奈良ユニセフだより
2019 年/8 月～12 月

NO.17

2020 年 2 月発行

奈良県ユニセフ協会

県内のイベントに参加（ユニセフ・ブース出展、パネル展示）

厳しい環境下に置かれた世界の子どもたちの現状を紹介し
ユニセフ活動への共感と支援を呼びかけました‼
[全国中学校体育大会] [春日野音楽祭] [ならまちわらべうたフェスタ 2019] [HUG２祭り] etc.

県ユニセフ協会では、奈良市内をはじめ県内で開催される
様々なイベントに参加・出展しています。

な思いから生まれたのが『世界手洗いダンス』です。
２０１９年の春日野音楽祭では、９月 1 日のフィナーレ大合奏のステ
ージで、奈良市民吹奏楽団「セントシ

２０１９年も、ブース出展やパネル展示を通じて、市民の皆さま
に世界の子どもたちの現状を知っていただくとともに、ユニセ
フ活動への理解と協力をお願いしました。

ンディアンサンブル」の生演奏をバ
ックに、県ユニセフ協会のボランティ
アと演奏者、会場の皆さんと一緒に
手洗いダンスを奉納しました。

[全国中学校体育大会]
２０１９年夏の全国中学校体育大会が近畿地区で開催され、奈良県

[ならまちわらべうたフェスタ 2019]
ならまち一帯の施設や商店街を会

内で行われた相撲大会とサッカー大会の２会場にユニセフのブース

場として、わらべうたや昔あそびな

を設けました。
相撲大会は、８月１７日から１８日の２日間、奈良市鴻ノ池運動公園内

ど様々な催しを行うイベントが「なら

のアリーナに設けられた特設土俵場において、中学生力士の迫力あ

まちわらべうたフェスタ」です。２０１９

る取り組みが繰り広げられました。写真パネル『ようこそ「チームユニ

年は１０月２０日に開催され、県ユニセ

セフ」へ～スポーツの力をすべての子どもたちのために～』や、水が

フ協会もならまちセンターにブースを出展して支援ギフトやパネルを

め、地雷等をアリーナの２階ロビーに展示し、選手や来場者にユニセ

展示、子ども向けに輪投げも用意

フ活動を紹介しました。

してユニセフ活動を紹介するとと

全国から３２校が参加して行われたサッカー大会についても、開会

もに募金を呼びかけました。

ま

式が開催された８月１９日、会場の橿原市橿原公苑のアリーナにユニ

た、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

セフブースを出展しました。

パネルも持ち込み、２０１６年から２０
３０年の１５年間に、私たちの世界を
よりよくするための目標について、来場者とともに考えました。

[HUG２祭り 2019]
２

ＨＵＧ 祭り（はぐはぐまつり）はボランティアや市民公益活動に携わ
る様々な団体の魅力を知っていただく場として、毎年開催されてい
相撲大会

[春日野音楽祭]

サッカー大会

手洗いダンスを奉納

春日野音楽祭は春日大社・三条通りを中心とするまちなか・奈良公
園で開催される音楽フェスティバルです。
「世界手洗いの日プロジェクト」の活動として、毎年、春日野音楽祭

ます。２０１９年は１２月 1 日に約４０団体が参加し、奈良市はぐくみセン
ターにおいて開催されました。県ユニセフ協会からは、大判ポスターを
展示して、駅前での街頭募金や出前
学習会、ラブウォーク、ユニセフ講演
会、映画上映会、写真パネル展などの

において『世界手洗いダンス』を奉納（日本ユニセフ協会）していま

県協会の日頃の活動を紹介するとと

す。途上国地域をはじめ、日本の子どもたちにも衛生と命の大切さを

もに、一緒に活動を手伝って下さるボ

もっと知ってもらいたい。正しい手洗いの習慣を楽しく伝えたい。そん

ランティアの募集を行いました。

２０１９年 ８月～１２月 活動報告

前日の 1３日に大和郡山市立
平和小学校と郡山東中学校で行

*********************************************************
２０１9 年 11 月１３日～１４日

われた「ユニセフ教室」には、県
協会からボランティアも参加。ユ

ユニセフ・キャラバン・キャンペーンが来県
知事（副知事）・教育長とメッセージ交換、
大和郡山市の小・中学校で「ユニセフ教室」実施
**********************************************************
ユニセフ・キャラバン・キャンペー

