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第55号
トルコ・シリア国境で大地震～何千人もの子どもが犠牲に～

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）

2022年11月～2023年１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2022年9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2022年10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。

ホームページへ
リンクします↑

●一般募金（ハンド・イン・ハンド募金含む）
千葉県ユニセフ協会第17回ユニセフサポートゴルフ大会、ガールスカウト千葉県第57団、千
葉県ユニセフ協会ガールスカウト地球学校ｉｎちば、ガールスカウト千葉県第11団、ボーイスカ
ウト市原第7団、千葉友の会子どもクリスマス会、千葉県ユニセフ協会第25回理事会・評議員
会、君津侍シニア大会出場、千葉県ユニセフ協会ハンド・イン・ハンド千葉映画『MINAMATA』
上映会、さわやか県民プラザ、千葉県ユニセフ協会ハンド・イン・ハンド千葉松本猛さん講演会、
(私)小ばと幼稚園、ガールスカウト千葉県第81団、(私)市原中央高等学校、ボーイスカウト千
葉第14団、ガールスカウト千葉県第39団、ボーイスカウト八千代第5団、ボーイスカウト船橋第3団、(株)マ
ザー牧場、千葉市立幸町小学校

●ウクライナ緊急募金　千葉県ユニセフ協会第17回ユニセフサポートゴルフ大会、君津侍シニア
大会出場、ガールスカウト千葉県第39団、千葉県ユニセフ協会ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら、ボー
イスカウト市原第1団、ボーイスカウト木更津第3団、千葉県ユニセフ協会外国コインの会

●アフリカ栄養危機緊急募金　今アフリカで起こっていること
●自然災害緊急募金　（一社）ガールスカウト千葉県連盟

お 知 ら せ・今 後 の 予 定

ボーイスカウト八千代第5団(勝田台駅前で募金活動)

ユニセフ・ちばフレンズ（賛助会員）を募集しています 2022年度会員個人：87名（109口）
企業・団体13団体（255口）

ご協力をお願いいたしします。 日本ボーイ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
(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)
協友工業(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
千葉テレビ放送（株）

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

千葉県ユニセフ協会はユニセフ・ちばフレンズ会員の皆さまのご支援に
より運営・活動しています。詳しくは千葉県ユニセフ協会ホームページを
ご覧ください。

振替口座 ： 00190-5-31000
口座名義 ： 公益財団法人 日本ユニセフ協会
＊通信欄に募金先「自然災害K1-120千葉県ユニセフ協会」
　と明記ください
＊窓口でのお振込は、各種手数料が免除されます。

ユニセフ・自然災害緊急募金
（トルコ・シリア大地震）
にご協力をお願いします

※振込用紙を送付させていただきます。
　ご連絡ください。
043‒226‒3171（平日10時～16時）

窓口で右記の口座にお振込みの場合は、振込手数料・硬貨手数料ともにかかりません。
振込用紙をご希望の場合は千葉県ユニセフ協会までご連絡ください。

ユニセフ募金の
お振込みについて

下記のユニセフ募金口座は、窓口での手続きに限り振込手数料および硬貨取り扱い手数料がかかりません。
振込用紙をご入用の場合は千葉県ユニセフ協会よりお送りいたしますのでご連絡ください。
口座番号：00190-5-31000（手数料免除口座）　加入者名：公益財団法人 日本ユニセフ協会
お振込みの際は、通信欄に「K1-120千葉県ユニセフ協会」とご記入ください。

※上記以外の口座へのお振込みの場合、硬貨取り扱い手数料・振込手数料がかかります

１）ユニセフ・ラブウォーク
　 IN 上総　

5月28日（日）
受付9時30分～ 10時
開会式後スタート
最終組ゴール13時頃

久留里駅前交流広場
久留里城周辺

会場

7月（予定）日程 未定会場

２）ユニセフ・ラブウォーク
　 IN 下総

いずれのラブウォークともに要申し込み　参加費は大人500円・子ども200円（すべてユニセフ募金）

6月24日（土）
受付9時30分～ 10時
開会式後スタート
最終組ゴール13時頃

下総利根宝船公園
滑河観音周辺

会場

＊ユニセフ・ラブウォークを君津市・成田市で開催します

＊ユニセフのつどい2023　　今年は「ボッチャ」をみんなで体験

千葉県ユニセフ協会▶
ホームページは　

こちらから　

　今年のユニセフのつどいは、パラリンピックの競技種目でもある”ボッチャ”を皆さん
と体験します。
　ボッチャは老若男女問わずどなたでもできるスポーツです。皆さんと一緒に交流を
図り、楽しい一日をともに過ごしましょう。

《オンラインで募金》

《振込（ゆうちょ銀行）で募金》

トルコ・シリア地震ではこのような支援が行われています

緊急支援物資 安全な水

＊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2023年1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2023年2月28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。

(株)千葉ステーションビル様が
使用済み切手を

届けてくださいました

地震により倒壊した建物の瓦礫から子どもを救助する地域住民たち
(シリア アレッポ2023年2月6日撮影／AFP)

アンカラ県にある倉庫で、ユニセフの支
援物資の1,000台以上の電気ストーブ
をトラックに詰め込む様子

(トルコ 2023年2月12日撮影)

北西部のアレッポで、ユニセフが支援す
る給水車から容器に安全な水を汲む人
たち　　 (シリア 203年2月10日撮影)

© UNICEF/UN0781565/Ergen © UNICEF/UN0781306/Al-Asadi

© UNICEF/UN0777983/al Sayed/AFP

2023年2月6日、トルコ・シリア国境付近で大地震が発生、
子どもたちと家族が危機下に置かれています。この2カ国で
の死者は5万人を超えました（2月23日時点）。行方不明者数
はわかっておらず、犠牲者はさらに増える可能性があります。
トルコで460万人の子どもが、シリアでは250万人の子ど
もが今回の地震の影響を受けている地域で暮らしています。
ユニセフは2月7日よりシリア・トルコの両国で緊急支援を
開始、当面は被災した子どもたちや家族が切実に必要として
いる支援、特に命を守るための安全な水と衛生的な環境を提
供することを優先事項として活動しています。

自然災害緊急募金

千葉県ユニセフ協会のホームページ
から募金のお申し込みができます

久留里の銘水（高澤の水） 宝船公園の七福神

●2023年より使用済み切手・外国コイン募金にご協力いただいた方のご紹介は、年度末報告でさせていただきます。

お申し込み方法など詳細は
千葉県ユニセフ協会ホーム
ページでご案内します。
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多くの方に参加いただきました　2018年にノーベル平和賞を受賞したコンゴ民主共和国の婦人科医デニ・ムクウェゲ氏
の命懸けの治療活動。性暴力被害が後を絶たないコンゴ東部、その背景にある“紛争鉱物”の問題。私たちが普段便利に使って
いる電子機器に、その原因の一端があることを多くの方に知って頂くために、この映画上映会を企画しました。
　参加いただいた方から、多くの感想が寄せられました。

干ばつにより十分な栄養を摂れない子どもたち、戦火の中怯えながら生きる子どもたち、国を追われ難民となった子どもた
ち、家族を養うため学校に行けない子どもたち・・・・、世界の子どもたちは様々な問題を抱えて生きています。平和な日本の子
どもたちは、どんな問題を抱えているのでしょうか。イノチェンティ  レポートカード１６を見ながら考えます。

〈イノチェンティ　レポートカード１６〉　
子どもたちに影響する世界　先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か　イノチェンティ研究所　アナ・グロマダ
先進国の子どもの幸福度をランキング　日本の子どもに関する結果【2020年】
－日本の子どもの幸福度の結果－　よい子ども時代とは何でしょうか。ユニセフ報告書「レポートカード16」では、
それを、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの側面から考え、それぞれ2つずつの指標で分析しました。

映画上映会　「女を修理する男」　

講演会　「下村靖樹氏アフリカ取材報告」

13:00～15:00　参加者 78名

15:20～16:50　参加者　73名

　参加出来て本当に良かった。
心が痛み、自分には何が出来る
だろうかを考えます。

　映画を観ていて何度も涙が溢れま
した。同じ世界でこのようなことが起き
ていることがショックでした。

　性暴力が戦争の武器になるという言葉が重く感
じました。考えたこともありませんでした。アフリカ
で起きていることをあまりにも知らな過ぎました。

過去何回か千葉県ユニセフ協会国際理解講座で講師を務められたフリージャーナ
リストの下村靖樹氏が昨年１０月下旬から約３ヶ月にわたってルワンダ、ウガンダ、コン
ゴ民主共和国に赴き、取材された現状を画像を見ながら報告頂いた。

コンゴ民主共和国（コンゴ）東部国境地帯は反政府イスラム過激派の民主同盟軍
（ADF）、反政府勢力M23などをはじめとする120～200の大小の武装集団が存在す
る紛争地帯である。

道路事情は劣悪でぬかるみと言うより沼地のようで20Kmを進むのに10時間も要
し、政府軍や警察の治安も届かず、自分たちの村を自衛するため小さな武装グルー

プが増えた一因ともいえる。また、生産物の流通もできず経済の活性化も非常に難しい。そこでコンゴとウガンダが協定を結
び、東部国境地帯の北部から南部までの道路建設をウガンダ軍が行っている。また、インドの建設会社も英国の銀行の資本で
道路建設を行っている。

ロシアのウクライナ侵攻以来、エネルギー事情が厳しい状況となり、また経済の活性化を図るためアルバート湖畔の2つの
油田からインド洋までパイプライン敷設をフランス、中国、日本などの資本で進められているが環境破壊などの問題で反対運
動が起きている。

このように、道路事情、エネルギー事情を見ても多くの外国資本によって事業が進められている。これはこの地域に埋蔵され
ているIT機器に必要な鉱物資源によるものであり、決してコンゴ国民の利益のためとは言えない。

今回もウガンダ軍に同行した下村氏は、ADFに2～5年間誘拐されていたブルンジ、コンゴ、ケニアの少女たちが、ウガンダ
軍に保護されコンゴ軍に引き渡される場に立ち会う機会があった。少女たちはキリスト
教からイスラム教への改宗や結婚を強要され、幾人かの少女は小さな子どもを連れて
いた。その中に黒いブルカに全身を包んだ19歳の女性がいた。彼女はもともとモスレ
ムで、夫と子どもを失い、ADFに誘拐されたが、コンゴ軍にADFの協力者と嫌疑をかけ
られ拘束され、現在も刑務所に留置されている。下村氏は自分の置かれた立場を考え、
彼女に手を差し伸べる事が出来なかった事に強い自責の念を感じておられた。　　

厳しい状況に置かれている人々へ、下村氏のレンズ越しのまなざしはいつも優しい。
彼の報告を聴いた私たちは，コンゴの現状を家族、友人に伝え、関心を持ち続けてい

きたいと強く思った。

レポートカード１６の日本の結果を受け、教育評論家の尾木直樹氏は、身体的健康が
高く精神的幸福度が低いことに注目しています。この背景として、１５歳で迎える高校受
験をあげ、競争原理に基づく一斉主義による序列が子どもの自己肯定感を低くすると
述べています。また、頻繁に起こるいじめ問題も指摘していました。東京都立大学の阿
部彩氏は、尾木氏の指摘に加え、子どもの経済状況も背景にあげています。「子どもの
生活実態調査」によると、格差社会底辺家庭の子どもほど生活満足度が低いそうです。
このことから、阿部氏は、日本の子どもの幸福度を上げるためには、子どもたちの家族
の生活状況を改善するのが必要だと述べていました。

