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場所になっています。お店の柱は２つあります。１つ目は「手

渡しバナナくらぶ」で毎月 1回 100人が支えてくれています。

フィリピンで無農薬・自然栽培されたバナナは、私たちに安心

安全を届け、また、生産地の環境を守り自立を応援する「民衆

交易」の実践でもあります。 

2つ目は、1998年に立ち上げた「金沢 バングラデシュ友好

基金」です。今までに 1000人以上の中学生が、奨学金を受けて

学ぶことができました。この町では世界のどの国よりも「金

沢」が有名だと聞いています。これからも小さなまちの民間の

交流を続けていきたいと思います。（中谷美世子） 

 

特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト 
〒653-0052 神戸市長田区海運町 3-3-8 たかとりコミュニティセンター内  
受付時間 月～木 11時～16 時   
TEL/FAX 078-734-3633  e-mail awep@tcc117.jp 
HP https://tcc117.jp/awep/  https://www.facebook.com/awepkobe 
 
アジア女性自立プロジェクトは、アジア女性のエンパワメントに取り組む NGO です。1994
年より活動を開始し、アジア地域で暮らす女性たちとのフェアトレード、日本国内での在
日外国人のための生活相談、情報発信などを行っています。アジアの女性たちが暴力

や搾取を受けることなく、自らの人生に尊厳を持ち、主体的に生きることのできる社会の
創造を目指します。 

AWEP 製品を購入できるお店 

2021 年 6 月～2021 年 11 月のできごと  
●イベント出店、展示、講演等 

7月 17日【販売】Fair caféイベント出店（高槻市） 

8月 7日 「日本での妊娠・出産」学習会・相談会（神戸市中央区） 

*救援ネットと共催 

9月 18日、10月 30日、11月 27日  

外国にルーツをもつ女性のためのおしゃべりのつどい（TCC） 

10月 30日【販売】さんこさんこカフェ *PEPUP、すまみらいと共催 

10月 13日【講義】龍谷大学（オンライン） 

10月 29日【講演・販売】コープ大久保（明石市） 

11月 12日【講演】神戸市シルバーカレッジ 

11月 16日【講義】光華女子大学（オンライン） 

11月 20日【講座】「共同親権制度って安全なの？」 

（ひょうご DV被害者支援連絡会主催） 

●AWEP 説明会 6月 16日 1名、6月 17日 1名、10月 14日 1名 

●学生受け入れ 

7 月 7 日 関西国際大学 4名 

7 月 26 日、8 月 2 日 大手前大学 計 11名 

●理事会 9月 30日 2021年度第 2回理事会（オンライン） 

 

事務局のつぶやき・・・ 
■バタバタとした日常にただ時間を費やし今年も気が付けば年末。来年は

もっと落ち着いて腰を据えて、じっくりと AWEPの活動に向かい合いたい
と思う年末です。今年もいろいろな方に支えられ助けられました。ありが
とうございました。良いお年をお迎えください。（鋤柄）■2021年も多く

の方々に助けられて活動できました。ボランティア、会員、寄付者の方、
役員、スタッフのみなさん、本当にありがとうございます。（奈良） 
デザイン・編集 井之上章子 

ご支援ありがとうございます！ 
■2021年 6月～2021年 11月の受取寄付金 合計 45,979円（16件） 
■新規入会のみなさん（2021年 6月～2021年 11月）*敬称略 

