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いま、女性たちは
困難のただ中で
女性の地位向上をめざすタイ

ドゥアン・プラティープ財団創設者

プラティープ・ウンソンタム・秦

21世紀に入って14年が経ちましたが、いまだに真の

ら事業申請を受け、給付総額は１億３千万バーツに及

男女平等にはほど遠いのが世界の現状ではないでしょ

んでいます。事業申請額は１件につき20万バーツ以内

うか。人間社会では、階級や階層により、また皮膚の

ということで、スラム地域の女性や主婦たちにとって、

色によって人種差別をしたりしていますが、互いの違

現状を変革する非常によい機会となりました。これま

いと良さを認め合い、協調性を持ち、性別や世代、文

では、貧困ゆえに財産が乏しく、銀行からの借入は不

化の違いに関係なく「人」としての尊厳を大切にして

可能であったため、マフィア（高利貸し）から年率

いくことが何よりも肝要であると私は確信していま

24%（毎月２%）という高い利息を支払って借入れて

す。最近、各国で人権を侵害するようなさまざまな報

い る ケ ー ス も あ り ま し た。 そ の 点、「Thai Women

道が散見されています。よき伝統などが権力者によっ

Empowerment Funds」の基金の利息は年率３%です

て乱用されたり、男子か女子かが判明した段階で我が

から、それを活用することでスラム地域の主婦たちが

子を殺したり、女の子は家事と育児に従事させるとい

雇用される側から雇用する側へと変わることが可能に

う習慣から、学校に行かせずに男の子だけに教育を受

なったのです。

けさせるといった状況が依然として残っています。当

この１億３千万バーツの資金のおかげで、バンコク

然のごとく、女性が社会に進出していく機会を失うこ

の２〜３百万人以上の女性の生活が改善されました。

とになり、その一方では夫や息子による家庭内暴力で

これは、砂漠の中にオアシスを見つけたようなものだ

命を落としてしまうケースも少なくありません。

といえるでしょう。ただ残念なことは、この女性のた
めの助成基金が国会で正式に承認されていないことで

タイでは、
1932年の立憲革命から82年が経ちました。
2011年にようやく、インラック・シナワット氏が総選

す。昨年以来、タイは政情不安定な状況になっており、

挙により選出され、28代目の首相として初めて女性首

インラック首相は国会解散を宣言してはいるものの、

相が誕生しました。しかし議会では、女牲という立場

まだ解決の目処が立っていません。

であるがために過激な性差別に耐えていかなければな

プラティープ財団では今後も各団体と協力しなが

らない状況にあります。このような背景から、政治家

ら、女性や厳しい状況に置かれた人たちの権利を主張

を目指す女性はまだ少なく、数々の障害が女性の前に

し、活動を続けていく所存です。地球上のどこに生き

立ち塞がっています。

ていようとも、同じ人間として、性差別や人種差別を

「地位がある人が定めた法律は、その地位の人のため

無くし、高齢者をはじめとする弱い立場や困難な境遇

のもの」と言われるように、タイでも権力を持つ人物

に置かれている人びとの生活状況が一歩一歩改善され

の性別により国の運営や政策が決まりがちです。そこ

ていくよう、皆さま方と共に歩み、共に生きてまいり

でインラック首相は、女性問題に取り組むための対策

たいと切に願って止みません。

として、就任翌年の2012年から女性の就業促進や収入

プラティープ・ウンソンタム・秦
Prateep UNGSONGTHAM HATA

向上を図る事業として「Thai Women Empowerment
Funds（タイ女性の地位向上を図る活動支援基金）
」を

バンコクのクロントイ・スラム出身。貧困で学校に通えな
いスラムの子どものための「１日１バーツ学校」の運営（1968
年〜 75年）等の功績が認められ、1978年にアジアのノーベ
ル賞と呼ばれるラモン・マグサイサイ賞（公共福祉部門）を
受賞。同年、賞の報奨金を基金としてドゥアン・プラティー
プ財団を創設、事務局長に就任し、現在に至る。
さらに、1980年に受賞したジョン・D・ロックフェラー３
世青年賞（ロックフェラー財団）の報奨金を投じて「スラム・
チャイルドケア財団」を設立。2000年には上院議員に選出さ
れ、2006年まで国政において社会的弱者支援の政策づくり
に取り組んだ。このほか、スラム地域開発委員会委員長を務
める。スワンドゥシット教員養成短期大学で教育学の学位を
取得（1976年）
。

