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新しい年を迎えて ～平等と平和を足元から～ JAUW 会長 鷲見八重子

新年度は、5月の静岡総会から始まります。理事会は、新
役員を迎えて新しいテーマを掲げ、JAUW の3本柱「高等

2018年、新しい年を迎えまし

教育、男女共同参画社会、世界平和」の推進をめざして公

た。今年も25支部の知恵と経験

益目的事業と取り組みます。日本は「平成」最後の年とな

をつなぎ、ジェンダー平等と世

る流れの中、安保法制、改憲論、教育改革など、多くの課

界平和の実現へ向けて、ご一緒

題が目の前に迫っています。私どもは、市川房枝の「平等

に活動してまいりましょう。

なくして平和なし、平和なくして平等なし」の原点に立ち、

年明けの恒例の行事といえ

すべての会員の見事なパワーと豊かな発想を合わせ、平等

ば「新春のつどい」
。今年は南

と平和への道を足元からしっかり固めて一歩前進したいと

極の昭和基地との生中継が実

願っております。

現し、2015年度の一般奨学生、鈴木裕子越冬隊員からの笑

みなさま、よろしくお願い申し上げます。

顔のメッセージを目の当たりにして、出席者一同、心がは
ずみました。折よく国内奨学事業70周年を記念する小冊子
『学ぶよろこび

育つたのしみ』
（Joy to Learn, Hope to the

総会担当支部よりのお誘い 静岡支部実行委員長 尾上 契子

Future）を2017年度の奨学生はじめ皆さまにお渡しするこ

国の内外を問わず、
「女性の自立と女性が活躍できる社

とができ、改めてこの奨学事業を支えてこられた先輩諸姉

会の実現」を求めて戦う女性たちの真剣な姿を、報道機関

の熱い思いと会員たちの高い志を誇らしく思いました。

を通して目にすることが多くなりました。こうした時期
に、2018年度全国総会が静岡市で開催されることになり、

昨年は、他にも嬉しいことがありました。一つには、支

支部一同熱心に企画に取り組んでまいりました。総会と関

部との交流が深まったことです。6月末には、元会長、前会

係行事が積極的、かつ、和やかに執り行われますよう、潤

長ほか30名もの会員が札幌支部を訪問し、共々に小樽、余

滑油的な面白い企画を用意して、皆さまのお越しをお待ち

市見学などの研修に励み、洞爺湖ウィンザーホテルを満喫

しております。

しました。さらに、有志で函館まで足を延ばし、函館支部

宿泊ホテル・総会・会議場は、創業100年の歴史を持つ

の方々と貴重な情報交換ができ感謝です。また、会員拡大

「中島屋グランドホテル」です。市街地にあり周辺の店や

ワークショップでは、1月には仙台支部を訪問、12月には福

施設を散策できます。

岡支部のお世話により長崎、熊本、大分、4支部合同で大変

総会日程の中に組み込まれている講演やエンターテイメ

充実した学習・交流の時を過ごしました。お陰様で、この

ントはすべて静岡にゆかりのある方に、研修旅行は世界文

数年右肩下がりであった会員数減少に横ばいの傾向が見ら

化遺産富士山に関わる場所など、ローカル色でまとめまし

れます。これが上昇気運に乗るよう、各支部会員一割増の

た。初日の懇親会場では、大道芸人「わっしょいゆ～た」

キャンペーンを続けてはいかがでしょうか。

のショー。2日目の昼食時には静岡児童合唱団による歌唱、
午後の公開講演会には、歴史小説家植松三十里氏をお招き
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次に、秋のセミナーです。2年ぶりのセミナーは NWEC

して、明治初頭の初代文部大臣森有礼の妻として、女性と

での開催でしたので、内海房子館長はじめヌエックの研究

して、興味深い人生を生きた常夫人の話を中心に伺いま

員、職員さんらが十数名も参加され、
「女性の自立とリー

す。研修旅行は、富士山の麓に位置する富士市と富士宮市

ダーシップ」のテーマをめぐる私どもの活動内容について

に赴き、地元ならではの楽しい体験をしていただきます。

認識を新たにしていただき何よりです。参加者には、基調

自然や風土を資源としている静岡ならではの海の幸、山

講演はもとより、支部活動や委員会報告の幅の広さ、分科

の幸、人の幸（人材、穏やかでのんびりした気質・・・）

会、パネルディスカッションも大変勉強になったと好評で

など見て感じて味わって、和みのひと時を過ごしていただ

した。ぜひ、報告書をご覧ください。

けたら幸いです。
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2018年度全国総会・第7回定時会員総会ご案内
2018年度全国総会を静岡市で開催いたします。日程等は
下記の通りです。皆さまお誘い合わせの上、ご出席下さい
ますようご案内申し上げます。
1．全国総会日程 会場：中島屋グランドホテル
5月12日（土）支部長会 & 懇親会
【支部長会】 14：00～17：00 （4F オーキッド）
【懇 親 会】 18：00～20：00 （3F オリーブ）
（＊大道芸ショー「わっしょいゆ～た」）
5月13日（日）総会
【総
会】 9：30～16：30 （3F オリーブ）
午前 定時総会
昼食 （4F オーキッド）
午後 新理事紹介・挨拶・公開講演会「辛夷開花」
（＊講師 歴史時代小説家 植松三十里氏）
分科会・その他報告
2．参加費
懇親会参加費 8,000円
総会費 3,000円 昼食費

★研修旅行のご案内
5月14日（月）研修旅行（45名迄・先着順）
 6,000円
「静岡県富士山世界遺産センター」

・Papies ミュージア
ムでの工場見学。
そのほか白糸の滝、富士本宮浅間神社など。
昼食：牧場レストランで、ビュッフェ形式のカジュア
ルな昼食をお楽しみ。
8：45 ホテル玄関集合
17：30 静岡駅解散
【中島屋グランドホテル地図】
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町3-10 TEL.054-253-1151

3,000円

3．宿泊
≪中島屋グランドホテル≫
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町3-10
TEL.054-253-1151
＊宿泊の申し込み、変更はお電話で、お支払いは各自
ホテルへ直接お願いいたします。
ご予約の際、必ず大学女性協会とお伝え下さい。
4．申込方法
①別送の申込書に必要事項を記入の上「支部提出用」は
各支部へ提出。
「個人控」
が必要な方は各自でご用意下
さい。各支部で出席者を取りまとめ「支部出席まとめ
用紙」にご記入の上、3月31日（土）までに下記の実
行委員長尾上契子にお送り下さい。
②費 用（総会費、昼食費、懇親会費、研修旅行参加費）
の送金は、4月9日（月）までに、郵便振替で下記の口
座にお願いいたします。
（同封の振込票をご利用くだ
さい）
振
 込票は郵便局備え付けのものも利用できます。通信
欄に必ず、ご参加項目、支部名をご記入下さい。
【振替口座番号】00850-9-81521
口座名：大学女性協会静岡支部
（ダイガクジョセイキョウカイシズオカシブ）
③総会、昼食、懇親会、研修旅行のキャンセルは、4月
30日（月）までとします。但し、総会費3,000円は、日
時に関係なく返却できませんのでご了承下さい。
＊第7回定時会員総会開催通知は、議題を添えて4月25日
頃お手元にお届けする予定です。
＊ご不明の点がございましたら、下記、尾上契子までお
問い合わせ下さい。
＊第7回定時会員総会開催通知は、議題を添えて4月25日
頃お手元にお届けする予定です。
実行委員長 尾上契子
〒420-0803 静岡市葵区千代田2-3-18
Tel/Fax：054-246-1878
E メール：hkonoe@po.dws.ne.jp