子どもの貧困、ヤングケアラー、いじめ問題、子どもの虐待（令和３年度全国児童相談
所　虐待相談対応件数２０７，６５９件で過去最多）など、日本の子どもたちは様々な問題
を抱えています。「子どもの権利条約」では、子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権
利、参加する権利が示され、また、日本では今年の４月１日に、子どもの権利を保障する

「こども基本法」が施行されます。しかし、子どもの権利が守られ、子どもの自己肯定感が
高く、幸福感だと感じられるようなるには、まだ時間がかかりそうです。家庭、学校、地域
社会、そして国が、子どもたちを守り、育てていかなければならないと思います。

日　時　２０２３年2月５日（日）
会　場　千葉市生涯学習センター　地下１階小ホール
募金額　３０，８５６円　（アフリカ栄養危機緊急募金）

ユニセフ国際理解講座 今アフリカで起こっていること

今を生きる子どもたち

監督：ティエリー・ミシェル 2015 年／ベルギー／112 分 配給：ユナイテッドピープル

日本の分野別順位

©UNICEF/UNI344623/Fong/AFP
マスクをつけて登校する日本の子どもたち

アフリカの現状と日本の子どもたち

誰一人取り残されることなく、人類が安定してこの地球に暮らしていけるように、2030年を目標としたSDGｓ（持続可
能な開発目標）。しかし、新型コロナウイルスのパンデミック、ロシアのウクライナ侵攻、アフリカや中東での紛争など、そ
のゴールを遠ざける出来事が起こっています。千葉県ユニセフ協会では、映画上映会や講演会などを通して、多くの方に
その現状をお伝えする企画を実施してきました。今回は、アフリカの現状と日本の子どもたちについてお伝えします。

眼下に絶景が広がるコンゴ民主共和国軍の
ベースキャンプ 

ゲリラ（ADF）の位置を確認し迫撃砲の発射準
備をするウガンダ軍

日本は子どもの幸福度の総合順位で38カ国中20位。身体的健康は1位でありながら、精神的幸福度は
37位という最下位に近い結果となりました。

子どもの幸福度の結果：〈総合順位：20位〉

ユニセフ・イノチェンティ研究所：1988年設立。
目的は世界各国で子どもの権利条約が完全に履行されるように促進することです。

分野 指標 解説

精神的幸福度
37位

生活満足度が高い15歳の割合 日本は、生活に満足していると答えた子どもの割合が最も低い国の一つ。
生活全般への満足度を0から10までの数字で表す設問で、6以上と答え
た子どもは、日本では62%のみでした。自殺率も平均より高く、その結果、
精神的幸福度の低いランキングとなりました。15～19歳の自殺率

身体的健康
1位

5～14歳の死亡率 日本の子どもの死亡率はとても低く、日本が安全面でもすぐれていて事
故から子どもを守れていることも示しているでしょう。過体重・肥満につい
ては、多くの国でその割合が急増していますが、日本は2位に大きく差を
つける1位で、これは食習慣やライフスタイルなどによるものでしょう。5～19歳の過体重/肥満の割合

スキル
27位

数学・読解力で基礎的習熟度に
達している15歳の割合

学力の指標である、数学・読解力で基礎的習熟度に達している子どもの割
合では、日本はトップ5に入ります。一方で、「すぐに友達ができる」と答え
た子どもの割合は、日本はチリに次いで2番目に低く、30%以上の子ども
が、そうは思っていないという結果でした。

社会的スキルを身につけている
15歳の割合 
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多くの方に参加いただきました　2018年にノーベル平和賞を受賞したコンゴ民主共和国の婦人科医デニ・ムクウェゲ氏
の命懸けの治療活動。性暴力被害が後を絶たないコンゴ東部、その背景にある“紛争鉱物”の問題。私たちが普段便利に使って
いる電子機器に、その原因の一端があることを多くの方に知って頂くために、この映画上映会を企画しました。
　参加いただいた方から、多くの感想が寄せられました。

干ばつにより十分な栄養を摂れない子どもたち、戦火の中怯えながら生きる子どもたち、国を追われ難民となった子どもた
ち、家族を養うため学校に行けない子どもたち・・・・、世界の子どもたちは様々な問題を抱えて生きています。平和な日本の子
どもたちは、どんな問題を抱えているのでしょうか。イノチェンティ  レポートカード１６を見ながら考えます。

〈イノチェンティ　レポートカード１６〉　
子どもたちに影響する世界　先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か　イノチェンティ研究所　アナ・グロマダ
先進国の子どもの幸福度をランキング　日本の子どもに関する結果【2020年】
－日本の子どもの幸福度の結果－　よい子ども時代とは何でしょうか。ユニセフ報告書「レポートカード16」では、
それを、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの側面から考え、それぞれ2つずつの指標で分析しました。

映画上映会　「女を修理する男」　

講演会　「下村靖樹氏アフリカ取材報告」

13:00～15:00　参加者 78名

15:20～16:50　参加者　73名

　参加出来て本当に良かった。
心が痛み、自分には何が出来る
だろうかを考えます。

　映画を観ていて何度も涙が溢れま
した。同じ世界でこのようなことが起き
ていることがショックでした。

　性暴力が戦争の武器になるという言葉が重く感
じました。考えたこともありませんでした。アフリカ
で起きていることをあまりにも知らな過ぎました。

過去何回か千葉県ユニセフ協会国際理解講座で講師を務められたフリージャーナ
リストの下村靖樹氏が昨年１０月下旬から約３ヶ月にわたってルワンダ、ウガンダ、コン
ゴ民主共和国に赴き、取材された現状を画像を見ながら報告頂いた。

コンゴ民主共和国（コンゴ）東部国境地帯は反政府イスラム過激派の民主同盟軍
（ADF）、反政府勢力M23などをはじめとする120～200の大小の武装集団が存在す
る紛争地帯である。

道路事情は劣悪でぬかるみと言うより沼地のようで20Kmを進むのに10時間も要
し、政府軍や警察の治安も届かず、自分たちの村を自衛するため小さな武装グルー

プが増えた一因ともいえる。また、生産物の流通もできず経済の活性化も非常に難しい。そこでコンゴとウガンダが協定を結
び、東部国境地帯の北部から南部までの道路建設をウガンダ軍が行っている。また、インドの建設会社も英国の銀行の資本で
道路建設を行っている。

ロシアのウクライナ侵攻以来、エネルギー事情が厳しい状況となり、また経済の活性化を図るためアルバート湖畔の2つの
油田からインド洋までパイプライン敷設をフランス、中国、日本などの資本で進められているが環境破壊などの問題で反対運
動が起きている。

このように、道路事情、エネルギー事情を見ても多くの外国資本によって事業が進められている。これはこの地域に埋蔵され
ているIT機器に必要な鉱物資源によるものであり、決してコンゴ国民の利益のためとは言えない。

今回もウガンダ軍に同行した下村氏は、ADFに2～5年間誘拐されていたブルンジ、コンゴ、ケニアの少女たちが、ウガンダ
軍に保護されコンゴ軍に引き渡される場に立ち会う機会があった。少女たちはキリスト
教からイスラム教への改宗や結婚を強要され、幾人かの少女は小さな子どもを連れて
いた。その中に黒いブルカに全身を包んだ19歳の女性がいた。彼女はもともとモスレ
ムで、夫と子どもを失い、ADFに誘拐されたが、コンゴ軍にADFの協力者と嫌疑をかけ
られ拘束され、現在も刑務所に留置されている。下村氏は自分の置かれた立場を考え、
彼女に手を差し伸べる事が出来なかった事に強い自責の念を感じておられた。　　

厳しい状況に置かれている人々へ、下村氏のレンズ越しのまなざしはいつも優しい。
彼の報告を聴いた私たちは，コンゴの現状を家族、友人に伝え、関心を持ち続けてい

きたいと強く思った。

レポートカード１６の日本の結果を受け、教育評論家の尾木直樹氏は、身体的健康が
高く精神的幸福度が低いことに注目しています。この背景として、１５歳で迎える高校受
験をあげ、競争原理に基づく一斉主義による序列が子どもの自己肯定感を低くすると
述べています。また、頻繁に起こるいじめ問題も指摘していました。東京都立大学の阿
部彩氏は、尾木氏の指摘に加え、子どもの経済状況も背景にあげています。「子どもの
生活実態調査」によると、格差社会底辺家庭の子どもほど生活満足度が低いそうです。
このことから、阿部氏は、日本の子どもの幸福度を上げるためには、子どもたちの家族
の生活状況を改善するのが必要だと述べていました。

子どもの貧困、ヤングケアラー、いじめ問題、子どもの虐待（令和３年度全国児童相談
所　虐待相談対応件数２０７，６５９件で過去最多）など、日本の子どもたちは様々な問題
を抱えています。「子どもの権利条約」では、子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権
利、参加する権利が示され、また、日本では今年の４月１日に、子どもの権利を保障する

「こども基本法」が施行されます。しかし、子どもの権利が守られ、子どもの自己肯定感が
高く、幸福感だと感じられるようなるには、まだ時間がかかりそうです。家庭、学校、地域
社会、そして国が、子どもたちを守り、育てていかなければならないと思います。

日　時　２０２３年2月５日（日）
会　場　千葉市生涯学習センター　地下１階小ホール
募金額　３０，８５６円　（アフリカ栄養危機緊急募金）

ユニセフ国際理解講座 今アフリカで起こっていること

今を生きる子どもたち

監督：ティエリー・ミシェル 2015 年／ベルギー／112 分 配給：ユナイテッドピープル

日本の分野別順位

©UNICEF/UNI344623/Fong/AFP
マスクをつけて登校する日本の子どもたち

アフリカの現状と日本の子どもたち

誰一人取り残されることなく、人類が安定してこの地球に暮らしていけるように、2030年を目標としたSDGｓ（持続可
能な開発目標）。しかし、新型コロナウイルスのパンデミック、ロシアのウクライナ侵攻、アフリカや中東での紛争など、そ
のゴールを遠ざける出来事が起こっています。千葉県ユニセフ協会では、映画上映会や講演会などを通して、多くの方に
その現状をお伝えする企画を実施してきました。今回は、アフリカの現状と日本の子どもたちについてお伝えします。

眼下に絶景が広がるコンゴ民主共和国軍の
ベースキャンプ 

ゲリラ（ADF）の位置を確認し迫撃砲の発射準
備をするウガンダ軍

日本は子どもの幸福度の総合順位で38カ国中20位。身体的健康は1位でありながら、精神的幸福度は
37位という最下位に近い結果となりました。

子どもの幸福度の結果：〈総合順位：20位〉

ユニセフ・イノチェンティ研究所：1988年設立。
目的は世界各国で子どもの権利条約が完全に履行されるように促進することです。

分野 指標 解説

精神的幸福度
37位

生活満足度が高い15歳の割合 日本は、生活に満足していると答えた子どもの割合が最も低い国の一つ。
生活全般への満足度を0から10までの数字で表す設問で、6以上と答え
た子どもは、日本では62%のみでした。自殺率も平均より高く、その結果、
精神的幸福度の低いランキングとなりました。15～19歳の自殺率

