
２００３年活動報告 

 

第２５回 ユニセフ ハンドインハンド 

 

佐賀地区 ： １２月２１日（日）午後 2 時 30 分～3 時 30 分 

佐賀玉屋前 ジャスコ佐賀南店 ジャスコ大和店 上峰サティ の 4 ヶ所 

鹿島地区 ： 1２月２３日（火）午後 4 時～  

  モリナガ ピオ すぎや の３ヶ所 

「女の子も学校へ！」のテーマで実施されたハンドイン・ハンド以上で行われ、参加されたボラン

ティアは総勢で２１９名にのぼりました。幼稚園児からご年配の方（８５歳）まで、たくさんの方が

ボランティアとして参加され、「女の子も、み～んな学校に行けますように！ユニセフ募金にご協

力をお願いしま～す！」と、大きな声で呼び掛けました。 

  
 

Let’s UNICEF 

  みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

12 月 20 日（土）   i スクエアビル 3 階（佐賀駅前）にて 

 

本庄公民館主催 本庄まつり 

ユニセフパネル展 ＆ ユニセフグッズの頒布 

～キッズバザー「佐賀の子どもからイラクの子どもへ～ 

11 月 8 日(土)  佐賀市立本庄小学校にて 

 

 

小城バンタフェスタ 

ユニセフパネル展＆ユニセフグッズの頒布 

11 月 3 日(月・祝) 10:00～１6:00  小城公園にて 

今年も小城中学校の生徒さんが、元気に募金活動をしてくださいました。 

 
 

コープさが生活協同組合主催 コープさが・くらしのフェスタ 

ユニセフパネル展＆ユニセフグッズの頒布 

10 月 20（月） 10:00～15:00  佐賀市文化会館にて 

 

Let’s UNICEF 

みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

10 月 18 日(土) 14:00～16:00  佐賀市立図書館２階大集会室にて 

 

佐賀県国際交流協会主催  国際交流フェスタ 

ユニセフパネル展＆ユニセフグッズの頒布 

10 月 11 日(土)，12 日（日） 10:00～16:00 佐賀市アバンセにて 

 

ユニセフパネル展＆ユニセフグッズの頒布 

10 月 11 日（土）  大和町立大和中学校 文化祭にて 

さが市民活動プラザ「市民活動団体事例発表会③」 

～ユニセフ佐賀友の会の活動～ 

9 月 23 日(火) 祝日 13:00～17:00  ｉ スクウェアビル ３Ｆにて 

ユニセフとユニセフ佐賀友の会の活動についてご紹介しました。 

 

Let’s UNICEF 

みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

9 月 20 日(土) 午後 2 時～4 時  佐賀市立図書館２階大集会室にて 

 



 

ユニセフ展 

イラクの子どもたちの絵 

～イラク北部スーレマニアの子どもの絵～ 

９月３日(水)～９月 14 日（日）  佐賀市立図書館２階 展示ギャラリーにて 

～子どもたちの感想を紹介します～ 

★明るい未来をみる子どもたちを応援したい、そういう気持ちがわいてきました。戦争や ーめ

ー！！（小６ ともみ） 

★私は、イラクの子どもたちの絵を見て、なぜ戦争をするのかなあと不思議に思いました。子ど

もには何の罪もないのに、地雷で障害を受ける子どもたちをふやす戦争を許せません。私は

戦争がこの世からなくなってほしいと願っています。そして、未来は平和でおだやかなくらしが

できることを夢みています。今回のイラクの子どもたちの絵を見てそんなことを学びました。そ

して、できるだけユニセフに協力したいと思いました。（小６ こころ） 

★戦争でいろいろな被害を受けているのに、こんなに明るい絵を描いたり、たくさんの夢を思い

描いたりしていて、私には絶対にまねができないと思います。私は戦争に反対です。戦争で

被害を受けた子どもたちを私は応援したいです。ユニセフにも協力したいと思います。（小６ 

ちあき）  
 

   

