
ユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金

ユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金は、「世界の子どもたちの笑顔のために」の想いを共有し、みなさま

一人ひとりがボランティアとして参加できる身近な国際協力活動です。大人から子どもまで、毎年多くの方々

がボランティアとしてご参加くださっています。

1979年の国際児童年に開始されたハンド・イン・ハンド募金は、今年で36回目を迎えます。一人ひとり

にとってはささやかな募金活動でも、その輪が日本中に広がり、大きな力となり世界の子どもたちの命を守

るユニセフの活動を支える資金になります。学校のご参加も年々増えており、ユニセフの支援活動を盛り上

げてくださっています。

世界を見渡すと子どもたちを取り巻く環境は過酷です。たとえば、年間660万人の子どもが5歳の誕生日

も迎えられずに命を失い、5700万人の子どもたちが小学校にも通えません。こうした子どもたちの現状を

知ってもらうために、毎年、ハンド・

イン・ハンドでは、ユニセフが優先

的に取り組む問題をテーマに捉えて

キャンペーンを展開しています。昨年

のテーマは「栄養不良から小さな命

を守ろう。」をスローガンに、全国で、

たくさんの方々が募金活動を行いま

した。 上）石川県加賀市立山中中学校ボランティア委員会
左）第35回ハンド・イン・ハンドテーマポスター
� （2013）

2013年　第35回ハンド・イ
ン・ハンド募金にご参加くだ
さった盛岡中央高等学校のみ
なさん
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ユニセフ活動の二つの企画
（1）ユニセフ　ハンド・イン・ハンド
（2）ユニセフ・ラブウォークを企画しませんか

5
（公財）日本ユニセフ協会



募金活動を通じて
地域の方 と々の交流も
深まりました

岐阜県

岐阜県立坂下高等学校
2013/12/8 中津川市内　

参加：22 名
天候にも恵まれ、大勢の方が募金に協力してくださ
いました。募金活動を通じて、地域の方々とふれあ
うことができ、とても充実した活動となりました。

手作りの宣伝用ポスターで
効果的な呼びかけを工夫

高知学芸中学校 国際クラブ
2012/12/23 帯屋町アーケード　参加：9 名
宣伝用のポスターを手作りし、効果的な募金の呼びかけを
することができました。作成した生徒たちにとっても大変
勉強になったと感じます。毎年工夫を凝らし、次回もより多
くの人に募金してもらいたいと思います。

サンタ帽をかぶって
活動しました！　　　　　　　　  石川県

石川県加賀市立山中中学校ボランティア委員会
2013/12/2-6 山中中学校各学級、

12/17 マルエー山中店前、12/24 山中中学校職員室　
参加：計 123 名

ケーブルテレビや町の広報担当者から
の取材を受け、協力を呼びかけました。
小さな子供が募金してくれたり、同級
生・卒業生・保護者などから励ましの
言葉に後押しされながら、サンタ帽や
となかいのカチューシャをしながら呼
びかけを行いました。

募金活動の俳句を作りました　　　　　　　　

カリタス女子中学高等学校アンジェラスの会
2013/11/9 小田急線成城学園駅前、登戸駅前、JR 中野島駅前　参加：20 名
事前にユニセフについてや
ハンド・イン・ハンドにつ
いて、全員で学んでから募
金活動を行いました。アン
ジェラスの会で作成してい
るチラシ「レコピンヌ」にて
ハンド・イン・ハンド街頭
募金の報告や参加者が作っ
た俳句を記載しました。

東京都

募金箱の重みに祈りをこめて　　  

大阪教育大学附属天王寺中学校
2013/12/23 JR 天王寺駅北口前交差点　参加：24 名
自分たちの活動で募金箱がだんだん重くなるのを感じると素直にうれしく
なりました。このような活動を体験することができてよかったです。また、こ
のお金でたくさんの子どもの命が救われることを祈っています。

大阪府

精いっぱいの気持ちで
声を出して呼びかけをしました　　

清心女子高等学校「実践ボランティア」
2013/11/26 JR 山陽本線「中庄駅周辺」　参加：25 名
始めは人通りも少なかったが、たくさんの方に「寒いけど、がんばって」「おつ
かれさま」といった声をかけていただき、体は冷えたけれど、あたたかい人の
心を感じることができたり、喜びを味わったりと、とてもよい経験をした。

岡山県

高知県

クリスマスチャリティコンサートで
募金活動

明治学園中学高等学校コーラス部
2012/12/15・21 

明治学園中学高等学校マルグリットホール　参加：25 名
コーラス部でクリスマスチャリティコンサートを行い、募金活動を行い
ました。たくさんの方と思いを共有することができました。

