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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

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

神戸市灘区 （公財）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  

神戸市中央区 野菜食堂 堀江座 080-7041

神戸市垂水区 カフェ ディラン 078-708-

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 

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-

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 

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

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 

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～金 11時～16時   
TEL/FAX 078-734-3633  e-mail awep@tcc117.jp 
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

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 年末年始のお休み 12/28

※1 月 9 日(火)より通常通り事務局業務を行います。

  

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

2017 年 6 ⽉〜11 月のできごと

●イベント出店、講演等 

6 月 11 日【出店】エシカルファッションフェスティバル（神

⼾ YWCA） 

6 月 17 日・18 日 移住連全国フォーラム

6 月 19 日 シャクティ・サムハ

アテンド協⼒（関⻄学院⼤学）

7 月 1 日・8 日【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】

ュニティセンター） 

7 月 22⽇【出店】サザンモール六甲

8 月 5⽇【出店】野⽥北夏まつり

9 月 2 日、3 日【出店】にわのあかり

10 月 8 日【出店】日・タイカルチャーフェスティバル（

市・京都市国際交流会館） 

11 月 9 日 JICA タイ研修生訪問・活動紹介

りコミュニティセンター) 

11 月 26 ⽇【出店】新⻑⽥くにづかローカル＆ワールドフェ

スティバル（神⼾市・新⻑⽥）

●アジアの布展 

6 月 1⽇〜12 日 オゾン（名古屋市）※

7 月 11⽇〜17 日 神⼾学⽣⻘年センター

※15 日セ

7 月 14⽇〜24 日 おいものせなか

8 月 16⽇〜31 日 ビーンズ・アクト

●理事会 第 2 回 8 月 19

●学生受け入れなど 

6 月 3 日 AWEP 説明会 甲南大学

6 月 7 日 事務局会議・製品会議（神⼾⼤

7 月 5 日 事務局会議・製品会議（甲南大学

8 月 21⽇〜9 月 9 日 インターン

事務局のつぶやき・・・

■AWEP のボランティア⽣活にも慣れてきました。週⼀度（と
いってもよく休みますが）座って静かに値札付などしています。
時々、インターンの人が来たり、来客があったりで、ちょっと
した変化を楽しんでいます。（岡内克江）

■今年もフェアトレードチョコレートが⼊荷。毎年新しい味が

あり、どれにしようかと迷いながら選ぶのが楽しい。（⿅嶋

■新しい製品が届いたときには、事務局が忙しくなります。値
段を決め、タグ付けをしたら、写真をとり、販促です。生産者
のためにたくさん売れるといいね！！！（もりきかずみ）
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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

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
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月のできごと  

日【出店】エシカルファッションフェスティバル（神

移住連全国フォーラム参加(福井） 

シャクティ・サムハ チャリマヤさん講演 送迎

（関⻄学院⼤学） 

【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】日傘製作（神⼾市・たかとりコミ

⽇【出店】サザンモール六甲マルシェ（神⼾市） 

⽇【出店】野⽥北夏まつり（神⼾市・⼤国公園） 

日【出店】にわのあかり（神⼾市・相楽園） 

日【出店】日・タイカルチャーフェスティバル（京都

 

生訪問・活動紹介(神⼾市・たかと

⽇【出店】新⻑⽥くにづかローカル＆ワールドフェ

（神⼾市・新⻑⽥） 

（名古屋市）※4 日お話会開催 

神⼾学⽣⻘年センター（神⼾市） 

日セミナー開催 

おいものせなか（花巻市） 

ビーンズ・アクト（東京都練馬区） 

19 日 第 3 回 12 月 16 日 

甲南大学 3名、関⻄学院⼤学 1 名 

事務局会議・製品会議（神⼾⼤学生 2 名参加） 

事務局会議・製品会議（甲南大学生 3 名参加） 

インターン受け入れ 中⻄こころさん 

・・・ 

のボランティア⽣活にも慣れてきました。週⼀度（と

いってもよく休みますが）座って静かに値札付などしています。
時々、インターンの人が来たり、来客があったりで、ちょっと
した変化を楽しんでいます。（岡内克江） 

■今年もフェアトレードチョコレートが⼊荷。毎年新しい味が

あり、どれにしようかと迷いながら選ぶのが楽しい。（⿅嶋節子） 

■新しい製品が届いたときには、事務局が忙しくなります。値
段を決め、タグ付けをしたら、写真をとり、販促です。生産者
のためにたくさん売れるといいね！！！（もりきかずみ） 