実施しています。77億バーツの活動資金は全国の女性
たちの活動に役立てられており、低金利での貸付や助
成金の交付など、さまざまな方法で女性を支援してい
ます。５人以上の女性がグループを組んで事業申請書
を提出し、審議されて認可が下りた後、それぞれのグ
ループが活動していくことになります。
こ の「Thai Women Empowerment Funds」 の 運
営の要となる委員は全国から選出されます。首都のバ
ンコクでは合計17人の委員が選出され、私は会長に就
任しました。そして、これまでにバンコク内の50区か

＊この記事は2014年３月に執筆されました。
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特別寄稿

日本の女性へのメッセージ：

アジアにおけるジェンダー平等を共に目指して
クリスティ・ポエルワンダリ

（インドネシア大学大学院ジェンダー研究プログラム主任）
私は、1990年にジャカルタのインドネシア大学大学

高い妊産婦死亡率、ジェンダーに基づくさまざまな形

院ジェンダー研究プログラムの第１期生として女性問

の暴力、女性に課せられた多重の負担などが依然とし

題への取り組みを始め、それ以来積極的にこの問題に

て問題となっています。また最近では、女性の自由を

携わってきました。本研究プログラムは、開始当初は

制限し、公的な場や国の意思決定レベルの場において

非常に小規模なプログラムではありましたが、いくら

女性が果たす役割を減じかねないような倫理観に基づ

かの財政的支援を受け、世界各地の女性問題について

く議論がされる傾向も見られます。
しかし男性側も、男女共同参画社会の中で男女が相

学ぶために女性に関する国際的なイベントに参加する

互に尊重しあえるようなパートナーシップを築くこと

機会も得てきました。
とはいえ、本プログラムは、大学内での地位を強化す

を切望しています。そのため、私たちはジェンダー研

るに当たって多くの課題を抱えています。大学ではインド

究の活動における連携を絶えず高めていくと同時に、

ネシアの高等教育政策を重視する方針をとっており、そ

あらゆる関係機関の強化を図りたいと願っています。

の政策においては女性学を「学問的」な価値があるもの

また、スリストワティ・イリアント教授がインドネ

として認めない傾向があるため、さまざまな問題に直面し

シア大学の学際研究大学院長に新しく選任されたこと

ています。その一方で、大学では投資に見合うだけの重

により、新たな期待が高まっています。彼女は本学に

要性があるか否かという観点から、このプログラムに対す

おけるジェンダー平等の唱道者の一人であり、学際的

る期待や評価を判断している側面もあります。

な活動および国際的なネットワークの構築に対して優

韓国の梨花女子大学は、女性学におけるアジア地域

れた先見性を持つ人物です。そのため、私たちはイン

の連携を図っており、インドネシア大学もこれに加わ

ドネシアおよびアジアにおけるジェンダー研究を確実

りました。私はその時、明確に焦点を定めることなく

に推進・強化するために奮闘していくことを固く決意

広い世界のさまざまな問題について思案を巡らせるよ

しています。

りは、私たち自身、すなわちアジアの女性とジェンダー

このような立場から、私たちインドネシアの女性は

の構築についての理解を深める方がはるかに良いので

日本の女性との協力関係を強め、以下の点について明

はないか、ということに気づきました。このような視

らかにしていきたいと思います。すなわち、①私たち

点に立つことで、アジアの女性は互いに高め合いなが

