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成田詠子 UNFPA駐日事務所長に就任
Eiko Narita appointed as the new Chief of UNFPA Representation Office in Japan
10月1日、UNFPA駐日事務所の新所長に成田詠子が就任しま
した。成田は2003年以来、様々な国連機関でキャリアを重
ね、2012年よりUNFPAでの勤務を開始。イエメン事務所の副
所長、アジア太平洋地域事務所のプログラム・スペシャリス
ト、バングラデシュ事務所の副所長および代表代行を歴任し
ました。
就任にあたり、成田は「日本にある国連機関として、世界か
ら日本へ、また日本から世界へ、UNFPAの活動を皆さんにお
伝えできるよう働きかけたいと思っております」と語りまし
た。新体制となったUNFPA駐日事務所に、更なるご支援ご協
力をよろしくお願いします。
▶ UNFPA駐日事務所長 成田詠子 略歴
On October 1st, UNFPA Representation Office in Japan welcomed Eiko Narita as the new Chief
of office. Having extensive experience working in the UN system since 2003, Ms. Narita most
recently served as the interim Representative of UNFPA Bangladesh. We are looking forward
to beginning the new chapter of this office under Ms. Narita’s leadership. Narita says, “ I look
forward to sharing efforts supported by Japan to UNFPA around the globe and vice versa to not
only disseminate information but also build stronger partnership with Japan.”
▶ Eiko Narita's Biography

グローバルフェスタ: 高齢化テーマに写真展・イベント実施
Global Festa JAPAN 2022: Photo exhibition and online event on ageing
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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、2日開催のグローバルフェ
スタJAPAN 2022で高齢化をテーマにした写真展を実施しました。また、東京大学大学院教授・
国連大学上級副学長の白波瀬佐和子氏、UNFPAアジア太平洋地域事務所 地域アドバイザーの森
臨太郎らと持続可能な少子高齢化社会の在り方について議論するオンラインイベントを行いま
した。会期中、この写真展示をご覧になった来場者は600人を超えました。
写真展は引き続き、東京大学駒場キャンパスのメディアギャラリーにて開催中です。11月11日
（金）までの平日11時～14時には、学生スタッフによる展示やUNFPAの活動に関する解説も行
われます。皆様のご来場をお待ちしています。
On October 1st and 2nd, UNFPA Asia-Pacific Regional Office held a photo exhibition on ageing
at the MoFA hosted Global Festa. An online event was also held where specialists discussed the
future of a sustainable ageing society. More than 600 people attended the photo exhibition. The
photos will continue being exhibited at Tokyo University until November 11th.
▶ 詳細はこちら

モザンビーク: 木村大使、救急車の供与式典に出席
Mozambique: Japanese ambassador attends the handover ceremony of three ambulances
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UNFPAモザンビーク事務所は日本政府の支援により、モザンビーク北部の国内避難民とホスト
コミュニティの女性や少女など、脆弱な立場に置かれた人々に、包括的なセクシュアル・リプ
ロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康：SRH）やジェンダーに基づく暴力（GBV）に
対するサポートを行っています。
10月7日には、同事業に関する供与式が開催され、在モザンビーク日本大使館の木村元 大使が
出席。式典では医薬品などの物資の購入や配布のために使用される救急車3台が贈られ、木村大
使は「UNFPAモザンビーク事務所は、北部で紛争の影響を受けている国内避難民やホストコミ
ュニティの人々に基本的な医療・保護サービスを提供するための私たちのパートナーです」と
述べました。
Thanks to the generous funding of the Japanese Government, UNFPA Mozambique provides
access to life-saving services for conflict-affected women, girls and youth. On October 7th,
Japanese Ambassador Mr. Kimura attended an ambulance handover ceremony stating that
UNFPA Mozambique was a crucial partner in helping conflict-affected people in the north.
▶ UNFPAモザンビーク事務所（English）

