
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

〒653-0052 神戸市長田区海運町 3-3-
受付時間 月～金 11 時～16 時  TEL/FAX 078
e-mail awep@tcc117.jp  HP http://www.tcc117.jp/awep/
 
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
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 製品お取扱い店（イベントのみの販売もあり）
福岡県 
 
愛媛県 
岡山県 
兵庫県 
 
 
 
 
 
 
奈良県 
大阪府 
 
 
 
愛知県 
 
静岡県 
埼玉県 
東京都 
 
 
 
 
 
 
富山県 
岩手県 
 
秋田県 
青森県 
北海道 

福岡市 女性エンパワーメントセンター福岡
福岡市 アジア女性センター 092-513-7333
松山市 マザーアース  089-934-8738 
岡山市 コットン古都夢 086-225-4663 
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
神戸市須磨区  shop 小春日和 078-732
神戸市中央区 方龍 078-331-0766  
神戸市長田区 カフェ ナドゥリ 078-777
神戸市長田区 本町ものづくり工房 078-
神戸市垂水区 カフェ ディラン 078-708
生駒郡 きらら 0745-75-6019 
交野市 green stone 070-5663-6376 
豊中市 おかまちコミュニティカフェ KITTO
能勢町 里づと 072-743-0578 
八尾市 カフェ 真ぐくる 072-934-7800 
名古屋市 オゾン 052-935-8738 
名古屋市 フェアトレードショップ風’s 052
掛川市 Village 0537-22-3799 
越谷市 トーク 048-986-7990 
清瀬市 チョウタリの家 042-497-2383  
西多摩郡 ギャリーレイコ 042-597-6406 
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 
葛飾区 白い牛 03-3694-5468  
文京区 TEN'S Shop 03-5834-7675 
砺波市 グレーパリィ 0763-37-1636 
花巻市 おいものせなか 0198-22-7291 
花巻市 にっち 080-4516-4643 
能代市 MOMO 0185-73-3619 
十和田市 風のひろば 0176-25-1811 
札幌市 バリ・ハイ 011-613-0717 

これからや 011-812-4915 
◆AWEP 製品お取り扱いグループ（主にイベント販売）
兵庫県 
 
 
 
大阪府  
長野県 

西宮市 西宮友の会／西宮市 JAFS 西宮ぞうすいの会
姫路市 兵庫県立大学国際看護サークル
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 ハナジョス 
長野県 バーン・ノーク 

 

AWEP 製品を購入できるお店 

AWEP からのホットなお知らせ

AWEP NEWS LETTER No.44 June 2016 

◆AWEP の独自サイト 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 

 

AWEP では、フェアトレード製品を委託・買取販売していただける店舗・グル

ープを募集しています。学祭や地域のイベントなどでも販売いただけます。

委託の場合、残った製品は返品可能です。詳細は事務局まで。

フェアトレードに参加しよう！ 

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。 

AWEP のメールマガジンに登録しませんか？

泉佐野市の素敵なカフェ。店名の warna-warni(ワルナワルニ

シア語で「色とりどり」という意味だそうです。お店では楽しそうなワークショッ

プやイベントの開催もされています。FB ページでチェックしてみてください！

住所： 大阪府泉佐野市日根野 2918-15   

FB: https://www.facebook.com/cafe.warna2/   

Email: cafe.warnawarni@gmail.com 

 

新規取扱開始のお店  cafe warna-warni 

＜事務局からのつぶやき・・・＞
・２月に訪問したタイＢＴＦの家に1999

真がほこりをかぶって飾ってあった！

ながっていることを感じ胸にせまりました。（いなだ多恵子）

・週に一度木曜日は AWEP へ行く日にしていますが、最近は仕事量が減っ

ています。もう少し忙しい方がいいな～と思ったり。今日はさわやかな風が

吹いています。（岡内克江） 

・あっという間に一年の半分が過ぎようとしています。ボランティアとして値札

付けなどの作業のお手伝い、いつまで出来るかちょっぴり不安です。（笠原

幸子） 

・事務所の金庫が新しくなりました。前よりずっと大きく重たい金庫がいっぱい

になる位の売り上げがあればいいなぁ。（鹿嶋節子）

・名古屋のフェアトレードショップ「オゾン」さんでフィリピンの生産者や製品に

まつわる話をしてきました。実際にカバンやポーチを見て納得して買っても

らうと、気持ちいいですね。（もりきかずみ）

 

