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2022年9⽉29⽇号

10⽉1~2⽇ グローバルフェスタ ⾼齢化の写真展・イベント
Global Festa JAPAN: UNFPA to host a photo exhibition and an online event on ageing

UNFPAアジア太平洋地域事務所は外務省の後援を受け、10⽉1⽇（⼟）・2⽇（⽇）10時~17時
に東京国際フォーラムで開催される「グローバルフェスタJAPAN 2022」で、世界で最も少⼦⾼
齢化が進む同地域の⼥性に焦点を当てた写真を展⽰します。これは、出⽣前から⾼齢期までの
各ライフステージで⼈権とジェンダー平等に根差した⽀援を⾏うライフサイクルアプローチの
重要性を啓発するUNFPAの#ForEveryAge of HER LIFE（すべての世代の彼⼥のために）キャン
ペーンの⼀環で開催されます。
 
また、10⽉1⽇（⼟）15時45分〜16時45分には、東京⼤学⼤学院教授・国連⼤学上級副学⻑の
⽩波瀬佐和⼦⽒とUNFPAアジア太平洋地域事務所 地域アドバイザーの森臨太郎 他をパネリス
トに、写真展のローンチイベント（和英同時通訳）をオンラインで開催します。事前申し込み
は不要ですので、当⽇はこちらからご参加ください。 グローバルフェスタ終了後は、10⽉17⽇
から11⽉14⽇に東京⼤学駒場キャンパスで、12⽉28⽇から翌年1⽉26⽇にJICA地球ひろばでも
巡回展⽰を⾏います。皆様のご参加をお待ちしています︕
 
▶イベントの詳細はこちら（英語）
 
▶ グローバルフェスタ2022の詳細はこちら
 

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658352&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658353&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658354&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658355&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658356&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658352&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658351&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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バングラデシュ︓ブロックチェーン活⽤し、⽉経衛⽣を促進
Bangladesh: Blockchain app delivers menstrual hygiene solutions to Dhaka’s most vulnerable

8⽉23⽇、在バングラデシュ⽇本⼤使館の伊藤直樹⼤使が、⾸都ダッカ・ミルプール地区のスラ
ムを訪れ、UNFPAと国連世界⾷糧計画（WFP）などによる共同プロジェクトを視察しました。
ブロックチェーン技術を活⽤した同事業では、⼥性と少⼥の⽉経衛⽣や健康を促進するため、
モバイルアプリ”Building Blocks”を通じて⽣理⽤品や⾷料品を提供し、⽉経関連情報へのアクセ
スを改善します。また⽉経にまつわる固定概念の排除や児童婚の防⽌を⽬的としたセッション
も⾏い、毎⽉約1万3,500⼈に⽀援を届けています。 
  
伊藤⼤使は、⾰新的なブロックチェーン技術の活⽤法を評価するとともに、男性の認識にも変
化をもたらすことに注⽬し、「バングラデシュの⼥性や少⼥のより良い未来のために尽⼒して
いる国連をはじめとする参加機関に拍⼿を送ります」と述べました。
 
▶ プロジェクトの詳細はこちら（英語）
 

モザンビーク︓⽇本政府と⼥性のためのセーフスペース⽀援
Mozambique: Japan and UNFPA provide safe spaces for displaced women and girls

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658357&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658357&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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⽇本政府と国連中央緊急対応基⾦（UNCERF）の資⾦援助を受けて、UNFPAはモザンビークで
紛争の影響を受けた避難⺠の⼥性と少⼥にセーフスペースを提供しています。セーフスペース
は、社会的に最も脆弱な⽴場に置かれている⼥性と少⼥を守るシェルターとしての役割を果た
すとともに、カウンセリング、職業訓練、そして読み書きなどの学習といった様々な機会を⼥
性と少⼥に提供しています。
 
▶ UNFPAモザンビーク事務所（英語）

⽇本政府と国連中央緊急対応基⾦（UNCERF）の資⾦援助を受けて、UNFPAはモザンビークで
紛争の影響を受けた避難⺠の⼥性と少⼥にセーフスペースを提供しています。セーフスペース
は、社会的に最も脆弱な⽴場に置かれている⼥性と少⼥を守るシェルターとしての役割を果た
すとともに、カウンセリング、職業訓練、そして読み書きなどの学習といった様々な機会を⼥
性と少⼥に提供しています。
 
