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総会特集

すべての女性が輝く明日のために

※国連広報センターより

藤田たき初代会長　
※ JAUW50年史より
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JAUW会報

　2016年は1946年に我が大学女性協会（JAUW）が創立さ
れて70年目の節目の年です。
　この記念すべき年の定時会員総会が、 去る5月22日神戸
にて開催され、新しく理事・監事が選出されました。
　私、会長中村久瑠美と梅田副会長は再任、縄田副会長は
大森監事の後をうけて監事に就任されて、新たに牧島悠美
子さんが副会長に就かれるなど、理事・監事が一部入れ替
わり新体制で、2016～17年度のJAUWの業務執行に当たる
ことになりました。2014～15年度の理事会に寄せられまし
た温かな御支援に感謝申し上げますとともに、新理事会も
引き続きよろしくお願いいたします。
　好天にめぐまれた5月の神戸総会は賑やかで心温まる素
晴らしいものでした。前日の支部長会・懇親会と最終日の研
修旅行まで、一手にお引き受け頂き、行き届いたもてなしを
して下さった神戸支部の皆様に厚く御礼を申し上げます。�
三木谷実行委員長の御活躍は素晴らしく、御子息でかの有名
な楽天会長三木谷浩史氏の記念講演会には、一般の方も100
名近くも参加され、大いに盛り上がりました。今年度の目玉
は、何と言っても11月に行う70周年記念祝賀会の開催と、こ
れを契機に JAUW の活性化に向けた新事業の展開です。
　私ども理事会のメインテーマは、 2年前のシンポ及び、�
昨年のセミナーでとりあげた「女性の自立」であります。
　安倍総理は“すべての女性が輝く社会”を標榜し、この
4月1日より「女性活躍推進法」を施行させました。しかし、
すべての女性が輝いていくためには、まずその前程として、
個々の女性が経済的にも精神的にも自立していくことが必
要不可欠です。
　2016年に新しく発足した理事会でも、これを引き継ぎ更
に発展させるべく女性の自立支援事業を起こすことにし
て、新しく新規事業委員会を創設したことを、まず皆様に
御報告します。又、これまでの事業委員会を目的別に三つ

の委員会（親睦事業、
収益事業、文化事業）
に分けて独立させ、こ
れら四つの事業委員会
を統括する担当理事も
設置するなど、組織替
えを行い、JAUW事業
の一層の活性化を目指しています。
　さて、 70年は人間でいえば古稀。組織として70年も続け�
てこられたことは、 幾多の先輩諸姉のたゆまぬご努力ご尽
力の賜物であります。私たちはこの伝統ある JAUW の精神
を受け継ぎ、今後10年先、20年先へ引き継いで、JAUW100
周年の歴史樹立をめざして進んでいこうではありませんか。
　私たち JAUW が、
1）�　女性の高等教育の向上のため、女子学生、女性研究者

に対して奨学金や研究奨励賞を授与し続けてきたこと
2）�　男女共同参画社会の推進のための各種セミナーや公開

シンポジウムを通じて、提言発信を続けてきたこと
3）�　国際協力と世界平和を目指し、国際大学女性連盟
（IFUW 改め GWI）に加盟して、共に活動を展開すると
共に国連女性の地位委員会（CSW）フォーラムに参加し、
若手支援活動も行ってきたこと

など、その伝統と実績は女性の NGO の中で輝かしいもの
があると思います。
　これからも従来のこうした事業を推し進める一方、新規
に女性の自立支援事業も始めていく所存ですので、会員の
皆様には、是非とも諸活動に参加され、ご一緒に活動を展
開して下さいますようご協力のほどお願い申し上げます。
来る11月12日（土）70周年祝賀会には、お一人でも多くの
会員が出席されますことを願って、2016年度のご挨拶とい
たします。

会 　 長 中　村　久瑠美
副 会 長 梅 田 和 子 （企画・HP 担当）
副 会 長 牧　島　悠美子
総 　 務 菊　池　摩耶子
総 　 務 市　川　知恵子
会 　 計 鈴 川 佳 子
会 　 計 中 村 礼 子
財 　 務 田 辺 光 子

C I R 山　下　いづみ （国際ネットワーク担当）
理 　 事 鷲　見　八重子 （調査・研究担当）
理 　 事 松 村 和 子 （事業担当）
理 　 事 端 本 和 子 （広報担当）
理 　 事 中 山 正 子 （支部担当）
理 　 事 谷地森　涼　子 （支部担当）
監 　 事 阿 部 幸 子
監 　 事 縄　田　眞紀子

新理事・監事

2016年─ JAUW創立70周年、記念すべき年 !!

会　長　中村久瑠美

右から、中村会長、三木谷氏、三木谷実行委員長
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　2016年度全国総会は5月21日22日、 神戸ポートピアホテ
ルで開催しました。支部長会には全国から22支部長と理事
16名が集まり各事業の報告、全国セミナー等についての説
明がなされ、活発な質疑応答が行われました。
　懇親会は宴会場「トパーズ」で会員97名来賓4名が10の円
卓を囲んで地元産の食材をふんだんにつかったフレンチを
楽しみました。
　兵庫県理事の梅谷順子氏、局長の有本方子氏、神戸市長
久元喜造氏、芦屋市長山中健氏が出席され私達の活動を激
励してくださいました。
　最後には、神戸支部会員のアルカディア音楽芸術財団理
事長、中村八千代氏プロデュースによるソプラノとフルー
トの演奏で「愛の調べ」の名曲の数々、1995年震災後に神

戸市で作詞作曲された「幸せ運べるように」を熊本の被災
地を思って歌い、みな感動しました。最後には「みあげて
ごらん夜の星を」を全員で歌いました。
　22日の総会には、出席者114名、委任状と合わせて総会成
立、2号議案、3号議案とも、賛成多数で可決、新理事も誕
生しました。
　午後の公開講演会では一般申込者91名で満席になりまし
たが混乱もなく三木谷浩史氏の「楽天のダイバーシティと
イノベーション」を聞きました。
　後半の総会は各委員会、支部の報告があり、2017年度総
会は神奈川支部に決まりました。
　神戸支部では、全員実行委員として「おもてなし」の心
を持って運営した積りですが、至らないところもあったと
おもいます、天候にも恵まれ無事終了できて、有難うござ
いました。
　受付では熊本地震への支援募金箱をおきご協力をお願い
したところ128,306円の応募があり、総会で中村会長から、
熊本、大分支部長に贈呈していただきました。

