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第51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

●新型コロナ緊急募金

市原中央高校インターアクト部のみなさんが
募金活動をしてくださいました

フレンドネーション
オンライン募金(2021年3月～8月)
SDGｓで持続可能な社会へ
一人一人ができること　チャレンジ！

千葉県ユニセフ協会第22回理事会・評議員会、
市原中央高校インターアクト部

●外貨・使用済み切手

2021年2月～ 8月 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2021年7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2021年8月末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。

＊

未曾有の世界的危機を乗り越え
世界の子どもたちの笑顔を取り戻すために

　新型コロナウイルス感染症は拡大と落ち着きを繰り返しながら、未だ全世界に猛威を
振るっています。この影響で途上国の子どもたちへの保健サービス等支援は急激に減
少し、取り巻く環境は悪化、3億人以上の子どもの栄養状態を脅かしています。ユニセフ

（国際連合児童基金）は、WHO（世界保健機関）が中心となって構築された「COVAX
ファシリティ」（新型コロナウイルス感染症のワクチンを複数国で共同購入し、公平に分
配する国際的枠組み）の主導的役割を担っており、世界最大のワクチン調達者として世
界的なワクチン供給の活動を始めております。しかしながら、新型コロナウイルス以前に
エボラ出血熱、マラリア、結核などといった感染症を防げていない現実もあり、途上国は
大変厳しい状況下に置かれています。
　千葉県ユニセフ協会はこれまでの世界の子どもたちへの生存、発達、保護に関するユ
ニセフ活動の経験を元に、その重要な役割の一端を担い、日々活動を続けております。昨
年は多数のオンラインセミナーを実施し、一般の方にも参加いただける機会を設けるな
ど、多くの方々に途上国の実情を知って頂けるよう努力しております。今後も皆様には、千葉県ユニセフ協会の趣旨、活動
にご理解を頂き、世界の子どもたちを一人でも多く救うべく、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　世界的な人道支援の始動を受け、日本ユニセフ協会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応す
るユニセフの活動を支える緊急募金を受け付けています。
　この危機下でユニセフは、急速に拡大するパンデミックから子どもたちを守りながら、母子保健サービスや栄
養治療など従来の支援活動も継続して行なう責務を担っています。危機から１年が間もなく経過する今日でも、
ユニセフの歴史のなかでも最も大規模な支援活動が、日々各地で続けられています。一人でも多くの幼い命を
この危機から守り抜くために、みなさまのお力がぜひ必要です。
　お寄せいただいたご寄付は、新型ウイルス感染拡大以前から紛争などにより医療体制が脆弱な途上国で命
の危険に晒されている子どもたちへの支援、およびCOVAXファシリティを通じた新型コロナウイルスワクチン
の供給活動への支援に充てられます。

開 催 決 定 ！ 秋 の イ ベ トン

2021年度ユニセフ・ちばフレンズ(賛助会員)を募集しています
会員の皆さまには
機関誌「ともだち」や
イベントのご案内を
お送りします

ご協力をお願いいたします。 2020年度会員 個人：95名（120口） 企業・団体11団体（245口）
日本ボーイ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
(株)グリーンタワー
千葉県青少年団体連絡協議会
ジェフユナイテッド(株)

(一社)ガールスカウト千葉県連盟
(株)京葉銀行
(一社)千葉県商工会議所連合会
日本労働組合総連合会千葉県連合会
(株)マザー牧場

種類

個人

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

新型コロナウイルス緊急募金にご協力を！

楽しんで！学んで社会貢献！

ユニセフ募金にご協力ください

11月7日(日) 千葉市生涯学習センター
　真珠まりこさん講演会

11月27日(土) ホテルグリーンタワー幕張
　Welcome UNICEF 知ることから始めよう

知ることから始めよう！講演会

千葉県ユニセフ協会

会長　中山 俊憲

開催内容の詳細やお申込み方法などは
千葉県ユニセフ協会のホームページ・Facebookでご案内します。

ホームページを
見るには
こちらから→

ホームページは
こちら↑

振込用紙を用意しておりますので、ご入用の際はご連絡ください。
お振込みの際には通信欄に“K1-120 千葉県ユニセフ協会”とご記入ください。

千葉県健康福祉部疾病対策課、千葉県庁農林水産政策課、
千葉県総合企画部 政策企画課、
生活協同組合コープみらい千葉県本部、
千葉市立加曽利中学校、株式会社カーレッツプラス

株式会社京葉銀行、小松電機株式会社、コープデリ連合会、生活協同組合コープみらい千葉県本部、よつば
司法書士行政書士事務所、はなみずきの会、ロータスクラブ、特別養護老人ホーム古千谷苑、真田KOA株
式会社、株式会社ケイハイ、株式会社丸長工務店、中塚内科・循環器科医院、有限会社リ・ミックス、株式会
社クサカ、株式会社音映システム、日本デイリーネット株式会社、徳島県立徳島北高等学校、国際ソロプチミ
スト小田原、株式会社サルーテ、株式会社マルアサ工房、シブヤ精機株式会社、シンデン商事株式会社、大
和ハウス工業株式会社栃木二宮工場、ブリヂストン労働組合本社支部、ラディックス株式会社、愛の森学園、
山崎金属産業株式会社、株式会社ガイアドリーム、トラストカッター、原田物産株式会社、(公財)千葉市国際
交流協会、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社、鴨川市国際交流協会、千葉県庁生活協同組合、
金沢医科大学衛生学、サンクリエイト株式会社、株式会社千葉ステーションビル、司法書士金子事務所

イベントの運営などに参加いただいている市原中央高校インターアクト部
のみなさんが、校内でユニセフ募金の呼びかけをしてくださいました。
29,537円が集まり新型コロナ緊急募金として寄付いただきました。ご協
力ありがとうございました。

おかげさまで、目標額8万円を超え、
サポーター４０人、募金額105,465円となりました。
ご協力いただいたみなさま、
ありがとうございました。

募金の結果は全校生徒に
紹介されました

鴨川市国際交流協会

インターアクト部のみなさんと

10月23日（土） ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 銚子
 ～銚子ジオパーク 恐竜の歩いた道を体験しよう！～
11月23日(祝・火) ユニセフ・ラブウォーク IN房総のむら
12月14日(火) ユニセフ・サポートゴルフ大会
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止や延期、開催方法を変更する場合が
あります。開催については随時ホームページでご案内します。
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　昨年対面で実施する予定でいた「ユニセフのつどい」が、新型コロナウイルス感染拡大で中止となり、今年、
新たにオンライン開催として、また新たなプログラム『SDGｓ達成に向けて「私たちが取り組んでいること」』を
取り入れ実施しました。オンライン講演会には125名の方が参加、またイベントに合わせ実施した「私が取り組
んでいること」＝マイアクションアンケートには1,000名を超す方々にご回答いただきました。

　今年の梅雨入りの話から始まり、天気図、梅雨明けの予想、そして、参加者からの質問にもあった「梅雨末期の豪雨」についてや
今年の夏の予報など、私たちにとって身近な話から講演会は始まりました。
１．気象・気候トピックス
　安部氏の質問に参加者がチャットで回答しながら温暖化、異常気象とその影響などを解説していただきました。安部氏から
出された質問は以下の3つです。皆さんの回答は〇、×　どちらでしょうか。

　温暖化による南極の氷の融解による様々な災害が起こるが、北極の氷の溶けて
いる時期が長くなることで北極航路が長く使えCO2削減になっていること。ま
た、アフリカでは温暖化の影響で、今後高温になるが、雨量は増える予想である
が、緑地化が進むのではなく、洪水などの被害が増えることなど、世界の気候変動
を知る機会となりました。また10年ほど前に問題となったオゾン層の破壊が回復
しつつあり、2060年には1980年ころの状態に戻るだろうという嬉しいニュース
もありました。

　今年は IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の報告書発表の年です。秋以降の発表が注目です。
２．（株）ウェザーニューズについて、天気予報ができるまで
　ウェザーニューズの成り立ちについて、また、現在行っているビジネスやサービス、サポーターと共に創る天気予報について
お話しいただきました。
　世界各地のサポーターからのレポート、船舶・航空などからの観測データ、雨量計など様々なデータを駆使して気象予報が
行われているそうです。
　最後に、皆さんの質問にもお答えいただきながらまとめとして次のことをお話しいただきました。
１．温暖化でますます極端な気象が増加　　２．Think Global, Act Local(地球規模で考え、足元から行動せよ)
３．気象情報、生物季節観察など地域の自然に興味を持ち、自ら発信しよう
４．気象情報＋自らの気象リスク分析⇒自らの対応策
　災害が起こった時にだけ気象に注目するのではなく、日頃から自然に関心
を持ち日々気象予報と関わることが大切であり、日々の関わりが、災害時の適
切な判断につながるのだと感じる講演会でした。また、私たちの周りで起こっ
ていることに常に興味を持ち、自ら発信することが必要だと思います。

ユニセフのつどい2021
　SDGｓ13 気候変動に具体的な対策を

14:00 ～ 16:00　参加者　125名　オンライン（ZOOM）による開催

講演会 「最近の異常気象と気象情報の利活用について」  講師  安部大介氏

質問１　今年の冬（2021.1 ～ 3月）は、千葉は平年より寒かった
質問２　産業革命以来　日本の気候は温暖化している
質問３　縄文時代（6000年前）より現在の方が温暖化している

＜答え＞
質問１…×　年初は寒かったが、春先は暖かかった。
　　　　　　日本は温暖化だが、欧州など異常低温の
　　　　　　地域もある。
質問２…〇　1度程度温暖化　このままだと100年で
　　　　　　2 ～ 4度上がる
質問３…×　縄文時代の方が2 ～ 3度温暖だった。

答えは、ページ右下に
記載してあります。

当日のプログラム
14:00 開会・ご挨拶
14:10 講演　「最近の異常気象と気象情報の利活用について」
 　　　（株）ウェザーニューズ執行役員　安部大介氏
15:20 SDGｓ達成に向けて「私たちが取り組んでいること」　千葉大学環境ISO学生委員会　ほか
 「私が取り組んでいること」＝マイアクションアンケート結果発表
16:00 閉会

2021年
7月11日

日

※千葉大学環境IＳＯ学生委員会、※柏市ストップ温暖化サポーター　山田殖保さん、※千葉県ユニセフ協会ボランティアス
タッフ　が日頃取り組んでいるマイアクションについて紹介してくださいました。ご協力ありがとうございました。

　顧問の神谷千葉市長はじめ多くの役員が参加。中山会長の進行で、つどいの
感想やそれぞれのマイアクションについてお話ししていただきました。
　一人一人の気づきを報告しながら、実行に移すステップとしていきます。

下記QRコードからも当日の動画をご覧いただけます。また千葉県ユニセフ協会HPでも紹介しています。
SDGｓ13気候変動に具体的な対策を！　一人一人ができることを実行していきたいです。

