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2008 年 新春にあたって
日本 BPW 連合会会長 黒崎 伸子
いよいよ 50 周年･･･

1958 年、三つ（東京、名古屋、横浜）の有職婦人クラブ

が集まって連合会組織となり、国際有職婦人連合会（IFBPW）に加盟−それか
ら 50 年が経過しました。その設立の契機においても、私たち BPW がこの 3 年
間取り組んだ活動テーマ Leadership と同じだったことを知り、驚いています。
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戦後間もなく、占領軍司令官マッカーサーの命令で、日本の女性リーダーと
して選ばれた 10 人の女性が 1950 年 2 月、横浜港からアメリカに向けて旅立ち
ました。3 ヶ月間の視察から帰国後、日本の女性の地位向上につとめようと、定
期的に会合がもたれ、そのメンバーたちによって、日本 BPW 連合会の第一歩
が始まったのです。（詳細は、来年発刊の 50 周年記念誌で）
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機会均等の時代に

当時、教育・労働などの機会は一般の女性たちにはなく、

BPW 設立を実現したのは選ばれたリーダーたちでした。しかし、今は違います。
望み、努めれば、さまざまなチャンスをつかむことが可能です。そして、リーダー
の資質を培い、いろいろな形で、それを発揮することがどの女性にとって可能で
す。ただ、残念ながら、まだ男性とは違う壁にぶつかることもあり、本人の強い意
思や周囲のサポートが欠かせません。その壁の厚さも高さも、少しずつ薄く･低
くなっているように感じます。家庭の事情や周囲の理解不足などによって、壁を
越えるのが難しい女性たちを支援できるのが、BPW ではないでしょうか。
グローバルに、次世代のリーダー育成を 日本では、さまざまな社会制度が整って、
各分野での女性の活躍も常識になってきた今、その専門職を生かして、地域で、
国内において、そして、国際的に貢献する責任があります。そして、重要なのは、
これからの 50 年にむけて、人材を育成し、送り出すことではないでしょうか。
これまで、国連婦人の地位委員会に送り出したインターンが活躍しています。
中米・コスタリカでＤＶ被害女性の自立支援のための NGO で活動をしている女
性。商社の仕事を通じての援助や CSR（Ｃorporate Social Ｒesponsibility）に挑
戦している女性。そんな活動をめざす若い女性たちが全国にいます。また、昨

日本BPW 連合会ニュースレター

年は、連合会有志が、貧困層女児教育プロジェクト支援を探るために、エジプト
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を訪問しました。こうして、活動範囲も国内だけに止まらなくなってきていること

日本 BPW 連合会 事務局

は、大変嬉しいことです。
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国際社会における日本の地位は年々低下し、昨

年 7 月 OECD 発表で、日本の相対貧困率（その国の平均年収の半分の収入
で生活している人の割合。）は先進加盟国の中 2 位でした。この「経済格差」
は特に若年層と高齢者で高く、高齢化が顕著な日本で、特に女性たちは困
窮しています。女性の経済的自立を唱えてきた BPW は、ここにも果たすべき
役割があります。
設立時の目標を見失わず、周囲に流されずに自分たちの足場を確かなもの
するために、必要であれば勇気をもって改革もできなくてはいけないのです。全
国の会員が力を合わせ、未来ある世界の、地球のために･･･。
連合会役員一同、みなさんと力を合わせていきたいと思っております。今
年もどうぞ、よろしくお願い致します。
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点 灯 式 に寄 せて

《BPW-International より》
2008 年のスタートにあたり、Chonchanok Viravan
会長から日本の会員のみなさんにメッセージを頂きま
したので、ご紹介いたします。（原文は会報に掲載）
―新年にあたって、BPW-Japan のみなさまへ―

ローソクの光は、世界中のすべての国で献身する女性
たちの努力と希望の象徴です。
BPW International は、1930 年にアメリカのルナ・マジソ
ン･フィリップ博士が創立したもので、この儀式を執り行う
に際して、私たちはその歴史と成果に思いを馳せ、今日
の業績を称えたいのです。
白いローソクは連合会をもつ国を象徴し、青いローソク
はアソシエートクラブが組織されている国を表し、ピンク
のローソクは個々の会員のいる国を表します。
優しい光の温もりと輝きの中で、世界中の仕事に生きる
女性たちがここに集い、友情と思い出を分かち合いまし
ょう。国際連合は世界中の女性たちの道しるべでもある
という、フィリップ博士による創設の心を反芻しようではあ
りませんか。私たちの力を結合し、強化し、以下の目標
を達成するために誓いを新たにしましょう。
■ビジネスとプロフェッションの分野における地位の向上
のために働くこと
■社会に、地方に、国に、世界に対する責任を認識する
こと
■教育、職業訓練、さらに高等教育を受ける機会を女性
及び少女が得ること、そして彼女らが得た職業能力や、
知識を他の人々のために役立てること。
■すべての国で、女性たちが経済･社会･政治の分野で
差別なしに機会と地位を得ること。
■世界中の友情と協力、そして仕事に生きる女性たち
相互の理解を広げること。

