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4 月の月例昼食会にて授与式 

東日本大震災から 6 年目を迎えた 2017 年 4 月、

震災直後から福島支援プロジェクトとしてさまざまな支

援活動を続けてきた CWAJ に、内堀雅雄福島県知

事より感謝状と記念品の会津郷土玩具「起き上がり

小法師」が贈呈されました。月例昼食会では知事の名

代として丹羽真一福島県立医科大学名誉教授によ

る授与式が執り行われ、知事のビデオメッセージに続き

同教授による福島県の復興状況や心のケアの現状に

ついての講演が行われて、多数の会員が熱心に聴き入

りました。 

丹羽教授は、CWAJ が福島支援を始めるきっかけとな

った相馬広域こころのケアセンターなごみの創設者でも

あります。当日は茨城県立こころの医療センターの土

井永史院長、「なごみ」の大谷廉氏、須賀川商工会

議所青年部の皆さんも駆けつけてくださり、当初よりこ

のプロジェクトに関わってきた多くの会員と旧交を温めま

した。（写真上） 

福島支援奨学金 

2012 年以来、CWAJ は福島県立医科大学看護学

部・同大学院の学生計 13 名に奨学金を授与してき

ました。他の CWAJ 奨学金同様、受給者に年齢制

限はありません。2018 年度にはさらに 2 名の学生が

選抜されています。過去の奨学生の大半が現在も被

災地に残り、看護師、助産婦、保健師として大いに活

躍しています。（p.３で 2017 年度の奨学生をご紹

介しています） 

福島アート・プロジェクト 

多摩美術大学の海老塚耕一教授の指導のもと

2014 年に始まった福島の子どものためのアートプロジェ

クト「あそびじゅつ」は、2017 年は 8 月に相馬市と須

賀川市で開催されました。テーマは、『自分だけの色、

たくさんつくって光にしよう』です。子どもたちはパレットに

好きな色を混ぜ合わせて 42 種類の色を作り、紙のラ

ンプシェードに塗りつけます。最後に部屋の電気が消さ 

 

 

れランプが一斉に点灯されると、幻想的な世界が広が

り、参加した 50 名の子どもたちからわっと歓声があが

りました。相馬ではこころのケアセンターなごみの大谷

廉氏、須賀川では 2013~15 年の福島支援奨学

生長沢園子さんもお手伝いくださいました。 

   

子どものための英語プログラム 

相馬市中央児童センターでは「あそびじゅつ」に先立

ち、20 名の子どもたちが CWAJ ボランティア４名によ

る英語プログラムに参加して、色や動物の名前を英

語で覚えたり、『ライオン狩り』という本を読んだ後、想

像力を働かせ沼や川を通って穴の中にライオンを見つ

けて急いで安全に帰ってくるゲームを楽しんだりしまし

た。お土産に折り紙で折った動物などを持ち帰りました。 

 
 

田善顕彰版画展 

CWAJ では、福島県須賀川市で開催される子どもの

版画コンクール「田善顕彰版画展」の田善賞受賞者

（小・中学生各 1 名）を 2017 年も CWAJ 現代

版画展に招待しました。亜欧堂田善は須賀川出身

の江戸時代の銅版画家です。CWAJ 版画展で

素晴らしい作品を見たり版画家の話を聞いたり

したことは、子どもたちにとって大きな刺激となった

ことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 62 回 CWAJ 現代版画展 

2018 年 10 月 31 日（水）－  

11 月   4 日（日) 

ヒルサイドフォーラム 

（代官山 ヒルサイドテラス F 棟） 

今年も光溢れるヒルサイドフォーラムで、 

5 日間の開催です。お誘い合わせの上、 

ぜひお出かけください。 

併設展   

“Beyond the First Impression”  
– Prints from Cover Artists 

2018 年 10 月 16 日（火）ー 

      11 月  5 日（月） 

フレデリック・ハリス・ギャラリー 

東京アメリカンクラブ B1（港区麻布台） 

CWAJ 現代版画展の長い歴史を 

担ってきたカタログの表紙作家に 

焦点を当てた展覧会です。 

作家たちの”昔”と”今”をお楽しみください。 

海外展  

“Earthly Delights:  
Selections from  

the 61st CWAJ Print Show” 

2018 年6月20 日（水）－9月3日（月） 

ハイフィールドホール&ガーデンズ 

米国マサチューセッツ州ファルマス 

第 61 回版画展から選りすぐった 

50 点が展示販売されます。 

 

CWAJ の福島支援活動に県知事より感謝状 
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第 61 回 CWAJ 現代版画展は、2017 年 10 月