日時：2016年5月22日（日）9：30～11：55
場所：神戸ポートピア南館 B1「トパーズ」（神戸市中央区）

1．総会成立確認：菊池総務理事より、2016年5月22日、午
前9時30分現在の出席者数114名、 議決権行使書提出者数
392名、出席者合計506名を報告。正会員858名の過半数430
名以上の出席により、総会の成立を確認。
2．開会の辞：逝去会員6名の冥福を祈って、黙祷。次いで、
中村会長より、開会の挨拶があった。
3．議長選出：定款に基づき、中村久瑠美会長が議長となる。
4．書記選出：桑折美子・菊池摩耶子
5．議事：
第1号議案　貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認に
関する件：鈴川会計理事より、議案書に基づき貸借対照表、
正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記について説明。
続いて大森監事より、業務及び会計監査の報告があったの
ち、議長が同議案の承認を諮り、異議なく承認可決された。
第2号議案　理事14名選任、並びに会長候補者選出の件：森
川理事より議案書に基づき提案理由、役員選考委員会から
の理事候補者推薦についての説明ののち、議長が同議案の
選任を議場に諮ったところ挙手賛成120名、議決権行使書提
出者392名、計512名がこれを承認し、選任可決された。尚、
被選任者は、その席上で就任を承諾した。定款に基づき会
長候補者として中村久瑠美理事が満場一致で承認された。
第3号議案　監事2名の選任：梅田副会長より議案書に基づ
き提案がされた後、議長が同議案の選任を議場に諮ったと
ころ挙手賛成124名、議決権行使書の賛成票392名、計516名
がこれを承認し、選任可決された。
　報告事項
　　�①2015年度事業報告②公益目的支出計画実地報告及び

監査報告③2016年度事業計画及び予算につき各担当理
事が説明、監査については阿部監事からの報告があった。

6．創立70周年記念事業の件：梅田副会長より創立70周年
記念講演会、祝賀会、コンサートについて報告があった。

7．会員拡大の件：2年間の拡大成果（正会員57名、賛助会
員24名）の報告があった。活動は継続して行い、この2年間
でさらに100名の会員増強を目標とする。
8．GWI 第32回世界大会ケープタウンに関する件
山下理事より GWI 総会決議項目について、JAUW として
の意見をまとめるため検討委員会を立ち上げ審議し、総会
に臨む旨報告があった。
また縄田副会長より GWI 名称変更に伴う JAUW 定款及び
関連規程の変更は当面行わず、通常業務ではGWI（IFUW）
と表記することを決定した旨報告があった。
9．事業委員会見直しの件
現事業委員会を3つのグループに分けて独立させ親睦事業
委員会（仮称）、収益事業委員会、文化事業委員会として発
足させるとともに、あらたに新規事業委員会を設置して、
女性の自立支援を目的とした新事業をめざす。
10．次期総会開催地に関する提案
第6回定時会員総会を横浜市に於いて開催する。
11．その他：熊本・大分支部への震災被災地支援及び募金
を行うことを決定。

総会午後の部　公開講演会と報告及び懇談

　総会午後の部では、楽天株式会社代表取締役会長兼社長
三木谷浩史氏による公開講演会「楽天のダイバーシティと
イノベーション」が行われた。
⑴　新会長の挨拶、新理事の担当発表
　新会長中村久瑠美氏の挨拶に続き、各担当理事の紹介。
⑵　委員会・支部の活動について
　委員長・支部が取り組み中の主な活動と課題を報告した。
⑶　その他
　熊本・大分震災被災地支援募金の実施。募金額が報告さ
れ、熊本・大分支部長に手渡された。また CIRよりVGIF 活
動の説明と募金の提案があり、87,000円の募金が集まった。
　最後に総会開
催地神戸支部長
の挨拶があり、
閉会の辞をもっ
て2016年度全国
総会の幕を閉じ
た。

第5回定時会員総会議事抄録

第5回定時会員総会開催報告
神戸支部実行委員長　三木谷節子
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JAUW会報

　本年度は、楽天市場
や野球団の楽天イーグ
ルスなどで知られる楽
天株式会社の三木谷氏
を講師としてお招きし
ました。
　三木谷氏が冒頭でご

紹介くださった書籍『競争力』は、安倍内閣の産業競争力
会議でご自身が提言をされている内容をまとめられた1冊
で、最近マイクロソフト社創業者のビル・ゲイツ氏に推薦
本として紹介をされたのだそうです。日本が再び輝くこと
ができるよう、様々な活動を通じて啓蒙をしていきたいと
おっしゃっていました。
　三木谷氏は、講演開催地である神戸市ご出身で、大学受験
までは勉強もろくにしない、やんちゃな子供だったそうです。
就職後、ハーバード大学経営大学院に留学され、そこで起業
家精神に触れ、ご自身の事業を始めるに至られたそうです。
　インターネットに大きな可能性を見出した三木谷氏は、

　研修旅行が行われた5月23日（月）は快晴で爽やかな風が
心地よく、ガイドする者にとってこれほど嬉しいことはあり
ませんでした。全国から参加された60数名の会員の皆さま
が、2台のバスに分乗してホテルを出発して「神戸観光」に
出かけたのは8時45分でした。先ずは、15年の歳月をかけて
六甲の山肌をけずり埋め立て、港湾機能だけではなく住宅
や商業施設、研究施設、大学キャンパス誘致など国際色豊
かな神戸海上新都心地区となったポートアイランドをめぐ
り田崎真珠館にはいりました。美しい真珠に心奪われて、�
次に研究ゾーン内の理化学研究所にあるスパコン「京」を見
て感動。北に向かったバスが本土に入るあたりに外国人居�
留地の建物が見えてきました。そこから神戸っ子のモダン
でハイカラ文化が生み出され、多民族、多文化共生都市と
しての神戸市型の特色が生まれたと評価されているのです。
　神戸市は背後に緑豊かな六甲山を抱き前面には真近に迫
る瀬戸内海に挟まれた狭い土地が東西に長く横たわってい
る地形です。バスは西神戸地域へと進んでいきます。ここ

からは歴史ロマンに
浸れる世界が広がり
ます。兵庫区に入る
と平清盛の十三重の
石塔や像があり、日
宋貿易の拠点になっ
た所です。風光明媚

まだ当時は珍しかったオンラインショッピングに着眼し、
楽天市場が誕生しました。20年目を迎えられた今では80以
上のインターネットサービスを、日本を含む世界25カ国で
展開されています。
　楽天のそうした急成長の源泉となっているのは、オープ
ンな企業文化とダイバーシティにあると三木谷氏はおっし
ゃいます。楽天では、英語を社内公用語化に採用しており、
60以上の国籍の社員が在籍されているそうです。女性社員
数は全体の約4割、管理職に占める女性の割合は約2割との
ことです。社内託児所の設置やベビーシッター補助などの
取り組みも功を成し、産後の復職率は96.9％と、ほぼ全員
が職場復帰をすることができています。
　三木谷氏は、多様性がイノベーションを生むとおっしゃっ
て、AI やドローンなど最先端の技術を使ったサービスの可
能性についても言及されました。国籍や性別を問わず、人�
の多様性というものを大切にし、果敢にチャレンジを続けら
れる楽天の今後の動向には、誰もが目を離せないことでしょ
う。� （神戸支部）

