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3月22日は「世界水の日」  

 1992年12月、国連総会で毎年3月22日が「世界水の日」と定められました。「世界水の日」は、

世界的な観点から水の大切さを世界中の人々と一緒にみつめ直し、水資源の保全と開発について考
えるための日です。世界各国でこの国際的な課題について普及啓発するための会議やセミナー、展
示会が開かれています。 

  透明で清潔な飲み水を毎日飲めるのは、日本では当たり前のことかもし
れません。しかし、世界では8億8,400万人以上の人々が、汚れた水しか飲
むことができず、26億人の人々が衛生的なトイレを利用することができま
せん。 
 さらに、不衛生な衛生習慣は、下痢性疾患を招き、脱水症状から、毎日
3,000人を超える子どもが、命を落としているのです。これは5歳未満の子
どもの、2番目に大きな死亡原因になっています。 
 子どもの生存にとって、「水」は重要な役割を果たしています。世界の
子どもたちのために60年以上にわたり活動してきたユニセフは、90以上の
国と地域で安全な水と衛生的な環境を確保するための活動を行っています。 
 
 

 
 
 

 2000年のミレニアムサミットで、世界の指導者たちは、安全な飲み水とトイレを利用することので
きない人々の数を2015年までに半減させると約束しました。その目標を達成するには、さらに11億人
の人々が安全な飲み水を使えるようにする必要があります。 

  
佐賀でも  TAP PROJECT  ～きれいな水を、世界の子どもに。～ 

  TAP  PROJECT（タップ プロジェクト）とは、世界中の子どもたちが「清潔で安全な水」を使え
るよう、ユニセフの活動を支援するプロジェクトです。（ TAPは、英語で蛇口の意） 
2007年にニューヨークで始まり、世界各地で展開しています。日本では2009年からスタートしました。 
2011年は、世界水の日(3月22日）を含む3月19日から3月27日まで、このプロジェクトに参加するレス
トランにおいて提供された水に対して100円もしくはそれ以上の募金をお願いする活動を実施します。 
 

 

 

TAP  PROJECT 参加のホテル・レストラン 
 
    ホテルニューオータニ佐賀  
   旅館あけぼの  
   グランデはがくれ  
   ホテルマリターレ創世 
   さがんれすとらん志乃県庁店 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP PROJECTでは、レストランで提供され
るお水やお茶などの飲み物全般をTAP 
WATERと定義しています。 
期間中（3月19日～27日）、皆さまも 
TAP PROJECTを体験なさってみては 
いかがでしょうか？  

 日本で実施されるTAP  PROJECTにお寄せいただく募金は、 
アフリカ東部の島国マダガスカルでユニセフが行う水と衛生の支援事業に役立てられています。 
これまでに、30の小学校に井戸やトイレを設置。学校に通う8,600人以上の子どもたちだけではなく、 
学校周辺に住み、学校の設備を利用する周辺住民38,000人あまりが、清潔で安全な水を飲むことが 
できるようになりました。 
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第32回 ユニセフ ハンド・イン・ハンド  in 佐賀 

～届けたい。すべての子どもたちに“いのちを守る方法”を～ 
 

 
  １２月１２日（日）【佐賀市】ゆめタウン佐賀店  

                イオンスーパーセンター佐賀店  

           【小城市】バニーズ三日月店 

  １２月１８日（土）【鹿島市】ピオ 

                ララベル 

           【佐賀市】富士町ぬくもりの会 

  １２月１９日（日）【佐賀市】佐賀玉屋 ジャスコ佐賀大和店  

                ベスト電器佐賀大和店 ホームワイド佐賀大和店     

           【上峰町】上峰サティ 

 

ゆめタウン佐賀店会場 

イオンスーパーセンター佐賀店会場 

バニーズ三日月店会場 
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『第３２回ユニセフ・ハンド・イン・ハンド（2010年11月～12月）』 