【JR 静岡駅よりお越しになる場合】
北口（在来線口）…徒歩で約5分
静岡駅北口より地下道にお入りいただきます。
呉服町・紺屋町方面へお進みください。しばらく進み
ますとパルコがございます。
パルコの前を過ぎた所の（K-6）の階段より地上に上
がります。
上った所に三菱 UFJ 信託銀行がございます。
三菱UFJ信託銀行を左折していただきますとホテルが
ございます。

会員の皆様へお願い
4月23日「第7回定例会員総会開催通知」を「議決権
行使書」とともに正会員の皆様に発送いたします。開
催通知には予算案及び決算報告、各議案が同封されて
いますのでご覧ください。定時会員総会は重要な総会
ですので、正会員の皆様には万障お繰り合わせのう
え、ご出席をお願いいたします。欠席の場合は「議決
権行使書」にご記入いただき、署名、捺印のうえ、5
月7日（月）必着でご返送ください。
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JAUW 新春のつどい

国内奨学金贈呈式

2018年1月13日（土）京王プラザホテルコンコードボールルームにて

第70回 一般奨学生・第27回 安井医学奨学生選考にあたって


国内奨学委員長

向後紀代美

第46回


社会福祉委員長

藤森

洵子

大学女性協会の国内奨学制度は3部門からなっています

2017年度社会福祉奨学生選考は例年通り6月に候補者推

が、国内奨学委員会は特に一般（文系、理系）と安井医学

薦依頼を全国支部及び大学226校に送付、8月末に締め切り

奨学生の選考を行っています。ホームズ奨学生は一般と社

ましたが、5名の応募がありました。
（大学院生4名と学部生

会福祉部門の両方から特に女性、教育、国際関係分野の研

1名）

究を行う学生1名を選出しています。

10月22日に開催した選考委員会では（担当理事ご出席）

2017年6月9日、候補者推薦依頼を各支部を通じて大学学

大学院生1名、学部生1名の計2名を候補者として選考しま

長宛郵送。8月31日締め切り。また、会報261号（2017年7

した。その結果は11月の理事会において1名がルル・ホーム

月）とホームページにも募集要項を掲載しました（応募用

ズ奨学生の栄誉を頂き、1名が社会福祉奨学生として承認

紙は協会のホームページからダウンロード可）
。全応募者

されました。

は69名でした。各支部による一次選考（9月23日）を経て、

ルル・ホームズ奨学生に選ばれた木下佳奈様には贈呈式

10月22日多分野からなる専門の選考委員15名、会長、担当

にご出席頂き、研究テーマである「黄春明らが描く女性た

理事による選考委員会が開かれました。活発な討議によ

ちの形象～台湾における日本統治期の記憶を背景にして

り、研究内容の独創性、社会への発信力などを審査し、そ

～」についてスピーチを頂きました。東京外国語大学大学

の後応募者の地域や修士と博士、理系と文系のバランスな

院総合研究学科の博士課程です。社会福祉奨学生に選考さ

どを考慮する厳正公平な判断のもと6名の一般奨学生と安

れた高橋利恵子様は筑波大学の人間学群障害科学類学部生

井医学奨学生1名を選出しました。その後理事会で正式承

です。「障害」を多角的に学び、将来は特別支援学校の教師

認。その後で岡山支部推薦の奨学生の方が他の奨学金と重

になるという目標に向かって頑張っていらっしゃいます。

なったために辞退されたので、6名の方に奨学金を贈呈し

贈呈式には、あいにくパラリンピック日本代表になる合宿

ました。

日と重なり欠席でした。

今年度もさまざまな学問分野で優れた研究をしている

お二人が今回の受賞を胸に今後も苦難を乗り越えて、将

方々に奨学金をお送りすることができました。奨学生の

来の日本の女性リーダーとして活躍されることを祈念いた

方々の今後の活躍を協会を挙げて応援したいと思います。

します。

国内奨学事業70周年記念誌『学ぶよろこび
この度、国内奨学事業70周年を記念して、この事業を担
当している国内奨学委員会と社会福祉委員会が共同で『学
ぶよろこび

育つたのしみ』の発行と配布

間の歩みを一人でも多くの方に知っていただけたら、と願
っております。

（奨学事業担当理事

育つたのしみ』を発行いたしました。過去の

記録を継続する形で近年の記録を付け加え、奨学事業70年

この記念誌は、新春のつどいにご出席

間の歴史を振り返り、さらに未来への進むべき方向を探る

の方全員に1冊、寄稿者や支部には3冊お

ことを目的にしております。発行に際しましては、大勢の
元奨学生の方々から貴重な原稿をお寄せいただき、また各
支部などのご協力もいただきました。お読みくださった方
から、女性史としても読みごたえがある、というありがた
い感想も頂戴いたしております。
ささやかな冊子ですが、大学女性協会国内奨学事業70年
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社会福祉奨学生選考にあたって

渡ししました。ご欠席の支部には郵送い
たしました。ぜひ多くの皆様にお読みい
ただきたく、ご希望の方にはお送りいた
します。
非売品ですが、送料ほかとして、500円
（切手可）頂戴しております。事務所あて
にお申込みください。

窪田憲子）
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その原因として当時の男性中心社会の抑圧などが指摘され

