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変革への挑戦！

日本 BPW 連合会会長 黒崎 伸子

連合会会長として 2005 年 2 月、仙台で平松前会長からこの任務を引継いで

から 2 期 4 年、いよいよ任務終了です。副会長として役員会の任務は理解して

いたつもりが、やはり、トップに値する能力不足を反省し、他の役員のカバーと、

全国の会員の協力でここまで来ました。必死で業務をこなしているつもりが空回

り･･･、全くのボランティアでありながら、時間・体力・心の犠牲が大きすぎて、事

務局長のお二人ともが最後まで任務遂行できなかったことは、本当に残念でな

りません。これは、リーダーの責任なのですが、もうひとつは、BPW がより活発に

なったことと、ITCｓ化で便利になった反面、情報の増加やスピード化による負担

も大きかったと思います。

各クラブの変化 地域にねざして活動している各単位クラブでは、会員の興味

や専門によって、活動内容に多少格差がありました。それも個性として育むべき

ものです。しかし、最近は多くのクラブ・会員が同じ方向をめざしていることを実

感しています。さまざまな議論は非常に生産的で、終わるたびに「よかった！」と

言えるようになりました。それぞれの特徴を生かしながら、無理をせず、でも、着

実に実績を重ねている単位クラブや会員のみなさんは BPW の大切な柱です。

私の任期中にいくつかのクラブが退会したのは残念でしたが、“BPW とは何

か？”が明白になった結果とも言えるようです。

人権の主流化 アメリカでは初の黒人大統領が誕生し、2009 年 1 月 20 日ワシ

ントンでの就任式は、世界中が注目しました。それは、若い彼が差別を乗り越え

てきた人々をまきこみ、いっしょに将来に向かい、変化をもたらそうというメッセー

ジに期待を託した結果でした。最悪の経済危機の中でのスタートですが、選挙

戦で使われた“CHANGE”や“Yes, WE CAN！”という言葉は、これまでその人

権を無視されてきた人たち、黒人たちや世界中の女性たちの心を動かしました。

そして、私たち BPW の新しいテーマも、“Power to Make a Difference／変革へ

の挑戦”です。

プロフェッショナルとして 設立から 51 年、次の半世紀がスタートした日本 BPW 連

合会は、さらにアクティブです。挑戦できる力・意欲が、次のステップにつながり

ます。そして、人を惹きつけると信じています。この 2 年間は、会長の職務を全う

するために、常勤から非常勤医師となって、自由

を確保しました。今、この判断に間違いはなかった

と思います。途中、国境なき医師団での海外医療

援助に何度も参加し、日本政府代表顧問として国

連総会第 3 委員会に 2 年出席、多くの出会いがあ

りました。これからは、本業の医療に比重を移し、

経験を次世代育成の面に生かし、長崎の仲間とと

もに連合会活動に参加するつもりです。4 年間あり

がとうございました。 （写真：2007 ﾅｲｼﾞｪﾘｱで）
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《2009 Business ＆Professional Women の初夢
．．

