「シスター

を抜かずに、だけどユースの柔軟な発想を

問題の本質を見定めることに関しては手

展開させることが肝要です。

フッドを築く」こと。 北京+ の節目の年

11
変革するためのラディカルな思想と運動を

本質を見定めること
柔軟な発想をもつこと
私が担当しているプログラムの一つ「日

2020年は、国際的にジェンダー平等

韓ユース・カンファレンス」では、日韓に

けでなく、日本全体でも、若者主体のフェ
と 思 い ま す。 個 人 的 な 話 で す が、 私 が

ミニズム運動はそんなに活発ではなかった

共通する課題について、両国のユースが共

んなに多くありませんでした。YWCAだ

YWCAに職員として関わりたいと思った

計画しています。2019年は「ミソジニ

に学び、自らにできるアクションプランを

に向けた節目の年と言われています。その
会議（北京会議）が開かれ、北京宣言・北

理由の一つが、1995年に第 回世界女性
京行動綱領が採択されてから 年目を迎え

が最大の理由でした。多様な女性たちと連

のは、YWCAが「女性運動」であること

o
o
T
e
M
#

ド」を築くことへの希望。それは私にとっ

帯 して抵 抗 していくこと、
「シスターフッ

憶する「戦争と女性の人権博物館」を訪問

開催しました。日本軍「慰安婦」問題を記

ーと日韓

運動」をテーマに韓国で

至極当たり前のことが国際レベルで初めて

て、ほとんど「信仰」に近いことなのだと

とです。

認識されました。そう、たった

山口慧子

に、YWCAが担う大きな意義が、そこに

はあると信じています。

日本YWCA職員

※北京+25のレビュー過程に多様な若者の参画を促すためにUN Women（国連女性機構）によって
設置された国際的グループ。各国の市民社会代表のユース30名で構成。筆者もメンバーの一人。

8

25

北京会議から25年
シスターフッドを築いて
社会を変えていく

年前のこ

あの会議で「女性の人権は人権」という

たことにあります。

25

ユースたちの熱気に包まれる日韓ユース・
カンファレンス（2020年1月）

YOUTH★HOPE
×
for GENDER EQUALITY
4

25

「北京+25ユースタスクフォース※」の
メンバー、ドリーン・モラーさんと昨
年の世界YWCA総会で初対面した

4

25

25
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7

斎藤喜子 得永道子 梶山順子
遠藤洋子 ⻆井桂子 榎本みつ枝
熊江雅子 藤原玲子 友田シズエ
古谷都紀子 市川真美恵
福澤レベッカ 宇都宮芳子

（パレスチナＹＷＣＡ
「難民キャンプにおける子どものため
のプログラム」支援）
日本キリスト教協議会女性委員会
世界祈祷日事務所

（国内外の災害被災者支援）
島田茂 汐崎康子 三股まさ子
森晶子 寺島順子 堀内香代子
川上哲 比企敦子 榎本みつ枝
田中綾 松田和子 松村ユカリ
小田絢 折戸和子 太田ゆかり
井出都 小村明子 古谷都紀子
森朋子 山田康博 松下真佐子
青木惠子 尾嵜敦子 藤井初子
笛木直子 佐藤孔美 阿部幸子
汐崎貞子 仙波容子 石藤治子
杉本陽子 関根紘子 松岡信子
清水嶋孝 井上玲子 藤田雅子
小泉陽子 斎藤喜子 白井裕子
得永道子 塩尻和子 柴田幸子
井汲頴子 秋元靖子 宮本久子
設楽順子 和田崇子 依田良子
遠藤洋子 手島千景 古川道子
三宅文子 吉野恵子 杉本康雄
中田貞子 ⻆井桂子 熊江雅子
本橋育子 藤原玲子 下末かよ子
河村双葉 松下倶子 髙月三世子
青木浩子 中村紀子 武内冨貴代
都木惠子 徳永明子 鳥海百合子
一杉静子 坂口和子 山本貴美子
須藤和子 実生律子 金木美知子
久我輝子 粂みち代 梶原恵理子
仁木三智子 中西トク子
梅花中学校・高等学校
匿名