募金総額 2,424,242円  

たくさんのご協力、ありがとうございました。 

鹿島ピオ会場 

ジャスコ佐賀大和店会場 
ホームワイド 

ベスト電器 
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佐賀玉屋会場 

♥12日、18日、19日と3日間ともハンド日和の良いお天気に恵まれ、園児から小・中学生、  
 引率の皆様、高校生、大学生、ボーイスカウト、カブスカウト、地域のボランティア団体   
 の皆様、高齢者団体の皆様方等々、総勢２５３人にものぼるボランティの皆様が参加して 
 くださいました。 
 
♥ボランティアの皆様は、「ユニセフ募金にご協力をお願いしま～す！」「15 円でポリオ 
 ワクチン一回分をおくることができま～す！」「８０円あれば下痢による脱水症から子ど 
 ものいのちをまもる経口補水塩を１０袋おくることができま～す！」「ありがとうござい 
 ま～す！」と大きな声で協力を呼びかけました。ボランティアの皆様の熱い思いは、暮れ 
 のお買い物をされるお客様の心に届きたくさんのご協力をいただきました。 
 
♥ご多用のなか駆けつけてくださったボランティアの皆様、募金箱に温かいお気持ちをお寄 
 せくださった多くの皆様、快く会場をご提供くださった企業の皆様、本当にありがとうご 
 ざいました。 

上峰サティ会場 

富士町ぬくもりの会会場 
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ケニア：世界最新鋭の肺炎球菌ワクチンの無償接種が始まる 
【2011年2月16日 ケニア・ナイロビ発】 

                               
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ＠ UNICEF/Kenya/2011/Kun Li  

   キベラの自宅で、肺炎の予防接種を 

   受けたばかりの子ども（1歳）を抱く 

   タビサ・ムウィカイさん。  

 

 ケニアの首都ナイロビで、ムワイ・キバキ大統領により肺炎球菌の予防接種キャンペーンの開始
が宣言されました。この無料の予防接種キャンペーンによって、生後1歳未満の全ての子どもたちに
肺炎球菌のワクチンが届けられ、ケニア全土で、数千人の子どもたちの命が守られることになりま
す。 
 ユニセフのアンソニー・レーク事務局長は、プレスリリースを通じて、次のコメントを寄せまし
た。「より良い栄養状態と適切な衛生施設（トイレ）の提供をはじめとする他の対策と併せて、予
防接種活動を強化することによって、状況を一変することができます。数百万人の子どもたちの命
を守ることができるのです。」 
 群集から歓声が湧き上がる中、キバキ大統領は、最初の6人の子どもたちが予防接種を受ける様子
を見守りました。この日、お母さんやお父さん方に付き添われた約100人の子どもたちが、一回目の
予防接種を受けました。 
「子どもの健康を守ることができてともて嬉しいです。近所の赤ちゃんが肺炎で亡くなっているの
を目にしてきました。私の子に同じことが起きてほしくはありません。」バージニアちゃん（生後
10ヵ月）を抱いたドルカス・ワンジクさんはこう話しました。  
 
革新的な融資制度 
 今回、肺炎球菌ワクチンは、GAVIアライアンスの協力によって、ワクチ 
ンのための事前買取制度(Advance Market Commitments; AMC)として知ら 
れる革新的な融資制度を利用してケニアに導入されました。この制度は、 
世界で最も貧しい国々に暮らす子どもたちに、大幅な割引価格でワクチン 
が提供される仕組みです。今回のキャンペーンは、英国、カナダ、ロシア、 
ノルウェー、イタリアの5ヵ国とビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の支 
援を受けて実施されています。 
 
 今回、GAVIアライアンスは、必要なワクチンの購入のために毎年約400万 
米ドルを用意します。ケニア政府は、毎年90万米ドルを支払うことになっ 
ています。 
 肺炎は、ケニアの子どもたちの主な死因のひとつで、毎年約3万人 
が命を落としています。ケニアの年間5歳未満児死亡数12万4,000人の 
相当数を占めているのです。  
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  ケニア共和国 
1.面積 
 58.3万平方キロメートル 
 （日本の約1.5倍） 
2.人口 
  3,877万人（2008年：世銀） 
3.首都 
  ナイロビ（Nairobi） 
（約310万人 2009年：ケニア統計局） 
4.民族 
 キクユ人、ルヒヤ人、カレンジン人、 
 ルオ人等 
5.言語 
 スワヒリ語、英語 （外務省HPより） 