身体的健康
1位

5～14歳の死亡率 日本の子どもの死亡率はとても低く、日本が安全面でもすぐれていて事
故から子どもを守れていることも示しているでしょう。過体重・肥満につい
ては、多くの国でその割合が急増していますが、日本は2位に大きく差を
つける1位で、これは食習慣やライフスタイルなどによるものでしょう。5～19歳の過体重/肥満の割合

スキル
27位

数学・読解力で基礎的習熟度に
達している15歳の割合

学力の指標である、数学・読解力で基礎的習熟度に達している子どもの割
合では、日本はトップ5に入ります。一方で、「すぐに友達ができる」と答え
た子どもの割合は、日本はチリに次いで2番目に低く、30%以上の子ども
が、そうは思っていないという結果でした。

社会的スキルを身につけている
15歳の割合 
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千葉県ユニセフ協会　役員紹介
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　

副 会 長 麻生　博章 株式会社千葉銀行常務執行役員

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 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 篠崎　　純 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 青柳　洋治 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長

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 小布施祐一 読売新聞千葉支局長

評 議 員 神永　幸宗 中山身語正宗関東別院誓照寺副院主

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 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 櫻井比呂樹 千葉県中学校長会会長

評 議 員 佐々木　健 朝日新聞社千葉総局長

評 議 員 篠木　賢正 千葉県高等学校長協会会長

評 議 員 島田　　亮 ジェフユナイテッド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 豊田耕太郎 株式会社千葉ロッテマリーンズ執行役員運営担当ボールパーク・コミュニティ本部本部長

評 議 員 永富　博之 日本労働組合総連合会千葉県連合会会長

評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長

評 議 員 長谷川　豊 毎日新聞社千葉支局長

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 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 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 谷澤　健一 NPO法人谷沢野球コミュニティ柏理事長

評 議 員 山下秋一郎 千葉県小学校長会会長

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

敬称略・５０音順にしております(２０２３年２月２８日現在)

電気・ガス代、日用品がどんどん上がっています。生活習慣を見直して「日ごろの暮らしを節約
しなきゃ」と思う毎日が続きます。

生活に余裕がなくなると自分たちの暮らしが大事で「ほかの人の事なんて、ましては遠い世界
の人のことなんて」と思いがちです。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。物価高は円安・物流コストの上昇の影響もあ
りますが、ロシアによるウクライナ侵攻から来ているのでは？では、なぜこの戦争は起きたのだ
ろう？世界の子どもたちへの戦争の影響は？など、と想像力は膨らみます。一人ではどうしようも
ない、と思う方も多いでしょう。そんな手の届かない世界の大きな問題をみんなで考える、それ
がユニセフの取り組みだと思います。持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた取り組みやウ
クライナへの支援活動、子どもの安全を守るユニセフの取り組みに敬意を表します。

東京新聞の千葉版では、昨年から「未来は変わる・ちばのＳＤＧｓ」と題して、長期連載を行って
います。「一人じゃできない」から「一人からできる」身近な取り組みを紹介しています。評議員の
一人として、より良い世界を次の世代に渡すために、皆さんとチャレンジしたいと考えています。

東京新聞千葉支局

支局長　安藤 淳

日本労働組合総連合会千葉県連合会の永富です。よろしくお願いいたします。
わが国では、長引くコロナ禍によって疲弊した経済の立て直しに向けたフェーズに、ようやく入

りつつある中、原材料価格の高騰によるエネルギー価格や、相次ぐ生活必需品などの物価上昇な
どにより、多くの生活者が厳しい境遇に置かれています。このことは、ロシアのウクライナ侵攻など
による国際情勢の不確実性が起因しているものですが、このような有事とも言える状況になると、
必ず犠牲になるのは、経済的に弱い立場にある方々であり、子供たちです。

一方、世界に目を向けると、私たちの想像を超える貧困と格差に苦しんでいる方々が多く存在し
ます。日本は先進国であり経済大国であるはずです。恵まれている先進諸国が困っている方々へ
率先的に支援の輪を広げていく責務があり、そのような社会構造の構築が望まれます。ＳＤＧｓの
理念である「誰一人取り残されることのない社会の実現」には、残念ながら程遠い現状にあります
が、ユニセフの活動を通じて、世界の実情や支援の必要性について、私たち労働組合も社会的責
任のもと、支援の輪を広げる一翼を担っていきたいと考えています。今後ともよろしくお願いいた
します。

日本労働組合総連合会
千葉県連合会

会長　永富 博之

千葉県ユニセフ協会評議員を務めさせて戴いておりますDIC川村記念美術館の水越雅信と
申します。今後とも宜しくお願い致します。DICグループは経営ビジョン「彩りと快適を提供し、
人と地球の未来をより良いものに-Color & Comfort-」を掲げ「色」に関わる企業にふさわしい
社会貢献活動として美術館を運営しています。美術鑑賞の前後に散策を楽しめる庭園の自然環
境は、作品・建物と並んで当館が大切にしている要素です。

新型コロナウイルス禍がこれほど長く人々の生活を変化させるなど３年前に誰が予測できた
でしょうか。ロシアのウクライナ侵攻も１年を過ぎ、エネルギー価格を一変させ、多くの国々で食
料危機を招いています。これに端を発した歴史的なインフレが世界を大規模な景気後退に導こ
うとしています。極寒の中、電気も暖房もなく食料不足でもウクライナの人々、子どもたちは必
死に戦い生き延びています。その姿に胸が痛みます。

ユニセフのビジョンである「すべての子どもの権利が実現される世界をめざして」をもう一度
心に強く留め、自らが進むべき確かな方向を定めるべきと考えます。個人の力には限界がありま
す、ユニセフ協会の活動を通じ世界中の最も厳しい状況にある子どもたちが保護を受けられる
よう、皆様と共に考動して参りたく存じます。宜しくお願い致します。

DIC株式会社常勤顧問
DIC川村記念美術館

館長　水越 雅信

役員からのメッセージ

（一社）ガールスカウト千葉県連盟主催の
「ココカラ未来へ！地球学校inちば」 に出展しました
日　時　11月1３日（日） 10：00～15：00
場　所　TKPガーデンシティ千葉
募金額　9,267円

千葉県内のガールスカウトをはじめ、多くの方が来場され、ユニセフ
ブースに立ち寄っていただきました。

地雷のレプリカ展示コーナーでは、地雷の被害にあう子どもたちが今も
多くいること、ウクライナなど紛争で使われていることなどの説明を熱心
に聞き、メモや写真を撮る方も。また、ガールスカウト様には、毎年ハンド・
イン・ハンド活動に参加いただいていることから、指導者の方にファミリー
ボックスについてもご紹介しました。輪なげ体験や、ブースでのコミュニ
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千葉県ユニセフ協会　役員紹介
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　

副 会 長 麻生　博章 株式会社千葉銀行常務執行役員

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 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 篠崎　　純 千葉県弁護士会会長

県協会役職 お　名　前 役　職　名

評 議 員 青柳　洋治 千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長

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 小布施祐一 読売新聞千葉支局長

評 議 員 神永　幸宗 中山身語正宗関東別院誓照寺副院主

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 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 櫻井比呂樹 千葉県中学校長会会長

評 議 員 佐々木　健 朝日新聞社千葉総局長

評 議 員 篠木　賢正 千葉県高等学校長協会会長

評 議 員 島田　　亮 ジェフユナイテッド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 豊田耕太郎 株式会社千葉ロッテマリーンズ執行役員運営担当ボールパーク・コミュニティ本部本部長

評 議 員 永富　博之 日本労働組合総連合会千葉県連合会会長

評 議 員 名雪　雅美 農事組合法人和郷園　総務部長

評 議 員 長谷川　豊 毎日新聞社千葉支局長

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 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 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 谷澤　健一 NPO法人谷沢野球コミュニティ柏理事長

評 議 員 山下秋一郎 千葉県小学校長会会長

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

敬称略・５０音順にしております(２０２３年２月２８日現在)

電気・ガス代、日用品がどんどん上がっています。生活習慣を見直して「日ごろの暮らしを節約
しなきゃ」と思う毎日が続きます。

生活に余裕がなくなると自分たちの暮らしが大事で「ほかの人の事なんて、ましては遠い世界
の人のことなんて」と思いがちです。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。物価高は円安・物流コストの上昇の影響もあ
りますが、ロシアによるウクライナ侵攻から来ているのでは？では、なぜこの戦争は起きたのだ
ろう？世界の子どもたちへの戦争の影響は？など、と想像力は膨らみます。一人ではどうしようも
ない、と思う方も多いでしょう。そんな手の届かない世界の大きな問題をみんなで考える、それ
がユニセフの取り組みだと思います。持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた取り組みやウ
クライナへの支援活動、子どもの安全を守るユニセフの取り組みに敬意を表します。

東京新聞の千葉版では、昨年から「未来は変わる・ちばのＳＤＧｓ」と題して、長期連載を行って
います。「一人じゃできない」から「一人からできる」身近な取り組みを紹介しています。評議員の
一人として、より良い世界を次の世代に渡すために、皆さんとチャレンジしたいと考えています。

東京新聞千葉支局

支局長　安藤 淳

日本労働組合総連合会千葉県連合会の永富です。よろしくお願いいたします。
わが国では、長引くコロナ禍によって疲弊した経済の立て直しに向けたフェーズに、ようやく入

りつつある中、原材料価格の高騰によるエネルギー価格や、相次ぐ生活必需品などの物価上昇な
どにより、多くの生活者が厳しい境遇に置かれています。このことは、ロシアのウクライナ侵攻など
による国際情勢の不確実性が起因しているものですが、このような有事とも言える状況になると、
必ず犠牲になるのは、経済的に弱い立場にある方々であり、子供たちです。

一方、世界に目を向けると、私たちの想像を超える貧困と格差に苦しんでいる方々が多く存在し
ます。日本は先進国であり経済大国であるはずです。恵まれている先進諸国が困っている方々へ
率先的に支援の輪を広げていく責務があり、そのような社会構造の構築が望まれます。ＳＤＧｓの
理念である「誰一人取り残されることのない社会の実現」には、残念ながら程遠い現状にあります
が、ユニセフの活動を通じて、世界の実情や支援の必要性について、私たち労働組合も社会的責
任のもと、支援の輪を広げる一翼を担っていきたいと考えています。今後ともよろしくお願いいた
します。

日本労働組合総連合会
千葉県連合会

会長　永富 博之

千葉県ユニセフ協会評議員を務めさせて戴いておりますDIC川村記念美術館の水越雅信と
申します。今後とも宜しくお願い致します。DICグループは経営ビジョン「彩りと快適を提供し、
人と地球の未来をより良いものに-Color & Comfort-」を掲げ「色」に関わる企業にふさわしい
社会貢献活動として美術館を運営しています。美術鑑賞の前後に散策を楽しめる庭園の自然環
境は、作品・建物と並んで当館が大切にしている要素です。