TICAD8サイドイベント: シエラレオネにおける女性支援事業
TICAD8 official side event: Supporting SRH services in Sierra Leone
9月30日に開催された第8回アフリカ開発会議（TICAD8）公
式サイドイベントにおいて、コロナ禍におけるシエラレオネ
のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・サービスの継
続性向上のために、日本政府がUNFPAを通して行った支援に
焦点が当てられました。イベントに参加した外務省 国際協力
局 国際保健戦略官室の市野紗登美氏は、本事業において日本
政府による支援が効果的に活用されていることを評価しまし
た。

A TICAD 8 side event session held on September 30th highlighted key investments provided by
the Japanese Government through UNFPA. These interventions aimed at building resilience for
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continuity of Sexual and Reproductive Health services in the context of the COVID-19 pandemic
& other emergencies.
▶ UNFPAシエラレオネ事務所（English）

ナミビア: 「はじめての生理」尊厳キットを配布
Namibia: Japan supports menstruation and hygiene sessions and dignity kits for girls
UNFPAナミビア事務所は、日本政府の支援とJICAとの連携に
より、社会的に脆弱なコミュニティをサポートするために
「Leaving No One Behind（誰も取り残さない）」プロジェク
トを実施しています。同事業では、9月12日から14日にかけ
て、ナミビアのオチョジョンジュバ州の州都オチワロンゴの2
つの学校で、女子生徒に生理の基礎的な情報を伝える「はじ
めての生理」セッションを実施。生理用品、石鹸、洗濯用洗
剤などの基本的な衛生用品が入ったディグニティ（尊厳）キ
ットも配布されました。
UNFPA Namibia, in collaboration with JICA and supported by the Japanese Government, is
carrying out the “Leaving No One Behind Project”. This project educates young female students
on menstruation and hands over dignity kits to women and young girls. The kits contain hygiene
items such as sanitary pads, soap, washing powder, toothbrushes, and toothpaste – key items in
keeping the women and girls healthy and live with dignity.
▶ UNFPAナミビア事務所（English）

ラオス: 女性と少女の保護シェルター、新たに3つ設立へ
Lao PDR : Three new women’s protection shelter to be established with the support of Japan
UNFPAラオス事務所は、日本政府の支援を通じて、新型コロ
ナウイルスの影響によって検疫・隔離施設にいる人々や危険
にさらされているコミュニティの健康と安全を守るためのサ
ポートを行っています。本事業では、衛生施設の設置、隔離
施設の構造の改善、ジェンダーに配慮した支援や保健サービ
スと施設を提供します。今後2年間で3つの新しいシェルター
を設立し、女性や少女を保護し、社会福祉サービスやメンタ
ルヘルス支援、心理社会的支援を提供する予定です。

UNFPA Lao PDR, with the support of the Japanese Government, is carrying out a project which
will safeguard the health, safety and well-being of people affected by COVID-19 pandemic. The
project will provide gender-responsive support by establishing 3 new protection shelters,
providing protection and social services as well as providing mental health support for women
and girls.
▶ UNFPAラオス事務所（English）

インドネシア: Leaving No One Behindプロジェクト完了
Indonesia: Official closure of the Leaving No One Behind Programme
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UNFPAとインドネシア政府が、日本政府の資金援助を受け、
2021年4月より実施してきた「Leaving No One Behind （誰
一人取り残さない）」プログラムが9月に完了しました。同事
業では、コロナ禍における妊産婦の健康と、性と生殖に関す
るサービスへのアクセスの確保、またジェンダーに基づく差
別や有害な慣習に取り組みました。9月30日の終了セレモニ
ーでは、このプロジェクトから得られた知見を生かして、高
齢者、HIV感染者、障がい者等のパンデミックにより甚大な
被害を受けたグループに支援を拡充していく必要性などが議
論されました。
After 18 months of coordinated efforts to protect vulnerable groups from the impact of the
COVID-19 pandemic, UNFPA with the Government of Indonesia and implementing partners
closed the Leaving No One Behind (LNOB) Programme, which is supported by the Government
of Japan, sharing the achievements, lessons learned, good practices, and innovations.
▶ UNFPAインドネシア事務所（English）