 

       © UNICEF/Kenya/2011/Kun Li  

    ケニアでスタートした肺炎球菌 
    の予防接種キャンペーンの式典 
    で展示された、新ワクチンの世 
    界キャンペーンのバナー。  
 

 



 革新的なワクチン 
 キバキ大統領は、今回導入された新しいワクチンを「革新的なもの」と表現し、このキャペーンを支 
えている全ての支援者とパートナー団体に感謝の意を述べました。そして、予防接種を受ける必要のあ 
る子どもたちの両親に対し、近くの保健センターや病院に子どもたちを連れて行くよう呼び掛けました。 
 また、生後6ヵ月間母乳だけで育てる完全母乳育児、清潔な水と石けんを使った手洗い、また呼吸器 
疾患の子どもたちに迅速な治療を行うことでも、肺炎は防げると訴えました。 
 キバキ大統領は、子どもの生存に関するミレニアム開発目標の達成をさらに前進させるため、様々な 
支援が行われていると付け加えました。こうした活動の中には、定期予防接種の他、全ての地域に手本 
となる保健センターを確立すること、また、全ての地域で20人の保健員を確保すること等が含まれてい 
ます。 
「ケニアの全ての地域で予防接種が実施されることを目指して活動しています。」（キバキ大統領） 
 
 最も厳しい立場の人々のために 
 GAVIアライアンスのエレナ・エバンス最高経営責任者代行は、新ワクチンは最新技術の賜物であると 
述べ、また、ケニア政府がこの新ワクチンを臨床で使用する最初の国の一つとなったことを讃えました。 
 ユニセフは、パートナーと緊密に連携して、全ての子どもたちに支援を届けるべく活動しています。 
 ユニセフ東部・南部アフリカ地域事務所のエルケ・ウィッシュ副代表は、次のように話しました。 
「今世界で最も効果的な最新のワクチンが私たちの手元にあります。ユニセフには、これまで以上に、 
このワクチンを、最も厳しい立場にある最も支援の届き難い子どもたちに届ける責任があるのです。」 
                                 
                              【資料提供：日本ユニセフ協会】 
 
 

「～児童ポルノがない世界を目指して～児童買春・児童ポルノ禁止法」の 
早期改正を求めるための署名活動 

 
14,496筆ものご協力、ありがとうございました。 
 
 昨年7月より取り組んでいました「～児童ポルノがない世界を目指して～児童買春・児
童ポルノ禁止法」の早期改正を求めるための署名活動には、佐賀県内はもとより、長崎
県、福岡県、兵庫県、神奈川県、千葉県など県外からもたくさんのご協力をいただき、
支部目標の5,000筆を超える14,496筆にも達しました。 
 佐賀県内の各団体の皆様方にもたくさん応援していただき、組織として積極的にお取
り組みいただきました。また、インターネットで署名用紙をダウンロードして支部へ
送って下さった方々もいらっしゃいました。 
  
 全国では、目標の50万筆を大幅に超える105万筆以上の署名をお寄せ 
いただきました。 
 
 署名活動は2010年12月末に終了する予定でしたが、現在の政治情勢を 
鑑み、日本ユニセフ協会では署名提出の時期について改めて検討するこ 
とになっております。つきましては、署名活動を今しばらく継続させて 
いただいております。 
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活動日誌 