な須磨地域では、
平家物語や源氏
物語でお馴染み
の源平合戦の平
敦盛の非業の最
期、源氏の義経、
弁慶の活躍、安
徳帝の伝説跡地、平家滅亡の様子等、歴史と物語の間を揺
れ動きながら育まれたこの地の説明に、ガイドとしても熱
がはいります。舞子公園で注目されるのは八角形の中国式
楼閣。日本に亡命した孫文の記念館です。お昼のランチは
垂水区の海岸を見下ろす高台にある舞子ホテルでくつろい
でいただきました。最後に垂水区にある4世紀につくられ
た兵庫県最大で、埴輪のほとんどが鰭付円筒で有名な五色
塚古墳をたずねました。目の前には明石海峡大橋が悠然と
かかり、その絶景に疲れも吹き飛んだようでした。新幹線
の神戸駅まで皆さまをお送りでき、無事の旅行を終えたの
は午後4時少し前でした。
　宝塚市の文化財のガイドをしている私達にとりまして
は、日頃「神戸大好き」と思っていても深く知らないこと
が多くて、下見に行ったり資料を集めたりと準備いたしま
した。何分不充分でしたが、支部の役員の方々の温かいバ
ックアップがあったので、無事に終えることができました
ことを深く感謝いたしております。�（出野久代、森脇洋子）

公開講演会「楽天のダイバーシティとイノベーション」
� 楽天株式会社　代表取締役会長兼社長　三木谷�浩史�氏

JAUW2016全国総会研修旅行
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日　時：2016年11月12日㈯　14：00～
　　　　Ⅰ部　JAUW 創立70周年記念講演会（公開）
　　　　　・記念講演　松井久子氏
　　　　　　　　　　　「自立して生きるとは？
� ～女性として、監督として～」
　　　　　・「JAUW のあゆみ」（映像）ほか
　　　　Ⅱ部　祝賀会　17：00～19：00　
会　場：�グランドプリンスホテル新高輪（JR品川駅前）
　　　　国際館パミール「瑞光」
記念コンサート：2016年11月13日㈰
　　　　　　　　イイノホールにて

記念講演　　松井 久子 氏
「自立して生きるとは？～女性として、監督として～」

多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

創立70周年記念コンサートへのお誘い

創立70周年記念事業のご案内

日　時：11月13日（日）13：30開場　14：00開演
会　場：�イイノホール（東京メトロ日比谷線、千代田線「霞

が関」駅 C4出口直結）
出演者：�リチャード・ストルツマン（クラリネット）
　　　　ミカ・ストルツマン（マリンバ）
全席指定 4,500円（学生1,500円40席）

＊�世界的クラリネット奏者のリチャード・ストルツマンは、
技巧性、音楽的センス、その個性によりオーケストラのソ
リストとして、リサイタリストとして、また革新的なジャ
ズ奏者として名高く、2度のグラミー賞を獲得している。

＊�マリンバのミカ・ストルツマンは、ソリストとしては力
強く縦横無尽な演奏を展開し、クラリネットとのDuoで
は深く行き届いた演奏をする。

＊�今回の夫妻のDuoは、まさに豪華なクラシックからジャ
ズまでの競演である。

＊�チケットをまだお求めになっていない方、友人をお誘い
になる方は

　�東京フィルチケットサービス　Tel�03-5353-9522（平日
10：00～18：00/土日祝休）にお申込みください。チケッ
ト代金の純益は、JAUW の将来の事業資金になります。

＊お問い合わせは JAUW 事務所まで。Tel�03-3358-2882

・ 東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出口直結
・ 東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分
・ 東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
・ 東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
・ JR 山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、ゆりかも

め 「新橋」駅 徒歩10分
・ 都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口 徒歩3分

・ 新幹線・JR 線・京急線の品川駅（高輪口）から徒歩5分
・ 都営地下鉄浅草線高輪台駅から徒歩約3分

GWI ケープタウン世界大会が来月に迫る！� CIR�山下�いづみ
　本大会では、年会費値上げ、定款改正等について話し合いがあります。JAUWは検討委員会を設け、内容を協議して
のぞみます。また、鈴木千鶴子国際委員長がセミナーで発表をします！教員を目指す日本人女子大学生のグローバル・
コンペテンス（とくに国際コミュニケーション力と論理的思考力）を伸ばすことを目的に、欧米5か国の教員養成課程
の大学生とインターネット上で毎年実践してきた協働プロジェクトの成果と課題についてです。

イイノホール

品川駅

グランドプリンス
ホテル新高輪・
パミール

1946年生まれ、東京出身。早稲田大学文学部演劇科卒業。
映画初監督作品「ユキエ」（1998年公開）45年間連れ添った
夫婦の愛と老いの姿を描き、映画祭で高い評価を得る。
第2作「折り梅」（2002年公開）では脚本も手がけ、日本の
平均的な家族が再生する姿を老人介護を軸に描いた。
第3作映画「レオニー」（2010年公開）世界的な彫刻家イサ
ム・ノグチの母レオニー・ギルモアの物語。
第4作ドキュメンタリー映画「何を怖れる」は、日本のフェ
ミニズムの歴史とさまざまな女たちの活動を映像で綴る。
第5作ドキュメンタリー映画「不思議なクニの憲法」憲法論
議が政治によって進められるのではなく、私たち国民の間
に広がることを願って作られた。

プロフィール　映画監督・プロデューサー
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が構築した解析系は新規カルシウム結合タンパク質カラクシン
の機能解明においても大きく貢献し、近年は医学分野への応用
も期待されている。
　中村久瑠美会長の挨拶の中で、大学女性協会の社会的活動
の紹介があり、また、この賞の重要性と意義を示された。賞の
授与に引き続き両博士の受賞講演が行われた。大澤博士は、質
の高いがん研究の第一線の厳しさとその躍動感が感じられた。
柴博士は、動画を用いて鞭毛、繊毛の動きとリガンドとカルシ
ウムの関係を分かりやすく示された。祝賀会は、ご家族も出席
され喜びを分かち合うとともに、参加者は親交を深め、終始な
ごやかな雰囲気で行われた。