25 日から 29 日まで、代官山ヒルサイドテラス内の

ギャラリー、ヒルサイドフォーラムにて開催されました。

2015 年の 60 周年記念展から１年間の充電期

間を経て、慣れ親しんだ東京アメリカンクラブから会

場を移し、5 日間への会期延長、カタログサイズのコ

ンパクト化などさまざまな試みとともに、新たな一歩を

踏みだしました。 

 

建築家 槙文彦氏の代表作とされるヒルサイドテラス

は、都会の真ん中にもかかわらず緑と光に包まれ、ア

ートの香りの漂う美しいたたずまいです。明るくモダン

なギャラリーには、105 歳になられた篠田桃紅氏の

久々の新作版画をはじめ、日本の版画界を牽引す

る著名作家の作品、気鋭の新人作家の意欲的な

大作など 203 名による合計 209 点が白い壁面を

バックに美しく展示され、アーティストにもお客様にも

大好評をいただきました。 

 

会場は連日多くの来場者でにぎわいました。ファッショ

ナブルな場所柄を反映して、若者や海外からの旅行

者、散歩の途中に立ち寄る方など、新しい層のお客

様がつぎつぎ訪れて版画をお買い求めくださったのは、

うれしい驚きでした。作品解説ツアーも例年に増して

盛況で、現代版画の多彩な魅力をより身近に感じ

ていただく絶好の機会となりました。 

 
 

恒例の「ハンズ・オン・アート」（視覚障害者と楽しむ

アート）プログラムでは、展示作品より 5 点を選び、

版画イメージをもとに立体コピーを製作しました。ワー

クショップには視覚に障害のある方だけでなく多くの

方々が参加し、ボランティアによる作品解説を聞きな

がら実際に手で触れて鑑賞する楽しさを体験しまし

た。 

 

 