A
アジアの

特定非営利活動法人

〒
TEL/FAX 078

今年は

2017

月に電話で問い合わせがあったとき、沖縄から？と正直驚きました。

を担っているので、十分な学びをインターンに提供できるだろうかと

「よし、

中西さんは女性の人権の問題、フ

ベント「にわのあかり」出店に向けての準備と当日の販売、および外国人女性向けの生活

ォメーション

3 週間の短い期間でしたが私たちメンバーもとてもフレッシュな気分で活動することができました。おかげで、ぐっ

と前に進めることが

ちょうど前後する形で、神戸市外国語大学から

さんと相まってとてもいい風を

これからも新しい若い世代も私たちも、お互いに学び合う場に

インターンを終えて

今回、

支援というものの幅の広さを

学ぶことができました。もし

というものに対しての考えの幅が狭いままであったと感

じます。私の中で支援というものは、募金活動であったり

医療援助であったり物資の提供であっ

援活動しか今まで思いつきませんでした。

き、周りに住む外国人女性の暮らしで困ることや悩みを考

えるなど、

見・知識

支援なのだと気付くことができました。個々人のニーズに

応える支援と

ことができました。学んだことを得て、大学で更に研究し、

（写真：中西さん送別会にて。左最前が中西さん。その奥が杜さん）

アジア女性自立プロジェクト http://tcc117. jp/awep/ 

AWEP に吹き込んだフレッシュな風

AWEP
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

〒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
TEL/FAX 078-734-3633  ホームページ http://tcc117.jp/awep/