　6月11日（土）第18回守田科学研究奨励賞の贈呈式、引き続
き受賞パーティがアルカディア市ヶ谷私学会館において開催さ
れ、発生遺伝学分野の大澤志津江博士と細胞生物学分野の柴
小菊博士が受賞された。
　大澤志津江博士は東北大学の理学部化学科を卒業後、大阪
大学大学院医学系研究科の修士課程、東京大学大学院薬学系
研究科の博士課程で、哺乳類神経発生においてカスパーゼは
非細胞死機能を示すことを初めて見出した研究で2008年博士
号を取得された。神戸大学大学院医学研究科のグローバル
COE研究員、2013年に京都大学大学院生命科学研究科の講師
に着任され、2015年12月准教授に昇格された。博士号取得後
は、ショウジョウバエを用いた遺伝学的研究に大きくシフトし
独自の研究を展開した。細胞間コミュニケーションを介した細
胞恒常性維持機構に関する「細胞競合」研究では、2011年
Developmental Cell誌に筆頭著者として発表され、関連領域に
おいてブレークスルーとなる実績を生んだ。さらに「細胞間コ
ミュニケーションを介したがん制御」研究にも従事され、その
成果を2012年 Nature 誌に筆頭著者として報告された。これに
ついてもブレークスルーとなる先端的業績と国際的にも評価さ
れている。
　柴小菊博士は、2005年にお茶の水女子大学大学院人間文化
研究科において博士（理学）の学位を取得した後、東京大学
大学院理学系研究科附属臨海実験所を経て、2009年より筑波
大学生命環境系・下田臨海実験センターの助教として着任され
た。大学院生時代から一貫して、「鞭毛・繊毛運動制御の分子
細胞生物学的な解明」というテーマで研究を行っている。新し
い解析系を立ち上げ、独自の研究を展開しているこの分野で注
目されている若手研究者である。2008年に蛍光カルシウム指示
薬と高感度カメラとの併用により、精子中のカルシウム変動を
検出することに成功し、この成果は、精子が卵に近づく際にカ
ルシウムを取り込んで鞭毛波形の変化を引き起こし、方向転換
する走化性のメカニズムの提唱につながった。同時に、柴博士

第19回 大学女性協会守田科学研究奨励賞
受賞候補者募集要項

趣　　旨：�本賞は、化学教育者・故守田純子氏から遺贈された資金をも
とにして、自然科学を専門とする女性科学者の研究を奨励し、
科学の発展に貢献する人材を育成することを目的として、
1998年に設けられたものです。

対　　象：�自然科学分野において、優れた研究成果をあげており、科学
の発展に貢献することが期待される40歳未満（2017年4月1日
現在）の女性科学者を対象とします。

授賞件数：年 ２件 以内
　　　　　賞状および副賞50万円を贈呈します。
提出書類＊

　1．研究題目とその概要、今後の展望および抱負
　　 （A4判2頁以内）
　2．推薦状（厳封）
　3．履歴書
　　 �記載項目：氏名（ふりがな）、（英字表記）、国籍、生年月日（年齢）、

現住所・電話、所属機関（住所、電話、FAX、e-mail）・職名、（連
絡先に○）、専門分野、学歴（高校卒から）、学位、職歴、賞罰

　4．研究業績リスト（主要な論文は○を付記）
　　 �記載項目：原著論文（査読付）、原著論文（査読なし）、総説・その

他、著書、受賞歴、学会発表（国際学会、国内学会（招待のみ））、
競争的資金

　5．主要な論文5編以内の別刷り
　�＊�返却いたしません。1．3．4．は各15部、2．は1通、5．論文別刷り（コピー

でも可）は3部提出のこと。

応募締切日：2016年11月21日（月）（必着）
選考結果の通知：2017年3月

書類送付先・連絡先：一般社団法人　大学女性協会
　　　　　　　　　　〒160-0017　東京都新宿区左門町11番地6-101
　　　　　　　　　　Tel：03-3358-2882　　Fax：03-3358-2889
　　　　　　　　　　http://www.jauw.org　　e-mail：jauw@jauw.org

� 科学研究奨励委員会委員長　　今野　美智子

第18回大学女性協会 守田科学研究奨励賞贈呈式
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細胞間コミュニケーションを介した 
組織成長制御の遺伝的基盤