12月1日（水） ユニセフ出前授業 大川市立木室小学校１年～６年  

   「名前があるということ 誕生日があるということ」        
 木室小学校では人権・同和集会で、日頃の生活のなかで感じたことを 
作文にして発表したりポスターの発表をしたり、「世界の子どもたちの 
今」を知り「いのちの尊さ」について考えたりしました。  
 世界には出生登録をされないで「存在しない子どもたち」として、様  々
な不利益な状況下におかれている子どもたちがたくさんいることをお話し 
しました。 
出生届（出生登録）をして名前や誕生日が戸籍に載ることは子どもが基本的に持つ権利であり、それ
によって健康に育ったり多くの社会的サービスを受けたりすることができることなどについてお話し
をしました。また、名前はその人そのものであって、自分の名前と同じように他の人の名前も大切に
することについても考えてもらいました。  
  学習を終えて（感想文より） 
〇本当はちゃんといるのに、出生登録をしていないのでこの世に存在しないことになっている子ども 
 たちが世界にはたくさんいるということに驚きました。名前や誕生日をちゃんと証明できるものが 
 あるのはとても大切なことだと初めて知りました。そんなに大切な名前だから、私は時々友だちを 
 あだ名で呼んでしまうから気をつけなきゃいけないと思いました。これからもっと友だちを大切に 
 して話し方を見直していきたいです。（6年） 
〇私は出生届をして自分の名前や誕生日をちゃんと登録してくれた家族に一番に感謝したいです。 
 また、私を支えてくれている人にも感謝したいです。名前は他の人にとっても大切なものだと思う 
 ので、呼び捨てにしたりあだ名で言ったりしないようにしていきたいです。（6年） 
〇世界には出生登録をされていない子どもたちがたくさんいて、私たちが勉強している間にも働かさ 
 れたり売られたり兵士にされたりして、とてもつらい思いをしているんだと思いました。12歳にな 
 ってやっと出生登録をされた女の子が上の学校に行けると、とても喜んでいたのでよかったなあと 
 思いました。（6年）    

12月17日（金） ユニセフグッズの頒布  Begin日野原重明先生講演会（佐賀市文化会館）  
  佐賀新聞社のメンバーズクラブ「Begin」の講座で㈶日本ユニセフ 

協会大使の日野原重明先生の講演会があり、1,500人のメンバーズの 

皆様は和やかな雰囲気の中で「いのち」や「生き方」についてのお 

話に耳を傾けられました。ホワイエでユニセフグッズの頒布をし、 

多くの方からご協力をいただきました。ありがとうございました。 

 

12月24日（金） 募金贈呈式  柳川市立豊原小学校 

 豊原小学校児童会では年間計画の中に「ユニセフ募金活動」を入れています。代表委員の皆さんは、
北風の吹き込む児童昇降口で登校する皆さんに協力を呼びかけました。子どもたちの中には朝早くか
らお金をにぎりしめ、係の6年生が来るのを待っていてくれた人もいたそうです。 

 2学期終業式の後でユニセフ募金の贈呈がありました。代表の方から 

10,816円のずっしりと重たい募金箱を手渡されました。豊原小学校は 

文科省の学校安全教育優良学校優秀賞を受賞し子どもたちは学校でも 

“いのちを守る方法”を学んでいますが、世界には、安全な水を手に 

入れられない子どもたちや予防接種を受けることができない等々“い 

のちを守る方法”に、生まれてから一度も出会ったことのない子ども 

たちがたくさんいることをお話ししました。 
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 12月27日（月） 募金贈呈式 事務所   
 
日本語学校弘堂国際学園（鳥栖市）留学生 
 
 6人の留学生の皆さんは、弘堂祭バザーの
売上と、地域の皆さんとの交流会で得られた
謝金を合わせて計33,064円をユニセフ募金と
してお持ちくださいました。 
 留学生の皆さんがユニセフへの寄付を考え
られたのは「基礎教育が国の発展のために非
常に大切であると考えている。ユニセフはそ
のための仕事をしているから。」とのお話で
した。 

 １月６日（火）学習会 事務所 

小城高校２年生の生徒さんが「世界の子
どもたちのことをもっと知り、自分たち
にできることをしたい。」と事務所を訪
れました。 

 ユニセフの活動に関心を持ったきっか
けは、学校のオンリーワン活動で「児童
労働」と「OECD諸国の途上国支援～ボラ
ンティア活動～」について調べたことだ
ということでした。 

 
学習を終えて 
◆話を聞いて、私たちの今の生活からで
は考えられない状況だということが分か
りました。 これから困難な状況のなか
で生きている子どもたちのために尐しで
も行動していきたいです。まずは、多く
の人たちに知ってもらうための資料作り
を手伝って情報を提供していきたいです。 