の社会に依然として存在する性差別やジェンダー

ら知識を形成し、男女、各国、人びとが共に尊重し合

ギャップ、②そのような性差別やジェンダーギャップ

う協力関係を基盤とした新たな文明を築き上げること

が女性、男性、少女、少年を問わず私たち全てに広範

ができると考えています。梨花女子大学が始めたこの

に及ぼす悪影響、③ジェンダー平等と正義が社会を構

連携は、現在35カ国、計540名の会員を擁する「アジア

成するあらゆる人びとに与える好影響、についてです。

女性学会（Asian Association of Women’s Studies）
」へ

同じく重要なのは、ジェンダー分析に必要な専門知識

と変化を遂げつつあります。

の集積、ジェンダー平等を志向する政策および予算の

私たちが取り組むべき問題は、それぞれの国によっ

策定と執行、さらにその監視・評価・報告を通じて、

て異なるかもしれません。日本の女性がいまだに直面

差別の根絶に向けた戦略を見出すことです。アジアに

している大きな課題は、積極的に社会参加し、公的な

おけるジェンダー平等の実現を目指して共に力を合わ

意思決定の場において役割を果たせるようになるとい

せましょう！

うことではないでしょうか。その実現を妨げている要

Profile

因として、男女ともに夜遅くまで働くことを期待され
る一方で、女性にはそれに加えて家事までこなすこと
が求められるという労働文化が挙げられます。これで

クリスティ・ポエルワンダリ
Kristi POERWANDARI

インドネシア大学心理学部講師。現在、同大
学 大 学 院ジェンダー研 究プログラム主 任。
PULIH財団（トラウマの心理学的介入所）の創

は、独身を貫くという選択をしない限り、女性が社会
進出を果たし全力で仕事に取り組むことは不可能に近

設者、役員のひとりである。
ジェンダーに関する暴力や、人間への暴力全般の心理学

いと言えます。
これに対し、インドネシアの女性は貧困やグッド・

的予防・介入、介護者へのケア、人道的活動家の能力構築、
貧困者コミュニティのエンパワーメントに関心を持つ。また、

ガバナンス（良い統治）に向けた課題といった日本と

ジェンダーの公正さ、法的パラダイムとプロセスにおける心
理学の主流化についても研究している。

は異なる問題を抱えており、これらの問題は女性の生
活の質の低下に関わるものです。インドネシアでは、
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KFAWスタディツアー

「フィリピンで学ぶ国際協力」を実施

このたび、2014年２月23日から３月２日にかけて、
「フィリ

＜スケジュール＞
2 月 23 日 福岡発マニラへ
2 月 24 日 プレダ基金訪問
2 月 25 日 先住民アエタ族 MAO コミュニティ訪問
ホームステイ
2 月 26 日 MAO コミュニティにて給食ボランティア
2 月 27 日 フェアトレード団体訪問
ミリアム大学 女性・ジェンダー研究所訪問
2 月 28 日 司法省調査局・暴力被害女性センター訪問
ナボタス市のスラム街訪問
3 月 1 日 DAWN 訪問
3 月 2 日 マニラ発福岡へ

ピンで学ぶ国際協力」と題し、フィリピンの貧困やジェンダー
問題、
国際協力について学ぶスタディツアーを実施しました。
北九州市内を中心に参加者を募集した結果、13名の方々にご
参加いただきました。年齢、性別、職業もさまざまで、ツアー
を通してたくさんの体験をし、また、知識を共有することが
できたのではないかと思います。
参加者の１人である、岩男真由美さんに次のとおりレポー
トしていただきました。