ホームズ奨学生

ると同時に、既存の社会・文化的価値観を転覆させる作品的

黄春明らが描く女性たちの形象

価値が明らかにされつつある。本研究はこれらの先行研究

～日本統治期の記憶を背景として～

を踏まえた上で、プラスの詩が持つより根源的な転覆性を



東京外国語大学大学院

総合国際学研究科

博士後期課程1年



木下

指摘し、作品から浮かび上がる「女性詩人」像がいかに従
来の詩人像から逸脱するものであるか明らかにする。従来

佳奈

の批評はプラスの詩に「母」や「詩人」といった価値観を揺

黄春明は登場人物の「記憶」や「体験」を通じ、統治時

るがす要素を指摘しつつ、一方では生物学的見解や既存の

代の体験は、当時を知る人々の多くにとって重要であると

「作者」観を前提としているために、その転覆性を論じ切れ

示している。そして、物語で登場人物の操る言語は、各々

ていない。これに対して本研究は、プラスの詩においてそれ

のアイデンティティのゆらぎやその背景にある文化、さら

らの概念がいかに根底から揺さぶられているか論じる。
このような考えのもとで、申請者は「詩的流産」
「奇形」

にそれらを生み出す歴史と結びつき考察の余地を与えてい
る。一方で女性の造型については、往々にして自らを犠牲

「詩とエコー写真」といったテーマを中心にプラスをはじめ

にして家庭に尽くすか、そのように強いる男性の支配から

とするアメリカ女性詩について博士論文を執筆中である。

脱却しようとしているかの二通りに大別され、いささかス

また博士号取得後は、日本で十分に研究されているとは言

テレオタイプ的だと感じられた。

いがたいアメリカ現代詩（特に女性詩）の研究に貢献する

そこで、黄春明の作品に表れた、台湾における日本統治
期に繋がる記憶、体験、文化に対する分析を引き続き行い

のみならず、著書や授業を通して多くの人にその面白さを
伝えたいと考えている。

ながら、上記の問題的特徴が黄春明の作品のなかでどのよ
うな意味を持ち現代社会と交錯してきたのか、今後の研究

1次元量子 Bi ナノワイヤー熱電変換素子の巨大ゼーベック

でより掘り下げて論じたい。

効果実現とその機構解明

比較対象としては、黄春明と並び1960年代から「文学と
社会の対話」を描いてきたと評される陳映真と王禎和、ま
た中国東北地方の作家、遅子健を考えている。各々の作品





埼玉大学大学院
博士前期課程2年

理工学研究科

大塚美緒子

における特色、例えば文体の差異や各時代における社会状

超低炭素社会や省資源社会を目指してクリーンエネル

況をどの程度直接的に扱い、人物表現に取り入れている

ギーの需要が高まる中、私はこの解決策の一つとして、温

か、等の観点から調査、比較していく。

度差を電気に直接変換可能な熱電変換（ゼーベック効果）

また、言語論や日本文学など専門とは直接関わりのない

に着目している。熱電変換材料を用いて、温度差の生じる

分野の学びも続けることで、いずれ、文化、社会に貢献で

場所から電気エネルギーを直接取り出す熱電発電を実用化

きるよう、より広い視野を持ちたい。

させるために、エネルギー変換効率を高めることが本研究
の大きな課題となっている。発電効率を飛躍的に向上させ
る方法として、熱電変換材料にナノ構造を導入することが

一般奨学生

約四半世紀前の理論モデルによって示唆されているが、未

シルヴィア・プラスの詩における母性と詩的創造
神戸市外国語大学大学院



博士後期課程3年

外国語学研究科

井上詩歩子

だ実験的な実証はなされていない。そこで、本研究では、
独自に開発した長さ数ミリメートル、直径100ナノメート
ル以下の穴を有した石英ガラスファイバーを鋳型にし、代
表的な熱電変換材料であるビスマスBiを高温圧入すること

アメリカ詩人シルヴィア・プラス（1932－1963）は今でこ

で、今まで困難を極めてきたBiナノワイヤーの作製に成功

そ20世紀アメリカ詩を代表する詩人としてその名を馳せて

している。さらにはナノサイズのワイヤー端面にナノサイ

いるが、執筆当時は母としての役割と詩人としてのキャリ

ズの局所電極を形成させる最新技術を駆使し、Biナノワイ

アの両立に少なか

ヤーの有する基本的な物性測定を進めている。

らず不安を抱いて

最終的にはワイヤー直径25nm の1次元量子 Bi ナノワイ

いた。彼女の作品

ヤー熱電変換素子を用いて、巨大ゼーベック効果の実証と

や日記に見られる

そのメカニズムを物理的な見地から解明し、近年のエネル

「女性性と詩作の

ギー問題に対する1つの現実的な解を提案することを目標

矛盾」はこれまで

にしている。また、女性研究者の姿を次世代の学生に自ら

も批評家たちの注

が示し、理工学分野へ進学する女子学生に対して具体的な

目を集めてきた。

進路指導を行えるような大学教員を目指していきたい。
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稲副産物を利用した地盤材料の開発による資源循環システ