元UNFPA駐日事務所長 池上氏、平塚らいてう賞を受賞
Former UNFPA Japan Office Director, Ms. Kiyoko Ikegami awarded the Hiratsuka Raicho Award
10月8日、第16回平塚らいてう賞贈賞式が日本女子大学で行
われ、元UNFPA駐日事務所長で長崎大学大学院熱帯医学・グ
ローバルヘルス研究科 客員教授の池上清子氏の研究「開発途
上国での母子健康手帳を使った母子保健の推進と その評価」
が同賞の顕彰を受賞しました。池上氏の「国際社会への貢献
に加え、世界平和、男女共同参画社会の実現を俯瞰的に捉え
るとともに、実現可能な活動の実行とその実証研究を行い、
それをもとにさらに活動を発展させるという優れた実践方
法」が評価すべき点として挙げられています。
On October 8th, the 16th Hiratsuka Raicho Award Ceremony was held at the Japan Women's
University. Former UNFPA Japan Office Director, Ms. Kiyoko Ikegami was awarded for her
pragmatic contribution to the international community through her research on the usage of
Maternal and Child Health (MCH) Handbooks in developing countries.
▶ 受賞者・受賞団体紹介

UNFPA IN THE NEWS

寄稿: 国際高齢者デーに寄せて - 朝日新聞「論座」
Article contributed by Björn Andersson, UNFPA Regional Director, published on Asahi "Ronza"
10月1日の国際高齢者デーに、UNFPAアジア太平洋地域事務
所長のビヨン・アンダーソンによる寄稿記事が、朝日新聞社
の言論サイト「論座」に掲載されました。アンダーソンは、
急速な高齢化が進むアジア太平洋地域における女性の現状と
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課題について論じ、高齢期を健康で有意義かつ自立したもの
とするためには、ジェンダー平等を中心に据えた「ライフサ
イクルアプローチ」に投資する必要があると述べています。

On the occasion of the International Day of Older Persons (October 1), Björn Andersson,
Director of the UNFPA Asia-Pacific Regional Office contributed an article to the Asahi Shimbun
"Ronza". Mr. Andersson discussed the situation and issues for women in the rapidly ageing AsiaPacific region and emphasized the necessity of a lifecycle approach centered on gender equality.
▶ 記事全文はこちら
▶ 記事全文はこちら（English）

モルドバにおけるウクライナ難民女性への支援 - 毎日新聞
Support for Ukrainian Women Refugees in Moldova - Mainichi Shimbun
8月12日付の毎日新聞で、ウクライナ難民を支援するUNFPA
モルドバ事務所の活動が紹介されました。同事務所では、女
性や子どもが多くを占める避難者が安心して生活できるよ
う、ジェンダーに配慮した避難施設や産婦人科のある病院の
整備を実施しています。また、ジェンダーに基づく暴力被害
者らが適切な支援を受けられるよう、国境付近や規模の大き
な避難施設を中心に、専門家を配置した「オレンジ・セーフ
スペース」を設置しています。

Mainichi Shimbun introduced UNFPA Moldova’s efforts to support the Ukrainian refugees. The
Moldova Country Office provides support to conflict-affected women, girls, and youth by creating
gender-sensitive facilities, as well as creating "Orange Safe Spaces" where they provide
crucial Gender Based Violence and Sexual and Reproductive Health services.
▶ 記事全文はこちら

その他のトピックス
Other topics

途上国における開発課題としての高齢化（外務省 ODAメールマガジン）
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）
カネム事務局長インタビュー「ウクライナ女性、危険な状況」（日経新聞）
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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）

Website

Twitter

Instagram

Facebook

YouTube

本メールは tokyo.office@unfpa.or.jp よりtokyo.office@unfpa.or.jp 宛に送信しております。
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル7F 国連人口基金駐日事務所
配信停止 | 登録情報更新
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