フィリピン訪問記（岩男真由美）
プレダ基金

フィリピン到着後、マニラからバスに揺られること３時間、

界中、似たような問題に直面しているのかもしれません。プ

オロンガポ市のプレダ基金というNGOに到着しました。その

レダ基金で必要なサポートやプログラムを受けることで、こ

後、フィリピン庶民の足である乗り合いバス（ジプニー）に

れらの少年少女達は過去と向き合い、
自分の感情をコントロー

乗り、
プレダ基金が運営している少年の家へ。ガタガタ道で、

ルする術を学び、未来を見つめていくのでしょう。

なんだか馬車にでも揺られているような気分です。

先住民アエタ族MAOコミュニティ
翌朝、再びジプニーに

少年の家では、ソーシャ
ルワーカーが刑務所から

乗って、市場へ向かいま

子ども達を救い出し、必

した。グループに分かれ、

要 な サ ポ ートや 教 育 を

購入したのはサヨーテな

行っています。これらの

どの野菜やお米、
お菓子、

子ども達は、性的搾取、

飲み物などです。これか

あるいは親から虐待を受

ら滞在することになる先

け放置された子ども達で、

少年の家

住民アエタ族に配られま

アエタ族MAOコミュニティ

す。ついにアエタ族のコミュニティに１泊するのです！何だ

ストリートチルドレンとなったり、生き抜くために盗みを働い
たりして大人の刑務所へ送られてしまった子ども達なので

かワクワクしませんか？午後、アエタ族についてのオリエン

す。当然、そこでも他の囚人によって虐待を受けています。

テーションを受けました。その後、みんなで自己紹介。私は

こうした子ども達は加害者ではなく、社会構造の被害者なの

タガログ語で「私はMayumiです」と言ってみました。もっ

だと、まずは認識する必要があります。

と現地語を勉強しておけば良かったと後悔。この後、ホスト

オリエンテーションの後、実際に少年達がサポートプログ

ファミリーとして集まっていた人びとと会話を交わす機会が

ラムを受講している教室を見学させていただきました。最初

ありました。この時点では、誰が自分のホストファミリーなの

に通されたのは通称「黄色い壁の部屋」
。柔らかい素材で出

か知らなかったのですが、一人、可愛い女の子がいたので声

来た壁を蹴ったり殴ったりすることで、行き場のない怒りや

をかけてみました。最初は恥ずかしがっていましたが、彼女

悲しみ、さまざまな感情をぶつけるそうです。少年たちは開

の方から手を握ってくれました。更に驚いたことに、私の宿

放的な施設で共同生活を送っています。冗談を言い合う姿は

泊先はこの女の子の家でした。彼女の名はセシル。３歳です。

本当の兄弟のようです。少年達との交流会の後、彼らが自分

ファミリーとの顔合わせの後、自宅へ案内されました。
「竹の

たちで育てている作物や動物達を見せてくれました。

ベッドでゆっくり休んで下さい」と言われたのですが、荷物

次に少女の家を訪問し、プレダ基金によって保護された少

を置いたあとすぐにベッドから降りてみました。折角なので

女たちとの交流会や彼女たちが受けた過酷な体験を基にした

もっとホストファミリーと交流したかったのです。子ども達も

劇を鑑賞しました。余りの壮絶なドラマに最初は言葉を失い、

日本からやってきた私に、とっても興味津々の様子で、竹の

実の両親や親戚による虐待や人身売買の被害者であった少女

二段ベッドの下からこちらを覗いていました。下へ降りると

たちが、このようなリアルな内容の劇に接し、大丈夫なのだ

ホストブラザーのエドモンドが夕食の準備をしていました。

ろうか、という疑問が沸きました。被害者である彼女たちが、

彼の手さばきに思わずうっとり。これなら母であるホストマ

自身の過去と向き合うことが耐えがたいことのように思えた

ザーのリタさんも安心して任せられる筈です。リタさんはロー

からです。日本国内でも両親による虐待を受け苦しむ子ども

カルの言葉を話し、２人の娘さんが英語に通訳してくれまし

達が数多く報告されています。何もフィリピンに限ったこと

た。
「子犬が生まれたの。見る？」という娘さんに、庭や畑、

ではなく、日本でも救われるべき子ども達はいるのです。世

家畜の豚やペット、ポンプ式井戸を見せていただいたあと、
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います。
「日本には女性の政治家が少ない」
「女性の就業率が