 
 ２月１日（火）募金贈呈式 

大川市立道海島小学校 
 
  道海島小学校6年生のみなさんは、総合的学習の時 
間の発展として「校内ユニセフ募金動」に取り組みま 
した。その結果、9,596円の募金が集まり「全校つど 
い」の時間に贈呈式が行われました。 
 
 新鮮な野菜類を食べることができない多くの子ども 
たちの健康を守るためにユニセフが支援している「ビ 

タミンA」の話をしました。  
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2月12日（土） 春だ！集いだ！市民活動まつり  佐賀市iスクエア 

 ～愛ある夢をiスクエアから～ 
 

 

   before & after  
  「村に井戸ができたら…」 

 朝から雪が舞う寒い一日でしたが、アイ・スクエア
の館内は大勢の家族連れで賑わい熱気があふれました。
「市民活動まつり」には26の団体が参加し、来場され
た市民の皆様にそれぞれの活動の紹介をしたり体験交
流をしたりしました。 

 体験しよう ユニセフ チョボラ                            
2月19日（土）20日（日） レッド・トルネード 募金活動                  
             トヨタ紡織九州クレインアリーナ（神埼市） 
 
 

第35回日本ハンドボールリーグ大会において、熱戦を終えたばかりのトヨタ紡織九州レッドトル
ネードの選手の皆さんは、汗をぬぐいながらユニセフの募金箱を抱えて募金活動をしてください
ました。今回の試合でプレーオフ進出決定。優勝を目指して頑張っておられます。レッドトルー
ドの皆様は社会貢献活動の一環としてユニセフを応援してくださっています。カイ君も首から募
金箱をさげてお手伝いをしました。 

3月11日（金） イエローレシートキャンペーン ジャスコ佐賀大和店 
3月17日（木） ＪＡ女性組織「愛の募金」贈呈式 
 
3月19 日(金）～３月27日（日）TAP PROJECT 2011 ～きれいな水を、世界の子どもに～ 

     ※ホテルニューオータニ佐賀  【ロータス】 【楠】 【大観苑】  
     ※旅館あけぼの     
     ※グランデはがくれ  【はなかご】   
     ※ホテルマリタ―レ  【トラットリア ガウディム】 【グラッツア】  
     ※さがんれすとらん志乃県庁店 
 
5月3日（火） 有田陶器市募金活動＆ユニセフグッズの頒布 
5月8日（日） アンサンブルブレーメンと仲間たちコンサート ～音楽と物語の世界～                    
                             佐賀県立美術館ホール  
5月22日（日） ユニセフチャリティーバザー 
       ～ハイチの子どもたちのために～       佐賀玉屋デパート南館  
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佐賀リハビリテーション病院様 佐賀市文化会館様 トヨタ紡織九州レッドトルネード様 
ファミリーマート大和店様 カイセイ薬局荒江店様 サンシャレー様  TSUTAYA鍋島店様  
ヘアー＆フェイスドゥース様  エクセルフィード様  富士町ぬくもりの会様  
矢山クリニック様 ようどう館佐賀校様 ようどう館大和校様 栗原内科消化器科医院様  
アルタ高木瀬店様 アルタ開成店様 村岡屋卸本町店様 村岡屋駅南店様 えんぴつ館様  
菖蒲ご膳様 恵比寿鍼灸整骨院様 川崎自工様 多布施クリニック様 Hear&Make EXCEL様    
ホテルニューオータニ佐賀様  ㈱北島様  内田整体院様  モンテカルロ太陽様  
風羅坊様  レストランカンフォーラ様  山小屋ラーメン南佐賀店様 みねまつ歯科様  
山小屋ラーメン川副店様 ホンダパーツ西南佐賀営業所様  佐賀空港ターミナル様  
三瀬そば様 いっせい麺処様  東洋館様  エクセルウェンズ様  団野法律事務所様   
佐賀シール工業様  ガイルス様 いちはら耳鼻咽喉科クリニック様  ㈱モトシマ様  
大和町公民館なんでんお助け隊様 立正佼成会唐津教会様 弘堂国際学園留学生様  
母子草様 佐賀県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会様  日本バプテスト連盟佐賀教会様  
浄土真宗本願寺派佐賀教区尐年連盟様 ミックスコスメティックプラザ城北様  
白石中学校生徒会様  矢ヶ部小学校様  大和中学校様  最所安田法律事務所様  
佐賀ギター音楽院様  礼衣道研究会様 豊原小学校様  田口小学校様 ＩＴＳ九州様    
コープさが生活協同組合様 ボーイスカウト佐賀第一団様  はなみずき通り様 
三光幼稚園保護者会様  ムジーク・アカデミー森谷様  道海島小学校様 
  