BPWI を代表して、日本 BPW 連合会の 50 年に亘る
働く女性の地位向上への貢献と BPW への継続的なご
協力に感謝申し上げたいと思います。
BPWI は組織としてターニングポイントに差し掛かりま
した。21 世紀も影響力のある組織として継続するために
は、組織を改革する必要があります。日本 BPW 連合会
の活動は未来の BPW の準備を助けるものです。特に、
日本 BPW 連合会の若い女性へのプロジェクトである女
子学生の UN−CSW インターンシップ、ヤングスピーチ
コンテスト、メンター制度、そしてＢＰＷスチューデントに
ついて賛辞を述べたいと思います。今後もそれらの企画
に大変期待しております。
新しい 2008 年という年が、日本 BPW 連合会と会員に
とってすばらしい成功の年となることをお祈りしておりま
す。10 月 24 日から 28 日までメキシコシティーで開催さ
れる第 26 回 BPWI コングレスに、他の 80 カ国と共にたく
さんの日本の会員の皆様とお会いできることを願ってお
ります。皆様の興味を惹くようなイベントをご用意してお
待ちしております。役員が組織改革について充実した会
議を開いている間、会員へのリーダーシップトレーニング
などの教育的なワークショップや BPW のこれまでに達成
したことについてのワークショップ、そして緊急課題につ
いて取組むワークショップなどです。なんといっても交流
イベントではたくさんのお楽しみもございます。

☆年 1 回、このｷｬﾝﾄﾞﾙﾗｲﾄｾﾚﾓﾆｰを実施しているクラブ
もあります。ＢＰＷの目的が再確認できます。

これからも協働してさまざまな活動に取組みことを続け、
BPW の世界中での影響力を強めていきましょう。皆様に
とって 2008 年がすばらしきものになりますようお祈り申し
上げます。
会長
Dr. Chonchanok Viravan
チョンチャノック ビラバン
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日本 BPW 連合会 50 周年記念福岡大会・第 43 回総会ご案内
2008 年 2 月、福岡大会・総会が開催されます。第 43 回全国大会は、「日本 BPW 連合会 50 周年記念福岡大会・
第 43 回総会」として、下記要領により、福岡で開催することになりました。ご参加のみなさんにとって有意義な 2 日間に
なりますよう、全国から集まった会員との情報交換・交流・親睦に花開くことを祈っております。
---- プログラム --------------------------16 日 13：00 開会式
日 時：2008 年 2 月 16 日(土)13：00〜
13：10 くるま座トーク・ヤングスピーチコンテスト
17 日（日）12：30
15：00 ミニコンサート
場 所：福岡ガーデンパレス
ヤングスピーチコンテスト結果発表
15：25 （休憩･物販）
福岡市中央区天神 4-8-15☎092-713-1112
15：40 ワークショップ①ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ②BPW の
統一テーマ： New Dimensions of Leadership
国際的立場③9 条会議＆ｺﾝｸﾞﾚｽにむけて
連 絡 先：日本 BPW 連合会 50 周年記念福岡大会・
17：00 (休憩・名刺交換・物販･ﾁｪｯｸｲﾝ)
第 43 回総会実行委員会事務局
17：45 クローズアップ 福岡の女性たち
〒814-0003 福岡市早良区城西 1-1-19
18：00 セレモニー
立石和枝方
18：30 懇親会
17 日 8：30物販
電話・FAX： 092-851-8153
9：00 パネルディスカッション
E-mail：
chise.akane@tkz.bbiq.jp
「BPW とは？50 年を振返り、これからを考える」
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
10：30 第 43 回日本 BPW 連合会総会
12：30 閉会
☆日本 BPW 友の会事務局：山本ふき子様
☆終了後、BPW 友の会総会及び懇親会を開催します。
FAX:0568‑82‑8196 ﾒｰﾙ: fhideyuki217@ybb.ne.jp

「ワーク・ライフ・バランス リレーシンポジウム」 全国 5 ヶ所で開催！
内閣府と BPW 連合会の共催で、「仕事と生活の調和を求めて･･･その実現を探る」と題した「ワーク・ライフ・バランス リ
レーシンポジウム」がスタートし、山形（10/21 於：山形県男女共同参画センター）と東京（11/10 於：東京都中小企業振
興公社）での開催については、前回のニュースレターVol.90 で報告いたしました。
その後、長岡（11/17 於：長岡商工会議所）、名古屋(12/2 於：中日パレス)、長崎(1/20 於：長崎市男女共同参画推
進センター)でも開催し、参加された方々には、非常に有意義であったと好評でした。すべての会場に、内閣府男女共
同参画局の方がご出席いただき、地域にとっても貴重な機会でした。
『仕事と生活の調和を可能とする働き方の見直し』は、女性だけの課題ではなく、①誰もが希望を持って多様な働き
方ができる社会、②子育てなどの家庭生活と両立できる働き方によって、前向きな個人と企業が共に成長する社会、
③職場で、家庭で、地域社会で、ひとりひとりが様々な希望や可能性が実現できる豊かな社会、の実現は、すべての
人のテーマでもあり、まさに BPW のテーマです。この成果を、その実現に向け積極的な提言をめざしたいと思います。