11 月 8 日【出店】ジョグジャカルタ宮廷舞踊

11 月 18 日【国内事業】兵庫県 DV ネットワーク会議出席

11 月 22 日【出店】ワールドフェスタ（神戸・新長田アスタくにづか）

12 月 7日～1 月 19 日【委託】とっておきのさをり展（大阪、京都、神戸を巡回）

12 月 12 日【出店】クリスマスマルシェ（神戸・サザンモール六甲）

1 月 18 日～2 月 8 日【展示販売】あしや市民活動センター（芦屋）

1 月 23 日【主催イベント】関西ネパールフェスティバル（芦屋・あしや市民活動

センター） 

2 月 6日【出店】西宮国際交流デイ（西宮・西宮市国際交流協会）

3月5 日【出店】尼崎女性フェスティバル（尼崎・尼崎市女性センター・トレピエ）

3月 11 日～17日【パネル展】「目で見る

市国際交流協会） 

3月 26日【出店】マルシェ“Dog Street

5 月 8 日【出店】アースディはまでら（大阪・浜寺公園）

5 月 21 日  第 2期通常総会 

（生産者訪問）  

○フィリピン 1 月 29 日～2 月 6日、5

日～25 日 ○タイ 2 月 3日～11 日 

 アジア女性自立プロジェクト 

-8 たかとりコミュニティセンター内  
TEL/FAX 078-734-3633   

HP http://www.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
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。 

のぞいてみてください❤ 

2015 年 11 月～2016 年

製品お取扱い店（イベントのみの販売もあり） 
女性エンパワーメントセンター福岡 092-738-0138 

7333 
 
 
 

（財）神戸学生青年センター  078-851-2760 
732-6223 
 

777-2232 
-959-8978   

708-6319 

KITTO 06-6841-5120 

 

052-932-7373 

 
 

4666   
 

 

 

製品お取り扱いグループ（主にイベント販売） 
西宮ぞうすいの会 

兵庫県立大学国際看護サークル NITW 
NGO PEPUP 

8 月 27 日（土）28 日（日）  
にわのあかり 相楽園（神戸市中央区）
今年は 10 周年記念ということで特別企画を計画中。浴衣の方は入
場料無料。 
10 月 9 日（日）  
日タイ交流フェア  京都市国際交流会館
タイと日本の文化の交流をめざし、ダンス、物販、料理…、様々な分
野でのイベント。 
11 月 19 日（土）  
食で知るアジア「手で食べてみよう、ネパール料理」
AWEP 主催。TCC（神戸市長田区）内にてネパール料理のダルバー
トの作り方と食事。 

AWEP が主催したり、出店するイベントの情報です。ぜひご参加ください。
詳細は事務局にお問い合わせください。からのホットなお知らせ 

アジア女性自立

新規入会のみなさん（2015
高木健作 

2016 年 5 月末日現在の会員数
運営会員 30名、賛助会員

 
*2016 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。

あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

http://awep.thebase.in/ 

 

、フェアトレード製品を委託・買取販売していただける店舗・グル

ープを募集しています。学祭や地域のイベントなどでも販売いただけます。

残った製品は返品可能です。詳細は事務局まで。 

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

までお名前と登録するメ

のメールマガジンに登録しませんか？ 

ワルナワルニ)とは、インドネ

お店では楽しそうなワークショッ

ページでチェックしてみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局からのつぶやき・・・＞ 
1999 年 AWEPスタディツアーの時の記念写

真がほこりをかぶって飾ってあった！17 年の時間の流れが、今の活動につ

ながっていることを感じ胸にせまりました。（いなだ多恵子） 

へ行く日にしていますが、最近は仕事量が減っ

ています。もう少し忙しい方がいいな～と思ったり。今日はさわやかな風が

・あっという間に一年の半分が過ぎようとしています。ボランティアとして値札

付けなどの作業のお手伝い、いつまで出来るかちょっぴり不安です。（笠原

・事務所の金庫が新しくなりました。前よりずっと大きく重たい金庫がいっぱい

になる位の売り上げがあればいいなぁ。（鹿嶋節子） 

・名古屋のフェアトレードショップ「オゾン」さんでフィリピンの生産者や製品に

わる話をしてきました。実際にカバンやポーチを見て納得して買っても

らうと、気持ちいいですね。（もりきかずみ） 

日【出店】ジョグジャカルタ宮廷舞踊 (大阪・中の島中央公会堂) 