京都大学大学院生命科学研究科　准教授

大澤　志津江
　多細胞生物の器官形成やその恒

常性維持、さらにはその破綻によ

り引き起こされるがんの発生・進

行過程において、組織を構成する

細胞同士の相互作用「細胞間コミ

ュニケーション」が重要な役割を

果たすことが近年分かってきた。しかしながら、個々の細

胞がいかにして互いを認識し、また細胞挙動／細胞運命を

制御するのか、そのメカニズムはほとんど分かっていない。

　私は、ショウジョウバエをモデル生物として導入し、細

胞間コミュニケーションを介した細胞増殖制御を組織レベ

ルで解析する系を樹立し、興味深い現象を見いだした。す

なわち、がん遺伝子 Ras の活性化とミトコンドリアの機能

障 害 を 同 時 に 起 こ し た 細 胞 が 炎 症 性 サ イ ト カ イ ン

Unpaired（ショウジョウバエ IL-6ホモログ）を産生・放出

して周辺細胞の増殖を誘導すること、さらには周辺細胞が

良性腫瘍のときには、その良性腫瘍に浸潤・転移能を付与

して悪性化することを見出した。これまでに、ヒトのがん

組織においてミトコンドリア機能障害が高頻度で起こるこ

とが知られていたが、その意義は分かっていなかった。本

研究において明らかになった機構は、ヒトのがん組織にお

ける細胞間コミュニケーションを介したがんの発生／進展

に寄与している可能性が考えられる。

　一方で私は、ショウジョウバエ上皮組織において、がん

原性の極性崩壊細胞が正常細胞に取り囲まれると細胞死を

起こして組織から排除される現象に着目し、上皮の内在性

がん抑制機構について解析を行った。その結果、極性崩壊

細胞が上皮組織に生じると、周囲の正常細胞がJNK（c-Jun�

N-terminal�kinase）の活性化を介して貪食能を亢進させ、

これにより、細胞を生きたまま飲み込んで細胞死を誘導す

る“エントーシス”に類似した現象を引き起こすことを明

らかにした。また同時に、正常細胞が極性崩壊細胞を認識

するのに必要なリガンド／受容体システムの同定にも成功

した。本研究を通じて、がん原性の極性崩壊細胞が組織に

生じた際に発動される内在性がん抑制機構の一端が明らか

になった。今後は、本研究により明らかになった機構が進

化的に保存されているのか、哺乳類培養細胞の系を導入す

ることで解析していく予定である。

鞭毛・繊毛運動制御の分子細胞生物学的な解明

筑波大学生命環境系・下田臨海実験センター　助教

柴　小菊
　真核生物の鞭毛・繊毛は、精子

運動、プランクトンの遊泳、体内

の水流制御などにおいて非常に重

要な運動器官であり、その構造・

機能は進化を通して高度に保存さ

れている。人間の体内においても

脳、気管、腎臓、感覚器、精子など鞭毛・繊毛はあらゆる

場所に存在しており、鞭毛・繊毛構成因子の欠失は水頭症、

気管支炎、不妊症など重篤な疾患を引き起こすことが知ら

れている。

　私は、これまで鞭毛・繊毛運動の制御機構を明らかにす

るために、海産生物を主な実験材料として研究を行ってき

た。微細でありかつ高速運動をする鞭毛・繊毛の機能解析

を行うため、高速遊泳中の精子の鞭毛波形とカルシウム動

態を同時に捉えることのできる顕微鏡用照明装置の開発や

膨大な画像解析を可能にするソフトの活用により、他では

真似のできない実験システムを構築してきた。これらのシ

ステムを用いて、精子が走化性を示しているときの鞭毛内

カルシウム変動と方向変換に必要な鞭毛波形変化を同時に

捉えることに成功した。また鞭毛・繊毛に存在する新規の

カルシウム結合タンパク質カラクシンが精子走化性におい

て非対称波形の伝播に関与することを明らかにし、カルシ

ウムシグナルがモーターを制御する直接的な分子機構の解

明に大きく貢献した。

　これまで培ってきた経験や技術を活かし生物の生きて動

いている現象をありのままにとらえるという姿勢を常に持

ち続け、生物が作り出す美しく精巧なしくみを明らかにし

ていきたい。

走化性運動時の精子鞭毛内カルシウムイメージング
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事業委員会改組について

女性の自立に向けて
「国家資格など女性有資格者からの提言」

　国連参加への夢を抱いたのは、鷲
見氏の仙台支部での講演を聞いてか
らだった。それからその実現へ向け
ての挑戦が始まった。全国セミナー
2015に「国連会議に参加してみたい」
という願いを抱きながら出席、係の
方にその胸の中を話すことにより傍
聴が可能になった。しかしいざ準備
に取り掛かると大きな壁が次から次
へと押し寄せてきた。航空券や宿泊

ホテルの手配、UNCSW60NGOメンバーの参加手続等をす
べて自分で。特に国連に入るためのグランドパスやCSW60
フォーラム参加の手配はすべてインターネットで。情報端
末機に弱い私は途方にくれた。そんな折、城倉さんが手助
けしてくれ準備が整い安堵した途端、夜中に激しい胸痛に
襲われ、検査入院の予定となるも、1月の末日に転倒、左首
を骨折。1週間ギブスをした後手術。幸いにも1週間で退院
でき、諦めかけていたニーヨーク行きも予定通り叶い、国
連では充実した2週間を過ごすことができた。

　CSW60は、「女性のエンパワーメントと持続可能な開発
の関連性」が優先テーマということで、様々な国がどのよ
うな取り組みをしているのか。日本での活動のヒントにな
るものを探しに NY に行きました。私は、少女をエンパワ
ーメントすることを目的とする「Torch�for�girls」という団
体の代表をしており、また、活動展開に悩んでいたという
こともあり、NY での2週間は、とても刺激的で、多くの
ことを考え、吸収し、成長を実感する日々でした。
　海外のユースの参加の多さやジェンダー問題への関心度
の高さに驚きました。日本のユースも「Think�Globally, �
Act�Locally」でなければならない。「数年後、CSWの場で日
本の状況を発信し、国際社会と連携しながら国内の問題解決
をする」ことを決意し、
帰国いたしました。
　このような素晴らし
い機会を与えてくださ
った、大学女性協会の
皆様に感謝いたします。

　毎年3月に開催される「国連女性の地位委員会」に並行し
て、ロビーイングを目的に集る NGO のイベント（パラレ
ルイベント）や、政府と NGO の共催イベント（サイドイ
ベント）などが開催されますが、それらを総称して「CSW
フォーラム」と呼んでいます。JAUWでは国際会議参加若
手支援者1名を含む6名が参加し、帰国後4月30日に報告会
を開きました。
　CSW は1995年の第4回世界女性会議（北京会議）以降、
開催国に負担がかかる5年毎の開催はせず、ジェンダー問
題をグローバルレベルにおける包括的な取り組みの中に入

れ、北京行動綱
領の実施をコア
としながら、孤
立化させない方
向を選択しまし
た。ジェンダー
は SDGs の目標
5に掲げられて
います。その中で具体的にジェンダー問題が項目立てされ
ていることもあり、今回は、性暴力や FGM の根絶を叫ぶ
アフリカやイスラム諸国の強い主張や、次期国連事務総長
を女性に、との動きが目立ちました。国連日本政府代表部
とのブリーフィングでは、保守勢力による審議の逆戻り傾
向など、本会議での困難な進行状況が窺えました。

仙台支部　島原 洋子 聖心女子大学3年　櫻井 彩乃

女性エンパワーメント委員長　城倉 純子

国連への挑戦～夢の実現～ CSW60フォーラムに参加して

第60回国連女性の地位委員会（CSW60）
フォーラムに参加して

第60回　国連女性の地位委員会（CSW60）フォーラム　参加報告

� 理事　松村　和子
　今年度より事業委員会の組織が変わりました。まず親睦
事業委員会は「新春の集い」2年に一度行われる「親睦旅
行」を行います。次に収益事業委員会は収益を上げる大切
な部門です。バザー、観劇、歌舞伎鑑賞等、収益部門の要
です。ここでコンサートや講演会をする部門を独立させ大
きな収益が得られるよう文化事業委員会を立ち上げまし
た。皆様のご希望にそった充実したコンサートを開催する
ことを目指します。会員数の減少等収益を上げるのが困難
になってきました。これからもますます会員の皆様にご負
担をかけると思いますがよろしくお願いします。
　最後にこの新組織の注目度1位、 新規事業委員会です。�

女性の自立支援事業の立ち上げ、新たな公益事業を目指し、
暫時収益につなげるように努めることを目標としています。

� 新規事業委員会委員長　松本　由美子
　9月10日（土）の午後1時半から、司法書士、税理士、社
会保険労務士などの国家資格、消費生活専門相談員やファ
イナンシャルプランナーなど認定資格の女性有資格者によ
る「資格取得は自立につながるか」「取得の経緯」「方法」

