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携帯から募金 子どもの命と未来を守る方法はこちらへーーー

母 と 子 に

貧困のため、子どもを病院に連れて
行けない家庭が多いバングラデ
シュ。子どもたちの命を守る重要な
役割を担っているのが、ユニセフの
「全国予防接種デー」です。わが子を
病気から守ろうと、親たちもこの日
だけは仕事を休み、予防接種を行う
保健所や集会所まで、何時間かかっ
ても子どもたちを連れて行きます。
昨年は、ユニセフの研修を受けた
保健員が事前に家々をまわって宣伝
したことも効を奏し、2000万人以上
の乳幼児にはしかとポリオの予防
接種を実施することができました。
3,000円のご支援が、140人分の
はしかワクチンに変わります。

何時間も歩いて
予防接種を受けに来ました！

干ばつによる食糧難が続き、子ども
たちが深刻な栄養不良に苦しむ
チャド。ユニセフは、重度の栄養
不良の子どもがいる家庭に「プラン
ピーナッツ」という袋入りの栄養
補助食を週に1回配布。ピーナツ
バターのようなこの新しい治療食
は、常温保存でき、水に溶く必要も
ないため簡単に扱えます。
これにより、従来入院でしか治療で
きなかった重度の栄養不良の子ども
たちを、家庭で治療できるように
なり、守ることのできる命が劇的に
増えています。5,000円のご支援が、
子どもの栄養不良を改善する「プラ
ンピーナッツ」147袋に変わります。

栄養不良の子どもには
「プランピーナッツ」

チャドから

激しい紛争が起き、多くの人々が
故郷を追われて避難民となっている
コートジボアール。銃撃戦などを
目の当たりにした子どもたちは、
避難民キャンプにたどり着いてから
も紛争の記憶に怯え、毎晩のように
悪夢にうなされています。
ユニセフは、各地のキャンプに「子
どもにやさしい空間」を開設、遊び
を通して子どもたちの心のケアを
行なっています。13,350円のご支
援で、270人分の遊び道具が入った
レクリエーションキット1セットを
調達できます。このキットは、ルール
を守ることの大切さや仲間を思い
やる心なども、遊びながら自然に
身に付くように開発されています。

「こわい夢、見なくなったよ！」
遊びがいちばんの治療

コートジボアールからバングラデシュから

子どもたちの命と未来を守るユニセフの活動は
みなさまのご支援に支えられています。

開発途上国の子どもたちのための
ユニセフ募金にご協力をお願いいたします。

ユニセフ募金は、同封の振込用紙、または下記のホームページ、フリーダイアルからお申し込みいただけます。
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ユニセフと日本ユニセフ協会は震災後すぐに支援活動を開始。

日本の子どもたちを守ろう！世界の思いと
ともに被災地に駆けつけたユニセフ

日本の被災地へ、世界中から届いた緊急支援

飲料水20トンを載せた支援トラック第一便が宮城県仙台市に到着。すぐに子どもたちが待つ避難
所に届けられました。

被災地に届いた支援物資の例
(5月16日現在)

● 飲料水 .......111,504リットル

● 靴下・下着..........267,966枚

● 子ども用靴 ..........18,866足

● 学校用かばん .......36,410個

● 文房具セット..17,540セット

● 絵本など図書 ..約110,000冊

● 箱の中の幼稚園....5,000人分

● レクリエーションキット..27,000人分

緊急支援は、国内外のパートナー企業や団体、各県のユニセフ協会や
生協など、多くの方々のご協力により実現しました。

デンマーク・コペンハーゲンのユニセフ物資供給センターから届いた
支援物資。

国内外のパートナーと力を合わせ、水や衛生
用品、下着などの救援物資を被災地の子ども
たちのもとに届けました。

岩手県 釜石市市内の保育園に届けられた「箱の中の幼稚園」。ユニセフは震災当初
から遊びやレクリエーションを通じて、被災地の子どもたちの心のケアに力を入れ
てきました。

被災地の子どもたちに「絵本」と「笑顔」を届ける
『ユニセフちっちゃな図書館』プロジェクトも始動。
これまでに全国のみなさまから寄贈いただいた
絵本、約11万冊以上が被災地の子どもたちに届けら
れました。

ボランティアさんたちも絵本の仕分けや梱包に大活
躍してくださいました。

東日本大震災での支援活動の詳細なご報告と、ご協力方法は当協会
ホームページ(www.unicef.or.jp)をご覧ください。

募金開始から2ヵ月間に国内外から
日本ユニセフ協会に寄せられた東日本大震災緊急募金

19億5085万6302円
(海外からの7億1573万3809円を含む)