での対話的な空間をつくるファシリテーターの実践および

ムの確立に関する研究

実践者との共同研究といった形で結実しつつある。



新潟大学大学院
博士後期課程3年



私が目指しているのは、「コラボレーションで研究する」

自然科学研究科

島本

由麻

研究者である。根源的な問いを持ち、客観的な根拠に基づ
き論証する。その上で、大切にしたいことは「実践から学

近年、緑化工や地域生態系の再生など持続的な緑化基盤

ぶ」ことである。将来は、日本での取り組みを、国際的な

の構築と環境負荷軽減が社会的課題となっている。新潟県

議論の場に発信することを通して、知の発展に貢献したい

に代表される地域社会においては、農業生産と都市の発展

と考えている。実践と理論、そして社会をつなぐ役割を担

との調和が求められている。本研究では、農業副産物であ

いたい。

る「もみ殻」に着目し、もみ殻の灰化に伴うエネルギー抽
出とその焼却灰である「もみ殻灰」の固化材代替材として

心筋細胞の細胞間コミュニケーション解析のための空気圧

の有効な利用方法を実証的に研究している。もみ殻に着目

駆動マイクロピラーアレイデバイスの開発

した理由は、世界全体で年間1.5億トンのもみ殻が排出され



ており、農業を基盤とした資源循環システムの構築におい
て、もみ殻の利活用は不可避な研究課題だと考えられるた
めである。

東京大学大学院
修士課程2年



情報理工学系研究科

古池

香里

心筋細胞間での情報伝達はギャップジャンクションと呼

具体的な研究方法は、
（1）もみ殻灰の供給源であるもみ

ばれるタンパク質を介して行われる。ギャップジャンクショ

殻ガス化プラントにおける環境負荷量の概算およびもみ殻

ンの活性異常や分布変化は不整脈や心肥大などの心不全の

灰の混和による環境負荷量の低減効果の検証、
（2）開発材

原因となる症状を引き起こすといわれている。これまで

料の材質評価方法の検討、
（3）開発材料上での植生評価お

に、3次元培養した心筋細胞集団にストレッチ刺激をかけ

よび導入植物の健全性モニタリング法の検討の3点から研

るとギャップジャンクションの分布が変化し、心肥大に似

究を進めている。本研究によって、狭義の環境負荷低減で

た分布が形成されることが報告されている。

はなく、より広範囲かつ地域の農業実態に即した環境負荷

本研究では、隣接する2つの心筋細胞を任意のタイミン

低減策の提案と緑地保全に資する新材料の創出を実現した

グで接触・ストレッチ刺激をすることで心筋細胞間の情報

いと考えている。

伝達を一細胞レベルで研究できるデバイスを開発してい

将来、私は大学教員として教育および研究に携わること

る。具体的には、マイクロ流路上部が PDMS の薄膜で閉

を希望している。より責任ある立場で、独創的な着眼点を

じられ、その薄膜上に細胞と同程度の大きさのピラーが並

もつ研究開発を推進し、学術研究の発展に寄与できるよう

んだ構造を作製した。ピラー上部は細胞接着性を高めるタ

努めたい。

ンパク質で覆うことで細胞を載せやすくしており、流路内
の圧力変化により薄膜を変形させることで、細胞を乗せた

哲学対話における子どもと教師の学習プロセスに関する研究

2つのピラーが接触したり離れたりする設計となってい



る。



筑波大学大学院

人間総合科学研究科

学校教育学専攻

博士後期課程1年

得居

千照

定の企業では近年AI（人工知能）を導入したが、いまだシ

本研究の目的は、学校教育における哲学対話の可能性を

ステムが整っておらず、人材も不足している。AIについて

構想するために、日本における哲学・倫理教育の源流と展

は現在基礎的な知識しかないが、就職後は AI の知識を深

開の考察、哲学対話を取り入れた授業の分析を通して、哲

め、また大学や大学外の活動で培ったプログラミング技術

学対話における子どもと教師の学習プロセスを明らかにす

を更に磨いて新製品の開発や業務の効率化に貢献したいと

ることである。

考えている。また、本企業では新興国での技術指導・人材

哲学対話とは、身分や性別、年代などを問うことなく、す
べての人が平等に、対話を通して考えを深めていく教育実
践である。哲学対話に関する先行研究は、マシュー・リッ
プマン（Matthew Lipman，1922－2010）の『子どものため
の哲学（Philosophy for Children）=P4C』のカリキュラム
分析および実践への応用可能性の提案が中心となってい
る。しかし、日本における実践の拡がりを踏まえると、実際
の哲学対話の場面において、どのような活動がなされてい
るのか、その実態を捉えることが求められると考えられる。
教室において対話的な空間を如何にして実現することが
できるのか。この思考の深まりは、児童館や小中高等学校

6

修士課程修了後は企業への就職を予定している。就職予

育成もしており、新興国の発展に貢献したいと思っている。

Vol.263
し、疾病の治療につなげたい。また本研究を基盤とし、女

安井医学奨学生

性研究者として、社会に貢献できる人材になりたい。

女性生殖器組織幹／前駆細胞の同定とそのホルモン制御機
構の個体レベルでの解明


岐阜大学大学院
腫瘍病理学



社会福祉奨学生

医学系研究科

博士課程2年

丹羽

亜弓

組織幹細胞とは、各臓器や組織に存在する、自己複製能
と臓器を構成する細胞への分化能を有する細胞である。私

特別支援学校の教師を目指して


筑波大学



人間学群障害科学類2年

高橋利恵子

私は大学にて、教育・福祉・心理・生理などあらゆる立

たちは、Leucine rich repeat containing protein 34（Lrrc34）

場から「障害」について学んでいます。その中でも、特に

発 現 細 胞 と そ の 子 孫 細 胞 を 標 識 す る マ ウ ス（Lrrc34-

私が興味を持っているのは、視覚障害教育であり、課外活

CreERT2マウス）を作成し、細胞系譜解析を用いてLrrc34

動として、日本視覚障害社会科教育研究会に参加し、盲学

が組織幹／前駆細胞を標識する可能性を見出した。

校の現場において、どのような工夫がなされているのか学

このLrrc34幹／前駆細胞は多くの臓器でみられるが、女

んだり、視覚に障害のある中高生のためのワークショップ

性ホルモン関連臓器の下垂体・生殖器・副腎に存在し、驚

を企画したりなどして、見聞を広げています。このような

くべきことにホルモン産生細胞にもみられた。本研究の目

経験を生かして将来は、障害のある子供たちがそれぞれの

的は、
（1）Lrrc34幹／前駆細胞が真の幹細胞であるかどう

ニーズに合わせて学習することのできる特別支援学校の教

かを検証すること、
（2）Lrrc34幹／前駆細胞が、生体内で

師になりたいと考えています。

ホルモン産生細胞へと分化し、その機能回復が個体のホル
モン環境を改善するかどうかを検証することである。

高校に入学するまで私の周りには視覚障害者の大人はあ
まりおらず、マッサージや鍼灸の勉強をしている人ばかり

現在は細胞系譜解析によるLrrc34幹／前駆細胞の詳細な

でした。しかし、高校に入学すると視覚に障害のある先生

検証を行っており、今後は1個の Lrrc34幹／前駆細胞から

が数人おり、視覚に障害のある者の立場から進路や生活技

の培養による分化能の検証、1個の Lrrc34幹／前駆細胞培

術など、相談に乗っていただき、先生方の経験からアドバ

養体からのホルモン分泌能復活の検証、Lrrc34幹／前駆細

イスを受けることができました。実際に視覚障害のある方

胞の生体内での役割を明らかにするために、選択的欠失と

からのアドバイスは自分にひきつけて考えることができ、

その再生での検証を行う。

大変参考になることばかりでした。これをきっかけに私自

女性生殖器の恒常性の破綻はホルモンバランスに影響

身も教師になり、視覚に障害のある子供たちの興味・関心

し、老化や疾病など個体機能低下につながる。本研究で女

を広げ、また、将来の選択肢を増やす手助けをしたいと考

性ホルモンネットワークと組織幹／前駆細胞の関連を解明

え、教師を目指しています。

2018年

新春のつどい

今年の「新春のつどい」は、明るく広々とした5階コン

親睦事業委員長

中山

律子

ご案内とお誘いがあり、閉会となりました。

コードボールルームで行われました。年々参加者の減少が

この度、南極基地との中継に当たりましては、国立極地

心配される中、昨年より多くのご参加を得て、会場は華や

研究所をはじめ、現地の土屋達郎様ほか隊員各位、さらに

いだ雰囲気に包まれ開会となりました。

日本極地研究振興会、吉田栄夫同理事長の多大なるご協力

第1部は会長の挨拶に続き、2017年度国内奨学金贈呈式

をいただきましたことを心より感謝申し上げます。また、

が行われました。そして奨学生による研究内容のスピー

会場におきましては機材を提供してくださり、交信の労を

チ。誰の顔にも自信と希望に溢れ、将来の活躍が期待され

いただきました丸山純様、三輪主彦様に厚くお礼を申し上

ます。

げます。

今年度から、例年行われていた余興を取り止めて、参加
者にはゆっくりと歓談をして頂くことにしました。

会が成功裡に終わったことは、ひとえに関係理事、各委
員長及び委員の

第2部は事業担当理事による乾杯に始まり、ホテル自慢

方々のご協力に

の中華料理のコースに笑顔が弾けました。デザートを前に

よるものと感謝

して、国内奨学委員会の企画で、南極越冬隊員として活躍

いたします。

中の2015年度国内奨学生 鈴木裕子さんと現地からの生中

来年の「新春の

継をしました。宇宙とも生中継できる昨今ですが、遙か1万

つどい」は1月12

キロも離れた南極とリアルタイムでの会話には感動し、

日に開催されま

「雷放電」の研究の成果を願いました。

す。

最後に2018年度全国総会の開催地 静岡支部から総会の
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第16回