「今後の見通し」など多岐にわたるパネルディスカッション
と個別相談を開催します。対象は大学生や社会人でこれか
ら資格を取ろうか考え中の女性も大歓迎。会員の娘さん、
お孫さんの将来設計にもきっと役に立ちます。
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SDGs のシンボルの意味（表紙参照）
1 貧困をなくす　2 飢餓をなくす　3 健康に暮らす　4 質の高い教育　5 ジェンダー平等の達成と女性と女児の能力
強化　6 きれいな水と衛生　7 再生可能エネルギー　8 適切な仕事と経済成長　9 新しい技術とインフラ　10 不平等
をなくす　11 持続可能なまちと地域社会　12 責任ある生産と消費　13 気候変動をとめる　14 海のいのちを守る　
15 陸のいのちを守る　16 平和と公正な社会　17 目標のために協力すること

� 前国際ネットワーク委員長　鷲見八重子
　3月1日、婦選会館にて池上清子氏（日本大学大学院教授、

元国連人口基金東京事務所長）の講演会を開催した。

　2015年秋の国連総会で採択された SDGs「持続可能な開

発目標」の特色は①17の目標と169のターゲット（項目）に

「開発」と「環境」の領域が併存し、開発途上国のみならず

先進国も対象となること②その理念は「誰ひとり取り残さ

ない」（Leave�no�one�behind）であり、あらゆる国のすべ

ての人々に、平和・安全な社会の創造と持続可能な環境保

護が求められていること。

　5番目の目標「ジェンダー平等」（男女共同参画社会）には

女性と女児に対するあらゆる形態の暴力根絶も含まれ、日

本にとって最難関の課題と言えそうだ。バングラデッシュ�

とザンビアの好事例に目を見張り、JAUW も日頃から

SDGs を念頭におき、身近なところからリーダーシップを

発揮していきたいと思った。

国際女性デー（3月8日）によせて　講演会「SDGs とジェンダー～バングラデッシュ、ザンビアの事例から～」

� 群馬支部　植原　映子
　「雅楽って何？」とおっ

しゃる方も、「神前結婚

式に流れるあの雅な音楽

よ」で納得していただけ

ますが、大きな神社・仏

閣では、日を決めて公開

しています。神仏への奉

納を私たち人間も拝観す

る形式なので、無料です

し写真も OK。

　毎年5月5日には、鎌倉の鶴岡八幡宮で、4月29日には明

治神宮で、奉納雅楽があります。本来、雅楽は戸外で行わ

れるものですので、青空の下、新緑の中を舞人たちが袖を

翻して優雅に舞う姿はまさしく王朝絵巻です。1300年前の

音楽や舞踊をそのまま現代に伝えているのは、日本の雅楽

だけだと思います。

　平安朝の『源氏物語』の BGM は、雅楽でした。天理大

学出版部の『源氏物語の歌舞い』には「光源氏が舞い頭の

中将が奏でる宮廷音楽」として紹介されています。

　現代の『島唄』という沖縄・八重山地方で作られた歌曲

に「海よ宇宙よ　神よ命よ、このまま永遠に夕凪を」とい

う歌詞がありますが、雅楽の表しているのは、まさに、こ

の宇宙観「天上の音楽」なのではないでしょうか。

（注）�収益事業委員会では毎年1月と7月に、 雅楽の鑑賞会を

実施しています。

雅楽の楽しみ

明治神宮で舞楽を奉納するご子息
（大学女性協会賛助会員）�

� 文化交流委員長　宮下　好子
　今年度の歌舞伎鑑賞教室（国立劇場）は10大学から28名

の留学生を招待して開催した。60名の応募数や、片道2時

間かけて来場した参加者の熱意に、歌舞伎の人気を改めて

実感した1日であった。演目は「新皿屋鋪月雨暈―魚屋宗五

郎―」。日頃の酒癖の悪さから禁酒をしていた宗五郎が、無

実の罪で殺された妹のために大酒を煽って復讐を遂げる、

その役者の演技が見事であった。セリフが分からなくとも

理解しやすい内容に、2階席から乗り出すようにして演技

を堪能し、大笑いする参加者の姿に、私達は本企画に携わ

った充足感を感じた。解説は分かり易く「成駒屋！」の掛

け声も新鮮だったようである。終演後の親睦会は、歌舞伎

鑑賞だけでなく、各国、他大学との交流も深めてほしいと

計画したが、私達の願いどおりに親交を深める結果となっ

た。佐々木会員からいただいたクッキーをじゃんけんをし

て分け合ったり、大森委員からの団扇・絵葉書の歌舞伎柄

に見入ったりと、和やかな雰囲気が醸し出され、閉会が名

残惜しい

ほどであ

った。

留学生と共に日本文化を鑑賞した喜び―歌舞伎鑑賞教室に参加して
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　2016年度の国際奨学生が6月の理事会の承認を得て決定さ
れました。

　ヒマーニ・ノーティヤルさん（25歳）は
インドの大学で修士の学位（野生動物学）
を取得後、バンガロールの国立高等研究所
の研究員として、生まれ育ったヒマラヤ高
地に生息する野生動物の保全や生態の調
査研究をしています。10月1日から2017年3

月30日まで京都大学霊長類研究所のマイケル・A・ハフマン
准教授のもとで「インドヒマラヤ高地におけるヤセザルの気
候変動への対応の研究」という課題でおこなわれます。ヤセ
ザルの生態については殆ど知られておらず、彼女の研究に大
きな期待が寄せられています。研究は現地調査と並行して霊
長類研究所に蓄積されている豊富な知識とデータを活用して
実施される予定です。

　ツルディエヴァ・フルカーさん（30歳）
はウズベキスタンの大学で修士の学位（言
語学）を取得し、現在はインドネシアの大
学で英語教師をしています。9月20日から
2017年3月15日まで筑波大学人文社会科学
研究科日本研究専攻の小野正樹教授のも

とで「日本語とウズベク語での“Politeness”の語用論的比較
研究」をおこないます。小野教授の研究室では Politeness な
どの言葉をキーワードとして世界各国の言語でのその使い方
から文化の比較などがおこなわれています。彼女はこの言葉
の理論的な研究から始め、次いで実際的な使い方を教室、マー
ケットなどでの人々の会話から検証してゆくとのことです。英
語も日本語も堪能なようですので、充分な成果が得られるこ
とが期待されます。帰国後は筑波大学での研究をもとに学位
論文を作成する予定とのことです。
　この2名の奨学生の研究報告会は例年通り2月下旬ころに行
う予定です。霊長類に関しての生態学研究とPolitenessをキー
ワードとした異文化比較の研究の成果にご期待ください。