ゆめタウン佐賀店様 イオンスーパセンター佐賀店様 バニーズ三日月店様 佐賀玉屋様 
上峰サティ様 ジャスコ佐賀大和店様  ホームワイド佐賀大和店様 住友生命様 
ベスト電器佐賀大和店様 ピオ様  ララベル様  メイア様  山口商事様  
赤松公民館子育てサークル様  三日月小学校様  雇用能力開発機構佐賀センター様 
佐賀大学文化教育学部松下研究室様  佐賀県地域ジョブ・カードセンター様  
iスクエア市民活動プラザ様  佐賀新聞社様 白山公民館じゃがりこクラブ様  
カイセイ薬局伊万里駅前店様  千代田中部小学校PTA様 サニーハウス様   
佐賀大学医学部様 佐賀県商工会連合会女性部様  塚原旗商会様  大塚製薬佐賀工場様  
ヘルスランチあららぎ様 日新公民館様  本庄公民館様 

（2010年11月26日～2011年2月17日） 
 
★いろいろな形でのご支援・ご協力に心から感謝申し上げます。            
 個人の方からもたくさんのご支援をいただいておりますが、この欄でのご紹介は学校・企業・団体 
 等のみにさせていただきます。 
★今回は、年末年始にかけて佐賀善意銀行を通じ、匿名の方によるユニセフへのご寄付が何件もあり 
 ました。 

ご支援ご協力 

ありがとうございます 

ありがとう 
ございました 
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ユニセフ紹介 ③ 
 

ユニセフって何だろう？？？ 
ユニセフの活動などについて少しずつ紹介します 

ユニセフの事務所とそこで働いている人びと  

ユニセフの本部はアメリカ合衆国のニューヨークにあります。 
また、支援のための物資（活動に使われるさまざまな物）を調達したり、保
管したりするセンターがデンマークの首都コペンハーゲンに、子どもに関わ
ることがらを研究するセンターがイタリアのフィレンツェにあります。  
 
ユニセフで働いている職員の数はおよそ10,000人。 
そのうち85%は、実際の活動の現場となっている開発途上国の事務所で働い
ています。 

ユニセフが現在活動しているところ  

 
現在、ユニセフは150以上の国と地域で活動しています。 
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4月から名称変更 
 

公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 

佐賀県ユニセフ協会 

 予 定 

 平成20年12月1日に発効されました新公益法人法に伴い、財団法人日本ユニセフ協会
は公益財団法人日本ユニセフ協会に移行します。それに伴い、財団法人日本ユニセフ
協会佐賀県支部は、「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 佐賀県ユニセフ協会」
へと名称を変更します。 
 
プロフィール 
 
名称       公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 佐賀県ユニセフ協会 
所在地      佐賀県佐賀市水ヶ江4丁目2番2号 
電話       ０９５２－２８－２０７７ 
FAX        ０９５２－２８－２０７７ 
業務時間     月・火・木・金  10：00～15：00 
業務内容   ユニセフの趣旨に基づき、世界の子どもの生存の権利および発達・保   
       護等の権利を守るため、公益財団法人日本ユニセフ協会との協力協定 
       に基づき、佐賀県において国際理解の普及を図り、ユニセフへの協力   
       を推進する。 
E-mail        unicef-saga@ams.odn.ne.jp 
ホームページ  http://www.saga-unicef.jp/  
 

 
重要なお知らせ・・・支部ホームページのＵＲＬが変わりました。 

URL http://www.saga-unicef.jp/           

           
                     ★トップページの「お気に入りボタン」を押していただくと 
            「お気に入り」に登録されます。 
             今後ともフレッシュなＨＰをよろしくお願いします。 
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