丸木準子
岡部和義

吉川真里子
ノジユウコ

ＡＣＴ Ｊａｐａｎ Ｆｏｒｕｍ

加藤知子
雀部真理

日本キリスト教団江差伝道所
日本基督教団帯広教会
日本キリスト教団滝川二の坂教会
日本基督教団留萌宮園伝道所
日本バプテスト連盟札幌バプテスト
教会
日本キリスト教団千歳栄光教会
日本キリスト教団旭川豊岡教会
日本バプテスト女性連合
日本キリスト教団新発寒教会
日本キリスト教会函館相生教会
日本基督教団札幌北光教会
日本基督教団うふざと伝道所
日本基督教団真駒内教会
日本基督教団置戸教会
日本キリスト教団千里聖愛教会
みどり保育園
東洋英和女学院中学部・高等部
青山学院初等部
沖縄キリスト教学院
日本キリスト教団仙台北教会有志
ＦＴＶ生徒有志
グラニーズの会有志
韓国YWCA
仙台ＹＷＣＡ有志
東 京YWCA 「 留 学 生 の 母 親 運 動 」
城南地区
東 京YWCA「 留 学 生 の 母 親 運 動 」
さがみ野地域
釧路ＹＷＣＡ
弘前ＹＷＣＡ
福島ＹＷＣＡ
新潟ＹＷＣＡ
静岡ＹＷＣＡ
公益財団法人名古屋ＹＷＣＡ
公益財団法人大阪YWCA
公益財団法人神戸ＹＷＣＡ
沖縄ＹＷＣＡ

無断での複写・転用・転載はご遠慮ください。

メールにてご意見・ご感想をお寄せください。今後の紙面づくりの参考にさせていただきます。 office-japan@ywca.or.jp 

編集発行人 実生律子／偶数月1日発行

発行所 公益財団法人日本YWCA 〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館302号室
Tel. 03・3292・6121
Fax.03・3292・6122
office-japan@ywca.or.jp
www.ywca.or.jp

ご協力ありがとうございます
賛助費
島田茂 森晶子 福澤レベッカ
田中綾 内海公子 三股まさ子
辻加代 塩見志保 富岡美知子
井出都 寺島順子 上村兪巳子
李初容 比企敦子 木田みな子
宋富子 松田和子 富田美樹子
俵恭子 吉田亜希 仁科謙太郎
原紀子 野田雅子 重松よし子
稲垣弥竝 青木惠子 尾嵜敦子
寺山朝子 藤井初子 臼田治子
石川玲子 田中暉彦 河野章子
野澤節子 阿部幸子 汐崎貞子
仙波容子 原芙左惠 花盛静子
杉本陽子 関根紘子 笈川光郎
松岡信子 井上玲子 荒井重人
小泉陽子 斎藤喜子 白井裕子
得永道子 深田光代 秋元靖子
諏訪昭子 藤岡綾子 堀内香代子
毛利亮子 和田崇子 大澤恵美子
依田良子 遠藤洋子 松村ユカリ
古川道子 三宅文子 加納美津子
山本鉄子 星野花枝 八村悠紀子
町田裕子 熊江雅子 森際真知子
田中宏子 本橋育子 小林喜美子
松本幸子 馬場元毅 帆足嘉代子
伊藤悦子 藤原玲子 髙月三世子
石原清美 山内明子 武内冨貴代
阿部方子 籏眞紀子 中平多恵子
松下倶子 青木浩子 谷川いづみ
中橋美鈴 伊藤眞代 鳥海百合子
都木惠子 一杉静子 山本貴美子
須藤和子 小谷充子 五十嵐和子
永吉敞子 実生律子 梶原恵理子
河内常男 渡辺園子 小野小夜子
山田純子 小宮一子 仁木三智子
由良昌子 阪本和子 中西トク子
平石あつ子 具島美佐子
山田久美子 木下由美子
匿名