リタさんたちとテレビを見ながらおしゃべりしました。まった
り過ごす時間は最高でした。日本では皆忙しすぎて、家族が

低い」
「結婚して子どもを産んだら、日本の女性は正社員と

集う時間が少ない気がします。エドモンドが調理してくれた

して元の職場に戻りにくい」など、悪い例として日本が挙が

夕食は、ご飯、２種類の異なる調理方法のチキン、野菜の煮

るのはとても残念です。男女格差が少ないことを意味するグ

物、フィリピン伝統のスープ、マンゴーです。心がこもった

ローバル・ジェンダー・ギャップ指数がアジアで最も高いの

最高のおもてなし料理でした。

はフィリピン（世界５位）です。世界105位の日本が学ぶこと
は山ほどありそうです。

夜８時には村人みんなが集まって、パーティーナイト！村

ナボタス市のスラム街

に電気は通っているものの、ネオンが一切ないので、懐中電

滞在６日目はナボタ

灯を照らしながら夜道を歩きました。夜空に輝く星のなんと
綺麗なこと！私達の為に、伝統的なダンスを踊って頂き感動

ス市のスラム街を訪問

的でした。お返しに私達が歌ったのは、海外では「すき焼き

し、蒸したもち米とバ

ソング」としてお馴染の「上を向いて歩こう」です。文化交

ナナの路上販売を体験

流がお互いの絆を深めたことは言うまでもありません。

しました。勧められて

フェアトレード団体

私も試食。うーん、庶

27日にはフェアトレー

民の味といった感じで

ド 団 体SAFURDIを 訪 問

す。わずか数時間の滞

しました。幸運にも、各

在でしたが、暖かく迎え入れていただきました。

地 域 の 生 産 者 の 方々が

最後に

ナボタス市のスラム街にて

この旅で再会を果たした23年来のフィリピンの友人の言

ちょうど訪問していると
のことで、交流させて頂

葉を紹介して筆を置きます。
「あなたが居るから日本をずっ

く機会を得ました。先進

と覚えている」友人がいるから傍観者ではいられない。そ

国による途上国からの一
方的な搾取を失くし、公

フェアトレードについての
オリエンテーションの様子

んなフィリピンと今後も関わり続けたいと改めて誓ったスタ
ディツアーでした。

正に貿易をしようという目的で設立された団体です。フェア
◆その他の参加者からの意見・感想

トレードは、1960年代にヨーロッパで始まったそうですが、
近年では米国やオーストラリア、カナダ、そして日本の団体

１週間のうちに世界的な社会問題についてスタンダードな情
報を得ることができ、国際協力について考えるスタート地点
に立つ、良い機会になりました。

が熱心に取り組んでいます。オリエンテーションを受けた後
は、実際に先進国の市場に出回っているフェアトレード製品
を見学し、フィリピン国内で売られている商品の中から、私

個人旅行では行けないような場所を訪問することができ、旅
行では気づけないフィリピンの現状を見ることができました。

はバナナチップと文房具品をお土産に購入しました。
ミリアム大学 女性・ジェンダー研究所（WAGI）

実際に子どもたちや現地の人と交流する機会が多く、フィリ
ピンという存在がリアルになりました。観光客という「豊か
なヨソ者」ではなく、同じ仲間、友達のように迎え入れてく
れたことが、とても嬉しかったです。

午後はミリアム大学を訪問しました。この大学内にある女

性・ジェンダー研究所で、女性学についての講義を受けまし
た。女性の地位向上に関して、日本はとにかく遅れをとって

国際理解セミナー

「フィリピンの子どもたちを救え！」／ KFAWスタディツアー帰国報告会を開催
■日時：平成26年３月29日（土）14：00 ～ 17：30

■参加者：41名

■スピーカー：マーリーン・カピオ（プレダ基金）、ロデリン・アロッズ（プレダ基金）
スタディツアーで訪問したプレダ基金からスピーカー

後半はスタディツアーの帰国報告会として、ツアー参

をお招きし、国際理解セミナーを実施しました。14歳の

加者の方々が、訪問先の概要と現地で感じたことなどを

頃に児童買春をさせられていたところを保護されたマー

報 告 し ま し た。

リーン・カピオさんは、プレダ基金の支援のもと、現在

報告内容は当財

は自分と同じような被害にあった子どもたちを救うため、

団ホームページ

プレダ基金のソーシャルワーカーとして活動しています。

でご覧になれま

現在プレダ基金で保護されているロデリン・アロッズさ

す。

んは、
自身の辛い体験を涙ながらに話してくださりました。
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「
“魔法の杖”
女性差別撤廃条約を

地域に生かそう！」を開催
話しいただきました。北九州市では、市の審議会に占める女

■日時：2014年３月６日（木）14：00 ～ 16：00
■参加者：172名
■講師：赤松良子（国際女性の地位協会名誉会長、
（公財）日本ユニセフ協会会長）
山下泰子（国際女性の地位協会会長）
小
 坪正夫（北九州市子ども家庭局男女共同参
画推進部長）
来米千夏（株式会社新菱総務人事部課長代理）
矢澤澄子（国際女性の地位協会総括理事）

性の割合が政令指定都市の中で初めて40％を超え、平成30
年までに50％にすることを目標にしています。女性活躍推進
アクションプランとして、政策決定の場における女性職員の
活躍推進、性別にかかわらない育成の強化、すべての職員が
いきいきと働くことができる職場づくりに重点を置いており、
女性の活躍を推進するための基盤整備として、保育所の待
機児童ゼロ等を実現しています。
＜来米千夏氏＞
株式会社新菱 総務人事部課長代理の来米千夏氏から「女