ユニセフデー 

９月６日(土)9：30～11:30  佐賀市立本庄公民館にて 

日ごろの水の使い方を振り返ったり、安全な飲み水を手に入れることが

できない人々がいることを知ったりして、水について話し合いました。 

 
 

地球共感文化祭 

～ ユニセフ コーナー ～ 

８月３０日(土)  神崎郡 東脊振小・中学校にて 

ＯＲＳを作って試飲したりトイレクイズを楽しんだりして、小学４年生も中学３年生もとっても意欲的な学びの姿をみせてくれま

した。 

保護者の感想を２つ紹介します。 

★自分が毎日どれだけふんだんにきれいな水を使えていることか、こんなに恵まれた環境で子供を育てられることに感謝し

たいと思いました。と、同時に、やはり日本の子供たちはぜいたくに慣れすぎていると思いました。 

★ユニセフ募金に時々協力してきました。時々送られてくる募金依頼に「今回はパスしよう」と安易に思っていましたが、今回

のワークショップ・ＶＴＲ視聴に参加してとても身近なことに感じられました。私の募金があの村のあの子たちの命の源、教

育の支えになれば･･･と思いましたので、是非協力したいと思っています。資源を大切にしたい。（水をムダ使いする息子に

今日のことを話してやりたいと思いました。）  

  
学校の横を流れる田手川から

水を汲んで運びました 

子どもの水くみによる問題点を子

どもの権利条約で考えました 

 

ユニセフ講演会 

８月１日(金)９：１５～９：５０ 佐賀市立鍋島小学校にて 

[平和を知らない子どもたち]というテーマで 4,5,6 年生を対象に平和学習

が行われました。「平和とは何か？戦争とは何か？」を考える良い機会に

なったようです。   
 

 



  Let’s UNICEF 

みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

6 月 21 日(土)午後 2 時～4 時  佐賀市立図書館２階大集会室 

参加者 １４名 

今年度、第３回目のＬｅｔ's unicef を開催しました。今回はホームページ

で知ったという３名の北山中学校のお嬢さん方、２名の佐賀大学生の

参加があり、平均年齢がグーッと引き下げられ、楽しく盛り上がりまし

た。２回目、３回目のリピーターも増えてきました。嬉しい限りです。 

７，８月はお休みで、次回は 9 月 20 日（土）になります。文字通りハサミ 1 本でできる気軽なボラン

ティアです。どうぞご参加ください。楽しいですよ。お待ちしています。（事務局メンバー） 

 

 
 

募金贈呈式 

６月 ２０日（金）  福岡県山門郡大和町大和小学校にて 

大和小学校では、例年ユニセフ募金に取り組んでいますが、今年はユニ

セフに関心を持っておられる先生の指導で事前にユニセフについての学

習をし、さらに各学級で学習を深めて、募金活動にとりくみました。「世界

の困っているお友だちのために、自分たちにできることは何か？・・・」と、

子どもたちの意識も高く、各学級それぞれにペットボトルいっぱいの募金

を佐賀友の会に託されました。 

 

ユニセフデー 

ユニセフで学ぶ世界の友だち 

～世界の友だちの様子を写真やビデオで見て紙しばいを作ろう～ 

６月７日（土） １０：００～１１：３０  佐賀市立本庄公民館にて 

こどもが水汲みの仕事をし

ているところです 

ぼくたちは遊びや勉強のカ

ードが多いね 

紙芝居にあと、感想を話し

あいました。 

 

女の子が子守りをしているとこ

ろです 

 
はじめに昨日一日ぼくがどんなことをしたかを緑色の紙にかきました。次にビデオをみました。外国の子どもたちがしているこ

とをピンクの紙にかきました。日本の子どもは、遊びや勉強が多いけど、外国の子どもは、仕事をおおくしているということが

分かってよかったです。 （５年 藤田 雄平） 

 