新型コロナウイルス禍がこれほど長く人々の生活を変化させるなど３年前に誰が予測できた
でしょうか。ロシアのウクライナ侵攻も１年を過ぎ、エネルギー価格を一変させ、多くの国々で食
料危機を招いています。これに端を発した歴史的なインフレが世界を大規模な景気後退に導こ
うとしています。極寒の中、電気も暖房もなく食料不足でもウクライナの人々、子どもたちは必
死に戦い生き延びています。その姿に胸が痛みます。

ユニセフのビジョンである「すべての子どもの権利が実現される世界をめざして」をもう一度
心に強く留め、自らが進むべき確かな方向を定めるべきと考えます。個人の力には限界がありま
す、ユニセフ協会の活動を通じ世界中の最も厳しい状況にある子どもたちが保護を受けられる
よう、皆様と共に考動して参りたく存じます。宜しくお願い致します。

DIC株式会社常勤顧問
DIC川村記念美術館

館長　水越 雅信

役員からのメッセージ

（一社）ガールスカウト千葉県連盟主催の
「ココカラ未来へ！地球学校inちば」 に出展しました
日　時　11月1３日（日） 10：00～15：00
場　所　TKPガーデンシティ千葉
募金額　9,267円

千葉県内のガールスカウトをはじめ、多くの方が来場され、ユニセフ
ブースに立ち寄っていただきました。

地雷のレプリカ展示コーナーでは、地雷の被害にあう子どもたちが今も
多くいること、ウクライナなど紛争で使われていることなどの説明を熱心
に聞き、メモや写真を撮る方も。また、ガールスカウト様には、毎年ハンド・
イン・ハンド活動に参加いただいていることから、指導者の方にファミリー
ボックスについてもご紹介しました。輪なげ体験や、ブースでのコミュニ
ケーションを通して、ユニセフ活動とSDGsを伝える機会となりました。 当日会場で活動していた、ガールスカウト千葉県

第39団のみなさんがウクライナ緊急募金を届け
てくださいました。

地雷レプリカの展示・資料の配布・SDGS輪投げ
を出展しました。
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　昨年度に引き続き、今年も１２月に絵本作家いわさきちひろのご長男で美
術・絵本評論家の松本猛さんに講演をしていただきました。

今年の夏、松本さんはヨーロッパの旅をしています。旅の主な目的は、東山
魁夷が留学していた１９３３年のドイツのことを知りたかったからだそうです。魁夷は、ドイツの自由主義者でノーベル文学賞作
家のトーマスマンに傾倒していました。その頃ドイツではナチが台頭し、日本でも軍部が力を拡大し始めました。トーマスマン

は亡命し、ドイツに帰って来られなくなりました。魁夷はトーマスマンへの傾倒を封
印し、やがて帰国します。戦争中、反戦の絵を描いた画家はたくさんいましたが、
アーティストの平和や自由を求める思いや声は次第に小さくなっていったそうです。

その頃、いわさきちひろは絵画を学び、美術学校への進学を希望していました
が、家族の反対で断念しました。その後、望まない結婚をして大連に行ったものの夫
は自殺し、帰国しました。日本に戻ったちひろは、中谷泰の絵に憧れ、表現は自由で
いいことを学びます。日本は戦争が激しくなり、ちひろは疎開。疎開先でちひろは宮
澤賢治の作品に浸りました。戦後、賢治の作品を読み尽くし、「人間は平等」「地球上
の物を尊敬する」という考えに共感します。後に、人を殺す戦争をやめて欲しいとい
う願いから、ベトナム戦争に反対するようになりました。そして、もともと子どもが大

好きだったちひろは、戦争の犠牲者である子どもたちを描き発表しました。（『戦火のなかの子どもたち』）
ちひろがベトナム戦争への反戦を絵で表現したように、音楽家、画家などのアーティストは様々な形でその時の思いや考え

を表現しているということと、ちひろが作品に込めた「子どもは命の象徴」という言葉が心に残る講演でした。
講演後、事務局長から、平和が大切なのはずっと変わらない、ウクライナで戦争は続いているが、子どもが健やかに育つ為に

は支援が必要であるという話がありました。

日　時：１２月１４日（水）１４：００～１５：４５
会　場：千葉市美術館１１階講堂（対面）　オンライン（zoom）
参加者：会場参加者３４名　オンライン参加者２０名　ユニセフスタッフ１２名
講　師：松本猛氏（美術・絵本評論家）
募金額：28,750円

書籍などの頒布とサイン会を行いました

© 2020 MINAMATA FILM, LLC

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」
～世界のアーティストたちが地球について感じていること～

映画を見入る参加のみなさん

ボーイスカウト千葉第14団 ガールスカウト千葉県第39団 市原中央高等学校  インターアクト部 ボーイスカウト船橋第３団

当日は、とても寒い日でしたが25人の方が鑑賞してくださいました。
この映画MINAMATAは、写真家ユージン・スミスが日本の四大公害病の

一つ“水俣病”を取材し高度成長の影で苦しんできた水俣の人々の悲しみと葛
藤の日常を描いた実話です。

水俣病は、化学工場から海や河川に排出されたメチル水銀化合物によって
汚染された海産物を日常的に食べたことにより発症した公害病です。

映画MINAMATAは、母親の胎内で発症した胎児性水俣病患者の少女とお
母さんとの入浴シーンの映像から始まりました。ユージンが撮影した最も象徴
的な映像です。

ユージンを演じたジョニー・デップは、今も続く水俣の悲しみから、各国で同
じ環境被害に苦しむ多くの人々をも照らし出そうと、主演し映画製作にも関り
ました。

映像では、時には激しく原告である会社への抗議の様子や家族との慈しみの姿を映し出しています。動と静、どの暮らしも水
俣の人々の深い悲しみが伝わってきます。

公式確認から65年経った現在も、被害者が病に苦しみ、差別や偏見
に傷つきながら暮らしています。人の生命や健康より経済成長を優先
する社会構造から起こった公害病“水俣病”の被害者裁判は今でも続い
ています。

公害病“水俣病”の現実を映像にしたMINAMATA の映画を観て過
去の出来事ではないことを確信しました。また、エンドロールで世界の
多くの国で環境破壊による公害被害が起きている現実を知り驚愕しま
した。

あらためて公害問題と地球の環境を守ること、そして私たちに出来
ることを考えていきたいと思いました。

（北総ブロック　渋沢佳子）

日　時　12月17日（土）　1回目 13：30 ～　　2回目 15：45 ～
会　場　ふれあいプラザさかえ　視聴覚室
参加者　25名　ユニセフスタッフ　5名
募金額　19,408円

映画上映会　「MINAMATA ―ミナマタ―」2022年のテーマ
最も厳しい状況にある子どもたちの願いをかなえよう
～生きたい！食べたい！学びたい！～

事務所まで募金を届けてくださいました

ご協力ありがとうございました

講演に参加した人たちの声 ※アンケートの回答から一部紹介

世界の子どもたちをとりまく状況は、新型コロナウイルスのパンデミックを境に大きく変わりました。命を支え
る医療や福祉にアクセスできない子どもたちが増えています。こうした最も厳しい状況にある子どもたちの切実
な願いをかなえるために私たちにできることは何か？が2022年のユニセフ ハンド・イン・ハンドテーマでした。

千葉県ユニセフ協会では、今回も街頭募金が実施できませんでしたが、講演会や映画上映会を通じて、ユニセフ
の輪を広げました。

世界平和と子どもの幸せ
について考えさせられた。

戦時下の画家の話、平和を願う
ちひろさんの話がよかった。

平和であることと普通の暮
らしの大切さを知った。

ちひろさんのバックグランド等
興味深く聞いた。

２０２３年こそは、駅などで街頭募金をしていきたいですね！と思いが一致しました。 よろしくお願いします！

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

今年も多くの方に参加いただきました。対面ならではの、松
本さんの優しい人柄が会場を包みます。

東山魁夷の代表作「白い馬」についてその絵に込めた
想いをお話いただきました
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今年も多くの方に参加いただきました。対面ならではの、松
本さんの優しい人柄が会場を包みます。

東山魁夷の代表作「白い馬」についてその絵に込めた
想いをお話いただきました
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悪魔の兵器　地雷についての説明
紛争がなくなることを祈ります

スタッフ・協力者で記
念撮影

銚子で2回目のユニ
セフ・ラブウォーク

お天気も良くて最高
でした

 八角貴志さん

現在稼働中の洋上風力発電　名洗港

 銚子市役所

銚子市沖洋上風力発電 再生可能エネルギーの拡大に向けて

参加者　大人４６名　子ども１４名　計６０名　参加費として25,800円
募金箱　12,104円　計 37,904円をウクライナ緊急募金といたしました。
主　催　千葉県ユニセフ協会
後　援　千葉県　銚子市　銚子市教育委員会
協　力　銚子ジオパーク推進協議会　船橋歩こう会　
協　賛　生活協同組合コープみらい千葉県本部　東京サラヤ株式会社
　　　　船橋歩こう会　葵養蜂

１０月２３日(日) ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子 開催

犬岩前：犬岩は風化
や浸食によって

「耳を立てた犬」に
似た岩体です

新さんに犬若岬の崖面、
不整合面についての説明を受けました。

はっきりと色が違い地層について学びました。
びっくり！わかりやすかった！

千葉日報10月24日（月）に掲載されました

銚子ジオパーク推進協議会ス
タッフの方々に、屛風ケ浦が江戸
時代から削られていった歴史な
ど、興味深いお話を聞きました！
国の名勝及び天然記念物に指
定されています。

銚子電鉄
犬吠駅

チーバくんと

銚子市企画課洋上風力推進室
－洋上風力発電について－

銚子市沖洋上風力発電について、より詳しくお聞きするため、1月30日（月）銚子市役所
を訪問。銚子市企画課洋上風力推進室 八角貴志さんにお話を伺いました。

聞き手：福本朋子

福本:ユニセフ・ラブウォークIN銚子での名洗港での洋上風力
発電についての説明ありがとうございました。当日参加者か
ら数多くの質問が出ていて、その関心の高さを感じました。
また八角さんはじめとする洋上風力推進室のみなさんの熱
心な説明に、心より感謝しています。あらためて現在進めて
いる洋上風力発電の概要について教えてください。

八角：はい、2028年9月～2052年1月を運転期間として、31
基の洋上風力発電が稼働する予定です。洋上風力発電は再
生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされてお
り、国内では洋上風力発電に対する期待が高まっています。長崎県五島市沖、秋田県能代沖、秋田県由利本庄市沖と並んで、
具体的な発電事業者も決まっており、着床式では全国で一番早い形で計画が進んでいます。

福本:それは、わくわくする話ですね。31基の発電となるとかなりの量になるのかなと感じます。この電気はその後どうなるので
すか？銚子市の方が使うことができるのですか？

八角：発電された電気は東電の電力系統で運ばれ、首都圏全体に供給されますので、地元でどのように活用するかが課題で
す。銚子市としては、地域の特性を生かした再生可能エネルギーの地産地消の取組を進めていくことに誇りを持ち、銚子市
の魅力の一つとして進めていきたいと思っています。

福本：銚子といえば、私には　さかな　のイメージがとても大きいですが、魚に悪い影響はないのでしょうか？
八角：はい、本取り組みを進めるにあたり、銚子市漁業協同組合をはじめとした関係者との協議や地元の皆さんへの説明をし