ワールドリポート「
“魔法の杖”女性差別撤廃条約を地域

性の大活躍推進福岡県会議の取り組み」についてご説明い

に生かそう！」と題し、女性差別撤廃条約（CEDAW）に焦

ただきました。女性の大活躍推進福岡県会議とは、経済活動

点をあてたセミナーを開催しました。北九州市の女性団体関

における女性の活躍を推進することで、地域経済の活性化と

係者のみなさまをはじめ、多くの市民の方々がご来場され、

活力ある未来社会づくりを目的とし、経済界が主導している

会場は追加の椅子を準備するほどの超満員となりました。

産学官民一体の運動です。総合的な競争時代、少子高齢化、

基調講演

高い能力を有する女性人材活用の遅れなどを発足の背景と
し、
男女共に活躍できる社会環境の整備に力を入れています。

国際女性の地位協会名誉会長、

女性の活躍は女性だけの問題ではなく、男性も含めた社会全

（公財）日本ユニセフ協会会長の赤
松良子氏から、女性差別撤廃条約

体の働き方の改革であると締めくくられました。

について分かりやすい解説をしてい

＜矢澤澄子氏＞

ただきました。労働省婦人局長時代

国際女性の地位協会統

に尽力した男女雇用機会均等法の

括理事の矢澤澄子氏から

制定や、女性差別撤廃条約への署

「女性差別撤廃条約を地

名に関わった経験から、男女共同参

域に生かすポイント」に

画社会の実現に向けた力強いメッ
セージが送られました。時折ユーモ

ついてお話しいただきま

赤松良子氏

した。CEDAWを地 域に

アも交えた語り口で、会場は大いに盛り上がりました。

生かすポイントとして、

パネルディスカッション
＜山下泰子氏＞

男性にとっての男女共同

パネリストのみなさま

参画を推進していくことが必要であると指摘されました。既
に地域とつながっている男性をコア人材として多様なロール

国際女性の地位協会会長の山下泰子氏から「女性差別撤
廃条約批准から28年：何が変わり、何が変わらないのか」と

モデルをつくり、より多くの男性が積極的に地域に関われる

いうテーマでお話いただきました。CEDAWの批准により変

ような環境づくりが必要であるとのことでした。

わったこととして、
国籍法、
育児休業法、
パートタイム労働法、

続くディスカッションと質疑応答では、多くの意見、質問

男女共同参画社会基本法、DV法などの法律が整備されたこ

等が寄せられました。北九州市民の固定的性別役割分担意

と、さらに、高等学校における家庭科の男女共修など、学習

識に改善が見られた背景に関心が集まり、北九州市女性団体

指導要領の改正が行われたことが挙げられました。一方、こ

連絡会議の30年にわたる地域活動の成果があらわれているの

の28年で変わらなかったこととしては、婚姻最低年齢、待婚

ではないかとの意見もありました。

期間に未だ男女差があること、婚外子差別など、主に民法の

◆当日のセミナーの様子が当財団ホームページからご覧に

整備が不十分であることが指摘されました。また、法制度は

なれます。

整備されても、政治、教育、雇用など多くの分野において、

http://www.kfaw.or.jp/

実際に活用できる社会環境が整っていないなど、未だ多くの
課題が残されています。
女性差別撤廃条約で認められている、

◆財団設立
20周年記念誌
を発行しました

暫定的特別措置（アファーマティブ・アクション）をもっと
導入すべきとして、政治分野でのクォータ制の実現が今後の
課題であると締めくくられました。
＜小坪正夫氏＞
北九州市子ども家庭局男女共同参画推進部部長の小坪正
夫氏から「北九州市の女性活躍推進の取組み」についてお
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第24回KFAW研究員報告会
第24回KFAW研究員報告会では、２組のKFAW客員
研究員が、ジェンダーの視点からインドネシア、台湾、
日本を舞台に分析した調査研究結果を報告し、参加者
と意見交換を行いました。

