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第４8号ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました （敬称略・順不同）

●一般募金
東葛ブロック外国コイン仕分けボランティア体験、親子新聞教室
外国コイン仕分け体験、蓮久寺、源小学校、ガールスカウト千葉県第1団
ガールスカウト千葉県第2団、ガールスカウト千葉県第57団
ガールスカウト千葉県第66団、長生村産業まつり

（宗）中山身語正宗関東教区青年部、ガールスカウト千葉県第30団
キッコーマン（株）、千葉友の会、市原市国際交流協会
ボーイスカウト市原第7団、（私）小ばと幼稚園、ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 船橋、ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 房総のむら

●シリア緊急募金
空港見学と外国コイン仕分けボランティア体験、そごう「SDGs」
を学ぶ、協同組合フェスティバル、蓮久寺 寺フェス

●ウガンダ衛生募金
Welcome UNICEF「食と健康」
ユニセフサポートゴルフ大会実行委員会

2019年8月～ 12月末まで 千葉県ユニセフ協会コード番号で振り込んでいただいた方については12月末分まで、県
協会に直接持参していただいた方や報告を受けた方については2020年1月31日分まで
を掲載させていただきました。個人ご協力者のお名前の掲載は控えさせていただきました。

＊

世界中で起こっている気候変動の数々
「SDGｓ目標13 気候変動に具体的な対策を」

　SDGｓ（エス・ディ－・ジーズ） それは、世界中のみんなでめざす2030年のゴールです。2020年
を迎え、目標達成まであと10年となりました。10年後、私たちの住む地球は、豊かで平和な地球と
なっているでしょうか。今、私たちがやっていかなければならないことを決して先延ばしせず、ひと
りひとりが、家族で、会社で、地域で、国として、世界中で手を取り合っていかなければなりません。

お 知 ら せ 今 後 の 予 定

© UNICEF/UN0303171/Mukwazhi/UNICEF

　地球の温暖化によるといわれる異常気
象は今、世界中で大きな災害をもたらし
ています。干ばつや大洪水が引き起こす
貧困や飢餓に苦しむ人、海面上昇によって
土地を失う人はこの先ますます増えてい
くと予想されます。2015年12月、世界全
体で気候変動に取り組むことを決めた「パ
リ協定」が国連で採択されました。
　各国が温室効果ガス削減目標を作成・
提出・維持する義務と目標を達成するた
めの国内対策を取る義務があります。

ガールスカウト千葉県第66団のみなさま

●外貨・使用済み切手
生活協同組合コープみらい千葉県本部
ガールスカウト千葉県第1団、ガールスカウト千葉県第66団
東京サラヤ（株）東京支店千葉営業所、鴨川市国際交流協会
ちばぎんVネットクラブ

安部大介氏

ボランティアスタッフ募集

2020年度ユニセフ・ちばフレンズ（賛助会員）を募集しています

ユニセフのつどい2020
－SDGs目標13 「気候変動に具体的な対策を」－

ご協力をお願いいたしします。 2019年度会員 個人：103名（123口） 企業・団体13団体（300口）
日本ボーイスカウト千葉県連盟

（一社）千葉県商工会議所連合会
（株）グリーンタワー
千葉県青少年団体連絡協議会

（株）ナリコー
（株）京葉銀行
キッコーマン（株）

（一社）ガールスカウト千葉県連盟
（株）千葉銀行
「小さな親切運動」ちばぎん支部
日本労働組合総連合会千葉県連合会

（株）マザー牧場
ジェフユナイテッド（株）

「小さな親切運動」ちばぎん支部様

種類

一般

企業・団体

会費

2,000円（1口）

2,000円（1口）

口数

1口以上

5口以上

ご自宅や会社で眠っている外国コインや使用済み切手があり
ましたら、イベントの会場にお持ちいただくか、千葉県ユニセフ
協会にお送りください。（送料はご負担ください）
【外国コイン（ユニセフ・外国コイン募金）】
お送りいただく際は品目に（メタル）とご記入ください。
【使用済み切手（日本切手・外国切手）】
切手は封筒やハガキから剥がさないでください。また、切り取
る際は切手の5mm外側を切ってください。
＊お預かりした切手は（株）フクオ様にて換金され、募金として

日本ユニセフ協会に届けられます。
ご協力をお願いいたします。

株式会社ウェザーニューズ気象予報士の
安部大介氏を講師に、日本国内だけでな
く世界全体の気候変動についてお話を聞
き、ひとりひとりができることを考えます。

ユニセフの活動を知るとともに、ユニセフを多
くの人に知ってもらうため、千葉県ユニセフ協
会のボランティアとして一緒に活動に参加しま
せんか？ 
【主な活動】

・地域ブロックで行う講演会など
 イベントの企画と運営
・機関誌「ともだち」の編集
・ユニセフ出前授業（学習会）の講師
・外国コインや使用済切手の整理
・事務所での書類発送準備など作業

詳しくは千葉県ユニセフ協会までお気軽にお問合せ
ください。

お申込み方法など詳細は千葉県ユニセフ協会ホームページ ・Facebook
でご案内します。

外国コイン・使用済み切手を
集めています

大気汚染の影響は3億人、洪水リスク5億人　気候変動は子どもの権利の危機

水温上昇　サンゴ増え、海藻消えた！

© UNICEF/UN0342041/Moreno Gonzale

テーブル状のサンゴが増え、サイズも大きくなっている。その一方で海
藻が姿を消した＝昨年１２月２７日、館山市の東京湾・波左間沖で

（尾崎幸司さん撮影）

１９９８年に撮影された波左間沖の海底は
海藻が茂っていた　　　（尾崎幸司さん提供）

館山 波佐間

サイクロン「イダイ」の被害を受けたジンバブ
エで仮設の橋を渡る家族

ハリケーン「ドリアン」の被害を受けたバハマ
の小学校の教室

5月31日（日）
14:00～ 16:00
ホテルグリーンタワー幕張
参加無料

温暖化により
千葉県の海にも
変化がでています…
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　お馴染みの黒のマオカラースーツを着用した服部先生は、にこやかに登壇されると、いろいろな
データをスライドで示したり、時々観客に問いかけるなどして、わかりやすく、興味深いお話をしてくだ
さいました。

第一部　服部幸應氏による基調講演「食育とＳＤＧｓ」

Welcome UNICEF 知ることから始めよう 「食と健康」
１０月１９日（土）１３：００～１６：００　　会場：　千葉大学けやき会館　大ホール
参加者：１７８名　　ウガンダ衛生募金：３１，５５９円

　プロフィール紹介の後、事前に寄せられた質問や、会場からの質問にお二人が答えるという形でトークセッションは進められ
ました。

質問の一部　●日本の食卓、食の課題とは？　●フランスでの食生活は？
　　　　　　●家庭とレストランで作る時の違いは？　●献立の立て方の秘訣は？
　　　　　　●石井食品としてどういう商品を作っていきたいか？　

　志麻さんが家政婦として訪れる家庭は、お母さんが子育てや介護で忙しい上に、仕
事を持っていて、忙しすぎてご飯を食べる時間も作る時間もないところがほとんどで
す。留学先であり、ご主人の実家があるフランスでは服や食ではあまり贅沢をせず、食事はサラダ、前菜、メインの肉程度のシ
ンプルなものが多く、家で家族みんなで食事をするのが楽しみで、今日あったことを話す大切な場となっています。毎日のこと
なので、時には加工食を使ったり、買った物にひと手間加えたりしながら、シンプルでおいしいものを作って食べ、お母さんが作
るのに苦痛を感じず、食卓で会話の輪に加わって楽しそうな方がいいのではないでしょうか。
　好き嫌いのある子どもでも、保育園で友だちと食べたり、芋掘りを体験したら食べるようになったなど、食べることに楽しい
という気持ちは重要です。
　献立のヒントとしては、メニュー名で考えると選択肢が少ないので、調理法として、焼く、蒸す、煮る、漬ける（マリネ）、揚げる、
オーブンで焼くなど、味付けとして、カレー味、トマト味、塩味、みそ味、しょうゆ味、クリーム味などの組み合わせでいろいろな選
択肢が生まれます。煮込み時間が長いと、肉も野菜も柔らかくなり、お年寄りから子どもまで一緒のものを食べられます。
　おいしいものがたくさんある日本では、コミュニケーションツールとしての食が重要になってきます。志麻さんには、家政婦
として調理にかかる時間と実質的な家事の負担を減らし、おいしくて簡単なレシピの提供を、石井社長には千葉の豊富で、安
心・安全な食材となじみのある調味料を用いた加工食を提供していただくことで、手作り信仰にとらわれることなく、時短を図
り、おいしい食事を家族でゆっくりと会話を楽しみながらいただく時間が増えていくことを願います。