パネル展＆ユニセフグッズの頒布 

６月１日（日）１０：００～１５：００  ガタリンピック会場にて 

第１９回鹿島ガタリンピック、心配された台風の影響もなく、絶好のガタリンピック日よりでした。会

場でパネル展・ユニセフグッズの頒布・募金活動をしました。例年多くの外国の方がお見えになり

ますが、今年はユニセフグッズのなかから絵本「マダガスカル」を見つけ、懐かしそうに絵を見て話

し掛けて来られたマダガスカルからの留学生ツィラブさんと出会えました。 

募金活動では、鹿島西部中学校１年生の５人のみなさんが募金箱を抱えて会場内をまわり募金を

呼び掛けてくださいました。（事務局メンバー）                              

        

 

講演会＆交流会 

ユニセフのつどい 

５月２５日（土）14：30～16：00 佐賀市アバンセ４階研修室にて 



講 演   釘町 司さん（元ＪＡＩＫ専門家、ＯＥＣＦコンサルタント） 

テーマ   「私が見たアジアの子どもたち」 

交流会   「知りたい！聞きたい！アジアの文化」アラブ諸国の佐賀大学留学生 

      の皆さんと共に 

参加者   ７８人 

講師： 釘町 司 氏

 

佐賀新聞に釘町さんのことが大きく取り上げられたこともあり、たくさんの方においでいただきました。写真やスライドを用いて

話されるアジアの子どもの様子は、実際に目にし、体験してこられたことが多く、とてもわかりやすいそして感銘深いものでし

た。 

留学生の皆さんとは、パワーポイントを使っての母国紹介の後、グループに分かれて交流会を持ちました。アガルを頭にか

ぶせてもらってアラビアンになったり、エジプトのお札やパピルスに描かれた絵の説明を聞いたり等など、和気藹々とした楽し

い交流会でした。 

〈参加者の声 〉 

「留学生のみなさんと交流して仲良しになると、その国に住んでいる子どもたちのことも身近に感じられますね。私は１０年前

にエジプトに行ったんですが、そのとき、エジプトの公務員は給料が安いから募金をしてください、と言われたけどしませんで

した。今日は、１０年前に出会ったエジプトの子どもたちの姿を思い出して、募金をします。」（３０代の女性）  

                                                            

             
数字１・２・３の説明を聞く様子 お札やパピルスの絵を説明してもらいました 

   

 

            ＜耳よりな話＞ 

1,2,3 の数字はシリアで発明され、角の数を表

わすということを聞いて参加者の皆さんから、

「オー」という、驚きの声もきかれました。０は

角が無いから「無い」という意味だそうです。  

 

よくお似合いです！ 女性の場合はヒジャーブといい

ます 

 

気分はアラビアン！ 

    

 

  Let’s UNICEF 

みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

５月１７日(土)午後 2 時～4 時  佐賀市立図書館２階大集会室にて 

＊ 参加者：11 人 

Let's unicef は、寄せていただいた使用済み切手の縁を切り揃えて仕分けをすることで、業者に換金してもらえる形にしていく

ボランティアです。 

「これは通常切！」「これは記念切手！！」「これは外国切手！！！」と縁を切り揃えながら整理していくうちに、話は盛り上が

りおしゃべりがはずむのですが、このボランティアのもう一つの楽しみは「お宝切手」と呼ばれる未使用切手を選り出していく

ことです。大きなテーブルの真ん中に整理済み切手を量る秤とお宝切手をカウントしていく電卓を置いて、『さぁ！作業開

始！』です。今回は切手収集家からの切手の献品もあり、電卓の数字が上がるたびに皆からどよめきがあがりました。（事務

局メンバー） 

＊未使用切手は協力者に購入してもらい、代金を募金いたしました。 

 

