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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。 

AWEP製品を購入できるお店 
◆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 

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 （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 

豊能郡  エスペーロ能勢 080-3764-7905 

高槻市 NPO 法人 SEAN 072-669-7411 

愛知県  名古屋市 オゾン 052-935-8738 

名古屋市 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 

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 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 

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。 

 

ネパールのウール製品など 
今年度から新しく取引先に加わった

MKSクラフトの製品です。ネパール、カ

トマンズ在住の子育て中のお母さんが

家事の合間に手編みしたウール製品。

今回はスヌード（5色）、帽子（5色）、

指付きアームウォーマー（2色）、ブロ

ーチ（5種類）を仕入れました。冬本番、

手編みのざっくり暖かい感じは魅力的

で大人気です。 

タイ・BTFのブックカバー 
バーントーファン（BTF）グループのブ

ックカバー（文庫本サイズ）が入荷し

ました。ノイさんの手織り布、ヤオ族

の刺繍、BTF メンバーの縫製で出来上が

ったブックカバーはお洒落で手触りも

良く、プレゼントにもお勧めです。 

神戸市ふるさと納税の返礼品 
すでに何点かご紹介しましたが、神戸市のふるさと納税の返礼品（1万円寄付）に

AWEP 製品が 4点選ばれています。フィリピン、ランパラハウスからポーチ（ネパ

ールのストラップ付）とエコバッグ、タイ、BTF からカードホルダーとブックカバ

ー（文庫本サイズ）。プロに写真を撮ってもらい新たに掲載されていますので是非

一度、神戸市のふるさと納税のサイトをご覧ください。 

https://www.furusato-tax.jp/city/product/28100 
 

今後の予定 
これから予定されている AWEP のイベント 
 

ひょうご安全の日のつどい 

2019 年 1 月 17 日（木） 10：30～15：00 

なぎさ公園（神戸市中央区脇浜通） 

阪神・淡路大震災から 24 年。AWEP も被災

しました。震災経験を風化させない為に、

防災意識を新たにする為に開催されるイベ

ントです。AWEP は物販で参加させていた

だきます。 
 

西宮国際交流デー 

2019 年 3 月 9 日（土）10：00～16：00 

フレンテ西宮４F（JR 西宮駅南側すぐ） 

毎年参加しているイベントです。留学生の

スピーチや各国のパフォーマンスなど楽し

いイベントです。AWEP は物販で参加しま

す。 
 

アジアの布と女性の手仕事展 

2019 年 4 月 10 日（水）～21 日（日） 

里づと（大阪府豊能群能勢町森上 224）

(072-734-0578) 月・火定休 

昨年、一昨年と好評だった AWEP 主催のイ

ベントを今回は能勢のステキなカフェのギ

ャラリーで開催させていただきます。気候

も一番いい頃、ちょっと足を延ばして田園

風景を楽しみがてらアジアの布を見にお越

しください。 

新製品入荷しました！ 

2018 年度開催「アジアの布と女性の手仕事展」のご報告 

開催ご協力、ありがとうございました！ 

5 月 17 日～31 日 神戸市灘区：神戸学生青年センター 

6 月 11 日～17 日 生駒郡：ZADAN（フェアトレード SHOP きらら）＊12 日お話会開催 

6 月 21 日～27 日 神戸市須磨区：shop 小春日和 

6 月 23 日・24 日 札幌市「フェアトレードフェスタ 2018 in さっぽろ」での展示 

7 月 2 日～9 日、7 月 23 日～8 月 6 日 芦屋市：あしや市民活動センター 

7 月 20 日～30 日 高槻市：生きがい工房（NPO 法人 SEAN）＊29 日お話会開催 

9 月 13 日～29 日 練馬区：ビーンズ・アクト 

10 月 4 日～17 日 三鷹市：るま・ばぐーす 

2018 年 6 月～11 月のできごと  
●イベント出店、講演等 

5月26日・6月2日【ワークショップ】日傘制作(神戸市・たかとりコ

ミュニティセンター) 

6月9日・10日 移住連全国フォーラム参加(札幌市・北星学園大学) 

8月25日・26日【出店】にわのあかり（神戸市・相楽園） 

10月14日【出店】日タイカルチャーフェスティバル（京都市・京都市

国際交流会館） 

10月17日【講義】龍谷大学「国際ＮＧＯ論」（京都市） 

10月21日【出店】国際協力の日（大阪市・玉造教会） 

10月28日【出店】垂水教会バザー（神戸市） 

10月31日【講演・販売】尼崎市消費生活センター（尼崎市） 

11月10日【出店】ふれあいカフェ（芦屋市・あしや市民活動センター） 

11月23日【出店・ワークショップ】Friendship Day in Sanda（三田市・

三田国際交流協会） 

11月25日【出店】くにづかローカル＆ワールドフェス（神戸市） 

11月29日【講義】兵庫県立長田商業高校（神戸市） 

●理事会 第 1回 9月 28日 

●学生受け入れなど 

7月4日 AWEP説明会（立命館大生 1名） 

8月3日 AWEP説明会 (立命館大生 1名) 

10月13日 JICA人身取引対策に関する日・タイ合同ＷＳ研修（研修

員 12名、JICA関係者等 4名） 

11月2日 AWEP説明会 (神戸市外語大生 1名) 

11月 28日 獨協大学経済学部高安ゼミエシカルチーム 5名 

事務局のつぶやき・・・ 
■タイ訪問に向けてのモチベーションをあげていきます。（いなだ多
恵子）■ネパールのさをり製作、続けてほしいな。（岡内克江）■イ
ベント販売、前にこの製品が売れたから…と持っていっても次の機
会には全く出ないということがよくあります。販売は難しい。（鹿嶋
節子）■事務局に来たいと思いつつ、学校が忙しく…。AWEPのみな
さんと一緒に作業してお話しするのは本当に楽しいひとときです。
（高月渚）■ワンフロアの一部にある AWEP事務所。スペイン語、ベ
トナム語、インドネシア語、様々な言葉が聞こえて、話題も豊富で
す。作業する手が、ふと、止まってしまうこともあります。（村上菜
摘）■ネパールのさをり織りミニマフラーが届きました。検品しな
がらのつぶやき…「なんでこんなに長さがちがうの？」「もう少しま
っすぐに縫って欲しいねぇ」「これも個性よね。これぞフェアトレー
ドだ！」（もりきかずみ） 

ご支援ありがとうございます！ 
■2018 年 6 月～11 月の受取寄付金 合計 60,795円（21 件） 

■2018年 11月末日現在の会員数 87名(運営会員 27名、賛助会員 60名) 
★2019 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 年末年始のお休み 12/28~1/６ 

新年 7 日(月)より通常通り事務局業務を行います。 

来年も AWEP をよろしくお願いいたします。 

 

タイ・スタディツアー 2019/2/4~2/9 

バーントーファンの女性たちとの交流などを行います。チェンライ空

港集合解散です。参加ご希望の方はお問合せください。 

シャクティ・サムハの定番製品さをり

織りミニマフラーも到着。さをりの色

合わせがとても素敵です。 

お詫び：ニット帽とアームウォーマーは、ほぼ完売しました。 

来シーズンもお楽しみに。 