第二部　伝説の家政婦 タサン志麻氏と
　　　　　 石井食品社長 石井智康氏によるトークセッション

― 食育基本法について ―
　食育基本法は２００５年（平成１７年）６月１７日、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の３省で作られました。現在は第三次５ヶ
年計画を実施中ですが、農水省の中に食育推進のための委員会があり、服部先生はその座長を務められています。
　ゾウを始め哺乳動物では、お乳をあげるのはお母さんですが、おばあさんに当たるものが、孫のめんどうをみて、遊び方や生
き方を教えるそうです。本当は、家庭がその家の歴史を育んで、家風を教えていくことが大事なのですが、現代の日本では核家
族が８１％となり、それができなくなった今、学校教育で教えたらいいのではないかと考え法案が作られました。さらに中学校に
も広げるべく、一歩ずつ進めているところだそうです。

　先生が食育を考える大きなきっかけとなったのは、１９６２年出版の『沈黙の春』というアメリカの生物学者であるレイチェル・
カーソンの本です。湖畔で大量発生したブヨ退治のためにまかれたDDTが食物連鎖で湖のプランクトンから魚へと蓄積され、
その魚を食べた鳥がバタバタ死ぬという現象がおき、解剖すると、肝臓や筋肉の中から高濃度のDDTが発見されました。この
本は農薬など化学物質の危険性を訴え、その使用に警鐘を鳴らすことになりました。日本でDDTが廃止になったのはたった１４
年前です。
　服部先生は、２０２０年東京オリンピックの食材の問題にも携わっていて、すでに800品目のメニューを作ったそうですが、オリ
ンピックレガシーでは、食材は肉、野菜、果物までもオーガニックを用い、国産品に限るとなっています。海外ではbio（＝オーガ
ニック）が当たり前ですが、日本は遅れていて、今でも167種の農薬を使っています。日本は前回の東京オリンピックに向けて、
農業国ではなくもっと近代国家にしようと頑張り、所得倍増計画も３年８か月でやってのけましたが、当時の農業従事者は
1,423万人、今は180万人（1/8）、漁業従事者は360万人が16万人(1/20)となり、人手をカバーするのに農家は農薬、化学肥
料を使わざるをえない状況です。日本の立たされている立場について、思っている以上に真剣に考えていかないと危ないこと
がたくさんあるようです。

― 食育とＳＤＧｓ ―
　2018年版　SDGsインデックス＆ダッシュボードは国
別のSDGsの達成と進捗状況をまとめたもので、１７の
ゴールについて色（緑：良好・維持、黄：改善途上、オレン
ジ：停滞、赤：悪化）と矢印で表されています。日本では
ゴール４の教育だけが緑です（2019年版では、ゴール９の
産業と技術革新の基盤も緑になりました）。北欧などは緑
が７個、アメリカでさえ５個、ヨーロッパは５～７個あります。
日本は、自分たちは先進国だと思っていますが、実はそう
じゃないところもたくさんあり、こういうインデックスにあ
てはめてみると遅れているところが見えてきます。

ゴール１＆２：日本にも貧困、飢餓はあり、格差が広がっている。
ゴール３：医療、福祉の点では、食べ物で病気にならないようにして年々増える医療費を抑えていかねばならない。
ゴール５：男女同権の中で、女性の進出が少ない（部長クラスに上がっている女性は１４％のみ）。
ゴール６：日本の水道はきれいで良いと思っているが、配管が古くなっていて、交換に莫大な費用と時間がかかる。
ゴール７：原子力問題がある。安全で地球を汚さないエネルギーの開発が遅れている
ゴール１４：海ではマイクロプラスチックが問題で、漁師が不用になった網をそのまま海に捨てることもある。
ゴール１５：針葉樹林が多い。照葉樹林では、落葉にプランクトンが付き、雨で川から海に流され海が栄養豊富になる
ゴール１６＆１７：平和、パートナーシップ。みんなでうまくやろうよということ。

　国連のSDGsより１０年早く食育基本法を作れたのはうれしいことであり、今、世界の人たちは食育に興味を持ち始めていま
す。食育を分解していくと、SDGsの１７のゴールとぴったり結びついているのです。

食のすべてに安心と安全：ゴール１，２，３，６，１７
平等を生活と仕事に：ゴール５，８，１０，１６，１７
教育と知恵を・優しい経済に：ゴール４、７、９、１１、１７
自然と調和する食生産：ゴール１２，１３，１４，１５，１７

― オキシトシン効果 ―
　哺乳動物は自分の生んだ子どもにお乳を与えるの
が本能です。オキシトシンは出産後の子宮体を縮め
る作用に関連があります。出産直後から、お乳をあげ
る時にお母さんの脳下垂体からオキシトシンが出ま
す。赤ちゃんはお乳に含まれたオキシトシンを飲んで
お母さんを好きになり、オキシトシンが体をめぐりお
母さんは赤ちゃんがかわいくてしようがなくなります。地球上約6,000種の哺乳動物についても同じです。乳首に吸い付いて
飲むこと、赤ちゃんがお母さんを見つめ、お母さんは見つめ返してあげること、話しかけることが大事です。テレビを見ながら、
スマホで話しながらではオキシトシンは止まってしまいます。日本ではそういうことを教えてこなかったので、親と子の間はボロ
ボロな状態で、日常的に母親に殺される子どもはたくさんいます。児童虐待は平成２年度には1,101件が、平成３０年度に15万
9,850件（140倍）に増え、その内訳は心理的虐待55%（8万8,389件）、つねる、たたくなどの身体的な虐待25%（4万256
件）、ネグレクト（育児放棄）18%（2万9,474件）、性的虐待は1％（1,731件）です。

　服部先生は最後に、オキシトシンのことや、家族の間でゾウのおばあさんの様に扱っていくことがどれだけ大事かを考えて
いただき、また、我々が忘れてしまっている本能的なことをカバーするのがこれからの食育の大事な部分であり、日本の将来を
見つめた時に、そういった教育につなげていただければ、と締めくくられました。

出典：SDG index and Dashboards Repart 2018, New York Bertelsmann and Sustainable Development Solutions New York（SDSN.P248より）

SDGsインデックス＆ダッシュボード
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　おいしいものがたくさんある日本では、コミュニケーションツールとしての食が重要になってきます。志麻さんには、家政婦
として調理にかかる時間と実質的な家事の負担を減らし、おいしくて簡単なレシピの提供を、石井社長には千葉の豊富で、安
心・安全な食材となじみのある調味料を用いた加工食を提供していただくことで、手作り信仰にとらわれることなく、時短を図
り、おいしい食事を家族でゆっくりと会話を楽しみながらいただく時間が増えていくことを願います。

第二部　伝説の家政婦 タサン志麻氏と
　　　　　 石井食品社長 石井智康氏によるトークセッション

― 食育基本法について ―
　食育基本法は２００５年（平成１７年）６月１７日、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の３省で作られました。現在は第三次５ヶ
年計画を実施中ですが、農水省の中に食育推進のための委員会があり、服部先生はその座長を務められています。
　ゾウを始め哺乳動物では、お乳をあげるのはお母さんですが、おばあさんに当たるものが、孫のめんどうをみて、遊び方や生
き方を教えるそうです。本当は、家庭がその家の歴史を育んで、家風を教えていくことが大事なのですが、現代の日本では核家
族が８１％となり、それができなくなった今、学校教育で教えたらいいのではないかと考え法案が作られました。さらに中学校に
も広げるべく、一歩ずつ進めているところだそうです。