自分なりにできる援助

活動をこれからしてい

きたいと思います。

AWEP のみなさん、

約 3 週間、本当にお世

話になりました！あり

がとうございます！

今年は AWEPに学生の方が参加してくれています。 

2017年 8月 21日から 9月 8日、沖縄の名桜大学の 2

月に電話で問い合わせがあったとき、沖縄から？と正直驚きました。

を担っているので、十分な学びをインターンに提供できるだろうかと

、受け入れよう」と決めたのです。 

中西さんは女性の人権の問題、フェアトレードのことについて関心をもっているとのことだったので、

ベント「にわのあかり」出店に向けての準備と当日の販売、および外国人女性向けの生活

ォメーション」の改訂作業補助、あんしん通信のパンフ改訂検討などに携わってもらうことにしました。

週間の短い期間でしたが私たちメンバーもとてもフレッシュな気分で活動することができました。おかげで、ぐっ

と前に進めることができた事業もありました。 

ちょうど前後する形で、神戸市外国語大学から 4年生の杜さんもボランティアで参加してくれていましたので、中西

さんと相まってとてもいい風を AWEP内に吹き込んでくれたように思います。

これからも新しい若い世代も私たちも、お互いに学び合う場に

インターンを終えて 中⻄ こころ さん 

今回、AWEPさんでインターンシップをさせていただき、

支援というものの幅の広さを新たに考え直すことができ

学ぶことができました。もし現地実習に行かなければ支援

というものに対しての考えの幅が狭いままであったと感

じます。私の中で支援というものは、募金活動であったり

医療援助であったり物資の提供であったり、そういった支

援活動しか今まで思いつきませんでした。今回実習に行

、周りに住む外国人女性の暮らしで困ることや悩みを考

えるなど、実際に目の前の人と直接的に関わり自分の意

見・知識(考え)で助けとなることがあること、これもまた

支援なのだと気付くことができました。個々人のニーズに

応える支援というものに関わりとてもやりがいを感じる

ことができました。学んだことを得て、大学で更に研究し、

（写真：中西さん送別会にて。左最前が中西さん。その奥が杜さん）

ボランティアはじめました！ 

杜 頡頲（ト ジェティン）

私は神戸市外国語大学の 4 回生で、AWEP

年 5 月末からボランティアとして在籍しています。大学

では国際関係学科に所属しており、専攻は英語、副専攻

は国際経済を勉強しています。課外活動はバスケットボ

ールとフットサルサークルに参加しています。フェアト

レードは、高校のときに見たドキュメンタリー番組を通

して世界各国の様々な問題を知り、興味を持つようにな

りました。現在は休学中で故郷の北京に帰省しています。

  AWEPには週に 1回参加しています。様々な業務に携

わる機会が多いと常々感じています。ビジネスに携わり

たいという思いから、夏の間はネット販売の情報更新を

しました。帰国後も引き続き以前の業務に携わりたいと

思います。 

吹き込んだフレッシュな風 インターン・ボランティア受け入れ報告

 STYLE
アジア女性自立プロジェクト 

かとりコミュニティセンター内  
http://tcc117.jp/awep/ 
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きる援助

してい

きたいと思います。 

のみなさん、

週間、本当にお世

話になりました！あり

がとうございます！ 

 

2年生中西こころさんがインターンとして活躍しました。当初６

月に電話で問い合わせがあったとき、沖縄から？と正直驚きました。AWEPは小さな規模で、スタッフも交代で事務局

を担っているので、十分な学びをインターンに提供できるだろうかと思いましたが、電話口での熱意溢れる話し方に、

ェアトレードのことについて関心をもっているとのことだったので、

ベント「にわのあかり」出店に向けての準備と当日の販売、および外国人女性向けの生活ガイドブック「

の改訂作業補助、あんしん通信のパンフ改訂検討などに携わってもらうことにしました。

週間の短い期間でしたが私たちメンバーもとてもフレッシュな気分で活動することができました。おかげで、ぐっ

年生の杜さんもボランティアで参加してくれていましたので、中西

内に吹き込んでくれたように思います。 

これからも新しい若い世代も私たちも、お互いに学び合う場に AWEPをしていきたいです。（奈良雅美）

さんでインターンシップをさせていただき、

新たに考え直すことができ、

現地実習に行かなければ支援

というものに対しての考えの幅が狭いままであったと感

じます。私の中で支援というものは、募金活動であったり

たり、そういった支

今回実習に行

、周りに住む外国人女性の暮らしで困ることや悩みを考

実際に目の前の人と直接的に関わり自分の意

もまた

支援なのだと気付くことができました。個々人のニーズに

いうものに関わりとてもやりがいを感じる

ことができました。学んだことを得て、大学で更に研究し、 

（写真：中西さん送別会にて。左最前が中西さん。その奥が杜さん） 

12月にはネパール出張に同伴

できるという貴重な機会まで

頂くことができて、AWEP で

ボランティア活動に参加する

ことができて本当によかった

と思います。 

（写真：銀杏の木の下で 

ジャンプする杜さん） 
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ジェティン）さん 

AWEP には 2017

月末からボランティアとして在籍しています。大学

では国際関係学科に所属しており、専攻は英語、副専攻

勉強しています。課外活動はバスケットボ

ールとフットサルサークルに参加しています。フェアト

レードは、高校のときに見たドキュメンタリー番組を通

して世界各国の様々な問題を知り、興味を持つようにな

りました。現在は休学中で故郷の北京に帰省しています。 

回参加しています。様々な業務に携

わる機会が多いと常々感じています。ビジネスに携わり

たいという思いから、夏の間はネット販売の情報更新を

帰国後も引き続き以前の業務に携わりたいと
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年生中西こころさんがインターンとして活躍しました。当初６

は小さな規模で、スタッフも交代で事務局

思いましたが、電話口での熱意溢れる話し方に、

ェアトレードのことについて関心をもっているとのことだったので、9 月の大型イ

ガイドブック「役だつインフ

の改訂作業補助、あんしん通信のパンフ改訂検討などに携わってもらうことにしました。 

週間の短い期間でしたが私たちメンバーもとてもフレッシュな気分で活動することができました。おかげで、ぐっ

年生の杜さんもボランティアで参加してくれていましたので、中西

をしていきたいです。（奈良雅美） 