例年、現代版画展と同時期に開いている併設展は、

2017 年も東京アメリカンクラブのフレデリック・ハリス・

ギャラリーで、『刀で描く-無限に広がる木版画』という

タイトルで 9 月 26 日から 10 月 16 日まで開催さ

れ、本展とは一味違う版画の魅力をお楽しみいただ

きました。また、神戸倶楽部で開催された 2017 神

戸 CWAJ 版画展（11 月 15 日〜11 月 19 日）

では本展から選りすぐりの珠玉作品 60 点余りを展

示・販売し、好評を博しました。 

第 62 回 CWAJ 現代版画展は、2018 年 10 月

31 日から 11 月 4 日まで、同じ 代官山ヒルサイド

テラス内のヒルサイドフォーラムにて開催予定です。お

誘い合せの上、ぜひお出かけください。 

お問合せ：PrintShow@cwaj.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

皆様方の温かいご支援により、

CWAJ （ College Women’s 

Association of Japan ） の

2017 年の活動はお蔭様で成

功を収めましたことを、会員一同 

心より感謝申し上げます。2018 年も引き続き社

会貢献に向かって使命を果たして参る所存でござ

います。 

2015 年に 60 周年の「還暦」を迎えた歴史のあ

る CWAJ 版画展は、一年間のお休みののち、

2017 年にファッショナブルな街、代官山のヒルサイ

ドフォーラムにて新しい一歩を踏み出しました。未来

を見据えて場所を移したこの会場では、新たに若

い世代の、またさまざまな国からのお客様を多数お

迎えすることができました。版画展が CWAJ の活

動をさらに幅広い方々にお知らせできる機会を得ま

したことは、幸いでございます。版画作家およびお

客様方からの温かいお言葉は、今後の CWAJ 版

画展のさらなる発展に向けて大きな励みとなりまし

た。また、これに先立ち 10 月 5 日に東京アメリカ

ンクラブで開催されましたイベント、「CWAJ アート

鑑賞と奨学基金の夕べ」では、サイレントオークショ

ンやラッフルに加えて版画展の展示作品を一部プ

レビューとしてご覧いただきました。新天地での第

61 回版画展に向けてお客様に関心をお持ちいた

だくとともに、CWAJ の使命であります奨学金プログ

ラムへの貢献という目的を達成することができました。 

2017 年のさらに嬉しい出来事は、2011 年の東日

本大震災直後に立ち上げた CWAJ 福島支援プロ

ジェクトに対し、福島県知事より感謝状を授与され

たことです。この受賞について、また CWAJ が福島で

続けてまいりましたさまざまな支援活動については、1

ページの詳しい報告をご参照ください。 

CWAJ は 2019 年に創立 70 周年を迎えます。

1949 年戦後間もなく 2 人のアメリカ人女性と 2

人の日本人女性により設立された CWAJ は、長

きにわたり弛みなく社会貢献に尽力してまいりまし

た。海外留学大学院女子奨学金・外国人留学

生大学院女子奨学金・視覚障害学生奨学金・

福島県支援奨学金などの奨学金プログラムに加え、

教育および異文化交流プログラムの実施、そして

奨学金プログラムの資金のための質の高い日本の

現代版画の展示販売会として、CWAJ 現代版画

展を毎年開催しております。 

私共 CWAJ 会員は、その長い歴史と、異文化交

流に育まれた友情を通し、共通の使命を持って社

会貢献ができますことを、大変誇りに思っております。

しかしながら同時に現在置かれている状況を自覚

し、持続可能な将来を見据えていかなければなり

ません。 

今後とも、皆様方のご支援およびご鞭撻をいただけ

れば幸いに存じます。 

CWAJ 会長 

大島令子 

2018 CWAJ Young  

Printmaker Award 
1 award of 500,000 yen   

■ NISHIMURA Ryo 

Kyoto City University of Art, MA  

2nd year student. 

Mr Nishimura plans to 

use the award money 
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Young Printmaker Award 
1 award of 500,000 yen   

■ NISHIMURA Ryo 

Kyoto City University of  

Art, MA 2nd year student. 

Mr. Nishimura plans to use the award 

money to buy a 1 meter wide 

2018 年 CWAJ 

ヤング・プリントメーカー賞（YPA 賞） 
1 名 賞金 50 万円 

■ 西村 涼 

京都市立芸術大学大学院２年（2018年3 

月卒業）賞金は、自分がよく作るロールサイズ

の作品を制作するために横1m幅の銅版画プレ

ス機、または木版画プレス機の購入に充てる予

定です。 

 

 

 

 

 

 

第 61 回 CWAJ 現代版画展 

—緑と光の代官山で装いも新たに開催— 

2017 年 CWAJ 現代版画展賞 

1 名 賞金 10 万円 

■ 佐野 広章 

 

 

 

 

 

審査員特別賞  5 名 

■ 長谷川 友紀 ■ 中島 由絵  

■ 渡邊 加奈子  ■ 山口 時世  ■ 湯浅 克俊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWAJ 会長からのメッセージ 

mailto:PrintShow@cwaj.org
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「女性を一人教育することは、一つの世代を教育す

るのと同じです」カザフスタン出身の NJG 奨学生、サ

ウレ・ジョルダヤコヴァさんの受賞スピーチでの言葉は、

出席者の熱い共感を呼びました。CWAJ と奨学生

全員が共有する理念、すなわち教育の重要性を端

的に表していたからです。CWAJ 奨学金の目的は、

学生に社会を変革する力を与え、リーダーシップを育

成し、社会への還元と貢献を目指してもらうことにあ

ります。2017 年度も CWAJ 奨学生は多彩で、専

攻・研究分野は先進的で多岐にわたっています。 

2017 年 5 月に行われ

た授賞式と昼食会では、

前年度の NJG 奨学生ド

ラガナ・ラジッチさん、アル

バ・ザマルビデさん、ベ・ア

ランさんと 2011 年度

SA 奨学生の白井あ

れいさんがゲストスピー

カーとして出席し、奨学

金受給後の努力と活

躍を語ってくれました。

経験に基づいた先輩の

言葉に、新奨学生の

みならず多くの出席者

が感銘を受け、5 月の昼食会は優れた人材を育て

る喜びを分かち合うひとときとなりました。 

会員にとって最高の瞬間である奨学生の決定と紹

介までには、６ヵ月にわたる長い選考過程があります。

選考委員会には応募者からの膨大な書類を公正

に審査するための明確な基準があり、委員はそれに

従って厳格に書類選考を行い、面接を経て最終選

考に至ります。しかし言うまでもなく、CWAJ 奨学金

プログラムは個人、団体、法人の皆様のからのご寄

付と CWAJ 現代版画展の純益なしには成り立ちま

せん。そこに会員の献身的ボランティア精神が働くこ

とで初めて CWAJ の基本理念の実現に至ることが

出来ます。なお、今年も東京アメリカンクラブ・ウィメン

ズグループと佐野力様が、NJG 奨学金 1 名分をそ

れぞれご寄付くださいました。 

多くの方々が CWAJ に託してくださった善意と支援

に最もふさわしい奨学生を選出できるよう、奨学金

委員会全員の努力の結晶が 9 名の奨学生です。

奨学生の詳細については下記で紹介しておりますの

で、ぜひご覧ください。（福島支援奨学金のついて

は p.1 もご覧ください） 

CWAJ へのご寄付につきましては p.4 にお知らせが

ございます。これからも皆様の温かいご支援の下に、

プログラムをより充実したものに発展させられるよう 

願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWAJ 海外留学文化交流大学院女子奨学金 １名 支給額 300 万円 