　先生が食育を考える大きなきっかけとなったのは、１９６２年出版の『沈黙の春』というアメリカの生物学者であるレイチェル・
カーソンの本です。湖畔で大量発生したブヨ退治のためにまかれたDDTが食物連鎖で湖のプランクトンから魚へと蓄積され、
その魚を食べた鳥がバタバタ死ぬという現象がおき、解剖すると、肝臓や筋肉の中から高濃度のDDTが発見されました。この
本は農薬など化学物質の危険性を訴え、その使用に警鐘を鳴らすことになりました。日本でDDTが廃止になったのはたった１４
年前です。
　服部先生は、２０２０年東京オリンピックの食材の問題にも携わっていて、すでに800品目のメニューを作ったそうですが、オリ
ンピックレガシーでは、食材は肉、野菜、果物までもオーガニックを用い、国産品に限るとなっています。海外ではbio（＝オーガ
ニック）が当たり前ですが、日本は遅れていて、今でも167種の農薬を使っています。日本は前回の東京オリンピックに向けて、
農業国ではなくもっと近代国家にしようと頑張り、所得倍増計画も３年８か月でやってのけましたが、当時の農業従事者は
1,423万人、今は180万人（1/8）、漁業従事者は360万人が16万人(1/20)となり、人手をカバーするのに農家は農薬、化学肥
料を使わざるをえない状況です。日本の立たされている立場について、思っている以上に真剣に考えていかないと危ないこと
がたくさんあるようです。

― 食育とＳＤＧｓ ―
　2018年版　SDGsインデックス＆ダッシュボードは国
別のSDGsの達成と進捗状況をまとめたもので、１７の
ゴールについて色（緑：良好・維持、黄：改善途上、オレン
ジ：停滞、赤：悪化）と矢印で表されています。日本では
ゴール４の教育だけが緑です（2019年版では、ゴール９の
産業と技術革新の基盤も緑になりました）。北欧などは緑
が７個、アメリカでさえ５個、ヨーロッパは５～７個あります。
日本は、自分たちは先進国だと思っていますが、実はそう
じゃないところもたくさんあり、こういうインデックスにあ
てはめてみると遅れているところが見えてきます。

ゴール１＆２：日本にも貧困、飢餓はあり、格差が広がっている。
ゴール３：医療、福祉の点では、食べ物で病気にならないようにして年々増える医療費を抑えていかねばならない。
ゴール５：男女同権の中で、女性の進出が少ない（部長クラスに上がっている女性は１４％のみ）。
ゴール６：日本の水道はきれいで良いと思っているが、配管が古くなっていて、交換に莫大な費用と時間がかかる。
ゴール７：原子力問題がある。安全で地球を汚さないエネルギーの開発が遅れている
ゴール１４：海ではマイクロプラスチックが問題で、漁師が不用になった網をそのまま海に捨てることもある。
ゴール１５：針葉樹林が多い。照葉樹林では、落葉にプランクトンが付き、雨で川から海に流され海が栄養豊富になる
ゴール１６＆１７：平和、パートナーシップ。みんなでうまくやろうよということ。

　国連のSDGsより１０年早く食育基本法を作れたのはうれしいことであり、今、世界の人たちは食育に興味を持ち始めていま
す。食育を分解していくと、SDGsの１７のゴールとぴったり結びついているのです。

食のすべてに安心と安全：ゴール１，２，３，６，１７
平等を生活と仕事に：ゴール５，８，１０，１６，１７
教育と知恵を・優しい経済に：ゴール４、７、９、１１、１７
自然と調和する食生産：ゴール１２，１３，１４，１５，１７

― オキシトシン効果 ―
　哺乳動物は自分の生んだ子どもにお乳を与えるの
が本能です。オキシトシンは出産後の子宮体を縮め
る作用に関連があります。出産直後から、お乳をあげ
る時にお母さんの脳下垂体からオキシトシンが出ま
す。赤ちゃんはお乳に含まれたオキシトシンを飲んで
お母さんを好きになり、オキシトシンが体をめぐりお
母さんは赤ちゃんがかわいくてしようがなくなります。地球上約6,000種の哺乳動物についても同じです。乳首に吸い付いて
飲むこと、赤ちゃんがお母さんを見つめ、お母さんは見つめ返してあげること、話しかけることが大事です。テレビを見ながら、
スマホで話しながらではオキシトシンは止まってしまいます。日本ではそういうことを教えてこなかったので、親と子の間はボロ
ボロな状態で、日常的に母親に殺される子どもはたくさんいます。児童虐待は平成２年度には1,101件が、平成３０年度に15万
9,850件（140倍）に増え、その内訳は心理的虐待55%（8万8,389件）、つねる、たたくなどの身体的な虐待25%（4万256
件）、ネグレクト（育児放棄）18%（2万9,474件）、性的虐待は1％（1,731件）です。

　服部先生は最後に、オキシトシンのことや、家族の間でゾウのおばあさんの様に扱っていくことがどれだけ大事かを考えて
いただき、また、我々が忘れてしまっている本能的なことをカバーするのがこれからの食育の大事な部分であり、日本の将来を
見つめた時に、そういった教育につなげていただければ、と締めくくられました。

出典：SDG index and Dashboards Repart 2018, New York Bertelsmann and Sustainable Development Solutions New York（SDSN.P248より）

SDGsインデックス＆ダッシュボード
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この度、千葉県ユニセフ協会副会長をお引き受けさせていただくこととなりました千葉銀行
の稲村と申します。何卒宜しくお願い申し上げます。

世界では3億8,500万人もの子どもが極度の貧困化で暮らしており、５歳の誕生日を迎える
ことなく亡くなる子どもは年間約540万人もいること、また貧困などのために小学校に通うこ
とができない子どもたちが約6,100万人もいるということは、比較的恵まれた日本という国の
中にいるとなかなか実感できないかもしれません。世界中の子どもたちが心身ともに健康に
育ち、教育を受け、人としての権利が守られることを目的としてユニセフは活動しています。千
葉県ユニセフ協会は、公益財団法人日本ユニセフ協会と協力協定を結び、千葉県内における
こうした活動を積極的に支援しております。

すべての子どもたちの権利が実現される世界をめざすというユニセフのビジョンのもと、
多くの方々とご一緒にさまざまな支援活動を展開してまいりたいと考えておりますので、皆
さまからの温かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。

千葉県ユニセフ協会　役員のご紹介

日ごろよりユニセフ活動にご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。
昨年、千葉県ユニセフ協会は、設立１５周年を迎え、多くの方にご参加いただいて記念事業を

行うことができました。
国際社会では２０３０年までに「持続可能な開発目標SDGｓ」に向けて、歩み始めました。しか

し、地球や子どもたちの未来を取り巻く課題は山積しています。
貧困や格差の拡大、飢餓、各地で頻発し多くの命を奪う事態となっている紛争、気候変動に

より多発する災害など、子どもたちの命が脅かされる出来事が後をたちません。
全ての子どもたちの命が守られ、子どもたちが、生き延び、健やかに育ち、学び、未来を切り

開いていくためには、世界の国と社会が協力して、さまざまな人々がパートナーシップを結ん
で、子どもたちの笑顔と幸せの実現を最優先とした活動が必要です。

千葉県ユニセフ協会は地域活動を通じて、ひとりひとりができることをつなげて、ユニセフ
活動のネットワークをひろげていきます。これからも皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いい
たします。