〈柏市ストップ温暖化サポーター山田さんによる具体的なマイアクションを紹介します〉

SDGｓ達成に向けて 「私たちが取り組んでいること」

「2050年脱炭素社会」実現に向けて、頑張りましょう！
未来のために、私たちが地球を守るのです！

やま だ しげ ほ

千葉大学環境ISO学生委員会 柏市ストップ温暖化サポーター
山田さん

千葉県ユニセフ協会
ボランティアスタッフ

役員顔合わせ会 集合写真

季節に合った服装衣　類

本当に必要なものだけを買う、長く使えるものを選ぶ、詰め替えられる商品を
レジ袋の代わりになるマイバッグを、「地産地消」を心がける、エコ商品を買う

買い物

地域のルールを守りましょう、Reuse・Reduce・Recycleしっかりごみ対策をご　み

CO2排出量の少ない車に！エコドライブを！自動車

なるべく歩く、自転車の利用、公共交通機関を利用する移　動

緑のカーテン、すだれを利用しよう、出来れば雨水の活用を
柏市エコハウス促進総合補助金を・・・令和3年度も実施しています
エコ窓改修、太陽光発電設備、家庭用燃料電池システム（エネファーム）
定置用リチウムイオン蓄電システム

住　居

買換えは性能の良い統一省エネルギーラベルの星の多い製品を！
掃除機（ほうき　雑巾を使う）、洗濯機（まとめて！　お風呂の残り湯を再利用する、洗剤を入れすぎない）
冷蔵庫（適切な隙間を確保して設置、扉の開閉の回数を減らす。温度設定を調節する、なんでも冷蔵庫に入れない）
エアコン（冷房の設定温度は28℃を目安に、フイルターを適宜掃除する。必要な時だけ使用。扇風機を活用する。
熱中症には気をつける。）、ガスコンロ（炎が鍋からはみ出さないように）、電子レンジ（野菜などの下ごしらえに）
ガス給湯器（設定温度をこまめに調節）、電気ポット（使わないときはプラグを抜く、ケトルを使う）
照明器具（LED照明を！　不必要な照明は消す、インバーター式を、照明の傘はこまめに掃除する）
ファンヒーター（必要な時だけつける）、電気カーペット（必要な広さだけ温める）
テレビ（見ていないときは消す）、パソコン（使用していないときは消す）、お風呂（家族は続けて入る、シャワーは
こまめに止める、穴の小さいシャワーヘッドを使う）、トイレ（節水を考えて）

家電製品

ユニセフのつどい２０２１終了後、
役員顔合わせ会を行いました。
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　昨年対面で実施する予定でいた「ユニセフのつどい」が、新型コロナウイルス感染拡大で中止となり、今年、
新たにオンライン開催として、また新たなプログラム『SDGｓ達成に向けて「私たちが取り組んでいること」』を
取り入れ実施しました。オンライン講演会には125名の方が参加、またイベントに合わせ実施した「私が取り組
んでいること」＝マイアクションアンケートには1,000名を超す方々にご回答いただきました。

　今年の梅雨入りの話から始まり、天気図、梅雨明けの予想、そして、参加者からの質問にもあった「梅雨末期の豪雨」についてや
今年の夏の予報など、私たちにとって身近な話から講演会は始まりました。
１．気象・気候トピックス
　安部氏の質問に参加者がチャットで回答しながら温暖化、異常気象とその影響などを解説していただきました。安部氏から
出された質問は以下の3つです。皆さんの回答は〇、×　どちらでしょうか。

　温暖化による南極の氷の融解による様々な災害が起こるが、北極の氷の溶けて
いる時期が長くなることで北極航路が長く使えCO2削減になっていること。ま
た、アフリカでは温暖化の影響で、今後高温になるが、雨量は増える予想である
が、緑地化が進むのではなく、洪水などの被害が増えることなど、世界の気候変動
を知る機会となりました。また10年ほど前に問題となったオゾン層の破壊が回復
しつつあり、2060年には1980年ころの状態に戻るだろうという嬉しいニュース
もありました。

　今年は IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の報告書発表の年です。秋以降の発表が注目です。
２．（株）ウェザーニューズについて、天気予報ができるまで
　ウェザーニューズの成り立ちについて、また、現在行っているビジネスやサービス、サポーターと共に創る天気予報について
お話しいただきました。
　世界各地のサポーターからのレポート、船舶・航空などからの観測データ、雨量計など様々なデータを駆使して気象予報が
行われているそうです。
　最後に、皆さんの質問にもお答えいただきながらまとめとして次のことをお話しいただきました。
１．温暖化でますます極端な気象が増加　　２．Think Global, Act Local(地球規模で考え、足元から行動せよ)
３．気象情報、生物季節観察など地域の自然に興味を持ち、自ら発信しよう
４．気象情報＋自らの気象リスク分析⇒自らの対応策
　災害が起こった時にだけ気象に注目するのではなく、日頃から自然に関心
を持ち日々気象予報と関わることが大切であり、日々の関わりが、災害時の適
切な判断につながるのだと感じる講演会でした。また、私たちの周りで起こっ
ていることに常に興味を持ち、自ら発信することが必要だと思います。

ユニセフのつどい2021
　SDGｓ13 気候変動に具体的な対策を

14:00 ～ 16:00　参加者　125名　オンライン（ZOOM）による開催

講演会 「最近の異常気象と気象情報の利活用について」  講師  安部大介氏

質問１　今年の冬（2021.1 ～ 3月）は、千葉は平年より寒かった
質問２　産業革命以来　日本の気候は温暖化している
質問３　縄文時代（6000年前）より現在の方が温暖化している

＜答え＞
質問１…×　年初は寒かったが、春先は暖かかった。
　　　　　　日本は温暖化だが、欧州など異常低温の
　　　　　　地域もある。
質問２…〇　1度程度温暖化　このままだと100年で
　　　　　　2 ～ 4度上がる
質問３…×　縄文時代の方が2 ～ 3度温暖だった。

答えは、ページ右下に
記載してあります。

当日のプログラム
14:00 開会・ご挨拶
14:10 講演　「最近の異常気象と気象情報の利活用について」
 　　　（株）ウェザーニューズ執行役員　安部大介氏
15:20 SDGｓ達成に向けて「私たちが取り組んでいること」　千葉大学環境ISO学生委員会　ほか
 「私が取り組んでいること」＝マイアクションアンケート結果発表
16:00 閉会

2021年
7月11日

日

※千葉大学環境IＳＯ学生委員会、※柏市ストップ温暖化サポーター　山田殖保さん、※千葉県ユニセフ協会ボランティアス
タッフ　が日頃取り組んでいるマイアクションについて紹介してくださいました。ご協力ありがとうございました。

　顧問の神谷千葉市長はじめ多くの役員が参加。中山会長の進行で、つどいの
感想やそれぞれのマイアクションについてお話ししていただきました。
　一人一人の気づきを報告しながら、実行に移すステップとしていきます。

下記QRコードからも当日の動画をご覧いただけます。また千葉県ユニセフ協会HPでも紹介しています。
SDGｓ13気候変動に具体的な対策を！　一人一人ができることを実行していきたいです。

〈柏市ストップ温暖化サポーター山田さんによる具体的なマイアクションを紹介します〉

SDGｓ達成に向けて 「私たちが取り組んでいること」

「2050年脱炭素社会」実現に向けて、頑張りましょう！
未来のために、私たちが地球を守るのです！

やま だ しげ ほ

千葉大学環境ISO学生委員会 柏市ストップ温暖化サポーター
山田さん

千葉県ユニセフ協会
ボランティアスタッフ

役員顔合わせ会 集合写真

季節に合った服装衣　類

本当に必要なものだけを買う、長く使えるものを選ぶ、詰め替えられる商品を
レジ袋の代わりになるマイバッグを、「地産地消」を心がける、エコ商品を買う

買い物

地域のルールを守りましょう、Reuse・Reduce・Recycleしっかりごみ対策をご　み

CO2排出量の少ない車に！エコドライブを！自動車

なるべく歩く、自転車の利用、公共交通機関を利用する移　動

緑のカーテン、すだれを利用しよう、出来れば雨水の活用を
柏市エコハウス促進総合補助金を・・・令和3年度も実施しています
エコ窓改修、太陽光発電設備、家庭用燃料電池システム（エネファーム）
定置用リチウムイオン蓄電システム

住　居

買換えは性能の良い統一省エネルギーラベルの星の多い製品を！
掃除機（ほうき　雑巾を使う）、洗濯機（まとめて！　お風呂の残り湯を再利用する、洗剤を入れすぎない）
冷蔵庫（適切な隙間を確保して設置、扉の開閉の回数を減らす。温度設定を調節する、なんでも冷蔵庫に入れない）
エアコン（冷房の設定温度は28℃を目安に、フイルターを適宜掃除する。必要な時だけ使用。扇風機を活用する。
熱中症には気をつける。）、ガスコンロ（炎が鍋からはみ出さないように）、電子レンジ（野菜などの下ごしらえに）
ガス給湯器（設定温度をこまめに調節）、電気ポット（使わないときはプラグを抜く、ケトルを使う）
照明器具（LED照明を！　不必要な照明は消す、インバーター式を、照明の傘はこまめに掃除する）
ファンヒーター（必要な時だけつける）、電気カーペット（必要な広さだけ温める）
テレビ（見ていないときは消す）、パソコン（使用していないときは消す）、お風呂（家族は続けて入る、シャワーは
こまめに止める、穴の小さいシャワーヘッドを使う）、トイレ（節水を考えて）

家電製品

ユニセフのつどい２０２１終了後、
役員顔合わせ会を行いました。
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　ユニセフのつどい2021の開催に合わせて、日頃から皆さんが取り組ん
でいる気候変動や、その影響を止めるための行動＝＃マイアクションにつ
いてアンケートを実施しました。県内外から1,000名を超える方にご参加
いただき、さまざまなお声をいただきました。日常生活で浸透している取
り組み、今まで気づかなかった取り組みなど、気づきの多いアンケートと
なりました。

　2021年5月31日から7月12日まで実施した「マイアクション アンケー
ト」には、9歳以下から80代以上の方まで幅広い年齢の方にご参加いただ
きました。お友達やお知り合い・ご家族へのご紹介、企業や団体内で広く
告知していただいたおかげで、参加者は1,085名となり
ました。Webで回答いただいたほか、アンケート用紙を
FAXでお送りいただいた方も多くいらっしゃいました。
　みなさまのご協力ありがとうございました！

＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
給食、家のご飯は残さず食べる／コーヒーフィルターを使わないフレンチプレスでコーヒーを入れる／食材を有効に使う為、料理のリメイクをし、別の料理に
作り直したりしている／リポベジ（豆苗や水菜など切った根の部分など、ふつう捨ててしまうところを水に浸けることで、その葉っぱを「再生」させて利用する）／
冷蔵庫内はパックに入れ見える化しています。／ゴミを少なくするために、野菜や果物の皮をジャムや乾燥食材にしている／煮物を作るときは保温調理カバー
を使う／野菜や果物を自家栽培・地産地消／災害に備えて食料をローリングストックして賞味期限の短いものから順に食べる／フードマイレージを知りカボ
チャなど輸入した品物は買わなくなりました