ながら進めてきました。今回の建設予定地は、漁業への影響が少ないエリアとして関係者間の調整が済んでおり、発電設備
の設置によって魚が集まり新たな漁場となるのではないかと期待されています。

福本：この取り組みは国の戦略にのっとり進めているものと思いますが、国からの補助金などあるのでしょうか？
八角:洋上風力発電は水力や原子力と異なり、長期安定的に電気を供給することが難しいので、電源立地自治体への補助金は

ありません。
福本：今後、安定的な供給がどこまで進むかなどが課題なのかもしれませんね。そして、銚子の洋上風力発電が再生可能エネ

ルギーのリーダーになっていくような存在になったらうれしいなと思います。八角さんにとって、洋上風力発電建設により、一
番期待していることは何ですか？

八角:地球温暖化ストップに貢献しながら、地域活性化につながることへの思
いが大きいです。洋上風力発電が立ち並ぶ光景が銚子の新たな観光資源
となることや、雇用の創出も期待します。銚子市には、屏風ケ浦の美しい景
観があります。洋上風力発電の設置にあたっては、屏風ケ浦の景観や、遠く
にのぞむ富士山の光景と調和するような事業を求めてきました。そのこと
は重要な視点だと思っています。

福本：銚子市の今までの魅力を大切にしながら、SDGｓ目標達成に向けても
動いている銚子市！

　私も、ユニセフ・ラブウォークを通して漁港、犬岩、犬吠埼灯台、屏風ケ浦と
たくさんの魅力を感じています。３１基が稼働する様子、壮観だろうなと思
います。２０２８年まであと５年。今後どのように変化していくのかとても楽し
みです。ありがとうございました。

名洗港での洋上風力発電についての説明。
多くの質問そして回答をいただき

理解を深めました

A 洋上風力発電と屛風ケ浦見学コース（6.5キロ）
B 洋上風力発電と銚子電鉄乗車コース（6.5キロ）

SDGsで持続可能な社会へ ～銚子ジオパークと再生可能エネルギーを学ぼう～
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安食百庚申の前で記念撮影

2022年2月24日にウクライナ
で戦いが激化してから1年、いまだ
終息が見えない状況の中、何百万
人もの子どもたちが寒さと恐怖の
中で眠りにつき、この残虐な戦争
の終結を願いながら目覚めていま
す。千葉県ユニセフ協会では、ユニ
セフ・ラブウォークやユニセフサ
ポートゴルフ大会を通じて募金の
呼びかけをしました。今後もウクラ
イナの子どもたちを支援するた
め、オンライン募金の取り組みを
続けてまいります。

ウクライナ緊急募金～ご協力お願いします～

参加者　大人９０名　子ども１６名　幼児1名　計１０７名
　　　　参加費として48,200円
募金箱　15,450円　計　63,650円をウクライナ緊急募金といたしました。
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
　　　　（一社）栄町シルバー人材センター
協　賛　ホテル日航成田　日本食研ホールディングス（株）
　　　　生活協同組合コープみらい千葉県本部
　　　　東京サラヤ（株）　船橋歩こう会　葵養蜂
　　　　（株）ハルディン

１１月２３日(祝・水) 11月8日（火）

北総よみうり12月23日版に掲載されました

雨の中みんな頑張りました！
〈房総のむら 商家の町並み〉

感想が届きました

ユニセフ・ラブウォークIN房総のむ
ら、がんばりコースに参加しました。
100を超える古墳群の中を歩き、ガイ
ドを務めていただいた中澤さんの解説
を聞くうちに、古墳時代から江戸時代
までタイムスリップした感覚に。日本最大の方墳、岩屋古墳
にはびっくり。「旧なりた道」を歩きながら「春日の局」や「庚
申塚」の話を聞いていると、ここは江戸時代だぁと感動。

印旛沼を巡るときは、古代から昭和初期まで水害に苦し
んだ歴史と、治水のために印旛沼が形を変えてきた経緯を
伺いました。

木曳き坂を登る時は、栄町の「龍」伝説のお話に。「龍角
寺」を建てるために人々が重い木材をひいてのぼった姿が
思い描かれました。栄町のイメージキャラクターのドラム

（龍夢）くん、栄町名産「どらまめ」や焼酎「どらむすこ」に、と
ても親近感をおぼえました。これからもたくさんの人がラブ
ウォークで素敵な体験をして、世界の子どもたちに支援の
輪が広がっていくことを願っています。 

ユニセフ・ラブウォーク
IN 房総のむら 開催

「ユニセフ・ラブウォークIN 房総のむら」に
参加して

栄町
キャラクター・

ドラム

鹿野山ゴルフ倶楽部はユニセフ一色 麻生実行委員長と福本事務局長 スタートホールにて

受付前の検温チェック

橋本浩 栄町長のんびりコース参加

上総掘りの前で記念撮影

がんばりコース
休憩地点

ほっとひといき
あと1.5キロ

栄町広報1月号で紹介されました。
栄町文化財サポーターのみなさん

ありがとうございました。
完歩賞配布。葵養蜂様

ご協力ありがとうございますお楽しみ抽選会 おめでとう!

サラヤさんによる手洗いチェック！
シルバー人材センターさんに会場などご協力いただきました。

第17回ユニセフサポートゴルフ大会
～ウクライナの子どもの命と尊厳を守るために～

主　　催　第17回ユニセフサポートゴルフ大会実行委員会　実行委員長　麻生博章理事
協　　賛　(株)千葉銀行、(株)京葉銀行、石井食品(株)、キッコーマン(株)、(株)グリーンタワー、ジェフユナイテッド(株)、
　　　　　生活協同組合コープみらい千葉県本部、千葉テレビ放送(株)、(株)ベイエフエム、(株)マザー牧場、房総開発(株)、鹿納会、
　　　　　鹿野山ゴルフ倶楽部、(株)和郷、連合千葉、アサヒビール(株)、(株)伊藤園、キリンビバレッジ(株)、(株)真田本店、
　　　　　東京サラヤ(株)、東京湾フェリー (株)、和蔵酒造(株)、龍宮城スパホテル三日月、(株)WATANABE
参加人数　132名
募金金額　参加費より330,000円(2,500円×132名　ウクライナ緊急募金)
　　　　　ワンオンチャレンジほか募金 62,181円（ハンド・イン・ハンド募金）　計　392,181円
内　　容　ゴルフを楽しまれる方々にユニセフへのご支援をいただくと同時に、国際理解を深める場とする。

アトラクション「ワンオンチャレンジ」
ワンオンできない場合は500円を

ハンド・イン・ハンド募金に

優勝者の賞品は液晶テレビ
準優勝者にはグリーンタワーの宿泊券

第17回の開催にちなんで
第17位はユニセフ賞

終了後に麻生実行委員長と
参加役員のみなさまと振り返り会
支えてくださっているみなさま

この大会では役員の皆さまはじめ多くの
企業様より賞品を協賛いただいております

第17回を迎えたユニセフサポートゴ
ルフ大会は、ユニセフブルーの空が広が
る素晴らしい天候に恵まれ、132名での
開催となりました。

新型コロナウイルス感染症対策のた
め、昨年と同様に表彰式は開催せずモー
ニングハーフの順位によるコンペといた
しました。

参加費はウクライナ支援とすることか
ら、レストランに「ウクライナの子どもたち
の今は」パネルと地雷レプリカを展示し、
ユニセフの活動について紹介しました。

本大会への参加をきっかけに、賛助会
員への登録、使用済み切手回収、募金な
どにご協力いただく方もいらっしゃいま
す。回を重ねるごとに「ゴルフを楽しみな
がら社会貢献」の輪が広がっていること
を感じます。

～歩き・楽しみ・学び・そして社会貢献～
A のんびりコース（4.5キロ）　B がんばりコース（7.5キロ）

鹿野山ゴルフ倶楽部

2か月間の間に14回もの砲撃やロ
ケット弾の攻撃を受け壊された学校
の瓦礫の中に立つ8歳のアーニャさ
ん。(ウクライナ、2022年7月撮影)

募金の
お申し込みは
こちらから▶

© UNICEF/UN0691435/Hrom
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■栄町
●10月19日（水）
　佐倉人権擁護委員協議会研修会
●11月23日(祝・水)
　ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
●12月17日（土）
　ユニセフ・映画上映会「MINAMATA－ミナマタ」

■銚子市
●10月23日(日)
　ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子

■野田市
●11月30日（水）
　モンテッソーリ森田子どもの
　家学習会(オンライン)

■柏市
●11月13日（日）
　ボーイスカウト柏第1団学習会

■成田市
●10月18日(火)～28日(金)
　ユニセフパネル展
　「ウクライナの子どもたちの今は」
●12月7日(水)
　成田市立玉造中学校学習会
●2月7日(火) 
　成田市立下総みどり学園学習会

■流山市
●11月1日（火）
　流山市立江戸川台小学校学習会
●11月1日（火）
　流山市立おおぐろの森小学校学習会
●11月11日（金）
　流山市立小山小学校学習会
●12月6日（火）
　千葉県立特別支援学校流山高等学園学習会
●12月21日（水）
　千葉県立流山高等学校学習会(オンライン)
●1月26日（木）
　流山市立南流山小学校学習会

■君津市
●11月8日(火)
　第17回ユニセフサポートゴルフ大会

■船橋市
●11月17日（木）
　船橋市立宮本中学校学習会（オンライン）
●11月1日（火）～11月19日（土）
　1月13日（金）～2月4日（土）
　ふなばし市民活動フェア

流山市立おおぐろの森小学校

成田市役所ロビー生浜中学校区育成委員会

佐倉人権擁護委員協議会での学習会の様子
11月10日付の千葉日報で紹介されました

■八千代市
●12月10日(土)
　ボーイスカウト八千代第5団学習会

ボーイスカウト
八千代第5団
ビーバー隊は
クリスマス会で
水がめ運び体験

平和への思いをつなぐ 流山市 事例紹介

■千葉市
●10月15日（土）
　生浜中学校区育成委員会学習会
●10月26日（水）
　千葉大学教育学部附属小学校学習会
●11月13日(日)
　ココから未来へ！地球学校 in ちば
●12月1日(木)・8日(木)
　切手仕分けボランティアの会
●12月9日(金)
　昭和学院秀英中学校学習会
●12月14日(水)
　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」

●12月22日(木)
　千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科学習会
●1月29日(日)
　第6回『お茶しませんかプロジェクト』
　～寒さに負けず、ボッチャで一緒に身体も動かしましょう！～
●2月5日(日)
　ユニセフ国際理解講座「今アフリカで起こっていること」
●2月5日(日)
　ボランティア会

　流山市では平和施策事業として2008年度より「ユニセフ平和教室」を開催してくだ
さっています。2022年度は千葉県ユニセフ協会から4つの学校（江戸川台小学校、おお
ぐろの森小学校、小山小学校、南流山小学校）を訪問しました。
　2022年2月に起きたウクライナへの侵攻により平和を願う気持ちがより一層強くなり
ました。参加した4つの学校の子どもたちから質問・感想が届き、私たち大人が子どもたち
に ～平和への思いをつなぐ～ ことの大切さを実感しています。

