
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ゴスペルの歌声で協力  

近鉄奈良駅前では迫力あるゴスペルの歌声が響き、広場の人た

ちが立ち止まって耳を傾けていまし

た。奈良市を中心に活動中のゴスペル

グループ「ブライトンゴスペルクワイ

ア」の皆さまに、今年も歌声で募金を

呼びかけていだきました。 
 

■ 高校生や大学生他の皆さんと 
 

今年もボランティアのメンバー

とともに、高校生や大学生、その他

団体の皆さんもご協力いただきま

した。 

近鉄大和八木駅前には県立榛生

昇陽高等学校の生徒さん、立正佼成

会の皆さん、近鉄大和西大寺駅前には奈良大学付属高等学校の生

徒さん、龍谷大学の学生さんをはじめ、多くの皆さんが各駅前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

に立って呼びかけていただき、道

行く大勢の方々から温かい募金が

寄せられました。 
 

■ 橋上自由通路の改札前で 

近鉄大和西大寺駅と生駒駅、JR

王寺駅では橋上自由通路で募金活

動を行い、行きかう皆さんへご支

援をお願いしました。近鉄大和西

大寺駅前は 2022 年春に駅舎の南

北通路が開通し、これまでの路上

から変更しました。 

奈良ユニセフだより 

 

 

 第４４回 （２０２２年） ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金       街頭で募金の呼びかけは ３年ぶり      

 
 

生駒駅前 

ｺﾞｽﾍﾟﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 

（奈良駅前） 

県立榛生昇陽高等学

校（八木駅前） 

東大寺南大門前でユニセフ募金を呼びかけ  ３年ぶり 

ハンド・イン・ハンド募金に先立ち、2022年 10 月２２日、３年ぶりに東大寺南大門

前において街頭での募金活動を行いました。新型コロナの感染拡大も落ち着き、戻って

きた観光客や修学旅行の生徒たちが行きかう参道で、ウクライナ支援をはじめユニセフ

募金への支援をお願いしました。県立榛生昇陽高等学校や国際ソロプチミスト奈良-まほ

ろばの皆さんも一緒に募金を呼びかけていただきました。 

2020 年と 2021 年は新型コロナウィルス感染症の影響を鑑

み、街頭募金を中止しオンラインで募金をお願いしました。

2022 年は国や地方自治体の規制がなくいつものように実施で

きると判断し、12 月 17 日と 24 日、感染対策をとったうえ

で、３年ぶりに街頭で募金のご協力をお願いしました。 

紛争、自然災害、貧困、新型コロナウィルス感染症などの影

響で厳しい状況に置かれた子どもたちの ～生きたい！食べた

い！学びたい！～ という切実な願いをかなえるために、奈良、

西大寺、生駒、王寺、八木の各駅前でハンド・イン・ハンド募

金を実施しました。ご協力・ご支援ありがとうございました。 
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留学生 

JR王寺駅前 

奈良大学付属高等学校 

（西大寺駅前） 

（榛生昇陽高等学校の皆さん） 

（龍谷大学の皆さん） 

JR 王寺駅前 生駒駅前 

大和西大寺駅前  

 

近鉄奈良駅前 

(ブライトンゴスペルクワイアの皆さん) 

大和八木駅前 

（奈良大学附属高等学校の皆さん） 

大和西大寺駅前 

（県ユニセフ協会ボランティアの皆さん） （県ユニセフ協会ボランティアの皆さん） 



   
ご協力、ありがとうございました！    
２０２２年１月～２０２２年１２月までの間、奈良県の 

皆さまからユニセフにお寄せいただいた 

募金総額は、  ２０，０２９，８５５ 円  と 

なりました。       （振込を含む）   

皆さまの温かいご支援に心より感謝申 

し上げます。 

                                      

 
 