震災後ただちに東京・宮城・岩手に緊急支援チームを発足。
3月14日には「東日本大震災緊急募金」がスタートし、日本国
内からだけでなく、海外のユニセフ協会を通じても多く
の募金が寄せられました。

紙おむつやお尻ふきなど、緊急時に見過ごされがち
な赤ちゃん用品も届けることができました。



日本の子どもたちへの応援や
支援が、世界中から届いています。
なかにはこれまでユニセフを通じて
日本のみなさまからの支援を
受けた国々も。2004年の大地震で
被災したモロッコの小学校からは、
たくさんのメッセージが届きました。

母乳は赤ちゃんの
理 想 的 な 食 事 。
ユニセフは「非常
時にこそ母乳を」と
呼びかけるチラシを
お母さんたちに配り、
同時に各避難所にポス
ターを掲示して、周囲

の人々の子育てへの理解を促
しました。

4月12日、余震で延期
されていた宮城県女川
第二小学校の始業式
がようやく行なわれ、
子どもたち全員に
ユニセフのスクール
バッグと文房具が
手渡されました。

まずはいちばん弱く小さな命を守ること。病気から子どもたちを
守ること。恐ろしい体験をした子どもたちには心のケアを。

子どもたちが早く元気になるように、
全力で活動するユニセフ

最も抵抗力が弱く病気になりやすい乳幼児の命を守る
ことを最優先に、被災地の子どもたちへの健康診断や
予防接種、栄養相談などに、国内の専門家団体とも協力
して取り組んできました。また飲料水、衛生用品、下着な
どの配布や授乳スペースの確保、仮設トイレの設置も
行ないました。

被災者へのユニセフの支援は続きます。
これまで10カ所以上の避難所に「子どもにやさしい空間」
を開設。子どもたちが一日も早く日常を取り戻せるよう、
学校や幼稚園・保育園の再開も支援してきました。震災
で傷ついた子どもたちの心のケアも進められています。
今後も復興を含む長期的な支援を行っていきます。

ドイツから

"みなさんのこと、
いつも思っています”

アフガニスタンから

"日本の友だち、がんばって！”
モロッコから

"私たちも応援しています！”

地震の体験を話してくれた男の子。
だんだん打ち解けて笑顔も見せて
くれました。

「箱の中の幼稚園」。子どもたちの心
を癒し日常感覚を取り戻す37種類
の遊び道具が入っています。

子どもたちがすぐに必要としてい
る物資を急いで届けました。

岩手県 陸前高田市の公民館で実施された、震災後初めての乳児健診。

洪水で苦しむパキスタンの子どもたちのために
募金活動をするなど、以前からずっとユニセフを
応援してくれていた女川第二小学校の子どもたち。

今回はユニセフから、世界の子どもたちも使っている
水色のスクールバッグと文房具が女川第二小学校の
子どもたちに贈られました。

子どもたちを守る
支援の輪が世界で広がっています。

世界中に支えられ、日本の被災地で支援活動

日本のみなさまへ

日本のみなさまはこれまで世界のどこかで緊急事態が起きたとき、いつも進んで
支援の手を差し伸べてくださいました。今度は私たちが日本の子どもたちのために
立ち上がる番だと、多くのアメリカの人々が緊急募金に参加してくれました。日本の

みなさまがこれまで世界に示してこられた寛大さや思いやりに、少し
でも報いることができたなら本望です。

米国ユニセフ協会 会長兼CEO

キャリル M. スターン

飲料水が届いた！

避難区域にあった小学校が統合さ
れ、トイレが不足した福島県 南相
馬市の八沢小学校に設置された
仮設トイレ。

仮設トイレができた！ ユニセフのスクールバッグだ！

子どもたちがやっと笑った！

病気にならないように！

世界の子どもたちから日本の子どもたちへの応援メッセージ

絵本がいっぱい！ 被災地の小学校
や幼稚園など350カ所以上に開設
された『ユニセフちっちゃな図書館』。

津波で流されたお気に入りの絵本
を見つけ、夢中で読む男の子。

子どもたちの心のケアの一環
として、ユニセフ「おもいっき
り！そとあそびプロジェクト」
を福島県で実施。190人を
超える子どもたちが、本当に
久しぶりの“そとあそび”
遠足を楽しみました。

ミャンマーから

"僕たちも立ち直れた。
だから負けないで！"

米国ユニセフ協会からのメッセージ

最も心配される赤ちゃんや妊婦
さんを新潟県の安全な施設に
搬送する「赤ちゃん一時避難
プロジェクト」も支援しました。