ユニセフ平和教室　感想カードより

学習会訪問一覧
依 頼 者 対 象 人 数訪 問 日

2022年10月15日(土)
10月19日(水)
10月26日(水)
11月 1 日(火)
11月 1 日(火)
11月11日(金)
11月13日(日)
11月17日(木)
11月30日(水)
12月 6 日(火)
12月 7 日(水)
12月 9 日(金)
12月10日(土)
12月21日(水)
12月22日(木)

2023年 1 月26日(木)
2 月 7 日(火)

生浜中学校区育成委員会
佐倉人権擁護委員協議会
千葉大学教育学部附属小学校
流山市立江戸川台小学校
流山市立おおぐろの森小学校
流山市立小山小学校
ボーイスカウト柏第1団
船橋市立宮本中学校（オンライン）
モンテッソーリ森田子どもの家（オンライン）
千葉県立特別支援学校流山高等学園
成田市立玉造中学校
昭和学院秀英中学校
ボーイスカウト八千代第５団
千葉県立流山高等学校（オンライン）
千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科
流山市立南流山小学校
成田市立下総みどり学園

大人
大人
3年生
5年生
5年生
5年生

小3 ～ 5年生・大人
1 ～ 3年生

幼稚園児・大人
3年生
2年生
3年生

小1 ～ 2年生・大人
1 ～ 3年生
1・2年生
5年生

小4年生

50名
62名
35名

107名
46名

248名
23名

928名
8名

46名
100名
165名
19名

600名
96名

180名
50名

主催事業一覧
事 業 名 会 場開 催 日

銚子市名洗港周辺
鹿野山ゴルフ倶楽部
千葉県立房総のむら周辺
桜木事務所

千葉市美術館

ふれあいプラザさかえ

千葉市療育センター

千葉市生涯学習センター

千葉市生涯学習センター

2022年10月23日(日)
11月 8 日(火)
11月23日(祝・水)
12月1日(木)・8日（木）
12月14日(水)

12月17日(土)
2023年 1 月29日(日)

2 月 5 日(日)

2 月 5 日(日)

ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子
第17回ユニセフサポートゴルフ大会
ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
切手仕分けボランティアの会
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」（対面・オンライン）
ユニセフ・映画上映会「MINAMATA－ミナマタ」
第6回『お茶しませんかプロジェクト』
～寒さに負けず、ボッチャで一緒に身体も動かしましょう！～
ユニセフ国際理解講座「今アフリカで起こっていること」
・映画上映会『女を修理する男』
・下村靖樹氏アフリカ取材報告会
ボランティア会

ブース出展一覧
イ ベ ン ト 名開 催 日

2022年11月13日(日) ココカラ未来へ！地球学校inちば

ブロック名 開催日 イベント名 場所

北総

市川・船橋

市川・船橋

ふなばし市民活動フェア

ふなばし市民活動フェア

成田市役所

船橋市中央図書館

フェイス

2022年
10月18日(火)～28日(金)

11月1日(火)～19日(土)

2023年
1月13日(金)～2月4日(土)

(2022年10月11日～2023年2月10日)

ふなばし市民活動フェアでは
パネル展示を行いました

ユニセフパネル展
「ウクライナの子どもたちの今は」

私は今日、心の中で「ドキッ」としました。
テレビでウクライナの人々が悲しんでいるのを見ます。でも日本じゃないし、自分でも
ないと考え何も考えませんでした。でも今日の話を聞いて、みんなの地球の中でこん
なにおそろしく、悲しいことがおきていると考えるようになりました。そしてぜったいに
戦争をしてはならない、私が大人になってもぜったいにしないと強くおもいました。

地域ブロック活動
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■栄町
●10月19日（水）
　佐倉人権擁護委員協議会研修会
●11月23日(祝・水)
　ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
●12月17日（土）
　ユニセフ・映画上映会「MINAMATA－ミナマタ」

■銚子市
●10月23日(日)
　ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子

■野田市
●11月30日（水）
　モンテッソーリ森田子どもの
　家学習会(オンライン)

■柏市
●11月13日（日）
　ボーイスカウト柏第1団学習会

■成田市
●10月18日(火)～28日(金)
　ユニセフパネル展
　「ウクライナの子どもたちの今は」
●12月7日(水)
　成田市立玉造中学校学習会
●2月7日(火) 
　成田市立下総みどり学園学習会

■流山市
●11月1日（火）
　流山市立江戸川台小学校学習会
●11月1日（火）
　流山市立おおぐろの森小学校学習会
●11月11日（金）
　流山市立小山小学校学習会
●12月6日（火）
　千葉県立特別支援学校流山高等学園学習会
●12月21日（水）
　千葉県立流山高等学校学習会(オンライン)
●1月26日（木）
　流山市立南流山小学校学習会

■君津市
●11月8日(火)
　第17回ユニセフサポートゴルフ大会

■船橋市
●11月17日（木）
　船橋市立宮本中学校学習会（オンライン）
●11月1日（火）～11月19日（土）
　1月13日（金）～2月4日（土）
　ふなばし市民活動フェア

流山市立おおぐろの森小学校

成田市役所ロビー生浜中学校区育成委員会

佐倉人権擁護委員協議会での学習会の様子
11月10日付の千葉日報で紹介されました

■八千代市
●12月10日(土)
　ボーイスカウト八千代第5団学習会

ボーイスカウト
八千代第5団
ビーバー隊は
クリスマス会で
水がめ運び体験

平和への思いをつなぐ 流山市 事例紹介

■千葉市
●10月15日（土）
　生浜中学校区育成委員会学習会
●10月26日（水）
　千葉大学教育学部附属小学校学習会
●11月13日(日)
　ココから未来へ！地球学校 in ちば
●12月1日(木)・8日(木)
　切手仕分けボランティアの会
●12月9日(金)
　昭和学院秀英中学校学習会
●12月14日(水)
　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」

●12月22日(木)
　千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科学習会
●1月29日(日)
　第6回『お茶しませんかプロジェクト』
　～寒さに負けず、ボッチャで一緒に身体も動かしましょう！～
●2月5日(日)
　ユニセフ国際理解講座「今アフリカで起こっていること」
●2月5日(日)
　ボランティア会

　流山市では平和施策事業として2008年度より「ユニセフ平和教室」を開催してくだ
さっています。2022年度は千葉県ユニセフ協会から4つの学校（江戸川台小学校、おお
ぐろの森小学校、小山小学校、南流山小学校）を訪問しました。
　2022年2月に起きたウクライナへの侵攻により平和を願う気持ちがより一層強くなり
ました。参加した4つの学校の子どもたちから質問・感想が届き、私たち大人が子どもたち
に ～平和への思いをつなぐ～ ことの大切さを実感しています。

ユニセフ平和教室　感想カードより

学習会訪問一覧
依 頼 者 対 象 人 数訪 問 日

2022年10月15日(土)
10月19日(水)
10月26日(水)
11月 1 日(火)
11月 1 日(火)
11月11日(金)
11月13日(日)
11月17日(木)
11月30日(水)
12月 6 日(火)
12月 7 日(水)
12月 9 日(金)
12月10日(土)
12月21日(水)
12月22日(木)

2023年 1 月26日(木)
2 月 7 日(火)

生浜中学校区育成委員会
佐倉人権擁護委員協議会
千葉大学教育学部附属小学校
流山市立江戸川台小学校
流山市立おおぐろの森小学校
流山市立小山小学校
ボーイスカウト柏第1団
船橋市立宮本中学校（オンライン）
モンテッソーリ森田子どもの家（オンライン）
千葉県立特別支援学校流山高等学園
成田市立玉造中学校
昭和学院秀英中学校
ボーイスカウト八千代第５団
千葉県立流山高等学校（オンライン）
千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科
流山市立南流山小学校
成田市立下総みどり学園

大人
大人
3年生
5年生
5年生
5年生

小3 ～ 5年生・大人
1 ～ 3年生

幼稚園児・大人
3年生
2年生
3年生

小1 ～ 2年生・大人
1 ～ 3年生
1・2年生
5年生

小4年生

50名
62名
35名

107名
46名

248名
23名

928名
8名

46名
100名
165名
19名

600名
96名

180名
50名

主催事業一覧
事 業 名 会 場開 催 日

銚子市名洗港周辺
鹿野山ゴルフ倶楽部
千葉県立房総のむら周辺
桜木事務所

千葉市美術館

ふれあいプラザさかえ

千葉市療育センター

千葉市生涯学習センター

千葉市生涯学習センター

2022年10月23日(日)
11月 8 日(火)
11月23日(祝・水)
12月1日(木)・8日（木）
12月14日(水)

12月17日(土)
2023年 1 月29日(日)

2 月 5 日(日)

2 月 5 日(日)

ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子
第17回ユニセフサポートゴルフ大会
ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
切手仕分けボランティアの会
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」（対面・オンライン）
ユニセフ・映画上映会「MINAMATA－ミナマタ」
第6回『お茶しませんかプロジェクト』
～寒さに負けず、ボッチャで一緒に身体も動かしましょう！～
ユニセフ国際理解講座「今アフリカで起こっていること」
・映画上映会『女を修理する男』
・下村靖樹氏アフリカ取材報告会
ボランティア会

ブース出展一覧
イ ベ ン ト 名開 催 日

2022年11月13日(日) ココカラ未来へ！地球学校inちば

ブロック名 開催日 イベント名 場所

北総

市川・船橋

市川・船橋

ふなばし市民活動フェア

ふなばし市民活動フェア

成田市役所

船橋市中央図書館

フェイス

2022年
10月18日(火)～28日(金)

11月1日(火)～19日(土)

2023年
1月13日(金)～2月4日(土)

(2022年10月11日～2023年2月10日)

ふなばし市民活動フェアでは
パネル展示を行いました

ユニセフパネル展
「ウクライナの子どもたちの今は」

私は今日、心の中で「ドキッ」としました。
テレビでウクライナの人々が悲しんでいるのを見ます。でも日本じゃないし、自分でも
ないと考え何も考えませんでした。でも今日の話を聞いて、みんなの地球の中でこん
なにおそろしく、悲しいことがおきていると考えるようになりました。そしてぜったいに
戦争をしてはならない、私が大人になってもぜったいにしないと強くおもいました。

地域ブロック活動
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２０２２年度報告 ～ご協力ありがとうございました～
(２０２２年１月１日～１２月３１日)ボランティア活動の紹介