》

欲張りな役員たちは・・・

○特定 NPO 法人としての日本 BPW 連合会がスタート

何人もが、幾晩も徹夜して取り組んだ〔特定 NPO 法人

日本 BPW 連合会〕定款が、予想に反して、あっさり内閣

府の承認を獲得。2009 年秋には、設立総会が華やかに

開催。

○日本 BPW 連合会 50 周年記念誌発行記念パーティー

2008 年 6 月 14 日の 50 周年記念国際

シンポジウムから1年、諸先輩たちの貴重

なインタビューも入れて、記念誌がやっと

発行。先人の心意気を知り、先輩の経験

から学ぶ。広いネットワークづくりにも活用

して、次の世代につなげるように･･･。

○JWLI のカウンターパートに承認

2007 年・2008 年と続けて、各会員 1 名を研修に送り

出した日本女性次世代育成事業（ボストン）の日本の窓

口となることが決まり、4 月からの募集には、倍率 2.5 倍

の応募に、担当者は悲鳴！！

そして、2009 年も BPW 会員が・・・

○新しい BPW クラブが各ブロックでそれぞれ誕生！

関東では・・・横浜に、中部では・・・静岡、近畿は奈良

にも、西日本は熊本・大分が復活、東北では岩手にもで

きて大勢力❢

当然、会員数も増

え、年末には 550 名に

○BPW ロゴ入りグッズの売れ行き好調

便箋・封筒・シールや名刺台紙を

売っていた 80～90 年代。個人の PC
やﾌﾟﾘﾝﾀｰ普及で需要が変化し、クリアファ

イルやボールペン、A4 バッグやエコバッグ

へ。活動資金捻出に走り回る財務委員長

は奇抜なアイデア商品を開発し、売り上

げ実績過去最高を！

2008 年から 2009 年へ

この年末年始は、その数日間～数週間に大きな動

きがありましたので、報告します。

連合会の事務所移転へ

2008 年 12 月、（財団法人）市川房枝記念会から、耐震

補強工事が終了し、リニューアルした婦選会館の 3 階

事務所を借りないかというお誘いがあり、1 月評議会で承

認されました。2 月総会終了後に、下記に移転予定です。

婦人参政権獲得を記念して翌 1946 年建設された婦選

会館。中立な立場での女性の政治参加推進と男女平等

をめざした市川女史の遺志を感じるこの場所に、新しい

活動拠点を移して、BPW はさらなる発展をめざします。

〒151-0053 渋谷区代々木 2-21-11 

婦選会館（FK ビル）3 階

アクセスも、南新宿駅（小田急線）

や新宿駅（地下鉄都営新宿線・大

江戸線）から徒歩 3 分と便利にな

ります。

女性の政治参画のさまざまな形

2009 年 1 月 25 日には、BPW 会員として二人目の県

知事が山形で誕生しました。千葉の堂本暁子知事（東

京ｸﾗﾌﾞ）に続いた吉村美栄子さん（山形クラブ）が、接戦

の末、現職を破って当選しました。

BPW連合会は、政治的に中立を保持しますが、より多

くの女性が政策決定の場に進出することは、私たちの目

的達成のひとつの形です。当選した本人だけでなく、選

挙戦をいっしょに戦った女性たちがいっしょに社会を変

えたのです。BPW で得た力とネットワークを大切に･･･。

都道府県の雇用均等室存続を要望

2008 年 12 月 8 日、政府に出された「地方分権改革推

進委員会 第 2 次勧告」に、都道府県雇用均等室の

廃止・ブロック化が盛り込まれていました。これに対し、

働く女性たちの地位向上をめざす日本 BPW 連合会

は、「都道府県労働局雇用均等室については、働く女性

に対する支援の砦として、今般の国の出先機関の見直しに

当たっても、これ以上、組織・機能を縮小することのないよう、

強く要望します。」と、すぐにこの関係者に意見表明を

行い、2 月 5 日には自民党女性の問題を考える委員

会の団体ヒアリングに連合会会長が出席しました。

次は、2 年後の≪認定 NPO 法人≫が

目標！寄付が控除される資格をとっ

て、どんどん事業を展開しましょう。 

1 県 1 クラブをめ

ざしたいけど･･･ 
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飛び回った 2005－2008  

〇連合会会長として国内各地へ 

各地で、たくさんの会員に会いました        

 

 

〇BPW International 国際活動 

 

〇Profession＝外科医として 
国境なき医師団での海外 
医療援助活動 
2005 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾘﾍﾞﾘｱ 
2007 ｽﾘﾗﾝｶ 2008 ｿﾏﾘｱ 
 

 

 

新米ママ―広報委員長奮闘記 

2008 年 10 月 4 日、役員会の日に長女来果（らいか）を出産して 4 ヶ月が過ぎ、振り 
返る余裕が出てきました。職場では産後 9 週間の労働を免除されましたが、BPW は 
待ったなし！最初の１ヵ月は何もなく過ぎましたが、メキシココングレスの速報 NL の 
発行、1 月評議会への参加、会報 40 号の編集など、思い返せば娘の成長と共に 
BPW の作業がありました。娘が寝てから夜中に作業をする生活にも慣れました。 
1 月に入って産休も本格的に明け、ますます自分の時間は減っていますが、ママで 
いる時間と働く女性でいられる時間があってはじめて私らしい私であると実感する毎日です。 
そんな私を尊重して子守をする夫、サービスを提供してくれる子育て支援の NPO、そして 
温かく見守ってくれる BPW の仲間…たくさんの人々のサポートがあって人は育つのだという 
ことにも改めて気付くことができました。「果報がやってきた」ので来果と名付けましたが、これか 
ら彼女にもいいことがたくさんやってくることと思います。家族３人で感謝の心を持って過ごして 
いきたいと思います。

 

 

Welcome RAIKA ちゃん to BPW 

私もあなたと同じ頃は、こんなでした。 
素敵な Business /Professional lady に 
なって下さい。 

昭和 32 年長崎で 

2006CSW ｲﾝﾀｰﾝと 

米沢 
ﾌﾞﾛｯｸ研究会 国連総会代表顧問として 

東京大会 

 
 

 

 

 

 
写真（上から）： 
来果・百日のお祝

い・片手でお仕事

片手で子守 
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◆連合会からのお知らせ 

連合会 2008 年度第 3 回評議会報告 

日時 2009 年 1 月 11 日(日)  
会場  東京・八重洲ホール 
議題 
1)2008 年度事業報告及び 

常任委員会活動報告 
2)’08 年度会計報告･会計監査報告 
3)2009 年度 統一テーマ(案) 