ユニセフ チャリティーバザー 

５月１０日(土)午後 2 時～4 時  佐賀玉屋デパート南館西側アーケードにて   

今年もお天気と、お客様、支援者の皆様の物品提供、ボランティアの皆様のパワーに恵まれて、バザーを行なうことができま

した。ちびっこコーナーでは、小学生ボランティアがかわいい店員さんになって、通りかかる子どもたちに呼びかけていまし

た。たくさんの皆様のご支援をいただいて、収益金の全額を「イラク復興緊急募金」として、募金させていただくことができまし

た。ありがとうございました。 



＜参加者の声＞ 

＊ 「立ちっぱなしできつかったけど、とっても楽しかったし、やりがいがありました。これからもっと 

unicef のことについて興味を持っていきたいと思いました。」（神埼清明高校２年あや） 

＊ 「お昼ご飯を食べてなくてお腹がすいてたけど、いろんな人の協力や笑顔で心もお腹もいっぱ

いになりました。これを機にいろんなボランティアに参加していきたいです。」（神埼清明高校２

年みほ） 

＊ 「今回で unicef に参加するのは３回目ということもあり、皆さんとも顔見知りになり、大変楽し 

かったです。２時間のバザーのために、朝早くから仕分けをしたり値段を付けたりと、皆さん頑 

張っていらっしゃたので私もつられて頑張ってしまいました。また、このような催しには是非参 

加させてください。本日はお疲れ様でした。」（佐賀大学生 みゆき） 

 

ユニセフグッズの紹介 

４月２９日(火)、５月３日（土） １２：００～１４：００  有田陶器市会場 今泉今右衛門古陶磁美術館前 

＜参加者の声＞ 

＊ユニセフがこれまでやってきたことは確実に人や世界に繋がっているんだなと感じました。（ボランティア） 

＊たくさんの人が足をとめてくださいました。中には焼き物以上にユニセフグッズを求めてくださり「戦後、ユニセフの粉ミルク

でここまで大きくしてもらったんです。」という言葉を残してくださった方もいらっしゃいました。（ボランティア） 

 

Let’s UNICEF 

みんなで楽しくユニセフしましょう！！ 

４月９日(土)午後 2 時～4 時  佐賀市立図書館２階大集会室にて 

＊ 参加者：９人 

宣伝不足もありわずか９名でしたが、大学生、一般の方、事務局メンバー、本当に和気藹藹で楽しかったですよ！未使用の

切手も混じっていて、それを見つける大学院生の目のいいこと！盛り上がった！盛り上がった！成果は普通切手６００グラ

ム、記念切手１１０グラム。包装紙で作る紙袋も５０枚くらいできました。（事務局メンバー） 

*未使用切手は協力者に購入してもらい、代金を募金いたしました。 

 

ＪＡ佐賀県女性組織協議会「愛の募金」贈呈式 

３月１１日（火）  佐賀新聞社本社にて 

 

 募金贈呈式日 

 ３月１１日（火）  大川市立大野島小学校にて  

 

ユニセフ グッズの紹介 

２月１６日（日） 国際ソロプチミスト佐賀西部チャリティー茶会にて（武雄市 東洋館） 

 

佐賀市立本庄公民館主催 国際理解講座 

ユニセフデー 

～わたしたちをわすれないで～ 

２月１５日(土)１０：００～１１：３０  佐賀市立本庄公民館にて 

 

唐津市外町小学校ＰＴＡ人権学習会 

講 演 会＆パネル展 

～世界の子どもたちは、今～ 

２月６日(木)１３：００～１４：３０  唐津市外町小学校にて 

４，５，６年生全員と保護者の方々に世界の子どもたちの現状について話した 後、食物分配をテ

ーマにワークショップをしました。 

 

佐賀市立本庄公民館主催 国際理解講座 

ユニセフデー 

～中国留学生と料理を作ろう！ 中国の子どものくらしを聞こう～ 

1 月１８日(土)１０：００～１１：３０  佐賀市立本庄公民館にて 

 



 募金贈呈式  

1 月８日(水)  大川市立川口小学校にて 

  

 

        