募金総額

(株)インターオプチカル、(株)紀文食品東京工場、ごみょう整形外科クリニック、積水ハウス(株)神奈川シャーメゾン支店、小橋
保険コンサルタント(株)、損保ジャパンパートナーズ京都支店、FLASH(株)、(株)グリーンアローズ中部、朝日機材(株)、ハートフ
ルマンション(株)、(株)シンボ、中央工機産業(株)京浜営業所、(株)エム・アイ、(株)ボーダレス・ジャパン、(株)ホテルオークラ東
京ベイ、橘俳句会、クリーンスパ市川、コープみらい千葉県本部、新千葉建設(株)、日本労務研究所、不二建設(株)、(株)LINER広
告社、ライブラリ淵野辺、京成自動車工業(株)、曽於市立柳迫小学校、千葉キワニスクラブ、東京新聞千葉支局、(株)札幌通信シ
ステム、多田機工(株)、青森市新町商店街振興組合、森の洗濯屋さんエフティ・ライフサービス(株)、(一財)コープみらい社会活
動財団、大和ハウス工業(株)栃木二宮工場、オリンパスマーケティング(株)札幌支店、ビサイドコーポレーション、(株)千葉ス
テーションビル、(株)クサカ、(有)MOMO、大西運輸(株)、タマパック(株)、聖籠町社会福祉協議会、トピー実業(株)、新居浜市ボ
ランティア・市民活動センター、さいたま保護観察所、富士スチール(株)、(株)トウベ、(有)奥羽陸運、千葉県生活協同組合連合
会、ウクライナ支援コンサート実行委員会、シブヤ精機(株)、公津の杜コミュニティセンター、明治安田生命保険(相)柏東営業
部、共和化工(株)沖縄営業所、笠原司法書士事務所、(株)健学社、パウダーテック(株)、テルウェル東日本(株)、千葉トヨタ自動車
労働組合、野村ユニソン(株)、農業組合法人房総食料センター労働組合、千葉市国際交流協会、(株)サイト、四日市合成(株)、
(株)テーク・ワン、矢崎エナジーシステム(株)、田中金属(株)、(株)パーキンエルマージャパン、越谷くるみ幼稚園、(株)カーレッ
ツプラス、コープ薬円台店、国際ソロプチミスト豊中・千里、損害保険ジャパン(株)千葉支店成田支社、(株)ニルス、(株)コープ
ワーキングサポート野田メール消耗品センター、(医)甲北会甲北病院、大野医院、(株)昇進電機、(株)コマツ製作所関西支社、ゼ
ブラ(株)、日本リーテック(株)仙台支店、浦川酒造(株)、(公財)君津市文化振興財団、ロータスクラブ、(株)イトウ林産、(医)慈航
会阿部メディカルクリニック、糸島市国際交流協会、(有)アトリエウイズ、(有)三幸不動産、(株)ビジュアル、波佐見町ボランティ
ア連絡協議会、文教大学湘南校舎健康栄養学部事務室、(株)ゼネック営業本部、明治安田生命保険(相)熊本第二マーケット開
発室、成田市東商工会女性部、(株)不動テトラ中部支店、まんまる社会福祉士事務所、(有)中島屋菓子店、明治安田生命保険
(相)柏南営業所、(株)ソフトテックス、東京産業(株)相模原支店、京都中央信用金庫梅津支店、丸一土地建物(株)、(株)フジクラ
ファシリティーズ、(株)ソルパック、おひさま倉賀野保育園、あしすと鍼灸マッサージ院、コープみらい津田沼デイサービスセン
ター、グリーンタワー (株)、鴨川市国際交流協会、さわやか県民プラザ、コープみらい高津介護センター、旭興(株)東京営業所、
さわべ特許事務所、大和ランテック(株)関東支店

活動・運営ボランティア：広報・イベント・学習会講師など県協会の活動に直接かかわるボランティアスタッフとして活動し
ました。大きな講演会やラブウォークでは、ボランティアスタッフの事前打ち合わせをオンラインで実施し、スタッフの意思疎通
を図りました。学習会はコロナ禍以前の回数に戻りつつあります。２０２２年度は、「子ども権利条約」の学習会をはじめ、会場・オ
ンラインともに様々な学習会を実施しました。

使用済み切手仕分けボランティア：「切手仕分けボランティアの会」に登録し、４回の「切手仕分けボランティアの会」を
実施し、会場と各家庭をオンラインでつなぎ、ユニセフ活動の紹介やボランティアさんの交流を図りました。また年末の２回は、
みなさんから返送された、作業済み切手の最終整理とフクオ様に発送までを桜木事務所で実施しました。２０２２年度の「切手仕
分けボランティア会」で作業し、フクオ様にお送りした切手は４２，５５０円のユニセフ募金となりました。自宅でできるボランティ
アとして多くの方に参加していただき、ボランティアの輪が広がりました。

＊お送りいただいた使用済み切手は、仕分け作業後ご協力企業フクオ様ユニセフ係に送付。　
日本切手1キロ500円　外国切手1キロ1,000円のユニセフ募金になります。

23,381,821円（410件）
お送りいただいた使用済み切手によるユニセフ募金

一般募金（76件） 16,090,697円
ウクライナ緊急募金（326件） 7,225,775円
アフリカ栄養危機募金（8件） 65,349円

２０２２年に使用済み切手・外国コイン募金にご協力いただいた企業・団体　（順不同）

使用済み切手によるご協力は、60,960円　のユニセフ募金となりました。
＊備考欄の「切手仕分けボランティアの会」は、ボランティアの会で作業の後フクオ様にお送りした分

受領日 国内切手 外国切手 募金額 　備考
 ３ 月３１日 ３．５キロ ５０グラム １，８００円
 ５ 月２５日 ２１キロ ２００グラム １０，７００円 切手仕分けボランティアの会
 ６ 月１１日 ４キロ ２００グラム ２，２００円
 ８ 月 ６ 日 ３．５キロ １，７５０円
 ９ 月２４日 ３．５キロ ２０グラム １，７７０円
１０月 ３ 日 ２５．５キロ ５００グラム １３，２５０円 切手仕分けボランティアの会
１１月２４日 １３キロ ６，５００円 切手仕分けボランティアの会
１２月 １ 日 ８キロ ８０グラム ４，０８０円
１２月 ３ 日 ９キロ ４，５００円 切手仕分けボランティアの会
１２月１０日 １４．８キロ ２００グラム ７，６００円 切手仕分けボランティアの会
１２月２２日 ６．４キロ １１０グラム ３，３１０円
１２月２４日 ７キロ ３，５００円

合計 １１９．２キロ １，３６０グラム ６０，９６０円

講演会での受付

千葉県ユニセフ協会　桜木事務所で参加 オンラインで参加

ユニセフ・ラブウォークの誘導 ブース出展 学習会講師

詳しくはこちらから▶

＊＊活動・運営ボランティアスタッフからのメッセージ＊＊
千葉県ユニセフ協会のボランティアを始めたのは４年前に定年を迎え、子どもの就学サポートが出来たらと考え、以前よりマンス

リーサポートを行っていたことから応募しました。
活動としては先ずは月に一度、地域のブロック会議があり、情報交換しながら、自分の地域でやって行く活動を話し合っています。

パネルの展示やイベントの開催等仲間と意見を交わし、各人の生活がある中、自分の出来ることを出来る範囲で協力して進めてい
ます。それと事務局が主催する講演会や映画会での受付、ラブウォークでは参加される方の誘導と運営のサポートを行っています
が、実は私自身が世界情勢や活躍されている方の知識や考えを学び、ウォーキングを楽しんでいます。

また、機関紙「ともだち」の編集にも携わらせて貰っていますが、記事を書く上で深掘りして調べたり、校正のため他の記事をしっ
かり読むことで、ユニセフの活動を理解する機会となっています。

自分ではボランティア活動を通して自分の成長にも繋がると感じています。そして、こんなボランティアの輪が広がれば良いなと
思います。

２月５日講演会終了後に
下村さんを囲んで

ボランティア会を実施しました
市原中央高校の皆さんもボランティア会に参加

2023年度ボランティア
募集中です。

2022年度

＊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
　千葉県ユニセフ協会 フレンドネーション（オンライン募金）協力者

こんな活動を
　 してきました
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２０２２年度報告 ～ご協力ありがとうございました～
(２０２２年１月１日～１２月３１日)ボランティア活動の紹介

募金総額

(株)インターオプチカル、(株)紀文食品東京工場、ごみょう整形外科クリニック、積水ハウス(株)神奈川シャーメゾン支店、小橋
保険コンサルタント(株)、損保ジャパンパートナーズ京都支店、FLASH(株)、(株)グリーンアローズ中部、朝日機材(株)、ハートフ
ルマンション(株)、(株)シンボ、中央工機産業(株)京浜営業所、(株)エム・アイ、(株)ボーダレス・ジャパン、(株)ホテルオークラ東
京ベイ、橘俳句会、クリーンスパ市川、コープみらい千葉県本部、新千葉建設(株)、日本労務研究所、不二建設(株)、(株)LINER広
告社、ライブラリ淵野辺、京成自動車工業(株)、曽於市立柳迫小学校、千葉キワニスクラブ、東京新聞千葉支局、(株)札幌通信シ
ステム、多田機工(株)、青森市新町商店街振興組合、森の洗濯屋さんエフティ・ライフサービス(株)、(一財)コープみらい社会活
動財団、大和ハウス工業(株)栃木二宮工場、オリンパスマーケティング(株)札幌支店、ビサイドコーポレーション、(株)千葉ス
テーションビル、(株)クサカ、(有)MOMO、大西運輸(株)、タマパック(株)、聖籠町社会福祉協議会、トピー実業(株)、新居浜市ボ
ランティア・市民活動センター、さいたま保護観察所、富士スチール(株)、(株)トウベ、(有)奥羽陸運、千葉県生活協同組合連合
会、ウクライナ支援コンサート実行委員会、シブヤ精機(株)、公津の杜コミュニティセンター、明治安田生命保険(相)柏東営業
部、共和化工(株)沖縄営業所、笠原司法書士事務所、(株)健学社、パウダーテック(株)、テルウェル東日本(株)、千葉トヨタ自動車
労働組合、野村ユニソン(株)、農業組合法人房総食料センター労働組合、千葉市国際交流協会、(株)サイト、四日市合成(株)、
(株)テーク・ワン、矢崎エナジーシステム(株)、田中金属(株)、(株)パーキンエルマージャパン、越谷くるみ幼稚園、(株)カーレッ
ツプラス、コープ薬円台店、国際ソロプチミスト豊中・千里、損害保険ジャパン(株)千葉支店成田支社、(株)ニルス、(株)コープ
ワーキングサポート野田メール消耗品センター、(医)甲北会甲北病院、大野医院、(株)昇進電機、(株)コマツ製作所関西支社、ゼ
ブラ(株)、日本リーテック(株)仙台支店、浦川酒造(株)、(公財)君津市文化振興財団、ロータスクラブ、(株)イトウ林産、(医)慈航
会阿部メディカルクリニック、糸島市国際交流協会、(有)アトリエウイズ、(有)三幸不動産、(株)ビジュアル、波佐見町ボランティ
ア連絡協議会、文教大学湘南校舎健康栄養学部事務室、(株)ゼネック営業本部、明治安田生命保険(相)熊本第二マーケット開
発室、成田市東商工会女性部、(株)不動テトラ中部支店、まんまる社会福祉士事務所、(有)中島屋菓子店、明治安田生命保険
(相)柏南営業所、(株)ソフトテックス、東京産業(株)相模原支店、京都中央信用金庫梅津支店、丸一土地建物(株)、(株)フジクラ
ファシリティーズ、(株)ソルパック、おひさま倉賀野保育園、あしすと鍼灸マッサージ院、コープみらい津田沼デイサービスセン
ター、グリーンタワー (株)、鴨川市国際交流協会、さわやか県民プラザ、コープみらい高津介護センター、旭興(株)東京営業所、
さわべ特許事務所、大和ランテック(株)関東支店