自然科学講演会報告
科学研究奨励委員長

「結婚」について論じた国際奨学生研究報告会

今野美智子

お茶の水女子大学副学長・基幹研究院



教授

2001年度第3回守田科学奨励賞受賞者



国際奨学委員長

加藤美砂子

2017年12月9日（土）お茶の水女子大学にて

【共催】
科学研究奨励委員会 東京支部 お茶の水女子大学
第18回自然科学講演会は、お茶

道子

報告会を1月27日に市ヶ谷アル
カディアで開催致しました。例
年にない厳寒の季節でしたが、
25名の会員の方が参加してくだ
さいました。報告会では、香港
中文大学文学院文化人類学専攻
の博士課程在学中のリン スン

の水女子大学副学長の加藤美砂子

（Lynn SUN、孫琳）さんの研究対象である「結婚」をテー

氏を講師に招いて、12月9日にお茶

マにして、リンさんと、この問題を米国大学院生時代にフ

の水女子大学理学部大講義室で開

ァミリーサポートの視点から学ばれた山下いづみ理事にお

催された。

話いただきました。なお、2017年度の国際奨学生はリン ス

お茶として、緑茶だけでなく、紅
茶、中国茶が共通のツバキ科ツバキ

ンさんとライサ ポッラスマーさん（フィンランド）ですが、
ライサさんは健康上の理由で奨学生を辞退されました。

属植物 Camellia sinensis の葉から作

リンさんは“More Equality, More Happiness?”という

られること、カフェイン、カテキンのような二次代謝産物、テアニ

タイトルで、結婚の幸福、特に夫婦間の平等について、東

ンという非タンパク性のアミノ酸が豊富に含まれ、独特の香りと

京の30代の中流カップル30組との長時間の面談を通して検

味わいを与えていることが紹介された。チャ（ツバキ科）
、コー

証した結果を報告しました。幸福は誰でも望むものです

ヒー（アカネ科）
、カカオ（アオイ科）
、マテ（モチノキ科）に含ま

が、その言葉の中身、内容は各人様々です。リンさんはそ

れるカフェインの生合成について、最新の知見をもとに話された。

こに注目して東京と上海での若い夫婦との面談をおこな

カフェインは核酸 DNA の塩基の構成要素と同じプリン

い、文化人類学的視点からの博士論文を用意しています。

環をもつプリンアルカロイドである。キサントシンが最初

山下理事は「結婚応援あれこれ」というタイトルで、国

のメチル化を受け、その後のメチル化に関与する酵素とし

を挙げての結婚支援事業とアメリカのファミリーサポート

て2か所メチル化するカフェインシンターゼと1か所メチル

についてお話になりました。国が実施している婚活支援事

化するテオブロミンシンターゼがある。チャとコーヒーの

業の推進の例として富士市などの婚活事業を紹介し、ある

カフェイン合成酵素の一次配列の相同性は40％であるが、

女性が婚活登録してみた結果も面白おかしく話して下さい

立体構造はほぼ同じであること、また、植物におけるカフ

ました。離婚大国だった米国で開発されたファミリーサ

ェイン合成酵素の進化の系統樹が示された。

ポートの内容や成果にも言及されました。

カテキンの抗酸化作用、お茶を美味しく入れるコツとしてこ
れらの科学的知見をもとにお茶の奥深い世界を案内された。
多くの質問もなされ皆講演を楽しんだ。

第20回 大学女性協会
守田科学研究奨励賞贈呈式・祝賀会
及び20周年記念祝賀会のご案内

「結婚」という身近なテーマに参加者と報告者と意見交換
も活発で、みなさんたいへん楽しまれた様子でした。
国際奨学委員会では、現在2018年度国際奨学生の募集を
行っております。ホームページ（英語版）に募集要項を掲
載しておりますので、ご関心をお持ちの方にご紹介いただ
ければ嬉しく存じます。

今年は、守田科学研究奨励賞が20年目を迎え、38名の受賞者を
輩出しております。これまでの受賞者にご参加頂き、例年の行事
に加え20周年記念祝賀会を下記の要領で開催致します。どうぞ奮
ってご参加下さい。
日

時

2018年6月3日（日）
賞贈呈式・受賞講演 12時45分～14時
守田科学研究奨励賞20周年記念祝賀会 14時15分～16時15分
場 所 アルカディア市ヶ谷（私学会館）
東京都千代田区九段北4-2-25
TEL 03-3261-9921
J R、東京メトロ、都営地下鉄「市ヶ谷駅」より徒歩3分
会 費 2500円
申込先 （一社）大学女性協会事務室
TEL 03-3358-2882
FAX 03-3358-2889
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岩村

2017年度の国際奨学生の研究

「お茶の科学」




リンさんを囲んで

Vol.263
国連 CSW62参加に向けた勉強会


国際ネットワーク委員長

鈴木千鶴子

香港 AUW 創立60周年記念行事に参加して


神戸支部長

三木谷節子

年の瀬も押し迫った2016年12月17日、事務所会議室は日

2017 年 12 月 1 日 ～4

曜日にも拘らず、翌春3月ニューヨークの国連本部で開催

日、香港AUW（Hong

の「第62回CSW：Commission on the Status of Women（＝

Kong Association of

女性の地位委員会）
」および同時開催のサイド・イベントな

University Women）
創

らびに NGO フォーラムへ参加のための勉強会で賑わった。

立 60 周 年 記 念 行 事 が

特に、若手参加支援を受けて派遣が決定した植田奈穂美さ

香港にて開催されま

んと櫻井彩乃さんに加え、他団体のJAWW（日本女性監視

した。あいにく、鷲見

機構）から派遣の大学生二人など多くの若者の出席で、

会長ほか主要幹部の皆様が文科省主催の会議等で都合がつ

CSW の現場の熱気をも先取りしているようであった。

かず、神戸支部の5名で参加しました。一昨年のケープタウ

3時間に亘る盛り沢山のプログラムは、消化不良も懸念

ンでの GWI 総会で香港の方から案内カードを頂いたのが

されたが、開催趣旨が意図する「CSWとは」
「NGOフォー

ご縁で、同年に開催したJAUW70周年記念イベントに香港

ラムの目指すもの」
「参加の意義」を理解するためには、ど

を代表して Julia さんが参加されるなどして親睦を深めて

れも欠かすことのできないものであった。紙幅の関係で、

きた経緯もあります。

以下の発表題目から内容を推し量っていただければ幸いで
ある。
第一部：NGO/CSW Forum in NY への誘い～JAUW の
経験を基に～「CSW について～その役割と NGO～」城倉
純子、
「CSW と SDGs～テーマの変遷から～」鈴木千鶴子、