消費期限：お弁当や生めんなど“いたみやすい”食品に表示されている「安全に食べられる期限」
賞味期限：スナック菓子やカップめんなど、“いたみにくい”食品に表示されている「おいしく食べられる期限」⇒賞味期限は期限を
　　　　 過ぎてもすぐに食べられなくわけではない
※どちらも袋や容器を開けないで、書かれた通りに保存していた場合の安全やおいしさが約束されてたものですので、一度開けて

しまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。
（参照：農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html）

　「マイバッグやマイボトルを持ち歩く」「分別して
ゴミを出す」ことは、アンケート結果からも多くの
方が実践され、浸透してきました。
　生ごみの処理では、コンポストやディスポー
ザーなどの処理機の利用・庭に埋める、水をよく切
ることなど、生ごみをできるだけ少なくすることを
実践しているよ、という意見も多く聞かれました。
　最近では“フリマアプリ”を利用して、不用品を必
要な方に譲られる方も増えているようですね。

＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
裏紙をメモ用紙として利用する／ラップの代わりに繰り
返し使えるシリコンキャップを使っている／廃食油のリサ
イクルで石けんに／ストローを使わない／パンやお菓子
の袋に生ゴミを入れて再利用。家族で合言葉のように言い合う／壊れても直して使えるものはなるべく長く使う／なるべく容器がでないものを買う／メル
カリ等を利用する／使わない物NPO法人の運営する店に寄付する。／過剰に包装されて無いものを選んで購入する／瓶入り引き取り制の牛乳を買う／布
類は小さく切って拭き取り用に使う／牛乳パックを切り開き、肉・魚の下ごしらえに利用

省エネは家計の節約にもつながります。「使用していな
い部屋の電気を消す」と回答した方は全体の91.3%。ほ
とんどの方が取り組んでいることがわかります。シャワー
の利用時間やお風呂の残り湯を活用することは、水資源
の無駄をなくし浄水や下水の処理にかかるエネルギー
削減につながりますので、少し気をつけたいですね。
＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
洗濯はできるだけまとめて行う／印刷は最小限2in1、4in1 ／
パソコンから少し離れるときはスリープ、スマホの設定を省エネ
モードにしてできるだけ消費電力を抑える／家族で環境問題に
ついて話す機会を設ける／エアコンを使う際はシーリングファ
ンや扇風機を併用するよう心がける／車を利用する時はエコド
ライブ／太陽光発電を利用している／油脂をなるべく流しに流
さない／遮熱・断熱カーテンを利用してて部屋の温度変化を少
なくする／雨水を活用する／合成洗剤を使わない／風呂の残り湯は生活用水として利用する／油は拭き取ってから洗う／節水シャワーヘッドに替えた／植林
をしたり、その森を守る活動(下草刈りなど)に参加している／センサー付きの照明は必要ない時に点いたりスイッチを切る習慣が欠如して失敗でした

食品をムダにしないことは、「フードロス」の削減につ
ながり、地球の環境を守ることにもなります。アン
ケート参加者の65%は、「買い物前に冷蔵庫の中身
をチェック」や「食べられる量だけ作る」ことで、食品
をムダにしないように日頃から気を付けていらっしゃ
るようです。また、「旬のものを選ぶ」ことは、エネル
ギーを使わずに生産されている＝環境にやさしい食
材を選んでいることに、「地産地消」は輸送にかかる
エネルギーの削減につながります。

ユニセフのつどい2021
みんなの「私が取り組んでいること」＝
　　　　　　　　　　#マイアクション 結果発表

ごみを出さないためのアクション

食生活でできるアクション

節約・省エネのための
アクション

アンケートの結果から、私たちが気候変動を止めるために浸透し
ている取り組み、新たに始められそうな取り組みが見えてきまし
た。SDGs目標達成に一番大切なことは「持続可能＝続けられる」
ということ。無理なく、できる範囲で始めてみましょう。

＜こんなお声もいただきました＞
●項目を一つ一つ読んでいくと「このようなこともマイアクションのひとつなのだ」というのがわかりました。習慣となるように、まず意識して

生活していくことは大切だと感じました。
●特に意識して生活していませんでしたが、買い物やゴミの分別、家の節電だけでもアクションになるなら、これからも続けていきたいと思

います。
●「一人ひとりは微力だが、無力でない」微力を結集すれば、大きなパワーになり、難関を克服出来ると信じる意識改革が大切。

これから取り組もう！チャレンジ項目は？

　マイアクションアンケートに実際に参加していただいた方から「今まで
やっていなかったことも今度からやってみようかな…」「SDGｓって難しく考
えていたけれど毎日の暮らしで自分が取り組んでいることと大いに関係が
あるんだね…」「家族みんなで考えてみました」など様々なご意見・ご感想も
いただき、大変ありがたく思っています。
　1000名以上の方が参加してくださった「マイアクションアンケート」。千葉
県ユニセフ協会として初めての取り組みでしたが、今後もこのようなアン
ケートを通してSＤＧｓ目標に向けて、できることを多くの方々と一緒に考え
ていきたいと思います。

事務局より
紙面の都合ですべてのお声は
ご紹介できませんでしたが、千
葉県ユニセフ協会ホームページ
(www.unicef-chiba.jp)で 全
ての回答を公開し
ています。ぜひご覧
ください。

#マイアクション 　ベスト３

#マイアクションアンケート結果発表を見るにはこちらから→

これからチャレンジ項目
使用した電気やガスからCO2排出量を把握する 6.0％
リサイクル製品を選んで買う 17.5％
環境問題に熱心に取り組んでいるメーカーのものを選んで買う 23.3％
緑のカーテンやすだれを設置する 24.2％
エコマーク・省エネラベルの製品を選ぶ 26.4％
風呂の残り湯を洗濯に使う 34.4%
シャワーの時間を少しだけ短くする 35.2％
車での移動を控え、バスや電車や自転車、徒歩を心がける 37.8％
宅配便の再配達を防止する 38.8％

特集

アンケートへの参加者は1,085名！

＜ご存じですか？「賞味期限」と「消費期限」＞

1 使用していない部屋の電気を消す　91.3％

2 分別をしてごみを出す　88.7％

3 マイバッグやマイボトル持参　87.8％

私たちの＃マイアクション

まだまだ

あります！

たくさんの＃マイアクションありがとうございました

■ マイアクションアンケート
■ ユニセフのつどい 参加申込者
■ 千葉県ユニセフ協会 役員

アンケート参加者 1,085名

908名
83.7％

138名
12.7％

39名
3.6％

4.8%

9.6%

54.6%

41.2%

64.6%

66.2%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

複数回答（回答者数：1,085名）

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

買い物前に冷蔵庫の
中身をチェックする

食べられる量だけ作る

買い物のときに賞味期限が
遅いものを無理に選ばない

旬のものを選ぶ

その他

取組んでいない

1.8%

5.3%

47.2%

6.0%

37.8%

26.4%
38.8%

24.2%

50.7%
34.4%

35.2%
67.4%

91.3%

0 200 400 600 800 1000 1200

取組んでいない

その他

テレビは見たい番組だけ見る

使用した電気やガスから
CO2排出量を把握する

車での移動を控え、バスや電車や
自転車、徒歩を心がける

エコマーク・省エネラベルの
製品を選ぶ

宅配便の再配達を防止する

緑のカーテンやすだれを設置する

洗剤を使いすぎない

風呂の残り湯を洗濯に使う

シャワーの時間を少しだけ短くする

冷蔵庫やエアコンの温度は適切にする

使用していない部屋の電気を消す

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

複数回答（回答者数：1,085名）

1.4%

5.1%

23.3%

88.7%

60.4%

78.2%

17.5%

46.4%

87.8%

0 200 400 600 800 1000

取組んでいない

その他

環境問題に熱心に取り組んでいる
メーカーのものを選んで買う

分別してゴミを出す

何かを買う時に
本当に必要かを考える

つめかえの製品を使うようにする

リサイクル製品を選んで買う

着られなくなった服は
リフォームしたりリサイクルに出す

マイバッグやマイボトルを持ち歩く

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

複数回答（回答者数：1,085名）
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　ユニセフのつどい2021の開催に合わせて、日頃から皆さんが取り組ん
でいる気候変動や、その影響を止めるための行動＝＃マイアクションにつ
いてアンケートを実施しました。県内外から1,000名を超える方にご参加
いただき、さまざまなお声をいただきました。日常生活で浸透している取
り組み、今まで気づかなかった取り組みなど、気づきの多いアンケートと
なりました。

　2021年5月31日から7月12日まで実施した「マイアクション アンケー
ト」には、9歳以下から80代以上の方まで幅広い年齢の方にご参加いただ
きました。お友達やお知り合い・ご家族へのご紹介、企業や団体内で広く
告知していただいたおかげで、参加者は1,085名となり
ました。Webで回答いただいたほか、アンケート用紙を
FAXでお送りいただいた方も多くいらっしゃいました。
　みなさまのご協力ありがとうございました！

＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
給食、家のご飯は残さず食べる／コーヒーフィルターを使わないフレンチプレスでコーヒーを入れる／食材を有効に使う為、料理のリメイクをし、別の料理に
作り直したりしている／リポベジ（豆苗や水菜など切った根の部分など、ふつう捨ててしまうところを水に浸けることで、その葉っぱを「再生」させて利用する）／
冷蔵庫内はパックに入れ見える化しています。／ゴミを少なくするために、野菜や果物の皮をジャムや乾燥食材にしている／煮物を作るときは保温調理カバー
を使う／野菜や果物を自家栽培・地産地消／災害に備えて食料をローリングストックして賞味期限の短いものから順に食べる／フードマイレージを知りカボ
チャなど輸入した品物は買わなくなりました

消費期限：お弁当や生めんなど“いたみやすい”食品に表示されている「安全に食べられる期限」
賞味期限：スナック菓子やカップめんなど、“いたみにくい”食品に表示されている「おいしく食べられる期限」⇒賞味期限は期限を
　　　　 過ぎてもすぐに食べられなくわけではない
※どちらも袋や容器を開けないで、書かれた通りに保存していた場合の安全やおいしさが約束されてたものですので、一度開けて

しまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。
（参照：農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html）

　「マイバッグやマイボトルを持ち歩く」「分別して
ゴミを出す」ことは、アンケート結果からも多くの
方が実践され、浸透してきました。
　生ごみの処理では、コンポストやディスポー
ザーなどの処理機の利用・庭に埋める、水をよく切
ることなど、生ごみをできるだけ少なくすることを
実践しているよ、という意見も多く聞かれました。
　最近では“フリマアプリ”を利用して、不用品を必
要な方に譲られる方も増えているようですね。

＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
裏紙をメモ用紙として利用する／ラップの代わりに繰り
返し使えるシリコンキャップを使っている／廃食油のリサ
イクルで石けんに／ストローを使わない／パンやお菓子
の袋に生ゴミを入れて再利用。家族で合言葉のように言い合う／壊れても直して使えるものはなるべく長く使う／なるべく容器がでないものを買う／メル
カリ等を利用する／使わない物NPO法人の運営する店に寄付する。／過剰に包装されて無いものを選んで購入する／瓶入り引き取り制の牛乳を買う／布
類は小さく切って拭き取り用に使う／牛乳パックを切り開き、肉・魚の下ごしらえに利用

省エネは家計の節約にもつながります。「使用していな
い部屋の電気を消す」と回答した方は全体の91.3%。ほ
とんどの方が取り組んでいることがわかります。シャワー
の利用時間やお風呂の残り湯を活用することは、水資源
の無駄をなくし浄水や下水の処理にかかるエネルギー
削減につながりますので、少し気をつけたいですね。
＜こんな取り組みも！～自由回答から～＞
洗濯はできるだけまとめて行う／印刷は最小限2in1、4in1 ／
パソコンから少し離れるときはスリープ、スマホの設定を省エネ
モードにしてできるだけ消費電力を抑える／家族で環境問題に
ついて話す機会を設ける／エアコンを使う際はシーリングファ
ンや扇風機を併用するよう心がける／車を利用する時はエコド
ライブ／太陽光発電を利用している／油脂をなるべく流しに流
さない／遮熱・断熱カーテンを利用してて部屋の温度変化を少
なくする／雨水を活用する／合成洗剤を使わない／風呂の残り湯は生活用水として利用する／油は拭き取ってから洗う／節水シャワーヘッドに替えた／植林
をしたり、その森を守る活動(下草刈りなど)に参加している／センサー付きの照明は必要ない時に点いたりスイッチを切る習慣が欠如して失敗でした

食品をムダにしないことは、「フードロス」の削減につ
ながり、地球の環境を守ることにもなります。アン
ケート参加者の65%は、「買い物前に冷蔵庫の中身
をチェック」や「食べられる量だけ作る」ことで、食品
をムダにしないように日頃から気を付けていらっしゃ
るようです。また、「旬のものを選ぶ」ことは、エネル
ギーを使わずに生産されている＝環境にやさしい食
材を選んでいることに、「地産地消」は輸送にかかる
エネルギーの削減につながります。

ユニセフのつどい2021
みんなの「私が取り組んでいること」＝
　　　　　　　　　　#マイアクション 結果発表

ごみを出さないためのアクション

食生活でできるアクション

節約・省エネのための
アクション

アンケートの結果から、私たちが気候変動を止めるために浸透し
ている取り組み、新たに始められそうな取り組みが見えてきまし
た。SDGs目標達成に一番大切なことは「持続可能＝続けられる」
ということ。無理なく、できる範囲で始めてみましょう。

＜こんなお声もいただきました＞
●項目を一つ一つ読んでいくと「このようなこともマイアクションのひとつなのだ」というのがわかりました。習慣となるように、まず意識して

生活していくことは大切だと感じました。
●特に意識して生活していませんでしたが、買い物やゴミの分別、家の節電だけでもアクションになるなら、これからも続けていきたいと思

います。
●「一人ひとりは微力だが、無力でない」微力を結集すれば、大きなパワーになり、難関を克服出来ると信じる意識改革が大切。

これから取り組もう！チャレンジ項目は？

　マイアクションアンケートに実際に参加していただいた方から「今まで
やっていなかったことも今度からやってみようかな…」「SDGｓって難しく考
えていたけれど毎日の暮らしで自分が取り組んでいることと大いに関係が
あるんだね…」「家族みんなで考えてみました」など様々なご意見・ご感想も
いただき、大変ありがたく思っています。
　1000名以上の方が参加してくださった「マイアクションアンケート」。千葉
県ユニセフ協会として初めての取り組みでしたが、今後もこのようなアン
ケートを通してSＤＧｓ目標に向けて、できることを多くの方々と一緒に考え
ていきたいと思います。

事務局より
紙面の都合ですべてのお声は
ご紹介できませんでしたが、千
葉県ユニセフ協会ホームページ
(www.unicef-chiba.jp)で 全
ての回答を公開し
ています。ぜひご覧
ください。

#マイアクション 　ベスト３

#マイアクションアンケート結果発表を見るにはこちらから→

これからチャレンジ項目
使用した電気やガスからCO2排出量を把握する 6.0％
リサイクル製品を選んで買う 17.5％
環境問題に熱心に取り組んでいるメーカーのものを選んで買う 23.3％
緑のカーテンやすだれを設置する 24.2％
エコマーク・省エネラベルの製品を選ぶ 26.4％
風呂の残り湯を洗濯に使う 34.4%
シャワーの時間を少しだけ短くする 35.2％
車での移動を控え、バスや電車や自転車、徒歩を心がける 37.8％
宅配便の再配達を防止する 38.8％

特集

アンケートへの参加者は1,085名！

＜ご存じですか？「賞味期限」と「消費期限」＞

1 使用していない部屋の電気を消す　91.3％

2 分別をしてごみを出す　88.7％

3 マイバッグやマイボトル持参　87.8％

私たちの＃マイアクション

まだまだ

あります！

たくさんの＃マイアクションありがとうございました

■ マイアクションアンケート
■ ユニセフのつどい 参加申込者
■ 千葉県ユニセフ協会 役員

アンケート参加者 1,085名

908名
83.7％

138名
12.7％

39名
3.6％

4.8%

9.6%

54.6%

41.2%

64.6%

66.2%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

複数回答（回答者数：1,085名）

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

買い物前に冷蔵庫の
中身をチェックする

食べられる量だけ作る

買い物のときに賞味期限が
遅いものを無理に選ばない

旬のものを選ぶ

その他

取組んでいない

1.8%

5.3%

47.2%

6.0%

37.8%

26.4%
38.8%

24.2%

50.7%
34.4%

35.2%
67.4%

91.3%

0 200 400 600 800 1000 1200

取組んでいない

その他

テレビは見たい番組だけ見る

使用した電気やガスから
CO2排出量を把握する

車での移動を控え、バスや電車や
自転車、徒歩を心がける

エコマーク・省エネラベルの
製品を選ぶ

宅配便の再配達を防止する

緑のカーテンやすだれを設置する

洗剤を使いすぎない

風呂の残り湯を洗濯に使う

シャワーの時間を少しだけ短くする

冷蔵庫やエアコンの温度は適切にする

使用していない部屋の電気を消す

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

複数回答（回答者数：1,085名）

1.4%

5.1%

23.3%

88.7%

60.4%

78.2%

17.5%

46.4%

87.8%

0 200 400 600 800 1000

取組んでいない

その他

環境問題に熱心に取り組んでいる
メーカーのものを選んで買う

分別してゴミを出す

何かを買う時に
本当に必要かを考える

つめかえの製品を使うようにする

リサイクル製品を選んで買う

着られなくなった服は
リフォームしたりリサイクルに出す

マイバッグやマイボトルを持ち歩く

■ ９歳以下　■ １０代　■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代　■ ５０代　■ ６０代　■ ７０代　■ ８０代以上　■ 回答しない　■ 役員

複数回答（回答者数：1,085名）
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千葉県ユニセフ協会　役員紹介

千葉県ユニセフ協会 第２2回理事会・評議員会

県協会役職 お　名　前 役　職　名

顧 問 熊谷　俊人 千葉県知事

顧 問 神谷　俊一 千葉市長

会 長 中山　俊憲 国立大学法人千葉大学学長　

専務理事 首藤英里子 生活協同組合コープみらい常務執行役員千葉県本部長

常務理事 伊藤　　稔 ( 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 黒坂　典雄 千葉県青少年団体連絡協議会会長

常務理事 鈴木　國夫 ( 公財 ) 日本ユニセフ協会顧問

理 事 麻生　博章 株式会社千葉銀行常務執行役員

理 事 入江　康文 ( 公社 ) 千葉県医師会会長

理 事 大久保利宏 敬愛大学経済学部特任教授

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 片平　紀行 日本ボーイスカウト千葉県連盟理事長

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 柴田加寿子 ( 一社 ) ガールスカウト千葉県連盟連盟長

理 事 染谷　光男 キッコーマン株式会社特別顧問

理 事 田村明比古 成田国際空港株式会社代表取締役社長

理 事 林　　幸子 生活協同組合コープみらい理事

理 事 林　　茂壽 千葉県農業協同組合中央会代表理事会長

理 事 吉田　謙次 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長

監 事 熊谷　俊行 株式会社京葉銀行取締役頭取

監 事 三浦　亜紀 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 安藤　　淳 東京新聞千葉支局長

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　　隆 千葉県中学校長会会長

評 議 員 内田　淳一 千葉県小学校長会会長

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 小布施祐一 読売新聞千葉支局長

評 議 員 釡萢　德行 千葉県高等学校長協会会長

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 篠塚　　泉 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長

評 議 員 玉田　浩一 株式会社ベイエフエム代表取締役専務

評 議 員 徳永　澄憲 麗澤大学学長

評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長

評 議 員 浜口　好博 イオンリテール株式会社取締役常務執行役員南関東カンパニー支社長

評 議 員 長谷川　豊 毎日新聞社千葉支局長

評 議 員 林　　昇志 株式会社グリーンタワー社主

評 議 員 細田美和子 日本放送協会千葉放送局 局長

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 松田　京平 朝日新聞社千葉総局長

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 美濃地　誠 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長総支配人

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 吉田　和子 ( 公財 ) 吉田記念テニス研修センター評議員

事務局長 福本　朋子 千葉県ユニセフ協会　事務局

３月２６日（金）千葉県ユニセフ協会第２2回理事会・評議員会
を、ホテルグリーンタワー幕張で実施しました。「映像を交えての
２０２０年度事業報告/決算報告/役員選任に関する件」すべて
承認をいただきました。また、協議事項として、「ユニセフのつど
い」「Welcome UNICEF」について、役員の皆さまに意見交換
をしていただきました。また、徳久会長に「新型コロナウイルス
感染症　現状と今後について」をお話しいただきました。

敬称略（2021年9月1日現在）

募金振込みの際、「Ｋ１－１２０　千葉県ユニセフ協会」と記入してくださった協力者

報告

　このたび、千葉県ユニセフ協会理事に就任いたしました成田国際空港株式会社の田村明比
古です。よろしくお願いいたします。
　近年、気候変動の影響により記録的な猛暑や豪雨が世界中で発生しておりますが、これらに
起因した干ばつや洪水等は、災害や食糧不安・飢餓を引き起こし、最も弱い立場である子ども
たちを危機に晒しています。
　当社では、気候変動など地球規模の環境問題に対応するために、空港全体のCO2排出量を
大幅に削減するなど、持続可能な空港づくりへの取り組みを、今後一層強化していきます。
ターミナルで消費されるエネルギーの削減や地上車両のEV化など、空港で実行可能な低炭
素化をさらに進めるとともに、通常のジェット燃料よりCO2排出量の少ない航空機燃料への
転換などを図り、成田空港のすべての関係者と協力して、できることを最大限実行してまいり
ます。
　気候変動を抑えるには、国や企業の努力はもちろんのこと、一人ひとりの行動も必要です。
その積み重ねが、最終的には将来を担う子どもたちを守り、豊かな地球を先の未来へ受け継
いでいくことにつながると考えます。そのために自分たちには何が出来るのかを考え、皆で力
を合わせ取り組んでまいりましょう。