役員からのメッセージ

敬称略（２０２０年２月１日現在）

県協会役職 お　名　前 役　職　名

顧 問 森田　健作 千葉県知事

顧 問 熊谷　俊人 千葉市長

会 長 徳久　剛史 国立大学法人千葉大学学長

副 会 長 稲村　幸仁 株式会社千葉銀行取締役副頭取

専務理事 首藤英里子 生活協同組合コープみらい理事 千葉県本部長

常務理事 黒坂　典雄 千葉県青少年団体連絡協議会会長

常務理事 佐藤　忠信 （公財）ちば国際コンベンションビューロー代表理事

常務理事 鈴木　國夫 （公財）日本ユニセフ協会　顧問

理 事 伊藤　　知 日本ボーイスカウト千葉県連盟理事長

理 事 入江　康文 （公社）千葉県医師会会長

理 事 上西京一郎 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長

理 事 大久保利宏 千葉県スポーツコンシェルジュ　マネージャー

理 事 大澤克之助 株式会社千葉日報社代表取締役社長

理 事 佐久間英利 （一社）千葉県商工会議所連合会会長

理 事 佐々木博子 生活協同組合パルシステム千葉理事長

理 事 佐々木由佳 生活協同組合コープみらい理事

理 事 染谷　光男 キッコーマン株式会社特別顧問

理 事 髙瀨　誠子 （一社）ガールスカウト千葉県連盟連盟長

理 事 夏目　　誠 成田国際空港株式会社相談役　

理 事 林　　茂壽 千葉県農業協同組合中央会会長

監 事 熊谷　俊行 株式会社京葉銀行取締役頭取

監 事 小見山　大 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 鮎川　耕史 毎日新聞社千葉支局長
評 議 員 石井　智康 石井食品株式会社代表取締役社長
評 議 員 伊東　健司 株式会社ベイエフエム専務取締役
評 議 員 小谷　　裕 日本労働組合総連合会千葉県連合会会長
評 議 員 鬼木　洋一 東京新聞千葉支局長
評 議 員 梶原祐理子 日本放送協会千葉放送局 局長
評 議 員 上山　精一 千葉県生活協同組合連合会専務理事
評 議 員 河合　克美 株式会社千葉ロッテマリーンズオーナー代行兼代表取締役社長
評 議 員 坂本　雅信 千葉県漁業協同組合連合会代表理事会長
評 議 員 佐藤　　宰 千葉県高等学校長協会会長
評 議 員 市東　　努 千葉県中学校長会会長
評 議 員 篠塚　　泉 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長
評 議 員 徳永　澄憲 麗澤大学学長
評 議 員 中澤　泰藏 千葉県小学校長会会長
評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長
評 議 員 林　　昇志 株式会社グリーンタワー社主
評 議 員 前田　　伸 株式会社マザー牧場代表取締役社長
評 議 員 水越　雅信 DIC 株式会社常勤顧問　DIC 川村記念美術館館長
評 議 員 湊　　博昭 イオンリテール株式会社常務執行役員南関東カンパニー支社長
評 議 員 村上　宣雄 朝日新聞社千葉総局長
評 議 員 森本　　航 ジェフユナイテッド株式会社代表取締役
評 議 員 八坂　應澄 中山身語正宗関東別院誓照寺院主
評 議 員 谷沢　健一 NPO 法人谷沢野球コミュニティ柏理事長
評 議 員 山岡　孝次 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長
評 議 員 吉田　和子  （公財）吉田記念テニス研修センター評議委員
評 議 員 吉山　隆晴 読売新聞東京本社千葉支局長
事務局長 福本　朋子 千葉県ユニセフ協会　事務局

設立15周年記念  第15回  ユニセフサポートゴルフ大会
12月17日（火）鹿野山ゴルフ倶楽部　参加者　８４名
　　（参加費より）　　　　　　　 ウガンダ衛生募金　：210,000円
　　（ワンオンチャレンジ＆募金箱）ウガンダ衛生募金　：  44,635円 合計 254,635円

　15回目となるユニセフサポートゴルフ大会。当初、10月15日（火）に開催する予定でしたが、台風の影響で10月には開催が
できず、日程を変更し、12月17日（火）に開催いたしました。日程変更により、参加者はいつもの年より少なくなってしまいまし
たが、継続してこのゴルフ大会が開催できるのも、第1回目の開催時より協力してくださっている数多くの企業、団体のみなさ
まのおかげです。今年から、実行委員長として、千葉銀行副頭取、稲村幸仁様にご就任いただきました。ＳＤＧｓ目標３「すべての
人に健康と福祉を」にむけて、身近にできる社会貢献活動として今後も多くの方々に参加いただければと思います。2020年は
10月29日（木）に開催予定です。今年もよろしくお願い申し上げます。

ユニセフサポートゴルフ大会実行委員会
千葉県　千葉市　君津市　木更津市　千葉テレビ放送　㈱ベイエフエム
千葉日報社　朝日新聞千葉総局　毎日新聞千葉支局　読売新聞千葉支局
東京新聞千葉支局　東京中日スポーツ　生活協同組合コープみらい千葉県本部
㈱マザー牧場　房総開発㈱
㈱千葉銀行　㈱京葉銀行　千葉テレビ放送　石井食品㈱　㈱和郷
アサヒビール㈱　鹿納会　キリンビバレッジ㈱　㈱伊藤園　東京湾フェリー㈱
㈱ベイエフエム　ジェフユナイッテッド㈱　鹿野山ゴルフ倶楽部
龍宮城スパホテル三日月　東京サラヤ㈱　㈱カネイ
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　キッコーマン㈱　和蔵酒造㈱　㈱真田本店
㈱WATANABE　㈱ホテルグリーンタワー幕張　㈱オカモト　㈱ナガタ
㈱コープサービス　連合神奈川　連合千葉　生活協同組合コープみらい千葉県本部

稲村実行委員長　あいさつ

ゴルフ場は10月の台風による倒木が随所に残っていました
自然災害の脅威を感じました

レストランに　ウガンダパネル
地雷のレプリカ・ワクチンボックス展示　

大きな絵本と写真で見る  子どもたちの命を守る手洗い  ～アフリカ・ウガンダでの取り組み～

＊稲村実行委員長より参加者に向けて心に響くご挨拶をいただきました。

《稲村実行委員長　挨拶より》
　このたびは第15回ユニセフ・サポートゴルフ大会に参加いただきありがとうございます。
　本来10月に開催する予定でありましたが、台風被害があり本日に延期となりました。
さて、ユニセフは世界の子どもたちへの支援を行う団体です。世界の現状に目を向けてみる
と、5歳になる前に亡くなってしまう子どもの数が、年間540万人いるということです。
この540万人という数について考えてみました。ちょうど、北欧のフィンランドの人口に近い
数です。つまり、毎年世界中で生まれた子どもの中で、一つの国がなくなってしまう数の子ど
もたちが、貧困や紛争、栄養不良など様々な理由で命をなくしているのです。このことを私
たちは深刻な問題として考えていかなければなりません。また、私たちは、環境についても
真剣に取り組んでいかなければいけません。スウェーデンの環境活動家、グレタさんの言葉
を受け止め、未来に向けて考え実行していかなければなりません。これからも本大会を通じ、
ユニセフ活動を広げ、世界の子どもたちへの支援としてまいりたいと思います。

（株）千葉銀行
代表取締役副頭取

生活協同組合コープみらい
理事 千葉県本部長

稲村 幸仁

首藤 英里子

主催：
後援：

協賛：
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世界では3億8,500万人もの子どもが極度の貧困化で暮らしており、５歳の誕生日を迎える
ことなく亡くなる子どもは年間約540万人もいること、また貧困などのために小学校に通うこ
とができない子どもたちが約6,100万人もいるということは、比較的恵まれた日本という国の
中にいるとなかなか実感できないかもしれません。世界中の子どもたちが心身ともに健康に
育ち、教育を受け、人としての権利が守られることを目的としてユニセフは活動しています。千
葉県ユニセフ協会は、公益財団法人日本ユニセフ協会と協力協定を結び、千葉県内における
こうした活動を積極的に支援しております。

すべての子どもたちの権利が実現される世界をめざすというユニセフのビジョンのもと、
多くの方々とご一緒にさまざまな支援活動を展開してまいりたいと考えておりますので、皆
さまからの温かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。

千葉県ユニセフ協会　役員のご紹介

日ごろよりユニセフ活動にご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。
昨年、千葉県ユニセフ協会は、設立１５周年を迎え、多くの方にご参加いただいて記念事業を

行うことができました。
国際社会では２０３０年までに「持続可能な開発目標SDGｓ」に向けて、歩み始めました。しか

し、地球や子どもたちの未来を取り巻く課題は山積しています。
貧困や格差の拡大、飢餓、各地で頻発し多くの命を奪う事態となっている紛争、気候変動に

より多発する災害など、子どもたちの命が脅かされる出来事が後をたちません。
全ての子どもたちの命が守られ、子どもたちが、生き延び、健やかに育ち、学び、未来を切り

開いていくためには、世界の国と社会が協力して、さまざまな人々がパートナーシップを結ん
で、子どもたちの笑顔と幸せの実現を最優先とした活動が必要です。

千葉県ユニセフ協会は地域活動を通じて、ひとりひとりができることをつなげて、ユニセフ
活動のネットワークをひろげていきます。これからも皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いい
たします。