活動・運営ボランティア：広報・イベント・学習会講師など県協会の活動に直接かかわるボランティアスタッフとして活動し
ました。大きな講演会やラブウォークでは、ボランティアスタッフの事前打ち合わせをオンラインで実施し、スタッフの意思疎通
を図りました。学習会はコロナ禍以前の回数に戻りつつあります。２０２２年度は、「子ども権利条約」の学習会をはじめ、会場・オ
ンラインともに様々な学習会を実施しました。

使用済み切手仕分けボランティア：「切手仕分けボランティアの会」に登録し、４回の「切手仕分けボランティアの会」を
実施し、会場と各家庭をオンラインでつなぎ、ユニセフ活動の紹介やボランティアさんの交流を図りました。また年末の２回は、
みなさんから返送された、作業済み切手の最終整理とフクオ様に発送までを桜木事務所で実施しました。２０２２年度の「切手仕
分けボランティア会」で作業し、フクオ様にお送りした切手は４２，５５０円のユニセフ募金となりました。自宅でできるボランティ
アとして多くの方に参加していただき、ボランティアの輪が広がりました。

＊お送りいただいた使用済み切手は、仕分け作業後ご協力企業フクオ様ユニセフ係に送付。　
日本切手1キロ500円　外国切手1キロ1,000円のユニセフ募金になります。

23,381,821円（410件）
お送りいただいた使用済み切手によるユニセフ募金

一般募金（76件） 16,090,697円
ウクライナ緊急募金（326件） 7,225,775円
アフリカ栄養危機募金（8件） 65,349円

２０２２年に使用済み切手・外国コイン募金にご協力いただいた企業・団体　（順不同）

使用済み切手によるご協力は、60,960円　のユニセフ募金となりました。
＊備考欄の「切手仕分けボランティアの会」は、ボランティアの会で作業の後フクオ様にお送りした分

受領日 国内切手 外国切手 募金額 　備考
 ３ 月３１日 ３．５キロ ５０グラム １，８００円
 ５ 月２５日 ２１キロ ２００グラム １０，７００円 切手仕分けボランティアの会
 ６ 月１１日 ４キロ ２００グラム ２，２００円
 ８ 月 ６ 日 ３．５キロ １，７５０円
 ９ 月２４日 ３．５キロ ２０グラム １，７７０円
１０月 ３ 日 ２５．５キロ ５００グラム １３，２５０円 切手仕分けボランティアの会
１１月２４日 １３キロ ６，５００円 切手仕分けボランティアの会
１２月 １ 日 ８キロ ８０グラム ４，０８０円
１２月 ３ 日 ９キロ ４，５００円 切手仕分けボランティアの会
１２月１０日 １４．８キロ ２００グラム ７，６００円 切手仕分けボランティアの会
１２月２２日 ６．４キロ １１０グラム ３，３１０円
１２月２４日 ７キロ ３，５００円

合計 １１９．２キロ １，３６０グラム ６０，９６０円

講演会での受付

千葉県ユニセフ協会　桜木事務所で参加 オンラインで参加

ユニセフ・ラブウォークの誘導 ブース出展 学習会講師

詳しくはこちらから▶

＊＊活動・運営ボランティアスタッフからのメッセージ＊＊
千葉県ユニセフ協会のボランティアを始めたのは４年前に定年を迎え、子どもの就学サポートが出来たらと考え、以前よりマンス

リーサポートを行っていたことから応募しました。
活動としては先ずは月に一度、地域のブロック会議があり、情報交換しながら、自分の地域でやって行く活動を話し合っています。

パネルの展示やイベントの開催等仲間と意見を交わし、各人の生活がある中、自分の出来ることを出来る範囲で協力して進めてい
ます。それと事務局が主催する講演会や映画会での受付、ラブウォークでは参加される方の誘導と運営のサポートを行っています
が、実は私自身が世界情勢や活躍されている方の知識や考えを学び、ウォーキングを楽しんでいます。

また、機関紙「ともだち」の編集にも携わらせて貰っていますが、記事を書く上で深掘りして調べたり、校正のため他の記事をしっ
かり読むことで、ユニセフの活動を理解する機会となっています。

自分ではボランティア活動を通して自分の成長にも繋がると感じています。そして、こんなボランティアの輪が広がれば良いなと
思います。

２月５日講演会終了後に
下村さんを囲んで

ボランティア会を実施しました
市原中央高校の皆さんもボランティア会に参加

2023年度ボランティア
募集中です。

2022年度

＊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
　千葉県ユニセフ協会 フレンドネーション（オンライン募金）協力者

こんな活動を
　 してきました
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トルコ・シリア大地震
アフリカの現状と日本の子どもたち
役員一覧・役員からのメッセージ
ユニセフ ハンド・イン・ハンド千葉
ユニセフ・ラブウォーク IN 銚子
ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら
第17回ユニセフサポートゴルフ大会
活動ファイル
ボランティア活動紹介・2022年度報告
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
12~13
14~15
16

千葉県
ユニセフ協会
案内図info＠unicef-chiba.jp

2023年3月発行

第55号
トルコ・シリア国境で大地震～何千人もの子どもが犠牲に～

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）

2022年11月～2023年１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2022年9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2022年10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。

ホームページへ
リンクします↑

●一般募金（ハンド・イン・ハンド募金含む）
千葉県ユニセフ協会第17回ユニセフサポートゴルフ大会、ガールスカウト千葉県第57団、千
葉県ユニセフ協会ガールスカウト地球学校ｉｎちば、ガールスカウト千葉県第11団、ボーイスカ
ウト市原第7団、千葉友の会子どもクリスマス会、千葉県ユニセフ協会第25回理事会・評議員
会、君津侍シニア大会出場、千葉県ユニセフ協会ハンド・イン・ハンド千葉映画『MINAMATA』
上映会、さわやか県民プラザ、千葉県ユニセフ協会ハンド・イン・ハンド千葉松本猛さん講演会、
(私)小ばと幼稚園、ガールスカウト千葉県第81団、(私)市原中央高等学校、ボーイスカウト千
葉第14団、ガールスカウト千葉県第39団、ボーイスカウト八千代第5団、ボーイスカウト船橋第3団、(株)マ
ザー牧場、千葉市立幸町小学校

●ウクライナ緊急募金　千葉県ユニセフ協会第17回ユニセフサポートゴルフ大会、君津侍シニア
大会出場、ガールスカウト千葉県第39団、千葉県ユニセフ協会ユニセフ・ラブウォーク IN 房総のむら、ボー
イスカウト市原第1団、ボーイスカウト木更津第3団、千葉県ユニセフ協会外国コインの会

●アフリカ栄養危機緊急募金　今アフリカで起こっていること
●自然災害緊急募金　（一社）ガールスカウト千葉県連盟

お 知 ら せ・今 後 の 予 定

ボーイスカウト八千代第5団(勝田台駅前で募金活動)

ユニセフ・ちばフレンズ（賛助会員）を募集しています 2022年度会員個人：87名（109口）
企業・団体13団体（255口）

ご協力をお願いいたしします。 日本ボーイ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
(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)
協友工業(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
千葉テレビ放送（株）

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

千葉県ユニセフ協会はユニセフ・ちばフレンズ会員の皆さまのご支援に
より運営・活動しています。詳しくは千葉県ユニセフ協会ホームページを
ご覧ください。

振替口座 ： 00190-5-31000
口座名義 ： 公益財団法人 日本ユニセフ協会
＊通信欄に募金先「自然災害K1-120千葉県ユニセフ協会」
　と明記ください
＊窓口でのお振込は、各種手数料が免除されます。

ユニセフ・自然災害緊急募金
（トルコ・シリア大地震）
にご協力をお願いします

※振込用紙を送付させていただきます。
　ご連絡ください。
043‒226‒3171（平日10時～16時）

窓口で右記の口座にお振込みの場合は、振込手数料・硬貨手数料ともにかかりません。
振込用紙をご希望の場合は千葉県ユニセフ協会までご連絡ください。

ユニセフ募金の
お振込みについて

下記のユニセフ募金口座は、窓口での手続きに限り振込手数料および硬貨取り扱い手数料がかかりません。
振込用紙をご入用の場合は千葉県ユニセフ協会よりお送りいたしますのでご連絡ください。
口座番号：00190-5-31000（手数料免除口座）　加入者名：公益財団法人 日本ユニセフ協会
お振込みの際は、通信欄に「K1-120千葉県ユニセフ協会」とご記入ください。

※上記以外の口座へのお振込みの場合、硬貨取り扱い手数料・振込手数料がかかります

１）ユニセフ・ラブウォーク
　 IN 上総　

5月28日（日）
受付9時30分～ 10時
開会式後スタート
最終組ゴール13時頃

久留里駅前交流広場
久留里城周辺

会場

7月（予定）日程 未定会場

２）ユニセフ・ラブウォーク
　 IN 下総

いずれのラブウォークともに要申し込み　参加費は大人500円・子ども200円（すべてユニセフ募金）

6月24日（土）
受付9時30分～ 10時
開会式後スタート
最終組ゴール13時頃

下総利根宝船公園
滑河観音周辺

会場

＊ユニセフ・ラブウォークを君津市・成田市で開催します

＊ユニセフのつどい2023　　今年は「ボッチャ」をみんなで体験

千葉県ユニセフ協会▶
ホームページは　

こちらから　

　今年のユニセフのつどいは、パラリンピックの競技種目でもある”ボッチャ”を皆さん
と体験します。
　ボッチャは老若男女問わずどなたでもできるスポーツです。皆さんと一緒に交流を
図り、楽しい一日をともに過ごしましょう。

《オンラインで募金》

《振込（ゆうちょ銀行）で募金》

トルコ・シリア地震ではこのような支援が行われています

緊急支援物資 安全な水

＊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2023年1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2023年2月28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。

(株)千葉ステーションビル様が
使用済み切手を

届けてくださいました

地震により倒壊した建物の瓦礫から子どもを救助する地域住民たち
(シリア アレッポ2023年2月6日撮影／AFP)

アンカラ県にある倉庫で、ユニセフの支
援物資の1,000台以上の電気ストーブ
をトラックに詰め込む様子

(トルコ 2023年2月12日撮影)

北西部のアレッポで、ユニセフが支援す
る給水車から容器に安全な水を汲む人
たち　　 (シリア 203年2月10日撮影)

© UNICEF/UN0781565/Ergen © UNICEF/UN0781306/Al-Asadi

© UNICEF/UN0777983/al Sayed/AFP

2023年2月6日、トルコ・シリア国境付近で大地震が発生、
子どもたちと家族が危機下に置かれています。この2カ国で
の死者は5万人を超えました（2月23日時点）。行方不明者数
はわかっておらず、犠牲者はさらに増える可能性があります。
トルコで460万人の子どもが、シリアでは250万人の子ど
もが今回の地震の影響を受けている地域で暮らしています。
ユニセフは2月7日よりシリア・トルコの両国で緊急支援を
開始、当面は被災した子どもたちや家族が切実に必要として
いる支援、特に命を守るための安全な水と衛生的な環境を提
供することを優先事項として活動しています。

自然災害緊急募金

千葉県ユニセフ協会のホームページ
から募金のお申し込みができます

久留里の銘水（高澤の水） 宝船公園の七福神

●2023年より使用済み切手・外国コイン募金にご協力いただいた方のご紹介は、年度末報告でさせていただきます。

お申し込み方法など詳細は
千葉県ユニセフ協会ホーム
ページでご案内します。
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