香港は60～70階建の高層ビルが林立する活気あふれる街で
す。台風、地震、津波の心配もないということですが、ますま
す奥地からの人が増え英語のわからない人が増えています。
香港 AUW は、メンバーは少ないけど毎年奨学金を授与
し、その人達がしばらく会員となる形で運営しているとの

「テーマ“農山漁村女性のエンパワメント”について～第56

ことです。今回の記念行事も多くの外国の方を招いて盛大

回CSWの成果を踏まえて～」山下いづみ、
「CSW61参加で

にできたのもそのことと思われます。主にお世話していた

確信できた次世代女性のリーダーシップとは」
田中悠里子。

のは会員でなくボランティアと称する大学生でした。

第二部：CSW62参加に向けた抱負と目標では派遣生の二

会議は香港大学、パーティはイギリス時代に女性の地位

人が「初めての CSW」と「再挑戦の CSW」を語り、職務

向上に尽力した Helena May の旧邸宅 The Helena May に

のため欠席の石塚浩美さんはパワーポイント資料で
「4年ぶ

て開催されました。大きな60周年記念バースデイケーキが

りの CSW～経済学の専門的立場から～」を伝えた。

運ばれ、各国の代表が壇上にてケーキカットのセレモニー

第三部：質疑応答のセッションで、様々な意見や先輩か

があり、日本からは私が参加しました。GWI 会長、香港

らの助言を伺い、参加者は出発に向け、緊張と不安を期待

AUW 会長の挨拶に続いて、奨学生の紹介、奨学金の授与

と意欲に変えることができた。

が行われ、余興には胡弓をは

この勉強会をはじめ他団体や内閣府による研修会など、

じめとする中国音楽の演奏と

CSW62への参加準備を進める中で、2月に入り国際婦人年

とても行き届いた配慮でした。

連絡会と JAWW 経由で外務省からの通知を受けた。UN

GWI会長をはじめ7ヶ国から

Women の CSW 課題には NGO と若者の参加が不可欠であ

多くの参加者が来場されてお

るとの認識から昨年発足したユース・フォーラムへの日本

り、JAUW の70周年とは違う

代 表 ユ ー ス 二 代 目 一 人 を 選 考 す る、と の 内 容 で あ る。

感じでした。

JAUW からは即、支援派遣生二人を推薦した。その結果、
植田奈穂美さんが多数の候補から選考され、日本政府代表
団のユース代表として参加する好機を得たことを喜びをも
ってご報告する。
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支部だより

講演と第4回会員拡大ワークショップ ＠九州
プログラム
1．公開講演と話し合い 10:30～12:00
「ことばを使う～思いを伝える原動力、その照準を今どこに？～」
講師 鈴木千鶴子（長崎支部長・国際ネットワーク委員長・長崎純心
大学客員教授）
2．会員拡大ワークショップ 13:30～16:00
「JAUWは、創立70周年を迎え、大学女性協会の発展と社会的発展に向

け、会員の輪を広げていきましょう！」
コーディネーター 山下いづみ（静岡支部長・国際支援担当理事/CIR）
日
会
会
主

時：2017年12月9日（土）
場：福岡市立中央市民センター 2階 第1会議室
費：500円（講演 無料）
催：
（一社）大学女性協会 会員拡大委員会、福岡・長崎・ 大分・熊
本支部

福岡支部長 青沼美撫子
当日、本部持参のJAUWのロゴ入りファイルに、コンパ
クトでわかり易い資料等が入れられ、参加者に配布されま
したが、その見事さに流石と思いました。九州地区4支部
は、ただ準備（会場確保、昼食の手配、本部指示の文具類
の購入、出席者の名簿作成、会費・昼食代の領収書の準備、
ネームホルダーの記名、茶菓の用意）をしただけで、大変
ではありませんでした。この方式なら、どの地区、どの府
県でも受け入れ可能です。ぜひ、拡大委員会を招いて、会
員を増やしましょう！
講演では母語が平等な教育の主要な要素であり、女性も
男性も社会をもエンパワーする基礎であり、女性の感性、
価値観から良いと思うことをことばで周りの人々に伝え、
意を同じくする仲間たちと行動を起こし継続していく。そ
して、それを通して社会、世界、地球、未来があると語ら
れた。一般参加者も、共創を果たすためのクリティカル・
シンキング力育成の研究事例データの6ヶ国（ブルガリア、
ドイツ、ポーランド、日本、スペイン、米国）の学生の比
較が面白かったと感想を述べられた。
ワークショップは、コーディネーターの山下いづみさんの
一貫した力強い解説と指導で、熊本、大分、長崎支部グルー
プと、福岡グループは、テーマに沿った意見を出し合い、机
上の模造紙の決められた場所に、ポストイットに、サインペ
ンで書き込み、貼っていった。各グループリーダーが読み上
げると、山下いづみさんが板書され、視点や考え方の相違が
よくわかった。何と言っても圧巻は、会員拡大5ステップの
5番目の「行動計画表」を、有無を言わさず書かされた事で
した。高揚感に突き動かされた各支部は、総会までに、福岡
2名、大分2名、熊本1名（来年3月までに1名）
、長崎12月末ま
でに2名（余力で5名）と決意表現をしてしまいました。
恐るべし、拡大委員会でした！九州地区4支部は会員増
に向けて、活動します。
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大分支部長 内田芳子
今回は福岡支部、長崎支部、熊本支部、大分支部4九州支
部合同での研修会で何よりも九州支部が一堂に会したとい
うことが大きな収穫だったと感じています。会員拡大ワー
クショップでの体験も新鮮なものでした。ワークショップ
っていつものあれだとたかを括っていましたが、自分の支
部のこと、自分自身のことをあらためて分析することにな
り、新しい発見が生まれ、新鮮な視点で考えることができ
ました。人それぞれの切り口も面白く、なるほどなるほど
と共感やら驚きやら・・・。また、参加者が忌憚なく意見
や感想を述べることができ、有意義な研修でした。この体
験をいかに実効性のあるものに変えていき、目標を達成し
ていくかは、私自身と各々の会員の行動に掛かっています
が、この手法を会員にも広めていき目標を達成しなければ
ならないと気持ちをあらたにいたしました。
福岡支部の皆様には会場、昼食の手配、当日の受付、進
行等大変だったと思います。深く感謝申し上げます。
熊本支部長 岡本美和
コーディネーターの山下いづみさんの明るいテンション
に支えられて、終始楽しい気分で過ごすことができまし
た。
熊本支部は会員数が少なく、他の支部同様「高齢化」が
すすみ、そのうえ支部長の私が熊本市から離れていること
もあって一人で心細いことが多かったのですが、九州4支
部で人数が集まると何でもできそうな気になってきまし
た。実際、その場にいる人たちは「すごい人」に違いなく、
その仲間であることがうれしく、大学女性協会に所属して
いて良かったと心から思いました。その気持ちを持ち帰
り、さっそく「隣の席の人」にパンフレットを渡しました。
仕事が忙しすぎてまだ入会申し込みを書いてもらえていま
せんが、時間の問題でしょう。本当は活動の内容の方が大
切なのでしょうが、今の熊本支部は、まず理解者を増やし
て人を集め、支部活動はそれから、と開き直っています。
九州各支部のみなさんと仲良く交流しながら頑張ります。
長崎支部長 鈴木千鶴子
年に一度の総会で、九州内の4支部長は近い席でお顔を
合わせることは恒例となっていましたが、ゆっくりとお話
しすることも叶わずに、会期が終わると、九州管内とはい
え、お互い片道2時間前後は要するそれぞれの地元へ帰り、
また一年が経つ、といったことが常態化しておりました。
2016年の熊本・大分地震の後でさえ気になりながら何もで
きぬまま、心苦しく寂しく思っておりました。この度の会
合は本部理事の方々に来ていただけたことは勿論のこと、
九州内の支部会員同
士が親しく交流でき
たことが大変印象深
く、とても嬉しいこ
とでした。これを機
に 九 州 JAUW の 発
展に力を合わせたい
との思いを強くして
います。