2016年度　国際奨学生選考結果

　平野和子様が4月24日、80歳で逝去されました。会員歴35
年余りと、余人を圧倒する長期の平野様のご活躍を限られた
紙面に網羅することは叶いませんが、特筆するべきは10年に
及ぶ理事としての貢献です。CIR としての4年間、IFUW（現
GWI）をハブとする世界各国との連絡調整に尽力されました。
そのご経験がその後の6年間の国際奨学担当理事、委員長、委
員としてのお仕事で見事に結実しました。感謝を籠めて心か
らご冥福を祈ります。 前委員長　廣田　里子

� 熊本支部長　岡本　美和
　今も避難所生活の続く地域の方々のことを思うと心痛み
ます。熊本支部の会員には、住まいが震源に近く、引っ越
しが必要な人もおりましたし、無事であっても生活の不自
由や余震への不安と向き合う日々を過ごしてきました。私
は具体的な被害はなく元気でいるつもりでいましたが、総
会懇親会のコンサートで「傷ついた熊本を取り戻そう」の
歌詞に思わず涙し、熊本城をはじめ、元気で楽しい熊本の
町が壊れたことに、自分で思っている以上に傷ついていた
のだと知りました。みんなで傷を癒しながら、それぞれの
持ち場で、時間がかかっても投げ出さずに復興への道を歩
んでいくしかないと静かに決意しております。皆様の温か
いお見舞いや励ましをありがたく受け取りました。

� CIR…山下…いづみ

　ネパール大震災（2015年4月29日、マグニチュード7.8の
地震）に対して、JAUWでは仙台総会で義援を集め、送金
いたしました。80万人が基本的サービスを事欠き、無一物
になったと聞きます。ネパール大学女性協会を通して、
JAUW はもっとも被害の大きかった地域のカブールの学
童に文具、家庭に毛布を提供することができました。

� 大分支部長　内田　芳子
　2016年4月16日午前1時25分、今までに経験したことのな
い大きな揺れと地震警報に跳ね起き、携帯の緊急警報が間
断なく鳴り響く中を外に飛び出した。熊本益城町では震度
7、別府市・由布市では震度6弱、生きた心地はしなかった。
今も余震は断続的に続いている。別府・湯布院は別府島原
地溝帯の上にあり、多くの家屋が全半壊、破損し、道路は
寸断された。一部地域は、停電、断水となった。別府や湯
布院ではホテルのキャンセルが相次いでいる。ご多分にも
れず、被災地での悪質商法、支援を装ったビジネス詐欺も
横行している。皆様も善意を装った勧誘メール、訪問には
ご注意くださいますように。老婆心ながら一言、申し添え
ます。皆様の優しく温かいご支援ありがとうございます。

熊本・大分地震について

ネパール大学女性協会からJAUWへの感謝の意がGWI Update 2016年4月13日号に掲載されました。

ヒマーニ・ノーティヤルさん（インド）
ツルディエヴァ・フルカーさん（ウズベキスタン） 国際奨学委員長　岩村　道子
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勉強好きの集まりです 神奈川支部長　丸山　若重

Ｑ　最近の支部の活動は？
Ａ　�年3～4回の例会と1回の公開シンポジウム、というペー

スで活動しています。最近2年の公開シンポジウムは、
「多文化共生」というテーマで、日本における外国人労
働者の問題を考えました。この問題に詳しい静岡支部
と合同でシンポジウムを開催したこともあります。外
部からも発表者を招いて、質の高い議論を行って来ま
した。それから若手女性研究者との交流をはかるた
め、JAUWの奨学生を招いて研究発表してもらってい
ます。時にはランチを一緒にしながら、大学での研究
の話を聴くのです。支部便りは年2～3回発行していま
す。神奈川支部は仕事で忙しい人が多く、例会も過半
数以上が揃うのは難しいので、支部便りを通して活動
をわかってもらえるよう努めています。

Ｑ　ご当地自慢・支部自慢は？
Ａ　�神奈川支部は少人数ですが、頭脳集団だと思っていま

す。経験と知識の豊富なベテラン揃いで、例会でも常
に独創的な意見が出ますし、判断も的確で早いです。
最近、保育園に入れない不満をブログに書いた若い母
親のニュースがあり、これについて数人の間でメール
談義があったのですが、感情的な発言は一切なく、冷
静で多様な意見が飛び交いました。こういう所は素敵
だと思います。

Ｑ　これから力を入れていきたいことは？
Ａ　�横浜の総会を、5月14日に横浜ベイシェラトンホテル

で開催する予定で準備しています。仕事や家族のケア
で十分な時間が取れない支部員も多いので、少人数で
効率的に準備できるよう努めます。実はこれは、日本
で活躍する女性全体の問題に通じると思います。時間
も手間もお金もたっぷりかける事で成功に導くのでは
なく、簡素であっても充実感を味わえる総会をと考え
ています。そのほか国際機関や経済問題について学ぶ
勉強会があり、不定期ですが今後も続ける予定です。

生き生きとした支部活動を 愛知支部長　伴 紀子

Ｑ　最近の支部の活動は？
Ａ　�愛知支部は1947年（昭和22年）に愛知県112名、三重県

82名、岐阜県62名、静岡県5名の女性たちで東海支部と
して発足しましたので、今年で69年間の活動を行って
きたことになります。近年は会員の高齢化に伴い、支
部活動が弱まっていると言われる中で20年余も継続し
た活動があります。1991年発足の「エコライフ21」と
呼ばれる活動です。題目のとおり環境問題を柱にした
活動ですが、国際会議で発表をしたこと、環境問題が
一般化したことから、愛知支部のプロジェクト活動と
してその役割を全う出来たことと判断、今年終止符を
打つことになり、その活動報告書を発行する運びとな
りました。また、毎月の例会時にはさまざまなテーマ
で講演を聴き、知識を高める学びの機会を設けていま
す。専門家による講演を聞くだけでなく、現場に出向
いて直接見聞きする活動も行います。愛知県立芸術大
学の法隆寺金堂壁画模写展示館、南山大学の人類学博
物館、分子科学研究所の見学などがあります。

Ｑ　ご当地自慢・支部自慢は？
Ａ　�支部自慢は、会員の皆様が個性豊かで、それぞれの人

生を謳歌しておられることでしょうか。新会員の方々
には相互に親睦を図るために、研究や活動を報告して
もらうことにしています。大学女性協会の各種の奨学
金を受理した若手の研究者のみなさんの発表も行いま
す。ご当地自慢では、毎年名古屋市男女平等参画推進
会議（イコールなごや）全体会議に参加し、市の活動
に参与しています。