役員からのメッセージ

敬称略（２０２０年２月１日現在）

県協会役職 お　名　前 役　職　名

顧 問 森田　健作 千葉県知事

顧 問 熊谷　俊人 千葉市長

会 長 徳久　剛史 国立大学法人千葉大学学長

副 会 長 稲村　幸仁 株式会社千葉銀行取締役副頭取

専務理事 首藤英里子 生活協同組合コープみらい理事 千葉県本部長

常務理事 黒坂　典雄 千葉県青少年団体連絡協議会会長

常務理事 佐藤　忠信 （公財）ちば国際コンベンションビューロー代表理事

常務理事 鈴木　國夫 （公財）日本ユニセフ協会　顧問

理 事 伊藤　　知 日本ボーイスカウト千葉県連盟理事長

理 事 入江　康文 （公社）千葉県医師会会長

理 事 上西京一郎 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長

理 事 大久保利宏 千葉県スポーツコンシェルジュ　マネージャー

理 事 大澤克之助 株式会社千葉日報社代表取締役社長

理 事 佐久間英利 （一社）千葉県商工会議所連合会会長

理 事 佐々木博子 生活協同組合パルシステム千葉理事長

理 事 佐々木由佳 生活協同組合コープみらい理事

理 事 染谷　光男 キッコーマン株式会社特別顧問

理 事 髙瀨　誠子 （一社）ガールスカウト千葉県連盟連盟長

理 事 夏目　　誠 成田国際空港株式会社相談役　

理 事 林　　茂壽 千葉県農業協同組合中央会会長

監 事 熊谷　俊行 株式会社京葉銀行取締役頭取

監 事 小見山　大 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 鮎川　耕史 毎日新聞社千葉支局長
評 議 員 石井　智康 石井食品株式会社代表取締役社長
評 議 員 伊東　健司 株式会社ベイエフエム専務取締役
評 議 員 小谷　　裕 日本労働組合総連合会千葉県連合会会長
評 議 員 鬼木　洋一 東京新聞千葉支局長
評 議 員 梶原祐理子 日本放送協会千葉放送局 局長
評 議 員 上山　精一 千葉県生活協同組合連合会専務理事
評 議 員 河合　克美 株式会社千葉ロッテマリーンズオーナー代行兼代表取締役社長
評 議 員 坂本　雅信 千葉県漁業協同組合連合会代表理事会長
評 議 員 佐藤　　宰 千葉県高等学校長協会会長
評 議 員 市東　　努 千葉県中学校長会会長
評 議 員 篠塚　　泉 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長
評 議 員 徳永　澄憲 麗澤大学学長
評 議 員 中澤　泰藏 千葉県小学校長会会長
評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長
評 議 員 林　　昇志 株式会社グリーンタワー社主
評 議 員 前田　　伸 株式会社マザー牧場代表取締役社長
評 議 員 水越　雅信 DIC 株式会社常勤顧問　DIC 川村記念美術館館長
評 議 員 湊　　博昭 イオンリテール株式会社常務執行役員南関東カンパニー支社長
評 議 員 村上　宣雄 朝日新聞社千葉総局長
評 議 員 森本　　航 ジェフユナイテッド株式会社代表取締役
評 議 員 八坂　應澄 中山身語正宗関東別院誓照寺院主
評 議 員 谷沢　健一 NPO 法人谷沢野球コミュニティ柏理事長
評 議 員 山岡　孝次 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長
評 議 員 吉田　和子  （公財）吉田記念テニス研修センター評議委員
評 議 員 吉山　隆晴 読売新聞東京本社千葉支局長
事務局長 福本　朋子 千葉県ユニセフ協会　事務局

設立15周年記念  第15回  ユニセフサポートゴルフ大会
12月17日（火）鹿野山ゴルフ倶楽部　参加者　８４名
　　（参加費より）　　　　　　　 ウガンダ衛生募金　：210,000円
　　（ワンオンチャレンジ＆募金箱）ウガンダ衛生募金　：  44,635円 合計 254,635円

　15回目となるユニセフサポートゴルフ大会。当初、10月15日（火）に開催する予定でしたが、台風の影響で10月には開催が
できず、日程を変更し、12月17日（火）に開催いたしました。日程変更により、参加者はいつもの年より少なくなってしまいまし
たが、継続してこのゴルフ大会が開催できるのも、第1回目の開催時より協力してくださっている数多くの企業、団体のみなさ
まのおかげです。今年から、実行委員長として、千葉銀行副頭取、稲村幸仁様にご就任いただきました。ＳＤＧｓ目標３「すべての
人に健康と福祉を」にむけて、身近にできる社会貢献活動として今後も多くの方々に参加いただければと思います。2020年は
10月29日（木）に開催予定です。今年もよろしくお願い申し上げます。

ユニセフサポートゴルフ大会実行委員会
千葉県　千葉市　君津市　木更津市　千葉テレビ放送　㈱ベイエフエム
千葉日報社　朝日新聞千葉総局　毎日新聞千葉支局　読売新聞千葉支局
東京新聞千葉支局　東京中日スポーツ　生活協同組合コープみらい千葉県本部
㈱マザー牧場　房総開発㈱
㈱千葉銀行　㈱京葉銀行　千葉テレビ放送　石井食品㈱　㈱和郷
アサヒビール㈱　鹿納会　キリンビバレッジ㈱　㈱伊藤園　東京湾フェリー㈱
㈱ベイエフエム　ジェフユナイッテッド㈱　鹿野山ゴルフ倶楽部
龍宮城スパホテル三日月　東京サラヤ㈱　㈱カネイ
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張　キッコーマン㈱　和蔵酒造㈱　㈱真田本店
㈱WATANABE　㈱ホテルグリーンタワー幕張　㈱オカモト　㈱ナガタ
㈱コープサービス　連合神奈川　連合千葉　生活協同組合コープみらい千葉県本部

稲村実行委員長　あいさつ

ゴルフ場は10月の台風による倒木が随所に残っていました
自然災害の脅威を感じました

レストランに　ウガンダパネル
地雷のレプリカ・ワクチンボックス展示　

大きな絵本と写真で見る  子どもたちの命を守る手洗い  ～アフリカ・ウガンダでの取り組み～

＊稲村実行委員長より参加者に向けて心に響くご挨拶をいただきました。

《稲村実行委員長　挨拶より》
　このたびは第15回ユニセフ・サポートゴルフ大会に参加いただきありがとうございます。
　本来10月に開催する予定でありましたが、台風被害があり本日に延期となりました。
さて、ユニセフは世界の子どもたちへの支援を行う団体です。世界の現状に目を向けてみる
と、5歳になる前に亡くなってしまう子どもの数が、年間540万人いるということです。
この540万人という数について考えてみました。ちょうど、北欧のフィンランドの人口に近い
数です。つまり、毎年世界中で生まれた子どもの中で、一つの国がなくなってしまう数の子ど
もたちが、貧困や紛争、栄養不良など様々な理由で命をなくしているのです。このことを私
たちは深刻な問題として考えていかなければなりません。また、私たちは、環境についても
真剣に取り組んでいかなければいけません。スウェーデンの環境活動家、グレタさんの言葉
を受け止め、未来に向けて考え実行していかなければなりません。これからも本大会を通じ、
ユニセフ活動を広げ、世界の子どもたちへの支援としてまいりたいと思います。

（株）千葉銀行
代表取締役副頭取

生活協同組合コープみらい
理事 千葉県本部長

稲村 幸仁

首藤 英里子

主催：
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ハンド・イン・ハンド千葉　オープニングイベント
「料理からベトナムのことを知ろう！Ⅱ＆ハンド・イン・ハンドってなに？」

12/21付 東京新聞

ユニセフ　ハンド・イン・ハンド千葉（街頭募金活動）
2019年テーマ ～すべての子どもに生きるチャンスを～

JR千葉駅での様子が
新聞に掲載されました

毎年１２月に行っている街頭募金「ハンド・イン・ハンド千葉」
今年の活動は、ＪＲ船橋駅を皮切りに、アリオ市原、ＪＲ千葉駅、ＪＲ松戸駅、イオンモール成田で実
施しました。また、オープニングイベントとして昨年に引き続き、いわさきちひろさん長男の松本
猛さん講演会「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」を、また「料理からベトナムのことを知
ろう！Ⅱ＆ハンド・イン・ハンドってなに？」を開催しました。

　調理実習では、ベトナム風お好み焼き、揚げバナナ、小豆の温かいチェーを作りました。ベトナム料理は２度
目でしたが、前回とはメニューを変え、ベトナム人留学生のユン君も加わって、本場での作り方なども伺いな

がら、なごやかな雰囲気で調理ができました。
　第二部では、DVD「ユニセフと地球の子どもたち」を見た後、ユン君か
ら「ベトナムへようこそ！」と題して、日本との食事マナーの違いや現在の
ベトナムの様子が紹介され、ベトナムはまだ発展途上で海外からの支援
は必要だが、お互いの文化を尊重していけばビジネスも発展していくの
ではないかと話がありました。最後にハンド・イン・ハンドの意義などにつ
いて事務局長からお話しをしました。