福岡県

ハンド・イン・ハンド募金 全国活動報告
全国各地での活動のご報告（敬称略）

全国でたく
さんの方が

活動してく
ださいまし

た！

雨の中募金を呼びかけ、
たくさんの方が足を止めてくださいました

聖ウルスラ学院英智小中学校
2013/12/22 仙台市内　参加：36 名

途中雨が降ってしまいましたが、濡れながらも募金を呼びかけ続け、最終的にはたくさ
んの方に足を止めてもらいました。寒さと戦いながらも、その苦労が誰かのためにな
ることに喜びを感じる、心に残る活動となりました。

宮城県

命を助けるために
世界の子どもたちのための活動が
できて本当に良かった！　　　　　　 

北海道

北海道南茅部高等学校ボランティア局
2013/12/11・12　学校内   参加：7 名

毎年、ユニセフ募金をとおして世界の
子ども達について学んでいます。生徒
は他生徒にどのように恵まれない子ど
も達の状況を知らせ、募金に協力して
もらえるようにするのかを考えながら、
お便りやポスターを作成して募金に臨
んでいます。

学園内で初めての募金活動　　　　　　　　

滝学園高校ボランティアサークル Smile Factory
2011/11/16・17・21 滝学園内

学園内でこのような活動をするのは私たちが初めてだったので不安でしたが、大きな声で呼び
かけてがんばりました。また機会があったらユニセフの募金活動に参加したいと思っています。

愛知県

今年で 24 年目の参加です！

沖縄県宮古島市立 砂川中学校
2013/12/22 マックスバリュ 宮古南店、

宮古西里店　参加：26 名
この募金活動を始めて、今年で24年目になります。活動中、
小さな子からお年寄りまで、多くの方々が募金してくださり、
また、「がんばってね」などの一言をかけてくれる方もおり、心
が温かくなりました。生徒の積極的な参加、募金してくれた皆
さんの笑顔、本当に素晴らしかったです。

沖縄県
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活動後のコラム

「ユニセフ募金へのお礼」

12月22日（日）に私たちは「第35回ユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金活動」を行いました。皆さん

の心のこもったご支援で61,058円集まりました。募金をしてくださった皆様、そして、活動場所を提供し

てくださったマックスバリュ宮古南店、マックスバリュ宮古西里店の店舗の方々、ご協力ありがとうござい

ました。集まったご支援は、世界の子どもたちの命と健康を守るために活用されます。例えば1,000円で、

4～5リットルの水をきれいにできる浄水剤が925錠、また、ポリオから子どもを守るためのワクチン71回

分など、募金してくださった皆さんの思いが、世界の子どもたちの未来を守る力となります。

砂川中学校が、この募金活動を始めて、今年で24年目になります。長い間、この活動を続けてこられたのは、

いつも募金をしてくださる、皆さまのご協力のおかげだと感謝しております。本当にありがとうございます。

活動中、小さな子からお年寄りまで、多くの方々が募金してくださり、また、「がんばってね」などの一言

をかけてくれる方もおり、心が温かくなりました。

【お申し込み・お問い合わせ先】

（公財）日本ユニセフ協会　団体・組織事業部　ハンド・イン・ハンド担当係
〒108-8607東京都港区高輪4-6-12　ユニセフハウス
電話：03-5789-2012　FAX：03-5789-2032

e-mail：event-dr@unicef.or.jp

沖縄県宮古島市立砂川中学校（2013年）
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ボランティアを
募集しています ハンド・イン・ハンドに

参加しよう！

ハンド・イン・ハンド募金はどんな
ことに使われるの？
ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金キャンペーンに
お寄せいただいた募金は、世界 190 以上の国と地
域で、子どもたちの命と健やかな成長を守るために
ユニセフが実施している保健、栄養、水と衛生、教
育、保護等の事業を支える資金となります。

どうやって活動するの？
街頭で募金を呼びかけたり、お店に募金箱を置いたり、その
他にも、さまざまな方法で、募金活動にご協力いただけま
す。アイディアと工夫で、楽しい活動にしましょう。
例えば・・・
・サンタの格好をしたり、”ゆるキャラ”と一緒に募金活動。
・お祭り、学園祭などのイベント会場にて募金活動。
・ポスターや横断幕、ユニセフの活動についてのチラシを

作ったり、募金のお礼に折鶴を作ったり、手作り感あふれ
る募金活動。

いつ活動すればいいの？
11 月と 12 月のハンド・イン・ハンド
実施期間中、いつでも、何度でも活動し
ていただけます。また、全国一斉活動日
である 12 月 23 日（祝）には、日本各
地で多くの団体による募金活動が行わ
れるほか、東京の有楽町で「グランド・
フィナーレ」が行われます。首都圏近郊
の学校には、このグランドフィナーレと
連動した形で行われる首都圏主要駅で
の募金活動にもご参加いただけます。