ネットワーク会議出席 

日【出店】ワールドフェスタ（神戸・新長田アスタくにづか） 

日【委託】とっておきのさをり展（大阪、京都、神戸を巡回） 

日【出店】クリスマスマルシェ（神戸・サザンモール六甲） 

日【展示販売】あしや市民活動センター（芦屋） 

日【主催イベント】関西ネパールフェスティバル（芦屋・あしや市民活動

日【出店】西宮国際交流デイ（西宮・西宮市国際交流協会） 

日【出店】尼崎女性フェスティバル（尼崎・尼崎市女性センター・トレピエ） 

日【パネル展】「目で見る AWEP のフェアトレード」（西宮・西宮

Dog Street”（神戸・サザンモール六甲） 

日【出店】アースディはまでら（大阪・浜寺公園） 

5 月 26日～30日 ○ネパール 11 月 8

 

 出店イベント情報 

年 5 月のできごと 

相楽園（神戸市中央区） （13：00～20：00） 
周年記念ということで特別企画を計画中。浴衣の方は入

京都市国際交流会館 （10：00～17：00） 
タイと日本の文化の交流をめざし、ダンス、物販、料理…、様々な分

食で知るアジア「手で食べてみよう、ネパール料理」（仮称） 
（神戸市長田区）内にてネパール料理のダルバー

が主催したり、出店するイベントの情報です。ぜひご参加ください。
詳細は事務局にお問い合わせください。 

AWEP NEWS LETTER No.女性自立プロジェクト  http://tcc117.jp/awep/ 

2015 年 11 月～2016 年 5 月、敬称略） 

月末日現在の会員数 
名、賛助会員 57名、合計 87名 

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。 

ネパール地震女性支援キャンペーン報告

「地震を経て感じた女性たちとのつながり」

2015

生後すぐに、「ネパール地震女性支援募金」を立ち上げ、現地に救援物資を送るためと

人身売買予防啓発活動のために緊急支援を行いました。現地のカウンターパート、シャ

クティ・サムハがさをり織りを再開できるようになった

立支援に移行し、「ネパール地震女性支援キャンペーン」としてフェアトレードの

とバッグを販売、支援の輪がさらに広がりました。

このキャンペーンは、株式会社ラッシュジャパンの助成を受けて実施

度のネパール事業については、当初から同助成が決まっていたのですが、地震発生に

より予定通りの事業実施が困難となったため、助成元の了承をいただき、「ネパール地

震女性支援キャンペーン」へと内容を一部変更し実施することができました。

また、

た。緊急募金とキャンペーンを合わせての寄付額は

上からの寄付金は

シャクティ・サムハの設立

売買の多発する被災地に通いつづけた、チャリマヤ・タマンさんは次のように話してくだ

さいました。

「私たちが本当に困った時、

いをしましたが、このようなつながりがあることを再認識できたことはうれしいことでした。地

震を経験した日本のみなさんのあたたかい気持ちを感じました。」

AWEP

い、日本で支えてくださる皆様の気持ちを直接届けることができる

根の顔の見える関係を大切に、できることをコツコツと続けていきたいと思います。

シャクティ・サムハでは、フェアトレード部門として“シャクティ・ハスタカラ”が立ち上がり

ました。これからも

 
写真上：

部ミーティングにて

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
〒653-0052 神戸市長田区海運町 3-3
 
 