:**************************************************************** 

２０２２年１０月１２日～１６日   奈良県立図書情報館 

ユニセフ写真展 を開催 

「アグネス大使 ウクライナ訪問」  

忘れられた紛争 ～光のあたらない子どもたち～ 

***************************************************************** 

 2022 年 10 月１２日～１６日、奈良県立図書情報館においてユ

ニセフ写真展『「アグネス大使ウクライナ訪問」忘れられた紛争 ～

光のあたらない子どもたち～』を奈良県立図書情報館と共催で開

催。アグネス・チャン ユニセ

フ・アジア親善大使が 2018

年にウクライナ東部で出会っ

た子どもたちの声を届けてく

れました。 

 ウクライナでは、2014 年に独立を訴える親ロシア派とウクライ

ナ政府との紛争が始まり、子どもたちは砲撃や地雷の被害、避難生

活など様々な影響を受けてきました。しかし、危機が長引く中で、

子どもたちが置かれている深刻な状況が忘れられていました。 

2022 年 2 月より、ウクライナは戦闘状況にあります。命の安

全を脅かされる体験を日常的にしている子どもたち。ウクライナの

子どもたちに祈りを込めて、本写真展を開催しました。来場者から

「ロシアの侵攻前のウクライナのことがよく分かりました。すばら

しい企画をありがとうございます。」との感想が寄せられました。 

 県立図書情報館での開催終了後に引き続き 10 月 17 日～21 日

の間、奈良市庁舎においても同パネル展を開催しました。 
 

**************************************************************** 

２０２２年１０月～１２月    

イベントにブース出展 

ユニセフの活動を紹介しました 

「ならまちわらべうたフェスタ」 「ガールスカウト奈良県連盟 県大会」

***************************************************************** 

 10 月 16 日に開催された「ならまち

わらべうたフェスタ」（ならまち会館会

場）にユニセフブースを出展しました。

このフェスタは、お手玉などのわらべう

た遊び、からくりおもちゃ遊びなど、昔懐かしい遊びを中心に様々

な遊びが体験できるイベントです。県ユニセフ協会も活動紹介のブ

ースの横に輪投げコーナーを設置。ご家族連れの方にユニセフ活動

を紹介するとともに、輪投げ遊びを楽しんでいただきました。 

また、11 月 13 日に生駒市滝寺体育館で行われたガールスカウ

ト奈良県連盟の県大会にユニセフブースを

設置しました。マラリア予防の蚊帳や水汲

みの水がめ、浄水剤などの支援グッズを展

示、手に触れてユニセフを学びました。 
 

 

募金協力 （学校・その他団体） ２０２２年７月～１２月 

       ご支援ありがとうございました！ 

■ 一般募金     （順不同、敬称略） 

カットインベベ、佐藤薬品工業(株)有志会、南都銀行(株) 

西大寺支店、榛生昇陽高等学校、奈良女子高等学校、奈 

良県経済倶楽部、佐藤薬品工業(株)野球部 B級、葛城市 

人権教育推進協議会、ボーイスカウト北葛城第７団   

■ ウクライナ緊急募金 （順不同、敬称略） 

ならコープ、興福寺 
 

************************************************************* 

  ２０２２年１２月５日 

第４回ユニセフシネマの集い を開催 

「ブランカとギター弾き」  

会場 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 

************************************************************* 

 2022 年 12 月 10 日、奈良公

園バスターミナルレクチャーホー

ルにおいて、約 120 名の方にご参

加いただき、第４回シネマの集い

「ブランカとギター弾き」を開催しました。 

会場ロビーには写真パネル展 ”言葉より多くを語るもの～

ロヒンギャ難民の子どもたちを癒す「心のケア」～”と支援ギ

フトのブース展示を行いました。 

 “お母さんをお金で買う”ことを思いついた孤児の少女ブラ

ンカは、ある日、盲目のギター弾きピーターと出会う。ブラン

カはピーターから、得意な歌でお金を稼ぐことを教わり、二人

はレストランで歌う仕事を得る。ブランカの計画は順調に運ぶ

ように見えたが―――。 

この映画は親や信頼できる養育

者を持たない子どもたちの実情

を、孤児になってしまった少女の

視線を通じて描いた作品です。フ

ィクションでありながら、ユニセフが全世界でその根絶に取り

組むストリートチルドレンや児童労働、人身売買など、子ども

たちを脅かし貧困の連鎖を生む様々な問題をリアルに伝えてい

ます。 

 県ユニセフ協会では、今後も映画を通して世界の子どもたち

が置かれている状況を知る機会を持ちたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

２０２２年 ７月～１２月 活動報告 

 

 

 

 



 