月

y-net@ywca.or.jp にお名前を送ってください ／ フェイスブック www.facebook.com/YWCAJapan

メルマガ登録

旬な情報発信しています

（台風 号被災者支援募金）
日本ルーテル教団東京分区

日～

日

東日本大震災被災者支援募金
井出都 内海公子 三股まさ子
俵恭子 比企敦子 中村とよ子
松田和子 青木惠子 藤井初子
野澤節子 佐藤孔美 汐崎貞子
仙波容子 原芙左惠 杉本陽子
関根紘子 井上玲子 斎藤喜子
得永道子 竹内美貴 設楽順子
毛利亮子 和田崇子 依田良子
川上静子 塗芙紗子 赤川恵子
熊江雅子 杉原壽子 上村兪巳子
一杉静子 小谷充子 太田ゆかり
小林喜美子 山本貴美子
仁木三智子 具島美佐子
匿名

月

（カーロサポーターズ募金）
庄子泰子
カーロサポーターズ
件

（２０２０年
敬称略）

15

62

8

19

（熊本豪雨災害被災者支援募金）
吉高叶 吉高路 キヨノミエコ
望田幸 鈴木美鈴 石田英理香
渡邊恵 高橋桑子 髙橋りえ子
深千香 藤原玲子 佐藤由美子
松井稔 松下起子 齋藤百合子
原容子 竹村泰子 田島千惠子
俵恭子 町田洋子 山岸サタ子
林飛鳥 赤川恵子 矢吹真理子
倉戸啓子 藤井京子 大塚優子
新田和子 津戸真弓 内山康一
齋藤純子 小室京子 木村澪子
文田則子 京野洋子 沓沢則子
佐藤清子 関むつみ 鈴木幸子
吉田夏子 中島淑子 清水靖子
岡田康子 野﨑斐子 古家美智子
久田和美 遠藤真理 久宗百合子
石渡能子 坂口和子 岩城紀代子
植口克子 毛利亮子 畑山みさ子
東平瑞江 會津昭代 白幡ゆき子

6

ピースメーカーズ募金
（平和をつくり出す女性のリーダー
シップ養成）
井出都 内海公子 三股まさ子
俵恭子 芳川雅美 松下真佐子
井口諭 比企敦子 髙月三世子
稲垣弥竝 青木惠子 藤井初子
佐藤孔美 坂内義子 斎藤喜子
得永道子 梶山順子 毛利亮子
和田崇子 熊江雅子 梅林宏道
藤原玲子 松下倶子 都木惠子
岡田康子 小谷充子 雀部真理
実生律子 渡辺園子 谷川いづみ
小宮一子 堀内洋子 仁木三智子
災害時支援募金
（オリーブの木キャンペーン募金）
内城愛 内城恵 内城恵莉
田中甫 芳川雅美 三股まさ子
川上哲 稲垣弥竝 富岡美知子
井出都 青木惠子 上村兪巳子
俵恭子 田中暉彦 重松よし子
関根紘子 井上玲子 荒井重人

16

https://www.ywca.or.jp/news/2020/0928news.html
プログラムの詳細はこちらから

Zoomウェビナー
場所

11月22日（日）14時00分 ～16時30分
日時
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「北京女性会議・北京行動綱領採択から25年！
ジェンダー平等に向けたIntergenerational Dialogue」
オンラインで開催
1995年の第4回世界女性会議
（北京会議）から25年目を記念して日本YWCA主催のプログラ
ムをオンラインで開催します。YWCA内外の多世代・多文化の女性の人権活動家が登壇し、
ジェ
ンダー平等に向けた国際的な歩みを振り返るとともに今後の活動の展望を探ります。ジェン
ダー平等の実現を求める人は、どなたもご参加いただけます。

1995年に開催された北京会議では、女性の権利の実現、ジェンダー平等の推進をめざす
「北京宣言」と12の重大領域を定めた
「行動綱領」
が採択されました。その後、国連会議において5年、10年の節目ごとに行動綱領実施の成果と課題の議論が重ねられてきました。25年
目の重要な年にあたり、日本YWCAでは国内外の政策決定の場に若い世代の声を反映させるため、さまざまな活動に取り組んでいます。