12/16付 千葉日報

ＪＲ船橋駅　12月8日(日) 13:00 ～ 14:00
ボーイスカウト船橋第1団
阿武松部屋力士　
東邦大学TOHOボランティアサークル
チーバくん　千葉県ユニセフ協会役員

佐渡ヶ嶽部屋の力士の皆さん
自ら率先して動いて下さり

頼もしいゲストでした

募金額  １００，６６７円

メイン会場 ＪＲ千葉駅　12月15日(日) 13:00 ～ 15:00
ボーイスカウト千葉第１４団
ガールスカウト千葉県第８団、第１１団、第２２団、第３９団、第１００団
阿武松部屋力士　チーバくん　かそりーぬ　ちーべん　ジェフィ
こんせんくん　ほぺたん　千葉県ユニセフ協会役員

募金額  ２０８，６８２円

ＪＲ松戸駅
12月15日(日) 13:30 ～ 15:00
ボーイスカウト松戸第５団、第９団
佐渡ヶ嶽部屋力士　
流通経済大学RKUファイヤ―ファイターズ
千葉県ユニセフ協会役員

募金額  ９６，１４９円

イオンモール成田
12月15日(日) 13:30 ～ 15:00
うなりくん 募金額  １５，５５１円

合計  ６４４，２５５円

アリオ市原　12月1４日(土) 10:00 ～ 11:30
ボーイスカウト市原第１団、第３団、第５団、第６団
市原中央高等学校　チーバくん

募金額  ６４，２００円

１２月１２日(木) 10：00 ～ 13：30　会場：コーププラザ東葛
●参加者 ８名 ●協力者 グエン・チュンミン・ユンさん、ボランティアスタッフ ６名 募金額  ３，１１７円

松本猛さん講演会 「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」

　昨年に引き続き絵本作家いわさきちひろの長男である松本猛さんの
講演会を開催しました。
　ユニセフ親善大使である黒柳徹子さんとちひろとの繋がりを語るＤＶＤを鑑賞。松本さん講
演会では、ちひろの絵本には空白があり短い言葉から読み手は色々なことが想像できること、
ちひろが平和を願い子どもたちのしあわせをいかに願っていたかなど、映像を交えながらお話
をしていただきました。また、講演会終了後に松本さんのサイン会も行いました。
　ちひろの温かな絵と、松本さんの優しい笑顔とが、暮れの慌ただしい日々の中で心安らぐ時
間となったのではないでしょうか。

１２月１４日(土) 13:30 ～ 15:30　会場：パルひろば☆ちば
●参加人数 ２１名 　ボランティアスタッフ 10名
●後援 千葉県　千葉市　千葉県生活協同組合連合会　生活協同組合コープみらい千葉県本部
　　　 生活協同組合パルシステム千葉　生活クラブ生活協同組合(千葉)　なのはな生活協同組合

募金額  ２０，8１８円

ご協力ありがとうございました。
オープニングイベント・街頭募金活動・
他ハンド・イン・ハンドとしての募金総額は

となりました。
ボーイスカウト・ガールスカウト、役員の皆さま

募金活動に協力いただいた方々に、
また足を止め募金して下さった皆様に

心より御礼申し上げます。

ボーイスカウト・ガールスカウ
トの元気な声と阿武松部屋力
士の皆さんのよく通る声が会
場に響きました。力士の方々
は大人気でした。
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ご協力ありがとうございました。
オープニングイベント・街頭募金活動・
他ハンド・イン・ハンドとしての募金総額は

となりました。
ボーイスカウト・ガールスカウト、役員の皆さま

募金活動に協力いただいた方々に、
また足を止め募金して下さった皆様に

心より御礼申し上げます。

ボーイスカウト・ガールスカウ
トの元気な声と阿武松部屋力
士の皆さんのよく通る声が会
場に響きました。力士の方々
は大人気でした。
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「ユニセフ・ラブウォーク」とは

　長寿社会の日本にあって、ウォーキングは身近に行える健康づくり活動として定着しています。
　ユニセフ・ラブウォークは「健康促進活動」と「募金」を結び付けた活動として1965年にイギリスで生まれ、欧米諸国では気軽に
出来るユニセフ支援活動として盛んに行われ、日本ではユニセフ・ラブウォークは1983年に始まりました。
　日本ユニセフ協会ではウォーキングに留まらず、様々なスポーツ、有酸素運動をウォーキング活動と捉え、推進しています。

　あいにくの雨となってしまいましたが、10回目となる「ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら」を開催しました。前夜から続く
大雨の影響で、開会式を最小限にし、コースも短縮して早目の解散としました。朝の降りしきる雨にもかかわらず、約60名が参
加。今回は、コースは短縮となりましたが、その分、室内である資料館をじっくり見学することができました。ゴールでは東京サ
ラヤさんの協力による「手洗いチェック」と栄町の健康コーナーを体験していただき、閉会式ではクイズの答え合わせとお楽し
み抽選会を開催いたしました。2020年も11月23日（月・祝）に開催予定です。お天気になることを願っています。

楽しんで！学んで！社会貢献！
今回で開催１０回目　房総のむらでユニセフ・ラブウォ－クを開催しました

ユニセフ・ラブウォークIN 房総のむら　－すべての子どもに５歳の誕生日を－

11月23日(土・祝)9:30 ～ 11:45（雨天のため予定より早く解散）　千葉県立房総のむら
主催：千葉県ユニセフ協会
共催：千葉県立房総のむら指定管理者（公財）千葉県教育振興財団房総のむら
後援：千葉県、千葉県教育委員会、成田市、成田市教育委員会、栄町、栄町教育委員会
協力：NPO法人栄町観光協会、ポレポレ、成田ゆめ牧場、のら里くら里健康ウォーキングの会
協賛：ホテル日航成田、成田ゆめ牧場、日本食研ホールディングス（株）、東京サラヤ（株）
　　 生活協同組合コープみらい千葉県本部

参加者　大人５１名　子ども５名　計５６名、協力者・ボランティアスタッフ　３１名　
募金額　29,620円（参加費から　26,500円　募金箱　3,120円）

　船橋市の行田公園から飛ノ台史跡公園を巡るユニセフ・ラブウォーク IN 船橋を11月17日に開催しました。今回のラブ
ウォークはイオンモール船橋さんと共催し、船橋市では初開催。東京サラヤさんに協賛頂き、船橋歩こう会さんや東邦大学
TOHOボランティア部さんを始め、多くのボランティアのご協力を頂きました。
　また、参加者から楽しかったとの多数の声が寄せられ、「参加費全額が募金となることに驚いた」とのお話も頂きました。
★ウォーキングルート
　行田公園は旧日本海軍の無線基地の跡地で、真珠湾攻撃を指示する電文「ニイタカヤマノボレ１２０８」が送信された場所で
す。公園内の船橋無線塔記念碑を前にして、無線や当時の背景についての説明を拝聴しました。飛ノ台史跡公園には7千年前
の飛ノ台貝塚があり、住居跡からは遺構や埋葬された人骨が発見されました。博物館では1万年前の縄文時代の遺物が展示さ
れています。館員の方から史跡や縄文犬の説明を頂き、縄文時代の船橋の生活を学ぶことが出来ました。

ユニセフ・ラブウォーク IN 船橋　－すべての子どもに5歳の誕生日を－

11月17日（日）10:00 ～ 13:00　船橋市行田公園周辺
主催： 千葉県ユニセフ協会、イオンモール船橋
後援： 千葉県、船橋市、船橋市教育委員会
協力： 船橋歩こう会、日本ボーイスカウト千葉県連盟、ガールスカウト千葉県連盟
　　   東邦大学TOHOボランティア部
協賛： 東京サラヤ株式会社　

参加者　大人 57名　子供 15名　幼児 3名　計７５名　　協力者・ボランティア 32名
募金額　34,800円 （参加費から31,500円　募金箱3,300円）

★参加者の皆様の声
　●あいにくの天候でしたが楽しくウォ－キングができました。
　　ありがとうございました。
　●久しぶりにじっくり資料館を見学できました。
　●雨だったけど歴史が面白いことがわかりました。