********************************************************* 

２０２２年８月１１日～１４日    はやまの森 野営場 

奈良県キャンボリー に 出前学習とブース出展 

 日本ボーイスカウト奈良県連盟 

********************************************************** 

８月１１日から１４日の４日

間、はやまの森野営場で開催さ

れた日本ボーイスカウト奈良県

連盟の奈良県キャンポリーにお

いて、ユニセフ出前学習とブー

ス出展を行いました。 

キャンボリーとはスカウト連盟が開催するキャンプ大会の事

で、奈良県連盟では毎年夏季に県下の野営場で行っています。県

ユニセフ協会としてキャンプ大会での出前学習会は初めての開催

です。 

期間のうち３日間で４回の学習

会を行い、のべ４０名のスカウト

やリーダーの皆さんを対象に、屋

外のテントでパワーポイントを用

いて世界の子供たちの実情を紹介しました。また水がめ、蚊帳、

地雷、ワクチンや保冷箱などにも実際に触れていただき大変興味

を持っていただきました。 
 
 

********************************************************* 

２０２２年     ８月１日     ９月１３日            

出前学習会を実施  オンライン と      オンサイト  

和歌山県 安居小学校・三舞中学校 奈良県 榛生昇陽高等学校 

********************************************************** 

■ オンライン学習 

８月 1日、和歌山県安居小学校・

三舞中学校合同の出前学習会をオン

ラインで行いました。和歌山県には

ユニセフ地域組織がなく、奈良県ユ

ニセフ協会において実施しました。

小学生 10名、中学生 6名がパワーポイントを活用した学習を熱

心に受講してくれました。 
  

■ オンサイト学習 

9月 13日、奈良県立榛生昇陽高等学

校こども・福祉科 2年生 34名を対象

に、榛原学舎において出前学習会を行い

ました。同校はこれまで地域イベントや

ハンド・イン・ハンドなどで積極的に募金活動に取り組み、活動

の前後には授業などで世界の子どもたちの現状を学ぶ学習を実施

しています。今回の学習会は１０月の東大寺南大門前での街頭募

金等に向けて開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２３日に開かれた奈良女子高等学校の文化祭において、生

徒会が中心となってユニセフパネルや支

援グッズを展示するとともに募金活動が

行われました。 

ウクライナに対する生徒の皆さんの

関心も高く、呼びかけに応じて多くの募

金が寄せられました。集まった募金は同

校の生徒会から県ユニセフ協会に手渡されました。 

 

学校紹介（ユニークな活動への取り組みを紹介します） 
  
奈良女子高等学校 生徒会 

文化祭でユニセフ募金を呼びかけ 

２０２２年９月２３日 

 

 

 

２０２２年 ７月～１２月 活動報告 

   

奈良市子どもセンター職員にオンライン研修会 

 ２０２２年１０月２０日、日本ユニセフ協会広報部の加藤

さんを講師に、奈良市子どもセンターの約１５名の職員の皆

さんを対象に Zoomで“こどもの権利条約”を中心とする

オンライン研修会を開催。同条約の成立の経緯から意義や内

容などについての講義が行われました。グループワークもあ

り、参加者から「条約を読み直す良い機会となった」などの

感想が聞かれました。 

同センターは従来個々に運営され 

ていた子育て支援、子どもの発達相 

談、児童相談所などの５つの機能を 

集約しワンストップで子育てを総合的に支援する施設として

同年４月に奈良市柏木町に開設されました。 

県協会では 10月５日にボランティアさん５名で同センタ

ーを見学。設備の機能や組織、また運営の実態や課題などに

ついて学びました。県協会として今後も同センターと交流を

深めていきたいと思っています。（写真は子どもセンターHPより） 

 

 

上田理仁さん より ご寄付 

2022年 12月 14日、上田理仁さんより寄付が寄せら

れました。上田さんは“Ukraine National Flag Action”とい

う、ウクライナの子どもたちを支援する活動に取り組んで

いる小学校６年生です。 

ブロックでウクライナ国旗の 

キーホルダーを手作りし、購入 

していただく代金から材料費を 

除いた全額を日本ユニセフ協会 

に寄付する活動を奈良市内の各施設を中心に展開。 

活動は各メディアにも紹介され、支援の輪がより一層拡

大しています。県ユニセフ協会としても上田さんの活動を

積極的に支援していきたいと考えています。 



 

 

 
 

