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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 

        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) 

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 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 ギャラリーレイコ 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 

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 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 

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  
Minne（AWEP‘S GALLERY） 
ハンドメイドの作品や素材を専門に扱う通販サイト    

https://minne.com/@awep 
 

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。 

【国内事業報告】 

 

私にも「学ぶ権利」がある 
夜間中学校に見る多文化共生社会で「学ぶこと」「生きること」夜間中学校に見る多文化共生社会で「学ぶこと」「生きること」夜間中学校に見る多文化共生社会で「学ぶこと」「生きること」夜間中学校に見る多文化共生社会で「学ぶこと」「生きること」    

   
今年度、AWEP は神戸市「協働と参画」推進助成の採択を受け、公立夜間中

学校を舞台としたドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」の上映会を企画

し、参加者のみなさんと一緒に「学ぶこと」「生きること」を考える集まり

を開催しています。 

この映画は、国籍にかかわらず学ぶ機会を奪われ、学びたくても学べなか

った方々が、夜間中学という学びの場に出会い、ともに学び、自らの未来を

拓いて行く姿が描かれています。 

日本に暮らす外国出身の女性たちは、定住化した後も、日本語能力等の問

題から、不安定な雇用で経済的に厳しい状況に置かれることが多いのが現状

です。そうした状況の外国人の方々の「学ぶこと」によるステップアップを

後押しするとともに、支援に関わる方々にもこうした状況を知ってもらうた

めに、今回の企画をしました。 

9 月 23 日に開催した第 1回の上映会＆パネルディスカッションは、パネリ

ストに戎香里奈さん（神戸市立丸山中学校西野分校卒業生）、伊井直介さん

（神戸市立兵庫中学校北分校在学生）、井口幸治さん（神戸市立丸山中学校

西野分校教諭）をお迎えし、コーディネーターは元 AWEP 理事である大岡栄

美さんにお願いをしました。 

当日は 60 名を超える方々にご参加いただき、皆さんがパネリストのお話

に熱心に耳を傾けてくださいました。まずは井口さんに夜間中学校の現状、

ご自身の経験や生徒に対する思いを語っていただいたのち、映画にも出演さ

れているフィリピン出身の戎さん、同じくフィリピン出身の伊井さんから、

学校や学ぶことに対する思い、学ぶことで拓かれた可能性、将来の夢につい

てお話をしていただきました。 

参加者の方々にご記入いただいたアンケートから、映画のメッセージやパ

ネリストの方々の思いを感じ取っていただいたことが伝わり、当事者の方々

の生の声、強い思いは確かに伝わるのだと感じることができました。 

第２回は、11 月 30 日（土）に神戸学生青年センターで開催。約 20 名の方

のご参加がありました。上映会後のトークセッションでは日本で学ぶフィリ

ピン出身の川口フォイさんと佐藤バレリーさんにお話していただきました。 

川口さんは、人前で自分の思いを語ることに対する不安が大きく、当初は

登壇をためらっていたのですが、彼女の強い思いが伝わる、とてもいいお話

で、ご本人も、今回の経験が自信になった、とおっしゃっていました。佐藤

さんは、学び始めたばかりの日本語で、ゆっくりとですが力強く、自身の学

びについて語ってくれました。最後は、今後の夢について、お二人とも他の

フィリピン出身者たちの先輩として皆を励ましていくこと、と語ってくれま

した。 

第 3回は 3月 14 日（土）に神戸市長田区のふたば学舎で開催します。詳

細が決まり次第お知らせいたします。ぜひご参加ください。 

 

2019 年 6 ⽉〜11 ⽉のできごと  
●イベント出店、展示、講演等    

6666 ⽉ 1111 日 たかとりコミュニティセンター（TCC）BBQ大会参加（神戸市・TCC） 

6666 ⽉ 1, 21, 21, 21, 2 日 移住連全国フォーラム参加（東京） 

6666 ⽉ 22222222 日, 29, 29, 29, 29 日    【ワークショップ】日傘づくり（神戸市・TCC）    

8888 ⽉ 31313131 日, 9, 9, 9, 9 ⽉ 1111 日【出店】にわのあかり（神戸市・相楽園）    

9999 ⽉ 20202020 日【講演】川西市男女共同参画センター 

9999 ⽉ 26262626 日, 10, 10, 10, 10 ⽉ 10101010 日【講義】長田商業高校（神戸市）    

10101010 ⽉ 14141414 日【出店】日タイカルチャーフェア（京都市・京都市国際交流会館） 

10101010 ⽉ 16161616 日【講義】龍谷大学    

10101010 ⽉ 27272727 日【出店】垂水教会バザー    

「こんばんはⅡ」上映会︓「私にも『学ぶ権利』がある」    

第 1111 回 9999 ⽉ 23232323 日     

上映会とパネルディスカッション（神戸市・新長田ピフレホール） 

第 2222 回 11111111 ⽉ 30303030 日     

上映会＆トーク（公財）神戸学生青年センター（神戸市） 

「アジアの⼥性の布と⼩物の物語」    

5555 ⽉ 20202020 日〜6666 ⽉ 21212121 日（公財）神戸学生青年センター（神戸市）    

8888 ⽉ 18181818 日〜31313131 日    ビーンズ・アクト（東京都練馬区）    

●理事会    

9999 ⽉ 30303030 日    第2回理事会    

●学生受け入れなど    

6666 ⽉ 14141414 日 甲南女子高校「国際環境と多文化共生」授業（1年生44名） 

6666 ⽉ 24242424 日 AWEP説明会（一般1名）    

7777 ⽉ 31313131 日, , , , 8888 ⽉ 5555 日 大手前大学国際看護学部 国際看護学実習（6名）    

10101010 ⽉ 29292929 日 神戸女子大学授業（15名）    

●生産者訪問    

7777 ⽉ 29292929 日〜8888 ⽉ 10101010 日 フィリピン    

事務局のつぶやき・・・ 

■在住外国人や来日外国人が暮らしやすくなっているかなあ（いなだ多

恵子）■夜間中学で学ぶ人たちが主人公の映画「こんばんはⅡ」、2020

年3月にも上映会があります。みていない方は是非‼（鹿嶋節子）■あん

しんつうしんFBページへの投稿頑張ります！（鈴木美帆） 

デザイン・編集 井之上章子 

ご⽀援ありがとうございます︕ 
■2019 年 6 月～2019 年 11 月の受取寄付金 合計 64,184 円（13 件） 

■2019 年 11 月末日現在の会員数 運営会員 22 名、賛助会員 54 名、合

計 76 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 12/28~1/5 
新年6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。 

今回の上映会で夜間中学校に関わる当事者の生

の声を聴くことで、現在学生として「学べる環

境があり、好きなことを学べる」ということへ

のありがたみを強く感じました。同時に、「な

ぜ私は学ぶのか？」ということを改めて考えさ

せられました。 

主体的に、楽しく、時には大変でも、人生を豊

かにするような学びが本当の「学び」であるの

かなとも思いました。その「学び」は本や教科

書だけでなく、人との関わりの中での「学び」

も含め、だと思います。この先、「本当に学び

たい」と思う人々が学べる環境が整っていくこ

とを願います。そんなことを感じられる上映会

でした。参加して本当に良かったです。ありが

とうございました。 

上映会に参加して 鈴鈴鈴鈴    木木木木    美美美美    帆帆帆帆 

写真上:参加者の質問に答える戎香里奈さん 下:上映の様子 

https://tcc117.jp/fmyy/category/program-info/ 
tips-info-from-awep/ 

フェアトレードに参加しよう︕ 
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。 

（ボランティア） 


