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1月から 4月にかけて AWEPのフェアトレード取引先から新しいデザインの製品が次々と到着しています。

定番製品もしっかり頑張っていますが、ニューフェイスも素敵なものばかり。ご紹介しますね！ 

2016 年 12 月～2017 年 5 月のできごと  
2月 4日【出店】西宮国際交流デー（西宮市・西宮国際交流協会） 

2月 6日～3月 6日【展示販売】神戸市・神戸学生青年センター 

2月 20日～3月 13日【展示販売】芦屋市・あしや市民活動センター 

3月 4日【出店】あまがさき女性フェスティバル（尼崎市・尼崎女性センタ

ートレピエ） 

3 月 4 日【出店】ウィズせっつフェスタ 2017（摂津市・摂津市立コミュニ

ティプラザ） 

3月 27日～31日【パネル展】「AWEPのフェアトレード」（西宮市・西宮国際

交流協会） 

5月 14日【出店】アースデイ＠はまでらこうえん（大阪府・浜寺公園） 

5月 24日【講演】異文化理解講演会（神戸市・須磨友が丘高校） 

5月 28日【出店】TCC移転 10周年記念イベント（神戸市・たかとりコミュ

ニティセンター） 

●生産者訪問タイ 2月 14日～21日、フィリピン 4月 20日～30日 

●AWEP理事会 第 3回 2016年 12月 17日、2017年度第 1回 4月 22日、第

2回 5月 20日 

●AWEP第 3回定期総会 5月 20日 

●AWEP説明会 2月 4日、5月 24日 

 

事務局のつぶやき・・・ 

■AWEP にはおしゃれで楽しい小物がたくさんあるので、みなさんに

ご紹介したいなあといつも思っています。（笠原幸子）■7月の AWEP

手作り日傘ワークショップ楽しみです。上手にできるかな…（鹿嶋

節子）■AWEP には週１回ぐらい、値札つけなどしながら楽しく参加

しています。（岡内克江）■TCC再生 10周年の集いで、懐かしいスタ

ッフと再会。AWEPでの経験が昇華されていると感じました。（いなだ

多恵子） 

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 
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特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト 

生産者の「おはなし」 

AWEP 製品を作ってくれている生産者の現場では沢山の

苦労があります。 

インドネシアでは最近、仕事を求めているお母さんたち

が多く、その仕事づくりにアピクリのスタッフが悩んでい

るとメールがありました。何でもええ、ちゅう訳にいかん

しな～。 

タイでは相変わらず 2 人で製品づくりを頑張っていま

す。モン族の若い女性が染めた素敵な布を見つけました

が、色落ち問題が…。困った！どないしたらええんかな。 

フィリピンはいい製品が出来上がっても天候次第で材

料の調達が困難になり、継続して製品づくりができない場

合があります。また現地での仕事は増えましたが忙しいば

かりで収入増加にはなかなかつながりません。働けどわが

暮らし楽にならずってアカンやんか～。 

一つの製品には色々な喜びや苦労が秘められています。

共に悩み、共に歩む。AWEPは生産者の顔が見えるフェアト

レードを大切にしています。（村上菜摘） 
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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。 

新製品がやってきた！！ 
 

ありがとうございました 
■新規入会のみなさん (2016年 10月～2017年 5月、敬称略) ： 木村

恵子（賛助会員）■2017年 5月末日現在の会員数 運営会員 32名、

賛助会員 60名、合計 92名  ★2017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。 

フィリピン 「ランパラハウス」 

●オープンスリッパ。伝統布のヤカン布を使いとてもおし

ゃれなスリッパ。●お薬手帳入れ。お薬手帳だけでなく保

険証や診察券も入ります。プレゼントにも。（写真：下段） 

インドネシア 「アピクリ」 

●バティック模様の可愛い手持ち付き太鼓。●ミニチュ

ア鉄琴。澄んだいい音がします。（写真：上段左） 
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AWEP 製品を購入できるお店 
◆AWEP 製品お取り扱い店（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 

福岡市 アジア女性センター 092-513-7333 

愛媛県 松山市 マザーアース  089-934-8738 

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 

芦屋市 あしや市民活動センター 0797-26-6452 

神戸市灘区 （公財）神戸学生青年センター  078-851-2760 

神戸市須磨区  shop 小春日和 078-732-6223 

神戸市中央区 方龍 078-331-0766  

神戸市中央区 野菜食堂 堀江座 080-7041-5711 

神戸市長田区 カフェ ナドゥリ 078-777-2232 

神戸市長田区 くにづかリボーンプロジェクト 078-786-3275 

神戸市垂水区 カフェ ディラン 078-708-6319 

奈良県 生駒郡 きらら 0745-75-6019 

大阪府 泉佐野市 café warna-warni  (cafe.warnawarni@gmail.com) 

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 06-6841-5120 

豊能郡 里づと 072-743-0578 

愛知県 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 052-932-7373 

静岡県 掛川市 Village 0537-22-3799 

東京都 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 

富山県 砺波市 グレーパリィ 0763-37-1636 

岩手県 花巻市 おいものせなか 0198-22-7291 

花巻市 にっち 080-4516-4643 

秋田県 能代市 MOMO 0185-73-3619 

青森県 十和田市 風のひろば 0176-25-1811 

北海道 札幌市 バリ・ハイ 011-613-0717 

札幌市 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 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 NITW 

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 下伊那郡 バーン・ノーク 

◆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 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。 

 

詳細は事務局まで。 

 

タイ 「バーントーファン」 

●IC カード入れ。バスや電車で大活躍。●カードホルダ

ー。ポイントカードが溜まってしまって…とお悩みの方

に是非。(写真：上段右） 

■サザンモール六甲 B612 夏の野菜マルシェ 
日時：7月 22日（土）10：30～16：00（雨天決行、荒天中止） 

場所：サザンモール六甲 B621 2Fセンターデッキ  

JR六甲駅徒歩 10分、阪神新在家駅徒歩 5分（どちらも南方向へ）

★近郊農家さんからみずみずしい朝採り夏野菜がどっさり。お早め

に！ 

 

■にわのあかり 神戸市立相楽園 
日時：9月 2日（土）、3日（日）17時頃～20時半頃 

（灯りの点灯は日が暮れる 18時頃） 

場所：神戸市立相楽園  

JR元町駅、阪神元町駅から山側に徒歩 10分ぐらい。 

★浴衣着用の方は入場料（300円）無料です。今年はフィリピンの

伝統的なランプも展示します。毎年 8月末ですが、今年は 9月第１

週目。日にちをお間違えないように！ボランティアの方も大歓迎！ 

これからの出店情報  日にちが決まっているもの 

 


