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国連の友 Asia-Paciﬁc 理事
【経歴】
第 66 回国連総会 議長最高顧問
元 国連事務次長兼上級代表 ( 後発・内陸・小島嶼開発途上国担当 )
バングラデシュ国連常任代表として国連安全保障理事会議長、ユニセフ執行理事会議長などを歴任。
在任中、安全保障理事会議長、国連児童基金 (UNICEF) 執行理事会議長、経済社会理事会副議長、
国連総会第 5 委員会 ( 行財政問題 ) 議長を歴任。
また平和と文化の功労者としてウ・タント平和賞、ユネスコ・ガンジー金賞の受賞者でもある。
2000 年には、国連創立以来、初めて『女性の平和と安全保障』に焦点を当てた決議書の草案を作成し、
国連安保理決議 1325 号を採択させ、国連に於ける女性問題の先駆者の一人として現在も活動を行っている。

国連の友 Asia-Paciﬁc では、日本歌手協会様と共に女性のエンパワーメント
支援を目的とした『One Woman Campaign 〜女性が輝く社会に向けて〜』
を展開しております。
この『One Woman Campaign』は、UN Women が国連機関としては初め
てのテーマソングとして発表した『One Woman（それぞれの女性）』のメッ
セージを拡く啓発するために、正式依頼を受けて開始しました。
日本政府も経済成長を持続的につなげるためには、女性が輝く社会の
構築が不可欠であると既に発表していますが、この中の「女性が輝く〜」
という言葉は、『One Woman』のメッセージから引用されており、日本
政府の指針のみならず、日本の各種団体も真剣に女性が輝く社会に向
けて取り組まなければなりません。
1999 年 9 月 13 日、私が提唱者となり国連総会決議で採択された「平

和の文化に関する宣言」に於いても、「平和の文化」の構築には、様々
な対話と教育が不可欠であると明記されております。
「平和の文化」とは、個人、団体、国家間が話し合いや交渉により、
お互いの根本を見つめ直すことによって、暴力や矛盾を取り除き自分と
は異なる人種や、宗教観をもった人々に対して寛容な心で接することです。
日本歌手協会様が行っている音楽や歌による活動は、世界中の人々を
感動させ、民族間の交流を促し、平和の心を育む無限の可能性を秘めて
おり、何よりも人々の心を団結させる力があると信じております。
今後も、『One Woman Campaign』を通じ、人種・言語・性別を超え、女性
力強化に結びつくアクションとして女性が輝く社会に向けて、『One Woman
（それぞれの女性）』に込められたメッセージを世界中に拡く伝える活動
こそが、「平和の文化」につながるものと確信しております。

At Friends of the United Nations Asia-Paciﬁc, we

have developed "One Woman Campaign -towards a
society in which women can shine-" with the goal of

supporting women's empowerment. It is with this
One Woman Campaign that UN Women has made
the ﬁrst theme song, "One Woman', through the

United Nations organization, it's message widening
public awareness beginning from its oﬃcial dispatch.

Japanese Government is also recognized that in

order to make sustainable economic growth, women
must be shine by working environment to accept

this concept will be indispensable. The Japanese Government
oﬃcially used “Shine Women” is quoted from One Woman
songʼs message. So, Shine Women will be key word not

only for Japanese Governmentʼs economic concept but also
for Japanese economic industries.
Music moves people, it brings cultures together, and
with it keeps inﬁnite possibilities of forging peace in
people's hearts, containing the power to create bonds
within the hearts of many. I advocate this fundamental
principle, with regards to "The Declaration in Accordance
to Culture of Peace" adopted at the United Nations general
meeting resolution held on September 13th 1999, it has
been speciﬁed that an abundance of discussions and education
are essential in order to construct "Culture of Peace".
The Culture of Peace is what occurs with the interaction
and negotiation between individuals, groups, and countries,
looking carefully at each other's roots, ridding violence
and contradiction, in order to keep an open minded
heart and be tolerant when interacting with people of
diﬀerent race and religion from oneself.
We believe hereafter that through the "One Woman
Campaign", race, gender, and language can be overcome
with the One Woman song for a the woman shining
globally; its message being wide spread an action in itself
that will be connected to women's empowerment and
also to "Culture of Peace".

