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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) 

 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。 

 

第 6 期通常総会を開催しました 
   
 新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、今年の総会は、できるだ

け書面表決で参加いただき、集まる会員の人数を極力減らして開催し

ました。 

 2019 年度活動報告と決算および 2020 年度活動計画と予算を、事前

にいただいたご意見なども紹介しながら審議し、いずれも承認されま

した。2020 年度の活動は、ウィルス感染の状況によって見通せない部

分もありますが、社会的ニーズに応じて臨機応変に活動していきたい

と思います。(奈良雅美) 

2019 年 12 ⽉〜2020 年５⽉のできごと  
●イベント出店、展示、講演等    

12121212 ⽉ 13131313 日 たかとりコミュニティセンター忘年会参加（神戸市・TCC） 

1111 ⽉ 17171717 日【出店】ひょうご安全の日（神戸市） 

1111 ⽉ 16161616 日【講演】東淀川高校（大阪市） 

2222 ⽉ 28282828 日【講演】西牧野小学校（枚方市） 

2222 ⽉ 22229999 日【講演】エスペーロ能勢（大阪府豊能郡） 

3333 ⽉ 14141414 日「こんばんはⅡ」第3回上映会＆パネルディスカッション（中止） 

●学生受け入れなど    

1111 ⽉ 29292929 日 獨協大学エシカルチーム来所（5名） 

●理事会    

2222 ⽉ 15151515 日 2019年度第3回理事会 

5555 ⽉ 23232323 日 第6期通常総会、2020年度第1回理事会（書面決議） 

事務局のつぶやき・・・ 

■これまでとちょっと違う空間。他の文化を知る隣人に無言の強制を感

じさせない“これから”でありたい。（いなだ多恵子）■毎日家にい

て、日にちも曜日もすっかりわからなくなってしまいました。社会復帰

が難しい。（鹿嶋節子）■ステイホーム中は、ひたすら庭の手入れと

作品作りをしていました。ああ、こうしてコロナ後も老後生活が続

いていく…（もりきかずみ）    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 12 月～2020 年 5 月の受取寄付金 合計 54,109 円（14 件） 

■新規入会のみなさん（2019 年 12 月～2020 年 6 月） 

賛助会員 3名：フェアトレード風の樹、高月渚、野見山美香（敬称略） 

■2020 年 6 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 

★2020 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。 

新型コロナウィルスの世界的なパンデミ

ックとそれに伴う緊急事態宣言と社会経済

活動の自粛要請は、日本に暮らす外国籍の

女性たちの生活にも大きく影響を与えてい

ます。 

「勤務先の営業自粛で仕事がなくなって

収入がない」「来日予定だった家族が来られ

なくなりせっかく取得したビザの期限が心

配」「母国に出国したまま帰国できなくなっ

た」等、AWEP に寄せられる相談や周囲の

外国籍女性たちの話からも深刻な影響がう

かがえます。 

AWEP では、緊急事態宣言中は事務所の

活動を縮小しつつ、水曜日の相談活動は通

常通り継続し、「あんしんつうしん」では新

型コロナウィルスに関連する情報、多言語

で相談できる場所の紹介などを、やさしい

日本語と英語で発信。また、インターネット

ラジオ「AWEP あんしんつうしん」で、手

洗いの大切さを多言語でやさしく伝える

「たぶんかこどものけんこうえほん」の紹

介、「新型コロナウィルスの影響による雇用

状況について」「特別定額給付金について」

といった関連情報をお伝えする番組を製作

しました。FB ページ「AWEP あんしんつう

しん」でも信頼できる機関からの多言語情

報をシェアするなど、発信をしています。 

AWEP にできることは限られますが、こ

れからも相談活動、情報発信を通じた支援

を続けていきます。（鋤柄利佳） 

 

AWEP にできることは︖ 

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。 

寄付寄付寄付寄付をするをするをするをする    
いくらからでも 

寄付いただけます。 

（所得税の控除対象には 

なりません。） 

ボランティアするボランティアするボランティアするボランティアする    
事務所やイベント販売での 

ボランティアを随時 

募集しています。 

会員会員会員会員になるになるになるになる    
運営会員 6000 円／個人 

賛助会員 3000 円／個人・団体 

AWEP の情報をいち早く 

キャッチ！活動を支えます。 

イベントにイベントにイベントにイベントに参加参加参加参加するするするする    
活動報告会、社会貢献パーティ、

フェアトレード製品の展示会等、 

色々なイベントがあります。 

 

AWEPAWEPAWEPAWEP にににに    
こんなこんなこんなこんな形形形形でででで    

参加参加参加参加できますできますできますできます    

【国内事業報告】 

●2020 年度の役員体制 
 
今年度は次の方々と一緒に組織運営にあたります。どうぞよろしく

お願いします。（五十音順） 

【理事】 

太田和宏（神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授） 

香取千晴（会社員・アラビア語通訳翻訳） 

鋤柄利佳（事務局長・国内事業担当） 

定籐繁樹（大阪学院大学経営学部教授/関西学院大学名誉教授） 

奈良雅美（代表理事） 

【監事】 

いなだ多恵子（AWEP 元代表） 

仲尾育哉（椙山学園大学准教授・弁護士） 

 

 インターネットラジオ番組 

「ＡＷＥＰあんしんつうしん」 
★毎週第 1 第 2 土曜日 

17:30〜17:45 
★ＦＭＹＹのウェブサイト

からは、いつでも過去の
全ての放送を聴くことが
できます。 