■日時：2014年２月２日（日）13：30 ～ 15：30
■場所：北九州市大手町ビル６階 ICSEAD会議室

「津波被災地の復興における女性の役割

－インドネシアのアチェ州と東北地方の比較を通して－」

2012/13年度


KFAW客員研究員
福岡大学経済学部教授

辰己

佳寿子

「現代台湾における子育てをめぐる言説の諸相とジェンダー」
2012/13年度


KFAW客員研究員
福岡女子大学国際文理学部准教授

宮崎

聖子

報告会会場の様子

韓国
（仁川広域市）を訪問しました
今年度、韓国で実施予定の仁川市女性団体との交流事
業の打合せと、訪問先の事前調査のため、平成26年３月、

地方自治体の補助により、自己負担が少なく子どもを預け
ることができる仕組みになっているとのことでした。

当財団の職員が仁川広域市を訪問しました。
訪問初日に、仁川女性家

その他、韓国在住の移民女性を支援するセンターや、女
性のための就業支援センターなどを視察しました。

族財団を訪問しました。仁
川女性家族財団は、地域で
女性政策を専門に研究する

訪問２日目は、暴力の被
害女性を警察、病院と連携
して保護するワンストップ

機関としての役割を期待さ
れ、平成25年１月に仁川発
展研究院（IDI）から独立

センターを視察しました。
その後、仁川広域市女性団
体協議会を訪問し、新しく

仁川女性家族財団のホール
入り口にあるコーヒーショップ

仁川女性団体協議会との

した機関です。研究組織の
ほか、施設内では女性の活躍を推進するための教育プログ
ラム、就業トレーニングを行っています。施設の１階入口

就任したウォン・プヒ会長
打ち合わせの様子
からご 挨 拶いただきまし
た。昨年の北九州訪問については詳細な報告書を冊子にま

にはコーヒーショップがあり、バリスタの資格を取得した高
齢者を積極的に雇用して運営をしているのが印象的でした。
また、仁川市役所に隣接する「職場保育所」にも案内し
ていただきました。この保育所は、仁川市役所の職員を対
象とした保育所で、韓国ではこのような保育所をはじめ保
育施設が充実しており（仁川広域市内に2200カ所）
、国や

とめてあり、交流は大変有意義で、韓国の女性団体のみな
さまにとっても、たくさん共感できることがあったとのこと
でした。
今回の訪問で、今後もお互いに良い交流を続けていきた
いという意思を確認することができ、有意義な訪問となり
ました。

「KFAW領事館シリーズ３
■日時：2013年11月27日（水）15：00 ～ 16：30

ベトナムの歴史文化と家族の姿」
■参加者：66名

■講師：ブイ・クォック・タイン（在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館総領事） グェン・ヴェト・ドク（在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館副領事）

在福岡領事館の領事による講演

ゲストとして、ハノイ女

会「KFAW領事館シリーズ」の第

性連盟の皆様にベトナムの

３弾として、在福岡ベトナム社会

伝統衣装「アオザイ」を着

主義共和国総領事館のタイン総領

てご参加いただきました。

事から、ベトナムと日本の関係や、

雨天にもかかわらず多数の

北九州市との関わりについてお話
いただきました。続いて、ドク副
領事から、ベトナムの歴史文化に

皆様がご来場され、ハノイ

右からタイン総領事、
ドク副領事

女性連盟の皆様も交えなが

ハノイ市女性連盟のみなさま

ら、活発な質疑応答が行われました。

ついてお話がありました。
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未来のための若き女性リーダー

過去にパキスタンの３つの州で災害マネージメントと性
暴力に関して取り組んだ経験があり、現在は人権、女性教
育などに焦点をおいた地域に根差した組織を運営していま
す。海外通信員に応募したのは、パキスタンでは未だ女性
の地位が低く、ジェンダー問題は、今後力を入れて取り組
まなければならない課題だと感じたからです。パキスタン
女性をエンパワーすること、彼女たちに平等な機会を与え
ること、
そしてジェンダーを主流化することを願っています。