Ｑ　これから力を入れて行きたいことは？
Ａ　�通常の例会には15名前後の参加者でありますので、47

名の会員のうち少なくとも3分の2のメンバーが参加で
きるような生き生きとした支部活動をめざしたいと思
います。

2015年の新年会の席で

北から～南から支部だより支部だより

2014年4月、中国出身の奨学生（後列左より4人目）を
招いての研究発表会と懇親会　　　　　　　　　　　　
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2016年度国内奨学生募集のご案内

一般社団法人 大学女性協会　2016年度国内奨学生募集要項
Ⅰ　応　募　資　格
　　一 般 奨 学 生　�文部科学省の認可する大学の大学院に在籍1年以上

の女子学生で、学業人物ともに優れた者。
　　社会福祉奨学生　�文部科学省の認可する大学の学部・大学院に在籍1

年以上の女子学生で、身体に障害があり、かつ学業
人物ともに優れた者。

　　安井医学奨学生　�文部科学省の認可する大学の大学院に在籍1年以上
の女子学生で、医学・歯学・薬学を専攻し、かつ学
業人物ともに優れた者。

　　　　　　＊備考　・経済的理由は、一切問わない。
　　　　　　　　　　・1大学から各部門1名ずつ応募することができる。
　　　　　　　　　　・�過去に当協会の奨学金を授与された者は、再度応

募することはできない。
　　　　　　　　　　・在籍年数に休学期間は含まない。
　　　　　　　　　　・翌年2月末日に、現在の大学に在籍であること。
　　　　　　　　　　・�社会福祉奨学生は、身体障害者手帳の交付を受け

ていること
Ⅱ支給額および募集人数
　　一 般 奨 学 生� 大学院生　20万円　6名
　　社会福祉奨学生� 学 部 生　10万円
　　　　　　　　　� 大学院生20万円　学部生、大学院生合わせて3名以内
　　安井医学奨学生� 大学院生30万円　1名
　　　　　　＊備考　・�応募状況により奨学生人数を変更することがある。
　　　　　　　　　　・奨学金は1回限りである
Ⅲ　提　出　書　類（ホームページからダウンロードして使用のこと）
　　⑴　履歴書（写真貼付）
　　⑵　一般社団法人大学女性協会国内奨学生推薦書
　　　　・�記入者は在籍する大学の学長・学部長・学科長・指導教員のい

ずれかであること。
　　　　・�学長氏名・印又は奨学金担当者職名・氏名・印が必要。
　　⑶　研究・勉学の内容について
　　　　・大学院生は様式 A
　　　　・学部生は様式 B
　　⑷　研究および活動業績リスト
　　　　・大学院生のみ
　　⑸　学業成績証明書
　　　　・在籍する（直近に在籍した）大学院（学部生は大学）のもの。
　　⑹　身体障害状況報告書と身体障害者手帳の写し
　　　　・社会福祉奨学生のみ
　　　　　＊備考� ・⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹は、所定の様式に従う。
Ⅳ　応募方法および締切り
　　応募者は、応募書類を在籍大学へ提出する。
　　�大学は一括して2016年8月31日（水）（必着）までに、支部が設置され

ている都道府県の大学は当該支部に、支部が設置されていない県の大
学は本協会本部に、応募書類を提出すること。

Ⅴ　結果通知
　　�選考結果は、本人・大学学長・推薦支部長に2016年11月末日までに通

知する。
VI　その他の留意事項
　　⑴　�一般奨学金、社会福祉奨学金、安井医学奨学金を授与された者は

2018年3月31日までに本協会会長宛に「研究成果報告書」を提出
すること。提出のない場合は奨学金の返還を求めることがある。

　　⑵　国内奨学金贈呈式は2017年1月の予定。（詳細は後日通知する）
　　⑶　不明の点は当協会又は当該支部に照会のこと。

本部　e-mail kokunaifellowship@jauw.org（国内奨学担当）
＊催し物
　・ランチクルーズ《ロイヤルウィング》：横浜港
　　日　時：9月28日　12：00～
＊観劇
　・文楽「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）」
　　日　時：9月5日　11：00～　国立小劇場
　　申込み締切り：7月27日
　・歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」
　　日　時：11月25日　11：00～　国立大劇場
　　申込み締切り：9月25日
☆詳細は JAUW 事務所あるいは HP で。
＊�70周年記念事業の際、「持ち寄り品バザー」を行います。

ご協力をお願いいたします。

お知らせ　収益事業委員会

▲   国際奨学生2名（インド・ウズベキスタン）が決定

▲   � 70周年記念事業への参加申し込み書を JAUW 会報に
同封いたしました。ご参加をお待ちしております。

▲   事務所の夏季休業期間　8月10日（水）～8月16日（火）

理事会から 一般社団法人　大学女性協会
〒160－0017　東京都新宿区左門町11番地6－101

電　話　03－3358－2882 ＦＡＸ　03－3358－2889
h t tp : / /www. j auw.o rg E-mail : jauw@jauw.org
発行人　中村　久瑠美 編集責任者　穐田　信子
発行日　2016年7月25日

東日本大震災災害地支援事業特設委員会

� 委員長　高田　武子
　昨年度で募集は終わりましたが、多くの皆様方からのご
支援の総額は655万円余。お陰様で5年間で20人の奨学生に
支援が出来、2018年度末で支援は終了します。支援開始の
2011年、高校1年時から支援を始めて大学（高等専門学校）
2年を経過し、無事に5年間の学業を継続した学生が2人い�
ます。2人の夢を未来に繋ぐことが出来たことを、感慨深�
く思っております。これも皆様のお陰です。感謝文の一部
をご紹介いたします。

　その他、支援中の奨学生からも届いています。今後もご
支援をお願いいたします。

（振込先）三菱東京 UFJ 銀行　四谷支店（店番051）
　　　　 普通預金　口座番号　0103147
　　　　 一般社団法人 大学女性協会　理事　中村久瑠美

「震災から5年が経過いたしました。この3月で無事に医師会付
属准看護学校を卒業しました。ここまで苦労が絶えませんでし
たが、四月からは高等看護学校の夜間に通います」
「震災時、私は空っぽの状態でした。でも理学療法士になりたか
ったのですが、 4年間の専門学校は行くのも金銭的にも難しか
ったのですが、お陰で夢に向かい頑張る気持ちになりました」

新潟支部 阿部美知子 三上　杏里
茨城支部 小林れい子
東京支部 太田　恵子 堀内　光子 矢口　有乃

柴　　小菊 藤原亜紀子
神奈川支部 鹿又　紀乃
愛知支部 稲葉みどり 竹中　　悠
大阪支部 小西由香里
福岡支部 船津　桂江 武谷恵美子
大分支部 寺田　桂子 毛利　　瞳

新入会員　理事会承認　2016年4月～6月