どうやって参加するの？
事前登録していただければ、誰でもご参加いただけます。
■活動の 5 ステップ

1．活動日、活動場所、活動内容、リーダー（責任者）を決めます。
活動場所によっては、許可が下りるのに時間がかかる場合があります。準備の時間も含めて、
余裕を持って決めましょう。
↓
2．参加申し込みをします。
ハンド・イン・ハンド特設サイト http://www.unicef.or.jp/handi/（例年 9 月中旬頃開設）
からお申し込みください。PC, 携帯、スマートフォンからお申し込みいただけます。
↓
3．資材到着と準備
参加受付後、2 週間程で、活動の手引き、募金箱、ポスター、専用振込用紙など、
募金活動に必要なツールが届きます。
↓
4．いよいよ活動日！！
安全に気をつけて、元気に楽しく活動しましょう。
↓
5．募金の振込と、活動報告をお願いします。
募金活動ツールに同封されている振込用紙をご利用ください。振込み確認後、約 3 週間で領
収書をお届けします。また、活動のエピソードや写真などを送ってください。
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ユニセフ・ラブウォークを企画しませんか

ユニセフ・ラブウォークって、なあに？

〜チャリティ・ウォーク＆ランの草分け〜

参加費の一部がユニセフ募金になる英国生まれの「ユニセフ・ラブウォーク」が日本に紹介されたのは、

「ウォーキング」という言葉自体がまだ珍しかった、1983年でした。それから32年。今では日本全国で、

多くの個人、団体、企業、学校が気軽にできるユニセフ支援活動として、盛んに行ってくださっています。

私たちがウォーキングなどで快い汗をかく、それがユニセフを通じて世界の子どもたちの支援になるとい

う仕組みがユニセフ・ラブウォークです。ウォーキング以外のどんな運動でもかまいません。どなたでも言

いだしっぺになってイベントを計画し、実施していただけます。

ぜひ、あなたの学校でも「健康づくりのためのウォーキング」と世界の子どもたちの福祉に役立てる「募金」

を結びつけたこのユニークな活動を通じて、世界の子どもたちに笑顔を届けましょう！

ユニセフ・ラブウォークイベントを計画しよう！

『ラブウォーク』はウォーキングだけではなく、健康のための様々な運動のイベントでも実施できます。山

登り、ハイキング、マラソンなど、どんな運動でもかまいません。

例えば・・・

★ハイキングや山歩き等の行事に『ラブウォーク』の名称をつけて実施してみましょう。

★研修会や会議の時間の一部でウォーキングを実施して『ラブウォーク』

★学校や町内会の運動会、文化祭や夏祭りのプログラムの1つとしてウォーキングを実施。

★学校主催の駅伝大会を「ラブウォーク」駅伝として実施。

＊1�ただし最小20名の参加者が必要です。�

＊2�参加費は主催者が任意に設定して下さい。ただし参加者１人につき最低200円以上を募金としてください。

あなたの学校で
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こんな参加の方法もあります。

ラブウォーク実施の手順 ラヴウォークの募金の流れ

毎年、神奈川県ユニセフ協会が主催する、「ユニセフ・ラブウォーク�イン川崎」毎年、神奈川県川崎市立枡形中学校
の生徒さんたちが、コース案内に立ってくれたり、参加者に飲み物を渡したり、イベントを支えてくださっています。

参加者

主催者

日本ユニセフ・ラブウォーク協議会

（公財）日本ユニセフ協会

ユニセフ本部

開発途上国の子どもたち

協議会 学校

①�ラブウォーク実施
申込書を受領。

①�各学校で計画を立てます。

②�承認書 /パッケー
ジを学校に送付し
ます。

お問い合わせに対応いたし
ます。

②�ラブウォーク実施申込書
を協議会へ送付します。

③�実施報告書、募金
受領後、領収書発
行します。

③�協議会から承認書が届き
ます。パッケージも届き
ます。（ポスター、ユニセ
フチラシ、募金箱、サン
クスチラシ、など）

④ �HPなどで、全国
の実施状況をお知
らせします。

④�学校で参加者の保険をか
けてください。

保険会社にお問い合わせください。（イ
ベント保険など）

⑤�ユニセフ・ラブウォーク
を実施します。

⑥�実施報告書を協議会に送
付します。募金を振込み
ます。

〒108-8607東京都港区高輪4-6-12
（公財）日本ユニセフ協会内

日本ユニセフ・ラブウォーク協議会事務局
TEL03-5789-2012�FAX03-5789-2032
Email アドレス event-dr@unicef.or.jp

お問い合わせ、
お申し込はこちら
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