サボール・アーメッド（パキスタン）

トー）も積極的に国政に参加することを発表しています。

歴史的に、パキスタンの政治は限られた一族や独裁者が支

さらに、連邦直轄部族地

配し、
その利権を保持してきました。また過去にさかのぼると、
政党はその政治目標を達成するために、絶えず若者を利用し

域（FATA）から女 性とし

てきました。しかし、パキスタンの政治において若者が果た

て初めて国会議員に選出さ

してきた役割は、常に限定的でした。パキスタンの若者、特

れたアイシャ・ワジールは26

に女性が代表を務めることは、明らかにほとんどありませんで

歳という若さですが、自らが

した。しかし最近、パキスタン若者国会（Youth Parliament

所属する部族、地域、州、

of Pakistan: YPP）という形で希望の光が見えてきました。こ

国が長きにわたって直面して

のことは楽観的な見方を生み、新風を吹き込みました。男女

きた課題に取り組む覚悟を

を問わず若き知識人たちが重要視されるようになり、パキス

持っています。この他にも、この国とその若者たちを力強く

タンはついにある革命を目前に控えているように思われます。

精力的に率いる用意のある人が大勢います。

アイシャ・ワジール

一方教育の分野では、16歳の学生であるマララ・ユスフザ

それは議会における革命であり、これが政治面のみならず他
の面においても、パキスタンのあり方を変えていくかもしれ

イが、過激派からの銃弾を頭に受けて自らの命を危険にさら

ません。

しながらも、私たちの記憶に残る貢献をしました。彼女はそ
の後回復し、それ以来教育推進の世界的なシンボルとなりま

また、
「最も偉大な指導者、建国の父」ムハンマド・アリー・
ジンナーは、新たに建国したパキスタンという国家にとって

した。マララ・ユスフザイに

若者は重要な資産であると考え、国の政治において若者が果

は、その献身を称えて数多く

たす役割の重要性を繰り返し強調しました。彼は、若者こそ

の栄えある賞が贈られまし

がこの国を前へと突き動かすために欠かせない推進力である

た。彼女は今でも、あらゆる

と信じていました。その発言には、若者は男女ともに未来の

人たちに対して教育に関す
る意識の高揚を推進するこ

リーダーであるという、彼の信念が反映されています。

とにコミットしています。

ムハンマド・アリー・ジンナーは次のようにも述べています。

マララ・ユスフザイ

今日のパキスタンの女性

「パキスタンは自国の若者、特に試練の時やいざという時に
常に先頭に立ってきてくれた学生たちを誇りに思っています。

は、
他国のイスラム教徒の女性よりも高い地位を得ています。

皆さんは明日を担うリーダーであり、前途に立ちはだかる困

しかし、政府や見識者グループがパキスタン社会における女

難に立ち向かえるように規律、教育、訓練を十分に身に付け

性の地位向上を試みてはいるものの、男性に対して女性の置

なくてはなりません。皆さんは自らの責任の重さを自覚し、

かれた状況をみると、おしなべて組織的な従属のジェンダー

全うできるように備えなければなりません。
」このメッセージ

関係にあると言えます。現在では人びとの意識の高まりを受

を胸に、パキスタンの若者たちは政治、教育、社会事業、ス

け、パキスタンの女性が教育を受ける機会は、この数年増加

ポーツ、その他の分野において、指導的役割を果たすべく準

傾向にあります。

備をしてきました。政治面においては、パキスタンの若者、

また、映画監督のシャーミーン・オベイド・チノイは、ドキュ

特に女性が建国以来最も多くの代表を得ています。多くの若

メンタリー映画『Saving Face』でパキスタン人女性として初

き女性リーダーたちが先頭に立って、若者を率いる責任を

めてアカデミー賞を獲得しました。彼女はこのドキュメンタ

担っているのです。何人か例を挙げると、ナワーズ・シャリー

リー映画において、パキスタン社会で横行している女性に対

フ首相の娘であるマリヤム・

するアシッド・アタック（酸をかけること）という残虐行為を

ナワーズは数年前に政界入

浮き彫りにすることで、社会的な問題提起に大きな貢献を果

りし、現在は青年ビジネス公

たしたのです。このアシッド・アタックは、世界的にパキスタ

的融資プログラムの委員長

ンのイメージを汚しています。このように、彼女はパキスタン

を 務 め て い ま す。 ベ ー ナ

社会にはびこる社会悪にスポットを当て、社会科学者にとっ

ズィール・ブットー元首相の

てのロールモデルとなったのです。このような若き女性リー
ダーたちの努力によって、偏見や先入観のない、ありとあら

二人の娘（アシファ・ブットー
および バフターワル・ブッ

ゆる人を明るく照らす夜明けがついに近づいてきたのです。

マリヤム・ナワーズ

＊当財団は、北九州市立男女共同参画センター・ムーブ、北九州市立東部勤労婦人センター・
レディスもじ、北九州市立西部勤労婦人センター・レディスやはたの指定管理者です。
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