　この度、千葉県ユニセフ協会理事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
麻生と申します。何卒宜しくお願い申し上げます。
　世界では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、貧困下で暮らしている子どもたちを取
り巻く環境は、より過酷な状況になっています。感染拡大防止のため、30か国にわたり学校が
休校し、5億7,200万人もの生徒の教育環境に影響がでているほか、学校給食の中断も要因と
なり、3億人以上の子どもたちの栄養状態を脅かしています。こうした深刻な状況のなかで、支
援を必要としている子どもたちが世界にはたくさんいます。
　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、子どもたちの命をつなぐ活動を積極的に支援してまいりたいと考え
ておりますので、皆さまからのあたたかいご支援、ご協力をお願い申し上げます。

役員からのメッセージ

株式会社千葉銀行
常務執行役員

成田空港株式会社
代表取締役社長

麻生 博章

田村 明比古

生活協同組合コープみらい
理事

林 幸子

　日頃より世界の子どもたちのためにユニセフ活動にご理解とご協力いただきましてありが
とうございます。
　この度千葉県ユニセフ協会理事に就任しました林幸子です。
　千葉県ユニセフ協会との関わりはボランティア養成講座を受講したことから始まりました。
それからはハンド・イン・ハンド募金や学習会などを通じて、世界の子どもたちの現状やユニセ
フの活動の意義を知り、誰かのために少しでも私にできることは何だろう？と思い活動を続け
ています。「人は知り、学ぶと責任が芽生える」そうです。最も支援の届きにくい子どもたちを最
優先に支援しているユニセフの活動を知り学び周りの方に伝えながら、地域でのユニセフ活
動のネットワークを広げていけたらと思います。
　コロナ禍の影響を受け国内外でも貧困や格差の拡大が子ども達を取り巻く環境をさらに悪
化させています。そのような状況を少しでも変えられる一歩として「持続可能な開発目標
SDGs」に向けてさまざまなな団体と協力しあったり、地球市民としてひとりひとりができるこ
とを重ねれば子どもたちの笑顔と未来につながります。
　これからもみなさまからのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

２０２０年度 募金総額

１２，９５５，３６８円（１２４件）
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千葉県ユニセフ協会　役員紹介

千葉県ユニセフ協会 第２2回理事会・評議員会

県協会役職 お　名　前 役　職　名

顧 問 熊谷　俊人 千葉県知事

顧 問 神谷　俊一 千葉市長

会 長 中山　俊憲 国立大学法人千葉大学学長　

専務理事 首藤英里子 生活協同組合コープみらい常務執行役員千葉県本部長

常務理事 伊藤　　稔 ( 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 黒坂　典雄 千葉県青少年団体連絡協議会会長

常務理事 鈴木　國夫 ( 公財 ) 日本ユニセフ協会顧問

理 事 麻生　博章 株式会社千葉銀行常務執行役員

理 事 入江　康文 ( 公社 ) 千葉県医師会会長

理 事 大久保利宏 敬愛大学経済学部特任教授

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 片平　紀行 日本ボーイスカウト千葉県連盟理事長

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 柴田加寿子 ( 一社 ) ガールスカウト千葉県連盟連盟長

理 事 染谷　光男 キッコーマン株式会社特別顧問

理 事 田村明比古 成田国際空港株式会社代表取締役社長

理 事 林　　幸子 生活協同組合コープみらい理事

理 事 林　　茂壽 千葉県農業協同組合中央会代表理事会長

理 事 吉田　謙次 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長

監 事 熊谷　俊行 株式会社京葉銀行取締役頭取

監 事 三浦　亜紀 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 安藤　　淳 東京新聞千葉支局長

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　　隆 千葉県中学校長会会長

評 議 員 内田　淳一 千葉県小学校長会会長

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 小布施祐一 読売新聞千葉支局長

評 議 員 釡萢　德行 千葉県高等学校長協会会長

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 篠塚　　泉 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長

評 議 員 玉田　浩一 株式会社ベイエフエム代表取締役専務

評 議 員 徳永　澄憲 麗澤大学学長

評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長

評 議 員 浜口　好博 イオンリテール株式会社取締役常務執行役員南関東カンパニー支社長

評 議 員 長谷川　豊 毎日新聞社千葉支局長

評 議 員 林　　昇志 株式会社グリーンタワー社主

評 議 員 細田美和子 日本放送協会千葉放送局 局長

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 松田　京平 朝日新聞社千葉総局長

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 美濃地　誠 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長総支配人

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 吉田　和子 ( 公財 ) 吉田記念テニス研修センター評議員

事務局長 福本　朋子 千葉県ユニセフ協会　事務局

３月２６日（金）千葉県ユニセフ協会第２2回理事会・評議員会
を、ホテルグリーンタワー幕張で実施しました。「映像を交えての
２０２０年度事業報告/決算報告/役員選任に関する件」すべて
承認をいただきました。また、協議事項として、「ユニセフのつど
い」「Welcome UNICEF」について、役員の皆さまに意見交換
をしていただきました。また、徳久会長に「新型コロナウイルス
感染症　現状と今後について」をお話しいただきました。

敬称略（2021年9月1日現在）

募金振込みの際、「Ｋ１－１２０　千葉県ユニセフ協会」と記入してくださった協力者

報告

　このたび、千葉県ユニセフ協会理事に就任いたしました成田国際空港株式会社の田村明比
古です。よろしくお願いいたします。
　近年、気候変動の影響により記録的な猛暑や豪雨が世界中で発生しておりますが、これらに
起因した干ばつや洪水等は、災害や食糧不安・飢餓を引き起こし、最も弱い立場である子ども
たちを危機に晒しています。
　当社では、気候変動など地球規模の環境問題に対応するために、空港全体のCO2排出量を
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役員からのメッセージ

株式会社千葉銀行
常務執行役員

成田空港株式会社
代表取締役社長

麻生 博章

田村 明比古

生活協同組合コープみらい
理事

林 幸子

　日頃より世界の子どもたちのためにユニセフ活動にご理解とご協力いただきましてありが
とうございます。
　この度千葉県ユニセフ協会理事に就任しました林幸子です。
　千葉県ユニセフ協会との関わりはボランティア養成講座を受講したことから始まりました。
それからはハンド・イン・ハンド募金や学習会などを通じて、世界の子どもたちの現状やユニセ
フの活動の意義を知り、誰かのために少しでも私にできることは何だろう？と思い活動を続け
ています。「人は知り、学ぶと責任が芽生える」そうです。最も支援の届きにくい子どもたちを最
優先に支援しているユニセフの活動を知り学び周りの方に伝えながら、地域でのユニセフ活
動のネットワークを広げていけたらと思います。
　コロナ禍の影響を受け国内外でも貧困や格差の拡大が子ども達を取り巻く環境をさらに悪
化させています。そのような状況を少しでも変えられる一歩として「持続可能な開発目標
SDGs」に向けてさまざまなな団体と協力しあったり、地球市民としてひとりひとりができるこ
とを重ねれば子どもたちの笑顔と未来につながります。
　これからもみなさまからのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

２０２０年度 募金総額
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　青年海外協力隊員としてキルギス共和国で活動し、現在はユニセフ･キルギス事務所
で保健事業に取り組んでいる中村恵理さんに、キルギスの現状と活動について、現地キ
ルギスからお話いただきました。
　中村さんのお話の前に、青年海外協力隊で活動をされていた木村明日美さんからキ
ルギス共和国の紹介がありました。木村さんは前回のセミナー（「スポーツの力」）の時
と同様、クイズ形式を取り入れ、キルギスの地形や気候、宗教、言語などを、楽しくわかり
やすく説明してくださいました。
　中村さんは木村さんと同様、最初は青年海外協力隊に所属し、キルギスで活動してい
ました。首都のビシュケクで、理学療法士としてリハビリテーションセンターで活動する
一方、産科病院新生児集中治療室で、小さく生まれた赤ちゃんの発達支援を行いました。また、出張保健ワークショップで、石けんを使った手
洗い指導、ゲームをしながら学ぶ５大栄養素、歯みがきソングに合わせての歯みがき指導（日本語の歌をキルギス語、ロシア語に訳して使用）

など、隊員としてできることを工夫して行ってきました。中村さんが、青年海外協力隊員
として、現地の人々の中に入り込み、寄り添いながら活動していたことがわかりました。
　協力隊の任期終了後、中村さんは国連の組織であるユニセフに応募し、キルギスの
ユニセフ事務所で活動することになります。保健と栄養のチームに所属し、新生児家庭
訪問で赤ちゃんとお母さんのフォローアップをしたり、乳幼児の早期発達支援や離乳食
の栄養向上を指導したりしました。また、医療施設の改修としてトイレのリノベーション
に関わり、水回りの改善をしました。赤ちゃんの命を助けることにより、５歳未満の死亡
率はぐっと減ったそうです。その後、キルギスの中でも治安の良くない、子どもたちの健
康指標が悪く死亡率の高い南部で、子どもたちを救いたいと考え、オシュという都市に

移り、現在活動しています。今年の４月に、オシュの近くのタジキスタンとの国境で水資源が原因で内紛があったそうです。中村さんは、新生
児家庭訪問のビデオ作成、現地医療従事者に対するセミナー、障がい児の両親に対してのアセスメントなど保健医療分野の何でも屋として
活躍しています。更に、COVID-19への対応として、ユニセフは、手袋やマス
ク・防護服・検査キット・治療機材の獲得と提供、ガイドラインの作成、学校閉
鎖の時の遠隔授業提供や再開にあったっての準備（キルギスは約８ヶ月学校
閉鎖していた）、心理サポートなど、教育のチームと共に行っているそうです。
　「国連で働くことは、ツールであって目的ではない」と中村さんは言いま
す。大切なのは自分が何をしたいかということ、言語を始め多くのことを学
び、実行していくことだと熱く語っていました。最後の「世界の様々な人と出
会い、コミュニケーションをとることにより、自分はたくましくなる。そして、世
界が近くなる。」という言葉が印象的でした。