Vol.263
新春の雅楽

1月20日

舞楽法会

サントリーホール
収益事業委員会

古典落語と色物の会

齊藤智恵

雅楽というと多くの方は越天楽を思い浮かべられることで
しょう。雅楽は日本に上代からあった神楽歌、大和歌、久米
歌など簡単な舞を伴うものと、5世紀頃から仏教文化の渡来
に伴い中国、朝鮮半島を経て伝来した古代アジア大陸諸国の
音楽と舞が融合して出来た芸術で、ほぼ10世紀に完成し、皇
室の保護の下に伝承されて来たものです。
東京楽所（＊1）第11回定演「舞楽法会」は雅楽と仏の教えに
旋律を付け唱えるエネルギー溢れる真言声明との共演。第一
部では「四智讃」を会場内で力強く唱えながら声明衆が登場。
高僧がまず着座し「唄（ばい）
」を唱え、
「散華（花びらを撒
く）
」に移り、散華の頭が散華メロディーを唱えついで全員声
を合わせての声明が朗々と響きわたります。
対する雅楽は古来より伝わる見事な装束を身に着けた楽
師たちによって、今回は弦楽器が入りませんが、笙、篳篥、
龍笛等の管楽器を中心に打ち物と呼ばれる鞨鼓、太鼓、鉦鼓
等からなる世界最古のオーケストラが旋律を奏でるなか、舞
台を浄めるという鉾の舞「振鉾（えんぶ）
」を左方の舞人、次
に右方の舞人が舞納めます。続いて平舞の番舞、左方「桃李
花」右方「登天楽」
。平舞というのは平安時代さながらの雅や
かな襲装束の4人の舞人達が、揃って一糸乱れずに舞います。
第二部は走舞といって仮面舞で、装束は色も鮮やか、時には
コミカルな動きが混じるリズミカルな感じの舞に変わります。
これも番舞で左方は「蘭陵王」仏の慈悲を唱える東の「胎蔵
界曼荼羅声明」右方は「納曽利」仏の智慧と力を唱える西の
「金剛界曼荼羅声明」が対応し、最後に管弦曲「長慶子」で
終わるという大変豪華な舞と演奏でした。
（＊1）東京楽所

けやきホール
東京支部

小池朋子

前座の落語家橘家門朗の演目は犬
が人間に変身するという愉快な噺だ
ったが、その仕草や吠え声はまさに
犬そのもの。我が家で飼っている柴
犬そっくりで思わず吹き出してしま
った。
太神楽の翁家和助の色物の曲芸も
鉢を回転させたり、湯呑み茶碗の傘
回し、包丁を使った皿回し等、次か
ら次へ見事な技が披露された。色物をこんなに身近で見た
のは初めてだったので、皿や土瓶が落ちないかはらはらし
ながら目が離せなかった。ちょっとしたミスも上手に挽回
して、私達も安堵して大きな拍手を送った。
古典落語の柳亭こみちは落語協会で女性では6人目、9月
に初めてのママさん真打襲名。真打を記念して作られた鮮
やかな後ろ幕を背景に、会場を盛り上げて華やかな笑いの
渦で満たしてくれた。小さな可愛らしい顔の表情がくるく
る変わり、若侍と太鼓持との軽妙な掛け合いや、夫の愛を
信じ切れない年上女房の微妙な心の揺れを巧みな声音で使
い分け、私達は知らず知らずの内に古典落語の江戸の世界
に深く引きずり込まれていった。
その笑顔の話術も長年の日々の絶え間ない真剣な稽古と
努力があってこそのもの。噺を終えて舞台を颯爽と去って
ゆく姿も恰好が良くて見惚れてしまった。
こみち師匠に憧れて落語家を目指す若い女性達が増えれ
ば、落語界はさらに面白くなることだろう。

宮内庁式部職楽部のメンバーを主体に創設。芸術音楽

としての雅楽演奏を目的として結成。我が国最大規模の雅楽団体
（＊2）真言法饗会

2017年12月7日

真言宗智山派伝来の声明と法式を研究、研鑽の結

果を多くの人に披露することを目的とした会

街歩き・横浜山手のクリスマス
2017年12月21日

東京支部

江原孔江

 「いいお天気で街歩きには最適な日になりましたね」と弾む
声のなか元町中華街駅から午前11時に出発。
1937年英国総領事公邸だった「横浜市イギリス館」には、以
前英国駐在されていたという案内ボランティアの女性が各部
屋の装飾品やテーブルセッティングの仕方、ティーカップの
色、子どもたちのマナーなど、イギリス文化まで丁寧に熱意と
愛情のこもった説明をしてくださいました。ゆったりした昼食
後は1927年ごろの外人向け共同アパートだった「山手234館」
、
1925年ごろの生糸貿易商「エリスマン邸」
、1930年ごろのイギ
リス人貿易商邸宅「ベーリック・ホール」などを次々と廻り、
今まで横浜には何度も来たけれど初めて詳しく見学する機会
に恵まれ、理解を深めることができたことを語りあいました。
各館ごとに特徴あるクリスマスの飾り付けが美しく、各
国からの観光客が来場し
ていたのも、雰囲気を盛り
上げていました。外国人観
光客の撮影ショットの対
象が玄関に整然と並んで
いる靴というのも印象的
でした。
山手ローズテラスにて