運営会員 1名：梅田麻希 賛助会員 2名：高原幸子、中嶋悦子 

■2021年 11月末日現在の会員数 
運営会員 21 名、賛助会員 45名、合計 66名 

★2021 年度も引き続き会員としてご支援ください！会費納入がお済みで

ない方は、同封の振込用紙をご利用いただき、会費のお支払いをお願い申

し上げます。 

◆AWEP 製品お取扱い店（イベントのみの販売もあり） 

福岡県 福岡市 女性エンパワーメントセンター福岡 092-738-0138 

岡山県 岡山市 コットン古都夢 086-225-4663 

兵庫県 明石市 カマーラフール 078-913-1074 

 神戸市灘区 （財）神戸学生青年センター 078-851-2760 

 神戸市中央区 方龍 078-331-0766 

 神戸市中央区 合同会社ここから／ブランシュ  

  090-6901-3570 

 神戸市垂水区 カフェ ディラン 078-708-6319 

 姫路市 株式会社 ZAPPA 080-4470-3938 

 南あわじ市 ギャラリー夢の島 0799-55-0484 

奈良県 生駒郡 フェアトレード shopきらら 0745-75-6019 

大阪府 交野市  green stone 070-5663-6376 

 豊能郡 里づと 072-743-0578 

 豊能郡 エスペーロ能勢 080-3764-7905 

石川県 金沢市 フェアトレードショップ アジール 076-268-0528 

愛知県 名古屋市 フェアトレードショップ風″s 052-932-7373 

静岡県 掛川市 Village 0537-22-3799 

東京都 三鷹市 るま・ばぐーす 0422-41-4666   

 練馬区 ビーンズ・アクト  03-3557-1041 

 杉並区 千手観音 03-3393-0294 

 西多摩郡  ギャラリー・レイコ 042-597-6406 

◆AWEP 製品お取り扱いグループ（主にイベント販売） 

兵庫県 西宮市 西宮友の会 

 西宮市 JAFS西宮ぞうすいの会 

 神戸市 神戸大学国際協力 NGO PEPUP 

 加古川市 加古川教会 つなぐ 

大阪府 茨木市 ハナジョス 

長野県 下伊那郡 バーン・ノーク 

◆AWEP のネットショップ 
 

BASE 

http://awep.thebase.in/ 
 

SoooooS. ソーシャルプロダクトショッピングサイト 
http://sooooos.com/shop/awep/index 

 
 

 

フェアトレードショップ 「アジール」 

 フェアトレードショップアジール

は、金沢港クルーズターミナルの近

くに、2004年に開店しました。 

コンセプトは①フェアトレードを

広め発信する。②弱い立場の人た

ち、障害者の人たちを応援する。③

地域のコミュニティづくり。この 3

つを心がけて続けています。店内の

カフェ 6席のカウンターは車いすが

ちょうどよい高さで、みなさんの居

AWEPのメールマガジンに登録しませんか？ 

ボランティア情報や旬なイベント情報、日々の事務

所の様子が届きます。登録は簡単！無料です。

awep@tcc117.jp までお名前と登録するメールア

ドレスをお知らせください。 

【お店紹介】 

ティーポットカバー＆コースター アームウォーマー 

手編みニットでほっこりと 

１点目は、ティーポットカバーとコースター

です。 

製品ポイントは何といっても、コロンとした

可愛いフォルム。手編みのニット模様が、テ

ィーポットを包み込んだ時に可愛く登場して

くれます。寒い季節、ちょっと一息のティー

タイムにいかがですか？ 

セットでもご使用いただけるデザインのこち

らは、ブラックと生成りの二色展開です。 

２点目は、大人気の手編み指つきアームウォー

マーの子どもサイズです。 

柔らかい素材で着け心地がよく伸縮性もあり、

これからの寒い季節にぴったりです。 

大人サイズは５色、子どもサイズは３色での展

開です。どんなお洋服にも合うように、ベーシ

ックカラーでご用意しております。 

親子お揃いのアームウォーマーでお散歩に行き

ませんか？ 

 

AWEP STYLE      

アジアの女性と手をつなぐ 
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皆さま、冬支度の準備はお済でしょうか？ 

ネパール・MKS ハンディクラフトから届いた、ニット製品を始めとする 

新製品のご紹介です！ 

2021 年の冬の新作には「手編みのニットアイテムで、おうち時間を 

ほっこり過ごしませんか？」という想いが込められています。 

この冬は、ネパールから届いたニット製品と共に寒さを乗り切りませんか？ 

プレゼントにも最適な冬の新作、是非ウェブサイトをご覧ください。 