オンラインセミナー

SDGｓで持続可能な社会へ「スポーツの力」
講師

４月２５日（日）　１４：００～１６：００　　参加者…４３名
元青年海外協力隊員　高橋賢人さん／JICA千葉デスク　木村明日美さん

講師
５月１６日（日）　参加者…51名

ユニセフ・キルギス共和国 現地事務所 保健担当官　中村恵理さん、
JICA千葉デスク　木村明日美さん

ユニセフ国際理解講座「ルワンダの子どもたちの今は」
講師

５月8日（土）　16：00～18：00　　参加者…42名
NPO法人 ルワンダの教育を考える会 代表　永遠瑠 マリールイズさん

中村さんはキルギスから講演

キルギスのグランドで選手と
一緒に走り指導する　高橋さん

　「SDGs」「キルギス」「チャット」という３つのキーワードのもと行われた今回のオンラインセミ
ナー。はじめに、JICA千葉デスクの木村明日美さんからキルギス共和国についてお話がありました。
昨年７月22日のオンライン交流会に続いての御登場で、前回と同様にキルギスの場所や気候、言
語、宗教などクイズを交えながらお話いただきました。参加者はチャットにクイズの答えを書き込ん
でいました。キルギスが抱えている問題として①経済②環境③人権に加えて④新型コロナウイルス

(COVID-19)の現地での状況を紹介くださいました。木
村さんのお話に続いて高橋賢人さんが登場し、はじめに
今年の正月にテレビ放送された「箱根駅伝今昔物語」の
映像を交えて自己紹介してくれました。異国の教え子をオリンピックランナーに育てたいと青年
海外協力隊に応募し、2年間キルギスで活動したことがきっかけで、キルギスという国に興味を
持ってくれた人が増えたとのことでした。福島県会津若松市出身で、現在は喜多方市で小学校教
師をしながらキルギスオリンピック協会副会長第一顧問としてキルギス選手のサポートをしてい

るとのことです。高橋さんがJICAで受けた使命は１.世界大会に向けた長距離ランナーの育成　２.キルギスの子どもたちの体力向上　３.国民
の健康意識でした。国民の健康意識については特に強調されたことで、それまでキルギスでは人々の間に「なぜお金にもならないのにスポーツ
をするのか」という意識が圧倒的に強かったといいます。その背景にキルギスでは仕事も収入も少ないことが考えられるとのことでした。キル
ギスでは2012年に第１回目となる国内マラソンが行われ700人が参加しました。2019年の第８回目は３千人に増え、国民の健康志向が年々上
がってきていることを実感したそうです。高橋さんがキルギスで指導した複数の選手が東京オリンピック代表に内定しているとのことでした。キ
ルギスの選手には「努力とは我慢することではない、努力とは知恵を出すこと
だ」とよく言っていたそうです。そうした中、合宿中に停電が起きたときロウソ
クをつけて練習や食事をしたり、トレーニング中に破れた靴底を接着剤で直す
女子選手がいたり、自主練習をする選手もいるなどの変化がありました。彼ら
を指導したことで、彼らから多くのことを学んだといいます。そこから見えてき
たものは、大切なことは何が与えられるかということではなく、与えられたもの
をどのように使うかが大事だということに気付いたとのことでした。SDGsとス
ポーツについては、二人の共通の意見として、SDGsのためにスポーツをする
というよりも自分たちが現在取り組んでいる状況がSDGsとどうつながってい
るかが大事ではないかということでした。

SDGsで持続可能な社会へ
「キルギス共和国現地事務所での活動」

　5月６日にルワンダから帰国なさったばかりのマリー・ルイーズさんに、コロナ下のウムチョムイ
ザ学園や子ども達の様子を講演していただきました。
　ルワンダでは、昨年3月13日に初めて新型コロナの感染者が見つかった後の3月20日、早くもロッ
クダウンが敢行されました。しかしこの措置により、多くの人々が職を失うこととなり、学校も11月ま
で閉鎖されてしまいました。物乞いをする親子や路上生活をする子どももあちらこちらに見られるよ
うになり、小学校高学年以上の女子生徒の中には、暴力を受けて望まない妊娠をする子どもたちま
でいて、大きな社会問題となりました。ルイーズさんのところには、問題を抱えた母親たちが相談に
訪れるようにもなりました。
　11月になって、やっと学校は再開されるのですが、再開の条件に、一人一人の机の確保や手洗
い場の設置などが課されていました。政府からの経済的支援がない中、学園は存続さえも危ぶまれ、緊急募金を日本の皆さんにお願いしな
くてはならない状況でした。幸い、日本の皆さんのお陰で再開にこぎつけられましたが、このコロナ下で、傷ついた子ども達を癒すためにル
イーズさんは次のようなことをしました。
１.まず路上生活をしている子ども達を学校に戻すこと。政府やドイツ大使館の協力を得て食糧を配給し、親も子も物乞いをしなくても良いよ

うにしました。
２.また、ウムチョムイザ学園に於いては、農園を作って子ども達が野菜を自らの手で育て、それを給食で食べるようにしました。

３.地方のミトベにある学園では、高学年になった女子児童に自分の体を守る
ための性教育を男子と一緒に始めました。

　実は昨年、ウムチョムイザ学園は創立２０周年を迎えてお祝いをする予定で
したが、その計画を新型コロナのパンデミックが襲ったのです。1300万人近
い人口を抱えるルワンダでは、必ずしも医療が盤石ではない為、1年以上経っ
た今でもロックダウンが解かれず、ワクチンも４０万人分しか確保できていま
せん。多くの人々がコロナ下で苦しんでいますが、それでも高齢者や教育関
係者がワクチンを打つようになり、ウムチョムイザ学園の子ども達も誰一人と
して、路上生活や物乞いに走ることもなく、220人全員が学園に留まれたこと
は、何より嬉しいこととのお話でした。命さえ危ぶまれた子ども達も人の真心を受けて笑顔を取り戻し、未来への希望を持って、生き生きとし
た生活を送るようになりました。その様子を見るにつけ、教育の大切さを身に染みて感じ、この学園を開いて本当によかった、心から日本の皆
様に感謝しています、と繰り返しお話しくださいました。
　深刻な話題ではありましたが、ルイーズさんの流暢な美しい日本語とともに、ユーモアと子ども達への優しさに溢れる講演でした。

8 9
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幹部

従業員

政府

完成したスマホが販売される

製錬所に鉱石が集まる

買い替えで古いスマホが
捨てられる

部品を組み立ててスマホをつくる

スマホを買い・使う

鉱石を採掘する

素材/材料を部品に加工する 部品が組み立て工場に集まる

仲買人が鉱石を買い取る

製錬所で鉱石から
鉱物を取り出す

産出国のひとつコンゴでは、鉱物資源が豊富な国。一方で鉱物資源をめぐる
紛争が長い間続き、貧困・児童労働・自然破壊などの問題があります。

なんと！スマホ1台におよそ2,000点の
部品が使われているそうです。

①先ずは知ることから－スマホが手元に届くまで－
　スマホがみんなの手元に届くまでの工程やスマホに使われている部品の数、原材料の生産地と労働問題などについて学び
ました。

②視点を変えて考えよう－人権問題と消費生活とのつながり－
　「スマホの製造工場で従業員がストライキ！」なぜ、ストライキが起こった？問題を解決するにはどうしたら良い？ロールプレイ
で、スマホの製造に関係する人々の立場となって、スマホの製造問題と解決策について議論しました。

②次に、アクティビティ「気候変動の影響について考えよう。」を二日間にわたって行いました。
　どんなアクティビティ？・・・気候変動の影響を受けている人や生き物のエピソードを読んで、その人たちの気持ちにたって、
どうしたらいいのか、改善に向けてのアプローチ方法を話し合いました。

15歳まで仙台に育ったケンタロさん。小学校の時にテレビで見たキリバスに魅せられ、高校生の時に留学、
23歳でキリバス国籍を取得。日本人で初めてキリバス国民になりました。キリバスは人口約11万人。33の
島からなり海と一緒に生きていて海に行かされている国です。そんなキリバスですが、温暖化と気候変動の
影響を受け海面上昇で土地が削られてきました。今まで経験したことのない嵐も来るようになりました。

2050年首都タラワの8割が海に沈むといわれています。

　私たちの食卓に並ぶ食べ物は、地球の裏側など遠くから運ばれてくるものもたくさんあります。
二酸化炭素を吐き出しながら運ばれてきます。電気を作るのに石炭をまだ使っていますね。地球
温暖化解決のために防ぐために私たちができることを考えていきたいです。

　ケンタロさんはじめ、テキストにそってネパール、フィリピン、インドネシア、ホッキョクグマ、日本の事例を読み、現状について
知り、意見交換をしていく中で、日々の暮らしの中でできることを考えて出し合いました。本取り組みは、7月11日に開催した、
ユニセフのつどい2021　気候変動に具体的な対策へ　「私が取り組んでいること」＝マイアクション　へとつながっていきま
した。

③気候変動を学ぶにあたり、ことばの意味を知ることも大切ですね。まだまだ学んでいくことがたくさんあり、これからもスタッ
フの勉強会を続けていきたいと思います。

※気候変動…気候変動の要因は二つ。一つは太陽の活動や火山の噴火、大気や海洋の変動などの人間とは無関係な
自然現象による要因、もう一つは人間による生産活動によって排出される温室効果ガスや森林破壊などによるも
のである。近年は、石油や石炭などの化石燃料の大量消費による二酸化炭素の上昇による気候変動にも懸念が広
がっている。
※パリ協定…1997年に定められた京都議定書の後継。2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。
　「世界の気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。」という目的で先進国・
途上国関係なくすべての国で共通の目的とする。

③どんな問題があるのか考えよう－スマホから紐解くSDGs－
　一つの問題にはいろいろな問題が複雑に絡んでいます。
　SDGsとスマホを取り巻く問題がどのようにつながるのかの目標と
の関係を考えました。

　SDGsには17のゴール(目標)と169
のターゲット(具体的な達成項目)、
ターゲットをより細分化した247のグ
ローバル指標があります。目標だけで
はピンとこないかもしれませんが、ター
ゲットやグローバル指標には具体的な
ことが示されているので、自分にできそ
うなことはないか調べてみましょう。

ボランティア勉強会
多くの子ども達にユニセフの活動、世界の情勢を知ってもらうため、学習会を開催しています。
学習会で学んだことが一人でも多くの子どもの心に残り、考えさせる機会となればと思います。
そのためにボランティア勉強会では必要となる知識を深め、教育のスキル向上を図っています。

1 スマホから考えるSDGs 勉強会では、誰もが身近なスマホをテーマに
したワークショップを行いました。

【スマホができるまでの工程を順番に並べてみよう】

2 気候変動
2021年の夏も暑い毎日が続いています。熱中症対策そして秋には想定外の台風が来るのだろうかという不安。
そんな日常のなかで、ボランティア自身が気候変動の実情について学ぶワークショップを行いました。

①まずは気候変動クイズに挑戦

ケンタロ・オノさん（キリバス）

１，産業革命以降の130年間で地球の平均気温はどれくらい上昇したでしょう？
　①0.85℃　②1.7℃　③3.2℃　④4.8℃…………………………………………………………答え　①0.85℃
２，気候変動の要因は何でしょう？
　①太陽の活動や火山の噴火②大気や海洋の変動③温室効果ガスの増加④森林破壊…………答え　全部
３，気候変動によって住む場所を追われる人々は毎年どれくらいいるでしょう？
　①約3万人　②約30万人　③約300万人　④約3000万人 ……………………………………答え　④約3000万人