お知らせ

収益事業委員会

＊催し物
・「JAL 羽田空港工場見学」とランチ
～国際線ターミナル内

ロイヤルパークホテル「テイルウインド」にて
日 時：3月15日（木）
参加費：4,500円
＊観劇
〈文楽〉 国立小劇場
日 時：5月20日（日）11：00 第一部開演
本朝廿四孝		
桔梗原の段
吉田幸助 改め 五代目吉田玉助襲名披露
口上
景勝下駄の段
襲名披露狂言
勘助住家の段
義経千本桜		
道行初音の旅
料 金：一等7,000円 定員15名
〈狂言の会〉 国立能楽堂
日 時：5月25日（金）16：30 開演
演 目：
「船渡婿」
野村万作
「清水」
		
野村 萬
「禰宜山伏」
山本東次郎
料 金：正面席4,600円 定員15名
☆観劇の申込締切：3月26日（月）、定員に達し次第締切
☆詳細は、ちらしまたは JAUW 事務所にお問い合わせを
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文化事業委員会のお知らせ

「初夏の午後のコンサートのお知らせ」
―伊能美智子の OTO―
時：5月29日（火）13：30 開場 14；00 開演
所：古賀政男音楽博物館けやきホール
演：ピアノ独奏
友田 恭子
ソプラノ
菅 英三子（東京芸大教授）
ソプラノ
村田由紀子（二期会）
ソプラノ
羽山 弘子（二期会）
テノール
高田 正人（二期会）
作曲・ピアノ 伊能美智子
料 金：3,500円
☆日本を代表するソリストたちの競演です。ご期待ください
☆申込みは JAUW 事務所まで
日
場
出

JAUW の外部団体との協働による活動 牧島悠美子
JAUW は外部団体と協働して活動をしている。
国際婦人年連絡会や国連 NGO 国内女性委員会、国連ウ
ィメン日本協会、国際人権規約完全実施促進連絡会議など
の加盟団体であり、Q の会（クオータ制を推進する会）の
幹事団体でもある。国際婦人年連絡会の委員会から提案さ
れる各省庁などへの要望書へ、他の34の加盟団体とともに
加盟団体の一員として参加したり、選挙に行こうキャン
ペーンのビラまきに参加することはあるが、今回の文科省
の再編に関する活動は特筆すべきものだった。
2017年の9月半ばに社会教育学会で、文科省の再編に関
して疑問が呈され、男女共同参画の文言が消えるという事
で具体的な動きが始まった。女性団体とともに活動したい
という事で、国際婦人年連絡会に申し出でがあり、事務局
長の牧島と教育・マスメディア委員会に属する鷲見・城倉
も賛意を表したが、有志（8名）としての具体的な動きには
城倉と牧島が参加した。
有志の会や連絡会に続き、JAUWでも、11月13日の本部
事務所への男女共同参画学習課中野課長の訪問時に「共生
社会学習推進課」の名称を「男女共同参画・共生社会学習
推進課」とすることを主とする「男女共同参画担当部署の
存続を求める要望書」を提出した。
文科省の官房長、生涯学習政策局長、最後には林大臣に
も面談に行き、その間、議員への陳情、院内集会の開催な
どのロビー活動も行い、新聞にも大いに助けられた。全国
地域婦人団体連絡協議会の方々と大臣に面会し、それなり
の感触を得、12月22日の閣議決定で HP にも組織図が掲載
され、
「
『男女共同参画』課名 存続へ」と新聞にも報じら
れた。多くの女性団体には要望書の提出、賛同書への参加
など力強い協力や応援をいただき、皆で喜びを分かち合っ
た。JAUW 会員の協力は言わずもがなである。

募金委員会報告（その4）お礼とお願い

一般社団法人大学女性協会創立70周年記念募金事業にご
協力いただきまして厚く御礼申し上げます。皆様のおかげ
で下記のように目標（2019年3月までに1000万円）の半分を
超えました。今後とも一層のご協力をお願いいたします。
前回以降の2017年11月1日から2018年1月31日までの寄付
金合計は86万5000円、寄付人数は54名でした。募金が始ま
りました2016年11月12日からの寄付金総額は510万2500円
となり、寄付人数は延べ332名となりました。心より感謝申
し上げます。有難うございました。今後も2度目、3度目の
ご協力をお願いいたします。
今回2017年度の全国セミナーの報告書をお届けすると共
に、新年度を迎えるにあたり新たに寄付をお願いしたく、振
替票を同封いたしますのでご協力のほどお願いいたします。
寄付の振込先は下記の2つの口座を用意しております。
＊三菱東京 UFJ 銀行 四谷三丁目支店（店番340）普通預金
口座番号3918298 一般社団法人 大学女性協会
理事 鷲見八重子
＊ゆうちょ銀行 口座記号番号 00130-0-587701
口座名称（漢字） 一般社団法人 大学女性協会
口座名称（カナ） シャ）ダイガクジョセイキョウカイ
他行からの振り込みの場合の受取口座名
〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座 0587701
（一社）大学女性協会
敬称略・支部別
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創立70周年記念募金寄付者ご芳名

五十音順

2017.11.1～2018.1.31

（秋田支部）有志 （仙台支部）愛知絢子、菊地昌枝、松山
寿美子、松山裕美子 （新潟支部）田中和子 （茨城支部）
安藤隆子、北村篤子、藤田知枝 （東京支部）伊藤眞理子、
糸原園子、江尻美穂子、大島杏子、加藤恵津子、窪田憲子、
桑折美子、後藤祥子、小西厚子、佐伯邦子、眞田雅子、田
中紀子、中村久瑠美、縄田眞紀子、細田照子、松村美枝子、
望月浪江、山中照子、鷲崎千春 （神奈川支部）鷲見八重
子、房野 桂、松比良節子 （静岡支部）森内清江、山下い
づみ （愛知支部）伴 紀子 （福井支部）高橋博子、山田
由美 （京都支部）島田洋子、中島伸江、松田栄子 （奈良
支部）関川千尋 （大阪支部）江幡淳子 （岡山支部）曽田
佳代子 （広島支部）山手万知子、吉村幸子 （熊本支部）
武宮公子 （福岡支部）青沼美撫子、加藤仁美、桑原洋子、
松浦愛子、和栗方子 （長崎支部）梅田和子、鈴木千鶴子、
辻 佳子 （匿名希望）１名
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一般社団法人 大学女性協会

東日本大震災支援事業特別委員会：2018年度事業終了

にあたり、来春、支援御礼コンサート開催の予定です。
会員拡大委員会：4年間所期の目的を果たしたので打ち
上げます。新年度から委員を一新し、新たに長期展望
に立って活動することになります。
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