■ 島 亜紀（しま あき） 

留学先：ヨーク大学大学院修士課程（英国） 

専攻：犯罪学 

 

 CWAJ 外国人留学生文化交流大学院女子奨学金  

CWAJ 佐野力奨学金                  １名 支給額 200 万円 

■ ギミレ、ママタ （ネパール連邦民主共和国） 

在学校：筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程 

専攻：保健医療政策学 

 

CWAJ 東京アメリカンクラブ・ウィメンズグループ奨学金   

１名 支給額 200 万円 

■ ジョルダヤコヴァ、サウレ （カザフスタン共和国） 

在学校：東海大学大学院総合理工研究科博士課程 

専攻：総合理工 

 

2017 年度  CWAJ 奨学生 

 

 

CWAJ 海外留学大学院女子奨学金          １名 支給額 300 万円 

■ 廣瀬 匠子（ひろせ しょうこ） 

留学先：コロンビア大学ティーチャーズカレッジ 組織・リーダーシップ学科修士課程

（米国） 

専攻：社会/組織心理学 

 

CWAJ 福島支援奨学金      3 名 支給額 各 50 万円 

福島県立医科大学看護学部・同大学院 

■ 菅野 範子（かんの のりこ） 

修士課程    専攻：がん看護学 

■ 森 美由紀（もり みゆき） 

修士課程    専攻：母性看護学 

■ 薄井 優香（うすい ゆか） 

学部３年 

CWAJ 視覚障害学生奨学金 2 名 支給額 各 150 万円 

■ 兼子 莉李那（かねこ りりな） 

在学校：上智大学国際教養学部国際教養学科 

専攻：政治学 

■ 森 雄大（もり ゆうだい） 

在学校：新潟大学経済学部 

専攻：経営学 

 

CWAJ 奨学金 －優れた人材を育てつづけて 
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一般社団法人 CWAJ (College Women’s 

Association of Japan）は、さまざまな国の

女性たちが幅広い交流の中で友情を深めなが

ら、首都圏を中心に教育・文化活動をおこなっ

ているボランティア団体です。 

1949 年に日本人留学生への渡航費援助を

目的に発足した小さなグループが、現在では約

30 カ国から集まった 450 名の会員を有する会

となりました。全員が無償のボランティアとして、

毎年版画展やさまざまなイベントを開催し、そ

の純益で奨学金を提供するほか、視覚障害

者や帰国児童のための英語クラスなど、楽しみ

ながら教育支援を進めています。活動は外国

人と日本人がペアを組んで、原則として英語で

おこないます。CWAJ 入会についてのお問合せ

はこちらへどうぞ。 

membership@cwaj.org 

日本で会員になり、海外に帰国／転居した方

には海外会員の制度があります。CWAJ 海外

会員についてのお問合せはこちらへどうぞ。 

cwajoverseas@cwaj.org 

 

視覚障害者との交流の会 (VVI) 

VVI（視覚障害者との交流の会）では、視覚に

障害のある方たちに喜ばれるさまざまな活動を続け

ています。四谷の日本盲人職能開発センターで職

能訓練の一助として行われる週 2 回の英会話指

導もそのひとつです。また筑波大学附属視覚特別

支援学校では日本英検受験者のために模擬面接

試験を行い、生徒の受験対策に役立っています。

ECG（英会話の集い）は、CWAJ 会員と視覚に

障害のある参加者が英会話や異文化交流を楽し

む会です。2017 年は 3 回の集いが催され、各回

とも 50 名以上の参加者が、ニュージーランドやエジ

プトの歴史を学んだり、ブラジルの音楽を楽しんだり

しました。年に数回発行される VVI 日本語ニュー

スレターは、開催されたプログラムや関連するトピック

などを紹介していて、100 名以上の視覚障害の読

者にメールや点字などで配信されています。 

外国人留学生との交流の会 (FSC) 

日本で学ぶ留学生を対象に、単に日本文化や歴

史、生活習慣を紹介するだけでなく、さらに一歩進

んだ理解を深めてもらうための活動をしています。こ

れまで寺社仏閣訪問、歌舞伎、茶道、折り紙など

の体験プログラムを催し、CWAJ 会員と留学生た

ちがそれぞれの文化や習慣を披露しあい、楽しく学

びあう場となっています。また FSC ではメンター制度

を採用しており、CWAJ のボランティアが留学生ひと

りひとりの状態に気を配り、さまざまなイベントに案

内したり、日常生活の相談に乗ったりもしています。 

 