使用テキスト：「気候変動　開発教育アクテイビテイ集３」　発行：開発教育（DEAR）

使用テキスト：「スマホから考える世界・わたし・SDGs」　発行：開発教育協会(DEAR)
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鉱山で働く男の子たち。
川で泥を落とし、鉱物を
取り出している。

わが社では取引先の
労働環境も管理しているのに
なぜストライキ？B社で解決して

メーカーから高品質・
低コストを求められてる
中で賃金は上げられない。
労働者をなだめて
やり過ごすしかないか

国内の雇用と経済成長が
最も重要！ストライキのせいで

工場が移転されたら
困るんですよ

仕事が増えて残業が続いて
いるし、特別手当もない！

労働環境の改善を訴えるために
仲間とストライキをします！

消費者である私たちは、この問題に
どうかかわりがあるのでしょうか？

需要（ニーズ）

販売 雇用
関係

ストライキを支持します！
スマホユーザーにも知らせて、
労働者の問題を解決すべきです！

スマートフォンメーカー

日本の
消費者

組立工場
B社

国際人権NGO

採掘現場の
動植物の減少や
環境破壊

グローバル化したサプライチェーン

組立工場での劣悪な労働環境や健康被害
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従業員

政府

完成したスマホが販売される

製錬所に鉱石が集まる

買い替えで古いスマホが
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鉱物を取り出す
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使用テキスト：「気候変動　開発教育アクテイビテイ集３」　発行：開発教育（DEAR）

使用テキスト：「スマホから考える世界・わたし・SDGs」　発行：開発教育協会(DEAR)

© UNICEF/DRC/Walther
鉱山で働く男の子たち。
川で泥を落とし、鉱物を
取り出している。

わが社では取引先の
労働環境も管理しているのに
なぜストライキ？B社で解決して

メーカーから高品質・
低コストを求められてる
中で賃金は上げられない。
労働者をなだめて
やり過ごすしかないか

国内の雇用と経済成長が
最も重要！ストライキのせいで

工場が移転されたら
困るんですよ

仕事が増えて残業が続いて
いるし、特別手当もない！

労働環境の改善を訴えるために
仲間とストライキをします！

消費者である私たちは、この問題に
どうかかわりがあるのでしょうか？

需要（ニーズ）

販売 雇用
関係

ストライキを支持します！
スマホユーザーにも知らせて、
労働者の問題を解決すべきです！

スマートフォンメーカー

日本の
消費者

組立工場
B社

国際人権NGO

採掘現場の
動植物の減少や
環境破壊

グローバル化したサプライチェーン

組立工場での劣悪な労働環境や健康被害

資源産出地域
での紛争

大量生産
大量消費

利用マナーや
悪用による被害

生産過程に関する
消費者知識

事例

ケンタロさんの思い

スマホは安ければ
安い方がいいよね
予定どおり発売して

発注

納品

それぞれの問題に関係する
SDGsの目標をどれか当て
はめてみましょう。

10 11



　皆さんの家に眠っている使用済みの切手や外国コインが世界の子どもたちを支援になることをご存じでしょうか？千葉県ユ
ニセフ協会では、使用済みの切手を皆様から送っていただき、送っていただいた切手の回りを５ｍｍほど残す作業をして切手収
集企業様フクオに送ります。フクオさんは届いた切手の重さで、日本切手は１㌔５００円、外国切手は1㌔1000円のユニセフ募
金協力をしてくださり、世界の子どもたちの支援となっています。
　新型コロナが流行する前までは、夏休みなどに、子どもたちの体験イベントとして切手切り体験を開催していましたが、今年
にはいってからは、オンラインでの切手切り作業を実施しております。オンラインでの切手切りの作業を始めたところ、コロナ
禍で在宅しながらできるボランティアとして、多くの方がお申込み参加してくださり、オンライン参加はできないが、作業には
参加してくださる方、使用済みの切手を送ってくださる方や事業所も多くなりました。一人一人の小さな積み重ねが、日々の生
活にも困窮している世界の子どもたちの支援になることの喜びを感じつつ切手切りの輪を今後も広げていきたいと思います。
切手切りの広がりの様子など表にまとめてみました。今後の予定も掲載しています。切手切り、切手集め、ちょっとやってみよう
かなという方、ぜひご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。

　コープみらいの千葉2区ブロック委員さんが、千葉県ユニセフ協会切手ボランティアの会に参加した後、自分たちでも切手
仕分けにチャレンジしてくださった報告を紹介します。切手仕分けの輪が広がっていくこと、ユニセフの輪が広がっていくこと、
とってもうれしいです。

※オンラインによる切手仕分けボランティアの会は期日を決めて開催しておりますが。オンラインに参加できない方も、ボランティアとして
ご自宅で切手切りをしてくださる方の募集をしています。
　千葉県ユニセフ協会までお気軽にご連絡ください。（電話　043－226-3171　平日10時～ 16時）

使用済み切手・外国コインが世界の子どもたちを救う！
使用済み切手のお話

千葉県ユニセフ協会 切手仕分けボランティアの会 報告と今後の予定

外国コインのお話
　家に眠っている外国コインも世界の子どもたちの支援に役立ちます。届いた外国コインは、アメリカドル・香港ドル・豪ドル・
ユーロ・ポンドなどに仕分けられ、日本通運や日本航空などの協力を得て、各国銀行の日本ユニセフ協会銀行口座で日本円に
換金され、国内の日本ユニセフ協会の銀行口座に振り込まれ、年1回ニューヨークの本部に送金されます。千葉県ユニセフ協会
では、夏休みに子どもたちの「外国コインの仕分け」体験活動を開催してきました。子どもたちにとってこの活動は、ただ単にコ
インの仕分けの体験だけでなく、世界の子どもたちの現状を知る機会ともなり、少しでも役に立とうという気持ちが伝わってき
ます。しかし、新型コロナウイルスの流行により、現在活動はストップしております。一日も早くこの活動が再開できることを願
うばかりです。

「ユニセフ外国コイン募金」の運営にご協力いただいて
いる企業のひとつ、日本通運様の千葉市内の支店に持
ち込み、日本ユニセフ協会に届けていただきました。

※皆様のご家庭に眠っている外国コイン！世界の子どもたちの支援につながります。
　千葉県ユニセフ協会にお届けいただくか、千葉県内にある三井住友銀行の各支店にお持ちください。千葉県ユニセフ協会に
送付の場合、「メタル」と書いて送ってください。また銀行にお持ちになる場合、念のため事前に電話でご確認ください。

切手Ｍｏｖｉｅ① 3月25日配信
使用済み切手の仕分けボランティア

ってどんなことするの？

切手仕分け作業について、YouTube動画も作成しました。ぜひご覧ください。

外国コイン募金について、YouTube動画も
作成しました。ぜひご覧ください。

ユニセフ外国コイン募金って何かな？
どのように募金するの？募金は毎年どのくらい

集まっているの？など紹介しています。

千葉県ユニセフ協会に届いた外国コインを、日本ユニセフ協会に届けました

持ち込み日
3月23日（火）
7月16日（金）

重さ
82㎏
64㎏

切手Ｍｏｖｉｅ② 4月8日配信
使用済み切手ボランティアの会

ってどんな会？

切手Ｍｏｖｉｅ④ 5月13日配信
使用済み切手ボランティア
キックオフ会を開催しました

切手Ｍｏｖｉｅ⑤ 6月14日配信
切手ボランティアの会参加者募集

返信封筒も節約！

切手Ｍｏｖｉｅ③ 4月19日配信
使用済み切手を

仕分けた後はどうなるの？

企画名 期　日 時　刻 備　考
切手切りのお誘い   3月11日（木）１０：３０～１１：４０ 日本切手1.4㎏　外国切手3ｇ
ボランティアの会
キックオフ会   5月13日（木）１０：３０～１１：４０ 報告動画あります。ぜひご覧ください

日本切手4㎏　
第2回ボランティアの会   7月  8日（木）１０：３０～１１：４０ 日本切手10㎏　外国切手16g

夏休み子ども体験①   8月  5日（木）１０：３０～１１：４５
日本切手5㎏

夏休み子ども体験②   ８月１９日（木）１０：３０～１１：４５

第3回ボランティアの会   ９月  ９日（木）１０：３０～１１：４0 申込期間　8月16日～9月2日

第4回ボランティアの会 11月11日（木）１０：３０～１１：４０ 申込期間　10月18日～11月4日

整理済みの切手を再度整理し
まとめてフクオさんに送付しました

日本14㎏  外国170g
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3月23日（火）
7月16日（金）

重さ
82㎏
64㎏

切手Ｍｏｖｉｅ② 4月8日配信
使用済み切手ボランティアの会

ってどんな会？

切手Ｍｏｖｉｅ④ 5月13日配信
使用済み切手ボランティア
キックオフ会を開催しました

切手Ｍｏｖｉｅ⑤ 6月14日配信
切手ボランティアの会参加者募集

返信封筒も節約！

切手Ｍｏｖｉｅ③ 4月19日配信
使用済み切手を

仕分けた後はどうなるの？

企画名 期　日 時　刻 備　考
切手切りのお誘い   3月11日（木）１０：３０～１１：４０ 日本切手1.4㎏　外国切手3ｇ
ボランティアの会
キックオフ会   5月13日（木）１０：３０～１１：４０ 報告動画あります。ぜひご覧ください

日本切手4㎏　
第2回ボランティアの会   7月  8日（木）１０：３０～１１：４０ 日本切手10㎏　外国切手16g

夏休み子ども体験①   8月  5日（木）１０：３０～１１：４５
日本切手5㎏

夏休み子ども体験②   ８月１９日（木）１０：３０～１１：４５

第3回ボランティアの会   ９月  ９日（木）１０：３０～１１：４0 申込期間　8月16日～9月2日

第4回ボランティアの会 11月11日（木）１０：３０～１１：４０ 申込期間　10月18日～11月4日

整理済みの切手を再度整理し
まとめてフクオさんに送付しました

日本14㎏  外国170g
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地雷の紙芝居 ブロック委員さんと

主な内容
　DVD「ユニセフと地球のともだち」・水について・水がめ重さ体験・ワークショップ・インドの紙袋づくり

ユニセフ出前授業（学習会） 知ることから始めよ
う

　千葉県ユニセフ協会では、世界の現状・ユニセフの活動について多くの方々に知ってもらうことを目的に、ユニセフ出前授
業（学習会）や職場体験を行っています。オンラインによる学習会も行っています。実際の様子についてご紹介します。

　水がめ含め、出前授業に必要なものは事前に送付。インドの紙袋づくりについては、
作り方の動画を作成し、先生方にも事前に見ていただきました。
　オンライン授業は、実際に会えないデメリットはありますが、先生方とは事前にオン
ラインで打ち合わせを行い、内容についてじっくり相談することで、対面授業とほぼ同
じ形で開催することができました。