及び活動方針(案) 
4)’09 年度事業計画（案）  
5)’09 年度予算（案） 
 ※1)～5)は会報 Vol.40 参照 
6)特定 NPO 法人化（定款案） 
 特定 NPO 法人の必要性はほぼ

理解され、法人化後の具体的組

織や運営についての質疑応答が

なされた。第 44 回総会で最終決

定され、その後、内閣府へ承認

申請の手続きに至る予定。 
7)メキシココングレス報告 
 議論沸騰の本会議の結果、新役

員体制での BPWI がスタート。 
8)50 周年記念事業 
 記念誌編集の進捗状況説明 
9)第 6 回 CSW インターン派遣 

第 53 回国連女性の地位委員会

CSW（2009 年 3/2～13）に派遣す

るインターンは次の 3 名で、連合会

から 2 名（黒崎・平松）が同行する。 
荒津史佳さん（西南学院大学大学院 

法学研究科） 

加藤真沙恵さん（早稲田大学法学部） 

工藤陽子さん（新潟大学法学部） 

10)札幌大会について 
 BPW 札幌クラブ 35 周年記念も

兼ねた大会は雪祭り直後の札幌

市で 2 月 14-15 日に開催。 
11)その他－事務所移転について 
 婦選会館（FK ビル）への移転案

と移転に関する費用について検討。

結果は 2009 年度予算案に反映さ

れた。 

今年度の担当団体は日本女医会。招聘にあたって、急にシリア代表の

来日がキャンセルとなり、1 月 28 日、ヨルダン・エジプトの代表各１名が来日

した。東京でのシンポジウムの一部を紹介する。 

Dr.ナワール･ファリズ（ﾖﾙﾀﾞﾝ）：放射線科専門医として個人開業医として活

躍。ヨルダンにおける女性の地位向上を導いた王室（バスマ王女やラニア

王妃）を紹介し、特に経済的エンパワーメントや政治参画へのチャレンジを

紹介。Dr.アジザ･ヘルミー（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）：ｴｼﾞﾌﾟﾄ国家母子評議会上席顧問とし

て子どもの支援事業を指導。リーダーに必要な資質に触れ、「ボスとリーダ

ーの違い」を的確に指摘して、最後は女性が成功するにはレディとして振る

舞い、男性のように行動し、犬のように働くこと締めくくった。Ms.ラニア・アル

ハジ･アリ：在京シリア臨時代理大使。シリアの女性の現状を紹介。大学進

学の 51%は女性と高学歴化が進んでいるが、政治参画や公的機関管理職

への女性の進出が遅れている問題を指摘。しかし、同一労働同一賃金とい

う点で男女差別はないと報告。日本から、大森安恵氏（東京女子医大名誉

教授）と上川陽子氏（前内閣特命担当大臣-男女共同参画･少子化担当）

が医療や政治の分野での日本女性の現状を報告した。 

進行が遅れ、非常に短い質疑応答の中

で、ｴｼﾞﾌﾟﾄ代表は「目的達成には、他人を

説得し確信させることが重要」と強調し、ﾖﾙ

ﾀﾞﾝ代表は国内で女性も乳がん早期発見

への認識は高まっているが、隣国ｲﾗｸから

劣化ｳﾗﾝによる長期放射線曝露被害によ

る癌患者の流入が目だっていると訴えた。 

 

■会報へのご協力、ありがとうございました。 
会報広告の会報広告費振込先  

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 

良い例 ○トウキョウｸﾗﾌﾞ  ○ＢＰＷトウキョウ 

悪い例 ×ビーピーダブル →ｸﾗﾌﾞ名は全く不明 

×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 

第 23 回日本・アラブ女性交流事業 

公開フォーラム in 東京『リーダーシップの達成とその成果』 
2009 年 2 月 1 日 13:30～16:30  於：女性と仕事の未来館 

1996 年、ヨルダンのバスマ王女の提案で始まった日本と中東女性と

の交流事業は国連 NGO 国内婦人委員会と外務省が連携を続けて

12 年。今年度は、ヨルダン・エジプト・シリアの女性と交流です。 

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 2009 年度版カレンダー150 部を昨

年 11 月に販売し、12 月初めに完売しました。約 46,000 円の連合会

収入になりました。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。 
さらに、この女性写真家によるカレンダー“風のささやき”の美し

い風景のポストカードを札幌大会で販売します。  連合会（K） 

編集後記 
記念すべき 2008 年度が終わ

り、新しい一歩を踏み出す

2009 年度が始まりました。皆

様これからもご協力よろしく

お願いいたします。（二） 