「使用済み切手」を集めています。皆さまのご協力を 

お願いします。 
 

消印を押された使用済み切手も、換金され募金として役

立っています。お寄せいただいた使用済み切手は、開発途

上国の子どもたちの命と健康、 

権利を守るためのユニセフ（国 

連児童基金）の活動に役立てさ 

せていただきます。  

 切手は無理に剥がさずに、切 

手の回りに５ミリほどの余裕を 

持って切り取って下さい。    

 使用済み切手のほかにも集めています。 
  

未使用切手 書き損じハガキ 使い残しハガキ  

＊奈良県ユニセフ協会事務所へご持参・郵送ください。 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

旅行や出張で海外に行ったことがある方なら、余ったコイ

ンや紙幣がお手元に残っていませんか？ 

 一部の国の紙幣を除けば、外国通貨は 

日本では両替することができません。記 

念品やおみやげにするのも楽しいですが、 

余ったコインを世界の子どもたちのため   

に役立ててみてはいかがでしょうか。    

日本ユニセフ協会では民間企業 5 社の協力をいただき、

こうしたコインを海外に輸送することでユニセフの活動資

金にする「ユニセフ外国コイン募金」を行っています。 

ご協力をお願いいたします。 

＊奈良県ユニセフ協会事務所へご持参ください。 

＊普通郵便や宅配便で奈良県ユニセフ協会事務所へ 

お送りください。（送料はご負担願います。）     
 

 

 

 

 

 

 

      

 

日本ユニセフ協会の趣旨に賛同してくださる会員を募集

しています。 
 
賛助会員とは、日本ユニセフ協会と奈良県ユニセフ協会 

の運営を、年会費によってご支援いただく方法です。 

種類 対象 賛助会費 
賛助会員 

期間 

一般賛助会員 個人の方 1口５千円 
入会月～ 

1年間 

学生賛助会員 
１８歳以上の

学生の方 
1口２千円 

入会月～ 

1年間 

団体賛助会員 
団体・法人・

企業 
1口１０万円 

入会月～ 

1年間 

 

＊一般・学生賛助会員は、個人名でのお申し込みに限ります。 

＊賛助会費は寄付金控除の対象になります。 

＊賛助会費は、１口以上何口でもご協力いただけます。 

＊オンラインでの加入お申込みも可能となりましたのでご活用 

ください。   https://www.unicef.or.jp 

 

 

                奈良県ユニセフ協会 

〒630-8253 

奈良県奈良市内
な

侍
し

原
はら

町 6 番地の１ 奈良県林業会館２階 

TEL：0742-25-3005 / FAX：0742-25-3008 

E-mail：unicef-n@m4.kcn.ne.jp 

ホームページ：www.unicef-nara.jp/ 

※事務所開所日： 月・火・水・木  １１：００～１６：００ 

 募金していただける方、ユニセフＤＶＤ等の資料をご 

入用の方、ユニセフ支援ギフトにご協力いただける方 

など、お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

2023.2 

至：ＪＲ奈良駅 

●興福寺 

事務所マップ 

●奈良県庁 

猿沢池 
☆ 

旧事務所 

も
ち
い
ど
の 

商
店
街 

東
向
商
店
街 

奈良女子大学 

奈良県ユニセフ協会 
奈良県林業会館 ２階 

 

小
西
通
り 

 近鉄奈良駅  

高天交差点 

中部公民館● 

至：鴻之池競技場 

使用済み切手回収 

外国コイン募金 賛助会員募集 

出前学習会のご案内  
 

オンライン出前学習会も行っています 
 

奈良県ユニセフ協会ではスタッフが学校や団体を訪問し

て学習を行う、出前学習会（講師派遣）を行っています。 

映像や体験などを取り入れ、「今、 

世界でどんなことが起きているのか」 

「世界の子どもたちはどんな生活をし 

ているのか」を学びます。  

オンラインでの学習会も実施して 

います。事務所までお問い合わせください。 
      

   ※ DVD教材の貸し出しも行っています 

※「奈良ユニセフだより」の鹿のイラストはすべて、ボランティア大西好美さんの作品です。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-48-origin.fc2.com/m/a/p/maplab/houi_1128.png&imgrefurl=http://maplab.blog.fc2.com/blog-entry-27.html&h=128&w=128&tbnid=Qc93G4AY5-pQJM:&docid=ZV88-XTQeO5UmM&ei=dXyHVtflGKG5mAXS5oyYDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiX9NnWzYrKAhWhHKYKHVIzA9MQMwghKAEwAQ