ニセフの活動を紹介したＤＶＤ
「ユニセフと地球のともたち」を
平和小学校でのユニセフ学習

上映してユニセフや世界の子ど
も達の現状を学びました。また、
子どもたちが強いられている厳

ンは、１９７９年の国際児童年にユニ
しい生活をより身近に感じられる
セフの活動を知っていただくこと
よう、ネパールで毎日の水くみに
を目的にスタートしました。以来、
使っている水がめに水を入れて
日本ユニセフ協会が全国の道府

郡山東中学校でのユニセフ学習

水運び体験を行いました。
県を数年ごとに訪問し、ユニセフ
村田副知事とメッセージを交換

の支援への感謝と、世界の子ども

*********************************************************

～ 子育てが未来をつくる ～

たちの現状をお伝えするととも

世界９か国の様々な家庭の子育ての現場を伝えました

に、持続可能な世界を実現できる

映画「いのちのはじまり」の上映会 を開催

広い視野と行動力を持った人材の

２０１9 年 ９月２８日

育成を訴えています。

奈良市中部公民館

**********************************************************

奈良県には４年ぶりの来県とな
りました。１１月１４日は日本ユニセフ

吉田県教育長と懇談

９月２８日、奈良市中部公民館において、映画「いのちのはじまり」
上映会を開催しました。ユニセフは、ＥＣＤ（乳幼児期の子どもの発達）

協会学校事業部が赤松会長のメッセージを携えて県庁を訪れ、村田

世界キャンペーン「“はじめ”

副知事、吉田教育長とメッセージを

が肝心」の一環として、製作

交換しました。午後は学校教員や

に協力したこの映画の上映

指導主事の方々への「ユニセフ研

を推進しています。

修」を開催、ユニセフの活動説明と
ＳＤＧｓをテーマにしたワークショッ
教員・指導主事のユニセフ研修

プを行いました。

この映画は、世界各地で
c The Beginning of Life
○

子育てに奮闘する方々、そ

して乳幼児期の子育てのあり方を説く専門家の言葉がたくさん詰ま
った作品です。例えば「親や養育者が子どものそばにいること、働き

天理市役所 と 奈良市役所 において
パネル展 「ユニセフってなあに」
を開催しました

かけることが大切」「子どもを育てるには村が必要」「乳幼児期への
投資は、社会への投資」。これらは、ユニセフがＥＣＤ世界キャンペー
ンを通して訴えるメッセージでもあります。
参加者からは、「教育にかかわる仕事をしています。子どもたちと