写真１：in 長岡のパネリストのみなさん

写真２：in 名古屋のパネリストのみなさん
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写真３：in 長崎のパネリストのみなさん
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◆連合会からのお知らせ

メキシコ･コングレスへのお誘い

日本 BPW 連合会 50 周年事業（案）

2008 年 10 月 24 日〜28 日、メキシコシティで第 26 回 BPWI
日本 BPW 連合会の 50 周年にあたり、
コングレスが開催されます。日本 BPW 連合会からも国際役員
下記のような二つの企画を予定していま
の立候補や決議案提案などを考えています。ぜひ、多くの方に
すので、第 1 報（予定案）として、お知ら
ご出席いただきたいと思います。現在、場所・日程以外には詳
せします。総会後、特別委員会及び役
細な情報がありませんが、分かり次第、お知らせいたします。
員会で詳細を決定しだい、またご連絡
コングレス準備委員会委員長 余語三枝子
致します。よろしくご協力お願い致しま
す。
◇50 周年記念シンポジウム
BPW 台北クラブ 会長との交流
開催日：2008 年 6 月 14 日(土)
昨年 11 月まだ NY に滞在中、BPW 台北ｸﾗﾌﾞ会長スー･ルーSue Lue さんか
(翌日 15 日は BPW 評議会)
ら「約 1 ヶ月京都に滞在しているが･･･」とのメール。23 日は帰国予定というの
会場：女性と仕事の未来館
で、大慌てで近畿ブロックの BPW 会長のみなさんに連絡をしたところ、京都
テーマ「これからの働き方を考える
ｸﾗﾌﾞ･志野会長がすぐに応じて下さり、ご自宅でのお茶のおもてなし、そし
〜女性の視点で＆グローバルに」
・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽﾘﾚｰｼﾝﾎﾟ報告
て、大阪・和歌山・京都の有志との夕食会が実現しました。Sue さんからは NY
・パネルディスカッション
にいる私に何度もお礼のメールを頂き、京都の秋を違う意味でご満喫され、
海外ﾊﾟﾈﾘｽﾄ（BPWI）2 名
嬉しいことでした。近畿ブロックのみなさん、ご協力ありがとうございました。
日本人ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 2 名-1 名公募
・懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ（同会場）
◇50 周年記念誌の発行
過去の業績や諸先輩のインタビュー、
各クラブからの情報などとともに、50
周年記念シンポジウムの内容も掲載す
る予定。独立採算制。
◇CSW3 期インターン宇佐美さんより
現在、青年海外協力隊一員として中
米コスタリカの地方都市にある DV 体験
者の女性支援をする NGO で働いていま
す。その１プロジェクトである女性たちの
手工芸品の販売が担当です。日本の
BPW のみなさまにもご協力頂ければ、
幸いです。連絡先：メールアドレスは
mari la vie en rose@hotmail.com

■編集後記
会報編集作業と同じ時期になっ
て、新年号の発行が遅れました。
Web 版以外の印刷版の希望も多
いので、今後、できるだけ最新情
報や有用な情報を確実に会員に
お届けできるように務めます。
今年は、各クラブや地域からの
情報も掲載したいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
（二ノ宮・黒崎）

カレンダー販売へのご協力ありがとうございました！
JVC（国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ）発行の 2008 年度版大判カレンダー150 部
を昨年 12 月に販売いたしました。たくさんのクラブからお申込み頂
き、昨年のうちに完売いたしました。ご購入頂いたｸﾗﾌﾞには送料もご
負担頂きましたので、今年も約 40,000 円の連合会収入になります。
また、JVC を通じてアジアや中東などの子どもたちなどへの教育・
医療へも援助することができました。
連合会会長 黒崎伸子
■会報へのご協力、ありがとうございました。
◇クラブ活動報告・ブロック研究会報告・ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ報告
◇会報掲載広告の集稿
※現在、福岡大会でみなさんにお渡しできるように準備中です。
会報広告の会報広告費振込先
昨年までと変わりました。また、記載にも気をつけて下さい。
振込先： みずほ銀行 新橋支店 普通預金 1306469
口座名義：日本 BPW 連合会 会計 藤田ひろみ
お振込み時のお願い
○振込名は BPW を省略して、クラブ名のみ記載願います
○トウキョウｸﾗﾌﾞ ○ＢＰＷトウキョウ
良い例
悪い例
×ビーピーダブル
→ｸﾗﾌﾞ名が全く不明
×ﾋﾞｰﾋﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙﾄｳ →東海か、東京かクラブ名が不明
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