インドの紙袋づくりの動画です。
ぜひ実際に皆さんも作ってみて
ください。千葉県ユニセフ協会
HPでも紹介しています。

　二日間の職場体験を通して、ユニセフの活動について
学ぶと同時に、事務局のさまざまな作業なども一緒に進
めてくれた中学生の皆さんに感謝です。ありがとうござい
ました。

１０：１５～１１：５０　印西市立原山小学校
オンライン（Google meet）　児童37名・先生5月31日

月

主な内容
　世界の子どもたちは今（コロナ禍の子どもたち）
　水の話（水がめ重さ体験）地雷の紙芝居、地雷について
　ユニセフクイズ　ハッピーミルクキャンペーン紹介

10時～ 12時　コープみらい千葉3区ブロック
ユニセフを知って考えてみよう！！　子ども7名・ブロック委員５名8月4日

水

主な内容
　千葉県ユニセフ協会・ユニセフの役割など学ぶ
　ユニセフのつどい2021にむけての準備手伝い
　オンライン打ち合わせ練習
　使用済み切手作業

千葉市立加曽利中学校　職場体験 4名

6月8日
火

9日
水

ポイント

日本が使っている
水の量に驚いた

いろんなことが
わかって良かった！

水が飲める国が
15ケ国なんだね 水がめ重かった

100円でいろいろな
ものが買えるんだなあ

■印西市
●5月31日(月)
　印西市立原山小学校学習会
　（オンライン）■八千代市

●3月14日(日)
　八千代市こども国際平和展(中止)

■千葉市
●6月8日(火)・9日(水)
　千葉市立加曽利中学校職場体験
●6月29日(火)～7月5日(月)
　国際協力パネル展

●3月11日(木)　オンライン ユニセフボランティア活動へのお誘い
　　　　　　　  （切手仕分けボランティア）
●4月25日(日)　オンラインセミナー SDGsで持続可能な社会へ「スポーツの力」
●5月  8日(土)　オンラインユニセフ国際理解講座「ルワンダの子どもたちの今は」
●5月13日(木)　オンライン「切手仕分けボランティアの会」キックオフ会
●5月16日(日)　オンラインセミナー SDGsで持続可能な社会へ
　　　　　　　  「キルギス共和国 ユニセフ現地事務所での活動」

●6月18日(金)　下村靖樹さんを囲んでボランティア交流会
　　　　　　　  （広島県ユニセフ協会）
●6月20日(日)　国際フェスタCHIBA（活動紹介）
●7月  8日(木)　オンライン 切手仕分けボランティアの会
●7月11日(日)　ユニセフのつどい2021
　　　　　　　  SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

オンラインでの活動

活動ファイル
（2021年2月～ 2021年７月）

各地域の活動紹介を動画で紹介しています！
QRコードをスマホで読み取ると動画を観ることができます

佐倉・八千代ブロック

市川・船橋ブロック

北総ブロック東葛ブロック

房総ブロック千葉・四街道ブロックDVD鑑賞 水がめ重さ体験 インドの紙袋づくり

職場体験終了後事務所前で

水がめ重さ体験
ユニセフのついての学習も行いました

手洗い 検温
アルコール消毒！

そごう千葉店
地階連絡通路

©  UNICEF/UN0367573/Tremeau、© UNICEF/UNI347498/Urdaneta、© UNICEF/UNI319836/Kanobana、© UNICEF/UNI344623/Fong/AFP、© UNICEF/UNI329516/

　ユニセフのカメラが捉えたコロナ禍で暮らす世界の子どもたちの様子を写真で紹介するパネル「コロナ禍の
子どもたち」を千葉県ユニセフ協会で制作、そごう千葉店で開催した「国際協力パネル展」で展示しました。
　日本をはじめ世界中の子どもたちの生活に大きな変化・影響を与えた新型コロナウイルス感染症。この展
示を通して住む国や環境により子どもたちが直面する問題が異なる現状を知っていただければと思います。今
後も県内各地で展示をする予定です。

パネルを制作しました～コロナ禍の子どもたち～
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中山新会長挨拶
ユニセフのつどい2021
役員一覧・役員からのメッセージ
オンラインセミナー
ボランティア勉強会
使用済み切手・外国コインが世界の子どもたちを救う！
ユニセフ出前授業（学習会）
活動ファイル
ご協力ありがとうございました

1
2～5
6～7
8～9
10～11
12～13
14
15
16

千葉県
ユニセフ協会
案内図info＠unicef-chiba.jp

2021年9月発行

第51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

●新型コロナ緊急募金

市原中央高校インターアクト部のみなさんが
募金活動をしてくださいました

フレンドネーション
オンライン募金(2021年3月～8月)
SDGｓで持続可能な社会へ
一人一人ができること　チャレンジ！

千葉県ユニセフ協会第22回理事会・評議員会、
市原中央高校インターアクト部

●外貨・使用済み切手

2021年2月～ 8月 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2021年7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2021年8月末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。

＊

未曾有の世界的危機を乗り越え
世界の子どもたちの笑顔を取り戻すために

　新型コロナウイルス感染症は拡大と落ち着きを繰り返しながら、未だ全世界に猛威を
振るっています。この影響で途上国の子どもたちへの保健サービス等支援は急激に減
少し、取り巻く環境は悪化、3億人以上の子どもの栄養状態を脅かしています。ユニセフ

（国際連合児童基金）は、WHO（世界保健機関）が中心となって構築された「COVAX
ファシリティ」（新型コロナウイルス感染症のワクチンを複数国で共同購入し、公平に分
配する国際的枠組み）の主導的役割を担っており、世界最大のワクチン調達者として世
界的なワクチン供給の活動を始めております。しかしながら、新型コロナウイルス以前に
エボラ出血熱、マラリア、結核などといった感染症を防げていない現実もあり、途上国は
大変厳しい状況下に置かれています。
　千葉県ユニセフ協会はこれまでの世界の子どもたちへの生存、発達、保護に関するユ
ニセフ活動の経験を元に、その重要な役割の一端を担い、日々活動を続けております。昨
年は多数のオンラインセミナーを実施し、一般の方にも参加いただける機会を設けるな
ど、多くの方々に途上国の実情を知って頂けるよう努力しております。今後も皆様には、千葉県ユニセフ協会の趣旨、活動
にご理解を頂き、世界の子どもたちを一人でも多く救うべく、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　世界的な人道支援の始動を受け、日本ユニセフ協会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応す
るユニセフの活動を支える緊急募金を受け付けています。
　この危機下でユニセフは、急速に拡大するパンデミックから子どもたちを守りながら、母子保健サービスや栄
養治療など従来の支援活動も継続して行なう責務を担っています。危機から１年が間もなく経過する今日でも、
ユニセフの歴史のなかでも最も大規模な支援活動が、日々各地で続けられています。一人でも多くの幼い命を
この危機から守り抜くために、みなさまのお力がぜひ必要です。
　お寄せいただいたご寄付は、新型ウイルス感染拡大以前から紛争などにより医療体制が脆弱な途上国で命
の危険に晒されている子どもたちへの支援、およびCOVAXファシリティを通じた新型コロナウイルスワクチン
の供給活動への支援に充てられます。

開 催 決 定 ！ 秋 の イ ベ トン

2021年度ユニセフ・ちばフレンズ(賛助会員)を募集しています
会員の皆さまには
機関誌「ともだち」や
イベントのご案内を
お送りします

ご協力をお願いいたします。 2020年度会員 個人：95名（120口） 企業・団体11団体（245口）
日本ボーイ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
(株)グリーンタワー
千葉県青少年団体連絡協議会
ジェフユナイテッド(株)

(一社)ガールスカウト千葉県連盟
(株)京葉銀行
(一社)千葉県商工会議所連合会
日本労働組合総連合会千葉県連合会
(株)マザー牧場

種類

個人

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

新型コロナウイルス緊急募金にご協力を！

楽しんで！学んで社会貢献！

ユニセフ募金にご協力ください

11月7日(日) 千葉市生涯学習センター
　真珠まりこさん講演会

11月27日(土) ホテルグリーンタワー幕張
　Welcome UNICEF 知ることから始めよう

知ることから始めよう！講演会

千葉県ユニセフ協会

会長　中山 俊憲

開催内容の詳細やお申込み方法などは
千葉県ユニセフ協会のホームページ・Facebookでご案内します。

ホームページを
見るには
こちらから→

ホームページは
こちら↑

振込用紙を用意しておりますので、ご入用の際はご連絡ください。
お振込みの際には通信欄に“K1-120 千葉県ユニセフ協会”とご記入ください。

千葉県健康福祉部疾病対策課、千葉県庁農林水産政策課、
千葉県総合企画部 政策企画課、
生活協同組合コープみらい千葉県本部、
千葉市立加曽利中学校、株式会社カーレッツプラス

株式会社京葉銀行、小松電機株式会社、コープデリ連合会、生活協同組合コープみらい千葉県本部、よつば
司法書士行政書士事務所、はなみずきの会、ロータスクラブ、特別養護老人ホーム古千谷苑、真田KOA株
式会社、株式会社ケイハイ、株式会社丸長工務店、中塚内科・循環器科医院、有限会社リ・ミックス、株式会
社クサカ、株式会社音映システム、日本デイリーネット株式会社、徳島県立徳島北高等学校、国際ソロプチミ
スト小田原、株式会社サルーテ、株式会社マルアサ工房、シブヤ精機株式会社、シンデン商事株式会社、大
和ハウス工業株式会社栃木二宮工場、ブリヂストン労働組合本社支部、ラディックス株式会社、愛の森学園、
山崎金属産業株式会社、株式会社ガイアドリーム、トラストカッター、原田物産株式会社、(公財)千葉市国際
交流協会、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社、鴨川市国際交流協会、千葉県庁生活協同組合、
金沢医科大学衛生学、サンクリエイト株式会社、株式会社千葉ステーションビル、司法書士金子事務所

イベントの運営などに参加いただいている市原中央高校インターアクト部
のみなさんが、校内でユニセフ募金の呼びかけをしてくださいました。
29,537円が集まり新型コロナ緊急募金として寄付いただきました。ご協
力ありがとうございました。

おかげさまで、目標額8万円を超え、
サポーター４０人、募金額105,465円となりました。
ご協力いただいたみなさま、
ありがとうございました。

募金の結果は全校生徒に
紹介されました

鴨川市国際交流協会

インターアクト部のみなさんと

10月23日（土） ユニセフ・ラブウォーク ＩＮ 銚子
 ～銚子ジオパーク 恐竜の歩いた道を体験しよう！～
11月23日(祝・火) ユニセフ・ラブウォーク IN房総のむら
12月14日(火) ユニセフ・サポートゴルフ大会
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止や延期、開催方法を変更する場合が
あります。開催については随時ホームページでご案内します。
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