天理市役所では２０１９年７月１日～８日に１階ロビーで、また奈

の接し方、教師のあるべき姿など、考えさせられました。他の人にも

良市役所では１０月１５日～１８日に１階連絡通路において、それ

薦めたいと思います。」「とても興

ぞれパネル展「ユニセフってなあに」を開催しました。天理市

味深い内容で、目が離せないまま

役所での開催は初めてです。

一気に見てしまいました。これから

ユニセフの活動を、保健・水と衛生・栄養・教育・緊急支援・女
性への支援のテーマ別に分かりやすくまとめて紹介しました。

親になる中・高・大学生などにも観
る機会が与えられたらと思いま
す。」との声が聞かれました。

また、地雷（レプリカ）や水がめ、
栄養食のプランピーナッツを展示し

県ユニセフ協会では今後も子ども主題の映画上映会を開催しま

て、子どもたちにやさしい地球を残

す。子どもたちが置かれている状況、成長していく姿、そして、彼ら彼

すために、ユニセフ活動へのご理解

女たちがつくり上げていく世界への希望について、映画を通じて一

とご支援を呼びかけました。

天理市役所１F ロビーに展示

緒に考えてみませんか。

:*********************************************************

学校・団体紹介（ユニークな活動への取り組みを紹介します）

写真パネル展

長谷部大使がたどる「ワクチンの旅」 を開催
奈良県図書情報館にて

２０１9 年 1０月８日～２０日

**********************************************************

奈良北高校

2019 年 9 月 3 日

文化祭にユニセフ・パネルを展示
世界のこどもたちの状況とユニセフ活動を紹介・報告

２０１９年１０月８日～２０日、奈良県
図書情報館において写真パネル展
「長谷部誠大使がたどる『ワクチン
の旅』」を開催しました（奈良県図

県立奈良北高校において 2019 年 9 月
3 日に開催された文化祭「北稜祭２０１９」
の会場に、パネル「ユニセフってなあに」
が展示されました。

書情報館と共催）。
ユニセフは年間およそ２５億回分のワクチンを調達し世界の５歳未
満児の４５％に届けています。ワクチンは熱に弱く、常に保冷した状
態で保管・運搬しなければなりません。
子どもの命を守る最前線の活動の１つ、予防接種事業の現場でワ

同校の生徒会が駅前で募金活動を行っていることもあって、今回
のパネル展示となりました。人権文化研究会による“こどもの権利”
をテーマにした発表と一緒に展示され、来場の方々にパネルを通じ
て、世界のこどもたちが置かれている厳しい状況を紹介するととも
に、保健・水と衛生・栄養・教育・緊

クチンがどのように子どもたちの元に届けられているのか。「コール

急支援などのテーマ別にユニセ

ドチェーン」と呼ばれる、時に電気がない場所・状況の中でも保冷状

フの活動内容をわかりやすくまと

態を維持しつつ運ばれていくワクチンを追って、首都から町へ、町か

めて報告されました。

ら村へ。日本ユニセフ協会大使の長谷
部誠選手がたどった「ワクチンの旅」
を、子どもたちの笑顔とともに紹介し
ました。
ご来場いただいた方から、「エチオ

河合町 河合第一中学校 2019 年 11 月 14 日～15 日

中学生が県ユニセフ協会で職場体験
「ユﾆｾﾌ」を体験しました

ピアの人たちの、大きな木の下で学ばれワクチンの接種を受けられ
ている姿は、私たちにとっても嬉しい限りです。世界中にこの活動が
拡げられることを祈ります」「自分や子どもは当たり前にワクチン接
種ができていますが、手で運んで届ける大変さを知りました。自分
でできる支援をしていきたいです」などの感想が寄せられました。

河合町市立河合第一中学校の職場体験において、11 月 14 日と
15 日の２日間、２年生１名を県ユニセフ
協会で受け入れました。
昨年、同中学校で出前学習会を開催
しており、その時の話を聞いてユニセ
フに興味を持ち、今回の県ユニセフ協

ご協力、ありがとうございました！
２０１９年７月～２０１９年１２月までの間、奈良県

会での職場体験となりました。
14 日は日本ユニセ協会の副知事、

ユニセフ協会にお寄せいただいた募金総額は、

県教育長とのメッセージ交換に同席し

￥３,２１５,０４３- となりました。（速報値）

ました。また、春日大社に伺って外国コ

皆さまの温かいご支援に
心よりお礼を申し上げます。
※振込用紙の通信欄に「県協会コード K1-290」と
ご記入いただいた分も含みます

キャラバンキャンペーン
に同行して県庁を訪問

インを回収し、市民の方々からいただ
いたコインも合わせて国別の仕分け作
業に参加。２日目の１５日は、近鉄奈良駅

近鉄奈良駅前で
ユニセフ募金を体験

前において、ボランティアと一緒にユニセフ募金を呼びかけました。

― 出前学習会を行いませんか ―
奈良県ユニセフ協会ではスタッフが学校を訪問して学習を
行う、出前学習（講師派遣）を行っています。
映像や体験などを取り入れ、「今、世界でどんなことが起
きているのか」「世界の子どもたちはどんな生活をしている
のか」を学びます。（事務所までお問い合わせください。）