こどもプロジェクト (CSP) 

長年親しまれてまいりました「児童英語サポートの

会」は 2016 年末、「こどもプロジェクト」は 2017

年末に終了いたしました。これまで CWAJ の子ども

のためのプログラムを支援してくださった皆様に深く

感謝いたします。CWAJ では、変化していく社会の

ニーズに伴い、引き続きどのようなかたちで地域社

会に貢献できるかを思索中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年度のカルチュラルプログラムは、２回開催さ

れました。 

第１回は６月３日（土）、日本画のコレクション

で有名な渋谷区広尾の山種美術館で開かれまし

た。山崎妙子館長から美術館の紹介、高橋美奈

子主任学芸員から日本画の基本知識についての

講義を受けたのち、館内を回って、開催中の『花＊

flower＊華―琳派から現代へ―』展の展示作品

について解説していただきました。プログラムはすべて

英語で行われました。四季折々に咲き誇る花を描

いた華麗な名画を鑑賞した 25 名の参加者は、そ

の後、館内の「カフェ椿」で、展示中の絵画をモチー

フにした和菓子とお茶を楽しみました。初夏の午後

の豊かな美術鑑賞となりました。 

第２回は、11 月 11 日（土）、アンドレ・アラーニ

ャ・コヘーア・ド・ラーゴ駐日ブラジル大使ご夫妻のご

厚意により、ブラジル大使館での開催となりました。 

館内の文化催事場では、天皇皇后両陛下ブラジル

初訪問から 50 年を迎えたことを記念して『永遠の

絆を築いて:天皇皇后両陛下のブラジル初訪問 50

周年』と題する展覧会が行われており、担当の大使

館員よりテーマに即した内容の講義を受けました。ブ

ラジル国立図書館所蔵の豊富な資料を中心に、両

陛下のブラジル訪問が巻き起こした大きな反響に焦

点を当てた展覧会は大変興味深いもので、日伯関

係をより深く理解するための一助となりました。続い

てレセプションが行われ、約 80 名の参加者は、大

使夫妻ご紹介の女性シェフの手になる洗練された美

味しいブラジル料理を堪能しました。 

 

9 月 22 日、CWAJ 会員の高松珠子さんによる講

演が行われ、満員の聴衆が熱心に耳を傾けました。

高松さんは外国特派員協会の講演通訳等を数多

く手掛けてきたフリーの同時通訳者です。現在は

NHK のラジオ番組「ニュースで英会話」に出演しつ

つ執筆活動を進めるなど、多忙ながらも充実した毎

日を送っています。幼いころからアメリカで育ち、一人

の働く女性として自身の夢を追い求めながら力強く

生きて来た彼女の人生はとても興味深く、多くの会

員に感動を与えてくれました。 

 

CWAJアート鑑賞と 

東京アメリカンクラブで 2017 年 10 月 5 日に開

催されたイベント『CWAJ アート鑑賞と奨学基金

の夕べ』は、大成功を収めました。100 名を超え

るお客様が、年代物の版画やその他の美術品、

旅行パッケージ、ディナー券など多彩なアイテムを

揃えたサイレントオークション、プレミアムワインのテ

ースティングとワイン・ラッフル、ASIJ（アメリカン・ス

クール・イン・ジャパン）のジャズバンドによるライブ

ミュージックと美味しいディナーを楽しみました。サイ

レントオークションとワインラッフルは大いに盛り上が

り、CWAJ 奨学金および教育プログラムの資金と

して 130 万円を集めることができました。当イベン

トに賞品をご寄贈くださった方々および参加者の

皆様に、この場を借りて篤く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWAJ はこんな団体です 

セージ 

奨学基金の夕べ 
 

CWAJ は年間を通して、CWAJ 教育・奨学金

プログラムおよび福島支援プロジェクトへのご寄

付をお願いしています。皆様からのご支援が、日

本と世界の若者たちの勉学の夢をかなえ、福島

のコミュニティーに力を与えます。 

CWAJ は、国際交流基金の特定寄附金制度

を活用して、自国外の大学院で学ぶ女子学生

への奨学金の拡充を図っています。この制度を

通してのご寄付は、税制上の優遇措置が受け

られます。ご寄付のお申込み、また、国際交流

基金の特定寄附金制度の詳細についてはこち

らまでお問い合わせください。 

donations@cwaj.org 

 

   
一般社団法人 CWAJ               

CWAJ センター 

141-0021 

東京都品川区上大崎 2-24-13-703 

Tel/Fax  03-3491-2091  

www.cwaj.org 

CWAJ College Women’s 

Association of Japan  

ご寄付のお願い 
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