▶ UNFPAモザンビーク事務所（英語）

UNFPAタンザニア事務所代表、三澤⼤使を表敬訪問
UNFPA Tanzania Representative paid a courtesy call to Ambassador Misawa

UNFPAタンザニア事務所代表のマーク・ブライアン・シュラ
イナーは9⽉5⽇、新しく就任した在タンザニア⽇本⼤使館の
三澤康⼤使を表敬訪問しました。三澤⼤使は、UNFPAのこれ
までの活動に敬意を表し、「セクシュアル・リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツ（性と⽣殖に関する健康/権利︓SRHR）向
上のためのパートナーシップに感謝します」と述べました。
 
▶UNFPAタンザニア事務所（英語）

世界性の健康デー︓性の健康は、⼈々の健康に不可⽋

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658358&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658358&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658358&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=4
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658358&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=5
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658359&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658359&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E658358&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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World Sexual Health Day: Sexual health is an integral part of human health

9⽉4⽇は世界性の健康デー。 性の健康は、⼈間の健康を構成
する必要不可⽋なものです。それは単に病気がないというこ
とだけではなく、⼈が潜在能⼒を発揮し、⼈⽣を楽しむこと
を可能にする⾝体的、精神的、感情的な総合的なウェルビー
イングのことです。しかし⼥性や少⼥を含む社会的に弱い⽴
場に置かれた⼈々は、性の健康に関する権利を否定されがち
です。UNFPAは、すべての⼈々のからだの⾃⼰決定権を保障
し、リプロダクティブ・ヘルス・サービスへのアクセスを確
保することにより、性の健康を促進する活動を⾏っていま
す。
 
▶ 続きを読む

ウクライナ難⺠⼥性のためのセーフスペース - 毎⽇新聞
Safe spaces for Ukrainian women and girls in Moldova - Mainichi Shimbun

8⽉12⽇付の毎⽇新聞で、UNFPAモルドバ事務所によるウク
ライナ難⺠⼥性への⽀援活動が紹介されました。現地では、
妊産婦やジェンダーに基づく暴⼒（GBV）被害者のための施
設や、地域住⺠も恩恵を受けることができる医療施設の整備
を⾏っています。また、専⾨家に悩みを相談する機会を提供
するとともに、必要な⽀援につなげることを⽬指す「オレン
ジ・セーフスペース」を運営しています。
 
▶ 記事全⽂はこちら
 

外務省ODAメールマガジンに寄稿︓開発課題としての⾼齢化
Megumi Uchino contributes an article on ageing population to MOFA's ODA mail magazine 

UNFPA東欧・中央アジア地域事務所の⼈⼝と開発プログラム
アナリスト（JPO）内野恵美が、外務省のODAメールマガジ
ン第455号に、途上国における⾼齢化に関する記事を寄稿し
ました。⾼齢化に関する国際会議への参加を経験した内野
は、世界が⾼齢化に向かう上で「国や状況に合わせて、多く
の選択肢から施策を組み合わせ、知⾒を共有して進んでいく
のが最善の⽅法」と述べています。また⽇本の知⾒が、⾼齢
化が進む国々の⼈々のウェルビーイング向上に活かされるこ
とを期待しています。
 
▶ ODAメールマガジンを読む

UNFPA IN THE NEWS

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835A&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835A&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835C&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835C&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835D&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=E65835D&e=14F48CB&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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その他のトピックス
Other topics 

⼥性を「真ん中」に置き社会の再定義を ⽇本再⽣のために（⽇経xwoman）
焦点︓アフリカで深刻化する「⽣理の貧困」、学校諦める⽣徒も（ロイター）
世界⼈⼝デー 制定の背景から世界が抱える⼈⼝問題まで（ELEMINIST）
からだの⾃⼰決定権、声をあげたセレブたち（ハーパーズバザー）
ウクライナへの寄付先⼀覧 国連機関やNGOなどの連絡先は︖（NHK）
カネム事務局⻑インタビュー「ウクライナ⼥性、危険な状況」（⽇経新聞）
強姦被害の報告受け、ウクライナに緊急避妊薬を提供（BBC NEWS）
世界の⼥性と⼥児が直⾯している危機とは（ハーパーズ バザー） 
ウクライナ ⼈⼝の4分の1が避難 4千⼈超が地下鉄駅などで出産（朝⽇新聞）
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