※ DVD 教材の貸し出しも行っています

出前学習の進め方
① 出前学習会の打ち合わせ （約１か月前）
日程調整、プログラム、体験学習
② 会場・教室の下見 （約１週間前）
プロジェクター等の作動・映写確認
③ 出前学習会の開催 （当日）

ボランティア募集

お知らせ（予告）

奈良県ユニセフ協会では、下記の活動を手伝っていた

2020 年 県ﾕﾆｾﾌ協会は

だけるボランティアを募集しています。

設立２０周年を迎えます

学生の方も大歓迎です。
世界の子どもたちの現状、ユニセフやボランティア活

奈良県ユニセフ協会は、2020 年に設立２０周年を迎
えます。そこで２０周年を記念して、今秋、以下のような
イベントを予定しています。皆さまのご参加をお待ちし
ます。

動に関心をお持ちの方、私たちと一緒に楽しく活動を始
めませんか。
お気軽に事務所までお問い合わせください。

（詳細は改めてお知らせします）

 募金活動

・設立 20 周年記念の集い

 イベント参加

・大仏さまへの合唱奉納
・映画上映会

 ユニセフ学習会講師

・写真パネル展

 機関紙発行
 事務所でのお手伝い

設立 20 周年記念の集い

日時 ２０２０年１０月１８日（日）１４：００～１６：３０

使用済み切手回収

会場 東大寺総合文化センター 「金鐘ホール」

「使用済み切手」を集めています。皆さまのご協力を
お願いします。

編 集 後 記

消印を押された使用済み切手も、換金され募金として役
世界には、今もテロや戦闘が後を絶たず、殺戮や暴力

立っています。お寄せいただいた使用済み切手は、開発途

行為が多く報道されていますが、その中にあって、ミャ

上国の子どもたちの命と健康、

ンマーにおけるロヒンギャ問題の解決が長引き、国際的

権利を守るためのユニセフ（国

な批判が高まっています。

連児童基金）の活動に役立てさせ

今までに９０万人にも及ぶ難民が発生し、その惨状が
報道され、いつも最初に大きく被害を受ける子ども達が、
生死の境を彷徨い、将来への不安を増長させています。
県ユニセフ協会では、講演会・写真パネル展・出前学
習会のほか、各種イベントや募金活動等の機会を捉え、
子ども達の健やかな成長を目指し、広く

切手は無理に剥がさずに、切
手の回りに１センチほどの余裕
を持って切り取って下さい。

使用済み切手のほかにも集めています。

皆さまに支援の必要性を訴え、ご協力を

未使用切手 書き損じハガキ 使い残しハガキ

お願いしています。

＊奈良県ユニセフ協会事務所へご持参ください。

今後とも、皆さまのご理解ご協力を
お願いいたします。

ていただきます。

＊郵便で奈良県ユニセフ協会事務所へお送りください。

(Ｍ.Ｋ.)

奈良県ユニセフ協会

至：鴻之池競技場

新事務所マップ

奈良女子大学

〒630-8253

奈良県ユニセフ協会
な し はら

奈良県奈良市内侍原町 6 番地の１

奈良県林業会館 ２階

奈良県林業会館２階

TEL：0742-25-3005 / FAX：0742-25-3008

高天交差点

E-mail：unicef-n@m4.kcn.ne.jp
ホームページ：http://www.unicef-nara.jp/

※事務所開所日： 月・火・水・木

１１：００～１６：００

募金して頂ける方、ユニセフＤＶＤ等の資料をご入用

近鉄奈良駅
中部公民館●
至：ＪＲ奈良駅
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●奈良県庁

●興福寺

猿沢池

☆
旧事務所

の方、ユニセフ支援ギフトにご協力いただける方など、
お気軽にお越しください。

※ 2019 年 5 月 事務所を移転しています
（ 電話、FAX、メールアドレスは変更なしです ）
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