開会式

開会式

主催者挨拶

閉会式

藤田館長ご挨拶

参加賞プレゼント 手洗いチェック 血管年齢測定

岩井県議会議員ご挨拶 雨の中集まってくれたみなさん

資料館内
浅間山古墳の

石室

クイズの答え合わせ お楽しみ抽選会

ユニセフ・ラブウォーク

船橋市の松戸市長ご挨拶イオンリテール（株）大杉氏 イオンモール船橋からさく
ら公園に移動し、船橋歩こう
会さんの号令で準備体操

船橋無線塔記念碑を前に
して歴史を勉強

大久保理事よりご挨拶

飛ノ台史跡公園博
物館縄文犬

船橋市青木さんによる
クイズ答えあわせ

ウォーキング後にはお
楽しみの抽選会

イオンモール船橋　船橋市　船橋歩こう会
東邦大学ＴＯＨＯボランティア部のみなさんと

房総のむら マスコットキャラクター
ぼうじろー ®

房総のむら 栄町役場 サラヤ のみなさんと

ゴール後は栄町に
よる健康チェック
東京サラヤさんに
よる手洗いチェック
参加賞受け渡しが
ありました

船橋ではじめての
ユニセフ・ラブウォーク

黒坂常務理事

閉会式
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学習会訪問一覧

主催事業一覧

依 頼 者 対 象 人 数訪 問 日
10月 4 日(金)
10月 5 日(土)
11月 5 日(火)
11月24日(日)
11月24日(日)
11月24日(日)
12月 8 日(日)
12月18日(水)
12月18日(水)
 1 月21日(火)

市原市立白幡小学校
子どもわくわくランちば
コープみらい２区ブロック委員会
ガールスカウト千葉県第83団
ボーイスカウト柏第1団
ボーイスカウト船橋第1団
ボーイスカウト市原第1団、第３団、第５団、第６団
流山市立西深井小学校
流山市立流山北小学校
千葉市立都賀中学校

4年生
子ども
大人
小1 ～中3年生
小3 ～ 5年生
小1 ～ 4年生・大人
子ども・大人
5年生
5年生
1年生

40名
15名
20名
30名
18名
20名
35名
27名

102名
135名

事 業 名 会 場開 催 日
10月15日(火)延期
10月19日(土)
10月27日(日)中止
11月17日(日)
11月23日(土・祝)
12月 8 日(日)
12月12日(木)
12月14日(土)
12月14日(土)
12月15日(日)
12月15日(日)
12月15日(日)
12月17日(火)

千葉県ユニセフ協会設立15周年記念 第15回ユニセフサポートゴルフ大会
Welcome UNICEF知ることから始めよう「食と健康」
ユニセフ・ラブウォーク IN 館山
ユニセフ・ラブウォーク IN 船橋
ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
料理からベトナムのことを知ろう！Ⅱ＆ハンド・イン・ハンドってなに？
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
松本猛さん講演会「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
千葉県ユニセフ協会設立15周年記念  第15回ユニセフサポートゴルフ大会

鹿野山ゴルフ倶楽部
千葉大学けやき会館
渚の駅たてやま周辺
行田公園周辺
千葉県立房総のむら
JR船橋駅
コーププラザ東葛
アリオ市原
パルひろば☆ちば
JR千葉駅
JR松戸駅
イオンモール成田
鹿野山ゴルフ倶楽部

ブース出展一覧

地域ブロック活動

イ ベ ン ト 名開 催 日
10月12日(土)中止
10月27日(日)中止
11月 9 日(土)
11月10日(日)
11月17日(日)
11月24日(日)

第45回鎌ヶ谷市民まつりフリーバザール
秋のわいわいフェスティバル
長生村ながいきフェスタ産業まつり
第30回千葉県協同組合フェスティバル
かしわ de 国際交流フェスタ
寺フェス蓮久寺～結～

ブロック名 開催日 イベント名 場所
北総ブロック ユニセフパネル展 ふれあいプラザさかえ11月10日(日) ～ 17日(日)

■千葉市
●Welcome UNICEF知ることから始めよう
　「食と健康」
●第30回千葉県協同組合フェスティバル
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
　オープニングイベント松本猛さん講演会
　「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
●千葉市立都賀中学校学習会 

■船橋市
●ユニセフ・ラブウォーク IN 船橋
●ボーイスカウト船橋第1団学習会

●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■成田市
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■市原市
●市原市立白幡小学校学習会
●ボーイスカウト市原
　第1団・第3団・第5団・第6団学習会
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■八千代市
●コープみらい2区ブロック委員会学習会

■市川市
●ガールスカウト
　千葉県第83団学習会

■流山市
●流山市立流山北小学校
　学習会
●流山市立西深井小学校
　学習会

■柏市
●子どもわくわくランちば
●かしわ de 国際交流フェスタ
●ボーイスカウト柏第1団学習会

■鎌ヶ谷市
●第45回鎌ヶ谷市民まつりフリーバザール（中止）

■栄町
●ユニセフパネル展
　【子どもたちの命を守る手洗い～アフリカ・ウガンダでの取り組み～】
●ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら

■君津市
●寺フェス蓮久寺～結～
●千葉県ユニセフ協会設立15周年記念
　第15回ユニセフサポートゴルフ大会

■館山市
●ユニセフ・ラブウォーク IN 館山（中止）

（2019年10月～2020年1月）

千葉県協同組合フェスティバル

かしわ de 国際交流フェスタ

ボーイスカウト船橋第1団学習会

寺フェス蓮久寺～結～

ふれあいプラザさかえ

千葉市立都賀中学校学習会

長生村ながいきフェスタ産業まつり

■松戸市
●料理からベトナムのことを知ろう！Ⅱ
　＆ハンド・イン・ハンドってなに？
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉流山市平和学習（西深井小学校　流山北小学校）ボーイスカウト 柏第1団学習会コープみらい2区ブロック委員会

■長生村
●長生村ながいきフェスタ
　産業まつり

■長柄町
●秋のわいわいフェスティバル（中止）
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学習会訪問一覧

主催事業一覧

依 頼 者 対 象 人 数訪 問 日
10月 4 日(金)
10月 5 日(土)
11月 5 日(火)
11月24日(日)
11月24日(日)
11月24日(日)
12月 8 日(日)
12月18日(水)
12月18日(水)
 1 月21日(火)

市原市立白幡小学校
子どもわくわくランちば
コープみらい２区ブロック委員会
ガールスカウト千葉県第83団
ボーイスカウト柏第1団
ボーイスカウト船橋第1団
ボーイスカウト市原第1団、第３団、第５団、第６団
流山市立西深井小学校
流山市立流山北小学校
千葉市立都賀中学校

4年生
子ども
大人
小1 ～中3年生
小3 ～ 5年生
小1 ～ 4年生・大人
子ども・大人
5年生
5年生
1年生

40名
15名
20名
30名
18名
20名
35名
27名

102名
135名

事 業 名 会 場開 催 日
10月15日(火)延期
10月19日(土)
10月27日(日)中止
11月17日(日)
11月23日(土・祝)
12月 8 日(日)
12月12日(木)
12月14日(土)
12月14日(土)
12月15日(日)
12月15日(日)
12月15日(日)
12月17日(火)

千葉県ユニセフ協会設立15周年記念 第15回ユニセフサポートゴルフ大会
Welcome UNICEF知ることから始めよう「食と健康」
ユニセフ・ラブウォーク IN 館山
ユニセフ・ラブウォーク IN 船橋
ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
料理からベトナムのことを知ろう！Ⅱ＆ハンド・イン・ハンドってなに？
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
松本猛さん講演会「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
千葉県ユニセフ協会設立15周年記念  第15回ユニセフサポートゴルフ大会

鹿野山ゴルフ倶楽部
千葉大学けやき会館
渚の駅たてやま周辺
行田公園周辺
千葉県立房総のむら
JR船橋駅
コーププラザ東葛
アリオ市原
パルひろば☆ちば
JR千葉駅
JR松戸駅
イオンモール成田
鹿野山ゴルフ倶楽部

ブース出展一覧

地域ブロック活動

イ ベ ン ト 名開 催 日
10月12日(土)中止
10月27日(日)中止
11月 9 日(土)
11月10日(日)
11月17日(日)
11月24日(日)

第45回鎌ヶ谷市民まつりフリーバザール
秋のわいわいフェスティバル
長生村ながいきフェスタ産業まつり
第30回千葉県協同組合フェスティバル
かしわ de 国際交流フェスタ
寺フェス蓮久寺～結～

ブロック名 開催日 イベント名 場所
北総ブロック ユニセフパネル展 ふれあいプラザさかえ11月10日(日) ～ 17日(日)