AWEP STYLE

アジアの女性と手をつなぐ

特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト（

AWEP NEWS LETTER No.44 June 2016 

ネパール地震女性支援キャンペーン報告 

「地震を経て感じた女性たちとのつながり」

2015 年春に起こったネパールでの大地震から一年が過ぎました。

生後すぐに、「ネパール地震女性支援募金」を立ち上げ、現地に救援物資を送るためと

人身売買予防啓発活動のために緊急支援を行いました。現地のカウンターパート、シャ

クティ・サムハがさをり織りを再開できるようになった 8 月からはフェアトレードを通した自

立支援に移行し、「ネパール地震女性支援キャンペーン」としてフェアトレードの

とバッグを販売、支援の輪がさらに広がりました。 

このキャンペーンは、株式会社ラッシュジャパンの助成を受けて実施

度のネパール事業については、当初から同助成が決まっていたのですが、地震発生に

より予定通りの事業実施が困難となったため、助成元の了承をいただき、「ネパール地

震女性支援キャンペーン」へと内容を一部変更し実施することができました。

また、2015 年度はネパール製品の売上金の 10％を寄付に充てさせていただきまし

た。緊急募金とキャンペーンを合わせての寄付額は 2,940,215

上からの寄付金は 54,494 円となりました。ご協力に心より感謝いたします。

シャクティ・サムハの設立メンバーで、今回の地震で故郷の村が被災しながらも、人身

売買の多発する被災地に通いつづけた、チャリマヤ・タマンさんは次のように話してくだ

さいました。 

「私たちが本当に困った時、AWEP はすぐに支援を届けてくれました。震災で大変な思

いをしましたが、このようなつながりがあることを再認識できたことはうれしいことでした。地

震を経験した日本のみなさんのあたたかい気持ちを感じました。」

AWEP は小さな団体ですが、だからこそすぐに行動し、当事者の女性たちに寄り添

い、日本で支えてくださる皆様の気持ちを直接届けることができる

根の顔の見える関係を大切に、できることをコツコツと続けていきたいと思います。

シャクティ・サムハでは、フェアトレード部門として“シャクティ・ハスタカラ”が立ち上がり

ました。これからも AWEP は彼女らの活動を応援していきたいと思います。

写真上：シャクティサムハの女の子たちとのアートワークショップ

部ミーティングにて 写真下：ビーズ製品生産者の女性たちに寄付金を届けました

 

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。 
3-8 たかとりコミュニティセンター内 TEL/FAX 078-734-3633

STYLE 

アジアの女性と手をつなぐ 

アジア女性自立プロジェクト（AWEP）  

No.4

アジア女性自立プロジェクト  

1 月 23 日芦屋市立あしや市民活動センターリードあし

やにおいて、地震で被害を受けたネパールを支援しよう、

ネパールについて理解を広げようと、関西の

ル支援団体が集まり、フェスティバルを開催しました。

当日はなんと約 100 名の方が来場され、大変にぎやか

でした。メインイベントのネパール人ゲストの話や出展団体

のリレートークに多くの方が耳を傾け、ネパールダンスで

は来場者も一緒になって踊ったり、ランチにネパール料理

を堪能するなど、多くの方に楽しんでいただきました。ネパ

ールの復興にはまだまだ遠い道のりですが、日本からも

応援を続けます。（奈良雅美） 

関西ネパールフェスティバル 

一緒にやろや！ネパール震災復興応援団

「地震を経て感じた女性たちとのつながり」 

年春に起こったネパールでの大地震から一年が過ぎました。AWEP では地震発

生後すぐに、「ネパール地震女性支援募金」を立ち上げ、現地に救援物資を送るためと

人身売買予防啓発活動のために緊急支援を行いました。現地のカウンターパート、シャ

月からはフェアトレードを通した自

立支援に移行し、「ネパール地震女性支援キャンペーン」としてフェアトレードの T シャツ

このキャンペーンは、株式会社ラッシュジャパンの助成を受けて実施しました。2015 年

度のネパール事業については、当初から同助成が決まっていたのですが、地震発生に

より予定通りの事業実施が困難となったため、助成元の了承をいただき、「ネパール地

震女性支援キャンペーン」へと内容を一部変更し実施することができました。 

％を寄付に充てさせていただきまし

2,940,215 円、フェアトレード製品売

円となりました。ご協力に心より感謝いたします。 

メンバーで、今回の地震で故郷の村が被災しながらも、人身

売買の多発する被災地に通いつづけた、チャリマヤ・タマンさんは次のように話してくだ

はすぐに支援を届けてくれました。震災で大変な思

いをしましたが、このようなつながりがあることを再認識できたことはうれしいことでした。地

震を経験した日本のみなさんのあたたかい気持ちを感じました。」 

は小さな団体ですが、だからこそすぐに行動し、当事者の女性たちに寄り添

い、日本で支えてくださる皆様の気持ちを直接届けることができるのだと思います。草の

根の顔の見える関係を大切に、できることをコツコツと続けていきたいと思います。 

シャクティ・サムハでは、フェアトレード部門として“シャクティ・ハスタカラ”が立ち上がり

は彼女らの活動を応援していきたいと思います。 （大森恵実） 

ワークショップ 写真中：シャクティサムハの本

写真下：ビーズ製品生産者の女性たちに寄付金を届けました 
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日芦屋市立あしや市民活動センターリードあし

やにおいて、地震で被害を受けたネパールを支援しよう、

ネパールについて理解を広げようと、関西の 11 のネパー

ル支援団体が集まり、フェスティバルを開催しました。 

名の方が来場され、大変にぎやか

でした。メインイベントのネパール人ゲストの話や出展団体

のリレートークに多くの方が耳を傾け、ネパールダンスで

は来場者も一緒になって踊ったり、ランチにネパール料理

を堪能するなど、多くの方に楽しんでいただきました。ネパ

ールの復興にはまだまだ遠い道のりですが、日本からも 

一緒にやろや！ネパール震災復興応援団 

 

 

 