■千葉市
●Welcome UNICEF知ることから始めよう
　「食と健康」
●第30回千葉県協同組合フェスティバル
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
　オープニングイベント松本猛さん講演会
　「ちひろが描いた子どものしあわせと平和」
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
●千葉市立都賀中学校学習会 

■船橋市
●ユニセフ・ラブウォーク IN 船橋
●ボーイスカウト船橋第1団学習会

●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■成田市
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■市原市
●市原市立白幡小学校学習会
●ボーイスカウト市原
　第1団・第3団・第5団・第6団学習会
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉

■八千代市
●コープみらい2区ブロック委員会学習会

■市川市
●ガールスカウト
　千葉県第83団学習会

■流山市
●流山市立流山北小学校
　学習会
●流山市立西深井小学校
　学習会

■柏市
●子どもわくわくランちば
●かしわ de 国際交流フェスタ
●ボーイスカウト柏第1団学習会

■鎌ヶ谷市
●第45回鎌ヶ谷市民まつりフリーバザール（中止）

■栄町
●ユニセフパネル展
　【子どもたちの命を守る手洗い～アフリカ・ウガンダでの取り組み～】
●ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら

■君津市
●寺フェス蓮久寺～結～
●千葉県ユニセフ協会設立15周年記念
　第15回ユニセフサポートゴルフ大会

■館山市
●ユニセフ・ラブウォーク IN 館山（中止）

（2019年10月～2020年1月）

千葉県協同組合フェスティバル

かしわ de 国際交流フェスタ

ボーイスカウト船橋第1団学習会

寺フェス蓮久寺～結～

ふれあいプラザさかえ

千葉市立都賀中学校学習会

長生村ながいきフェスタ産業まつり

■松戸市
●料理からベトナムのことを知ろう！Ⅱ
　＆ハンド・イン・ハンドってなに？
●ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉流山市平和学習（西深井小学校　流山北小学校）ボーイスカウト 柏第1団学習会コープみらい2区ブロック委員会

■長生村
●長生村ながいきフェスタ
　産業まつり

■長柄町
●秋のわいわいフェスティバル（中止）
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2020年3月発行

SDGｓ目標13
気候変動に具体的な対策を
Welcome UNICEF　 　　
役員一覧・役員の紹介
ユニセフサポートゴルフ大会
ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ・ラブウォーク
活動報告      
ご協力ありがとうございました

1

2～3
4
5 
6～7
8～9
10～11
12

千葉県
ユニセフ協会
案内図info＠unicef-chiba.jp

第４8号ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました （敬称略・順不同）

●一般募金
東葛ブロック外国コイン仕分けボランティア体験、親子新聞教室
外国コイン仕分け体験、蓮久寺、源小学校、ガールスカウト千葉県第1団
ガールスカウト千葉県第2団、ガールスカウト千葉県第57団
ガールスカウト千葉県第66団、長生村産業まつり

（宗）中山身語正宗関東教区青年部、ガールスカウト千葉県第30団
キッコーマン（株）、千葉友の会、市原市国際交流協会
ボーイスカウト市原第7団、（私）小ばと幼稚園、ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 船橋、ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 房総のむら

●シリア緊急募金
空港見学と外国コイン仕分けボランティア体験、そごう「SDGs」
を学ぶ、協同組合フェスティバル、蓮久寺 寺フェス

●ウガンダ衛生募金
Welcome UNICEF「食と健康」
ユニセフサポートゴルフ大会実行委員会

2019年8月～ 12月末まで 千葉県ユニセフ協会コード番号で振り込んでいただいた方については12月末分まで、県
協会に直接持参していただいた方や報告を受けた方については2020年1月31日分まで
を掲載させていただきました。個人ご協力者のお名前の掲載は控えさせていただきました。

＊

世界中で起こっている気候変動の数々
「SDGｓ目標13 気候変動に具体的な対策を」

　SDGｓ（エス・ディ－・ジーズ） それは、世界中のみんなでめざす2030年のゴールです。2020年
を迎え、目標達成まであと10年となりました。10年後、私たちの住む地球は、豊かで平和な地球と
なっているでしょうか。今、私たちがやっていかなければならないことを決して先延ばしせず、ひと
りひとりが、家族で、会社で、地域で、国として、世界中で手を取り合っていかなければなりません。

お 知 ら せ 今 後 の 予 定

© UNICEF/UN0303171/Mukwazhi/UNICEF

　地球の温暖化によるといわれる異常気
象は今、世界中で大きな災害をもたらし
ています。干ばつや大洪水が引き起こす
貧困や飢餓に苦しむ人、海面上昇によって
土地を失う人はこの先ますます増えてい
くと予想されます。2015年12月、世界全
体で気候変動に取り組むことを決めた「パ
リ協定」が国連で採択されました。
　各国が温室効果ガス削減目標を作成・
提出・維持する義務と目標を達成するた
めの国内対策を取る義務があります。

ガールスカウト千葉県第66団のみなさま

●外貨・使用済み切手
生活協同組合コープみらい千葉県本部
ガールスカウト千葉県第1団、ガールスカウト千葉県第66団
東京サラヤ（株）東京支店千葉営業所、鴨川市国際交流協会
ちばぎんVネットクラブ

安部大介氏

ボランティアスタッフ募集

2020年度ユニセフ・ちばフレンズ（賛助会員）を募集しています

ユニセフのつどい2020
－SDGs目標13 「気候変動に具体的な対策を」－

ご協力をお願いいたしします。 2019年度会員 個人：103名（123口） 企業・団体13団体（300口）
日本ボーイスカウト千葉県連盟

（一社）千葉県商工会議所連合会
（株）グリーンタワー
千葉県青少年団体連絡協議会

（株）ナリコー
（株）京葉銀行
キッコーマン（株）

（一社）ガールスカウト千葉県連盟
（株）千葉銀行
「小さな親切運動」ちばぎん支部
日本労働組合総連合会千葉県連合会

（株）マザー牧場
ジェフユナイテッド（株）

「小さな親切運動」ちばぎん支部様

種類

一般

企業・団体

会費

2,000円（1口）

2,000円（1口）

口数

1口以上

5口以上

ご自宅や会社で眠っている外国コインや使用済み切手があり
ましたら、イベントの会場にお持ちいただくか、千葉県ユニセフ
協会にお送りください。（送料はご負担ください）
【外国コイン（ユニセフ・外国コイン募金）】
お送りいただく際は品目に（メタル）とご記入ください。
【使用済み切手（日本切手・外国切手）】
切手は封筒やハガキから剥がさないでください。また、切り取
る際は切手の5mm外側を切ってください。
＊お預かりした切手は（株）フクオ様にて換金され、募金として

日本ユニセフ協会に届けられます。
ご協力をお願いいたします。

株式会社ウェザーニューズ気象予報士の
安部大介氏を講師に、日本国内だけでな
く世界全体の気候変動についてお話を聞
き、ひとりひとりができることを考えます。

ユニセフの活動を知るとともに、ユニセフを多
くの人に知ってもらうため、千葉県ユニセフ協
会のボランティアとして一緒に活動に参加しま
せんか？ 
【主な活動】

・地域ブロックで行う講演会など
 イベントの企画と運営
・機関誌「ともだち」の編集
・ユニセフ出前授業（学習会）の講師
・外国コインや使用済切手の整理
・事務所での書類発送準備など作業

詳しくは千葉県ユニセフ協会までお気軽にお問合せ
ください。

お申込み方法など詳細は千葉県ユニセフ協会ホームページ ・Facebook
でご案内します。

外国コイン・使用済み切手を
集めています

大気汚染の影響は3億人、洪水リスク5億人　気候変動は子どもの権利の危機

水温上昇　サンゴ増え、海藻消えた！

© UNICEF/UN0342041/Moreno Gonzale

テーブル状のサンゴが増え、サイズも大きくなっている。その一方で海
藻が姿を消した＝昨年１２月２７日、館山市の東京湾・波左間沖で

（尾崎幸司さん撮影）

１９９８年に撮影された波左間沖の海底は
海藻が茂っていた　　　（尾崎幸司さん提供）

館山 波佐間

サイクロン「イダイ」の被害を受けたジンバブ
エで仮設の橋を渡る家族

ハリケーン「ドリアン」の被害を受けたバハマ
の小学校の教室

5月31日（日）
14:00～ 16:00
ホテルグリーンタワー幕張
参加無料

温暖化により
千葉県の海にも
変化がでています…
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