第１号議案

２０１２年度事業報告・決算報告・監査報告の件

はじめに
ユニセフは、子どもの権利条約に基づいて子どもたちの生存、成長、保護、参加の権利を
守るために支援活動をしています。
一昨年、ソマリヤをはじめ「アフリカの角」と呼ばれるアフリカ東部を襲った過去６０年間
で最悪の大干ばつは、アフリカ中・西部のサヘル地域に拡大し、サヘル地域の子どもたちは、
貧困が原因で慢性的な栄養不良や劣悪な環境の中で命の危機に晒され、ユニセフの継続的な支
援が必要とされています。
ユニセフの「５歳未満児の死亡率を１９９０年の水準（１２４０万人）の３分の１に削減す
る」取り組みは、２０１２年には６９０万人に低減し大きく改善されました。しかし、多くの
国々、特にアフリカや南アジアの国々では、いまだ子どもの死亡率は高いままで、近年子ども
の死亡数減少において、ほとんどあるいは全く進展が見られない国もあります。
２０１２年度岩手県ユニセフ協会の活動は、ユニセフ出前講座、子どもたちの３・１１ユニ
セフ東日本大震災写真展、ユニセフ・ラブウォーク、平和チャリティ－コンサート、ハンド・
イン・ハンド募金活動などに多くの子どもたちが参加し、世界の子どもたちへの支援の輪が大
きく広がりました。
東日本大震災支援活動は２年目の活動となり、心理社会的ケア（心のケア）、子どもの保護、
子どもにやさしい復興をめざし進められており、岩手県ユニセフ協会も日本ユニセフ協会と連
携しすすめてきました。
被災地の子どもたちへの映画上映会、大槌保育園・幼稚園球根ボランティアのほか、福島の
子どもたちの保養プロジェクト「夏だ！キャンプだ!in いわて」では学生ボランティアが活躍
しました。
また、個人・団体からのユニセフ募金総額は，５，７７７，４２５円となりました。
１．岩手県ユニセフ協会の運営
（１） 第１回理事会・評議員会２月２８日、第２回理事会１１月１３日に開催しました。
（２） 経費は、日本ユニセフ協会との協力協定および協力協定細則に基づき、運営仮受金６９

１，５００円、地域普及仮受金２，０８６，８２２円、カード仮受金７１，７７７円か
ら支出しています。
東日本大震災支援仮受金は、被災地にスタッフを配置するなど支援活動に関わる費用
です。
（３）県協会の活動はボランティア延べ１５０名が参加し、ユニセフ出前講座・イベントへの
対応をしました。１２月ハンド・イン・ハンド募金活動には県内でボランティア１００
８名が参加しました。
日本ユニセフ協会の会議・研修会にも参加しました。
①

県協会の日常的な運営や企画の具体化を話し合う運営会議（構成：専務理事・常務理
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事・ボランティアスタッフ）を年１０回開催し、活動を円滑にすすめてきました。また
花巻友の会は、毎月例会を開き、運営や活動の交流を深めました。

② いわて生協ユニセフ委員会は、作成した紙芝居を活用し、学校や地域のユニセフ出前講
座に参加し、岩手県協会ボランティアスタッフとして一緒に活動してきました。

③ 諸会議・研修への参加
２月１６～１７日日本ユニセフ協会協定地域組織事務局長会議（東京：ユニセフハウス）
                             事務局長 藤原綾子
   ６月７～８日 日本ユニセフ協会協定地域組織学習講師研修会（東京：ユニセフハウス） 
                               川村エイ 猿館佳恵 
                        
２．募金活動と会員拡大に取り組みました。

（１）２０１２年度岩手県協会に寄せられた募金額は、５，７７７，４２５円と（年度目標１
０００万円）となっています。
  
（２）一般募金と指定募金

① 学校では、総合的な学習の時間に国際理解講座としてユニセフに取り組み「世界の子ど
もたちを知り、自分たちにできることを見つけよう」と資料・ビデオ学習し、ユニセフ
募金に取り組みました。

 


 
                                   
② 花巻友の会は、２月１３日会員のつどい、７月３ 日ユニセフ平和チャリティ－コンサ
ート、１１月１日ユニセフバザーを開催、１２月ハンド・イン・ハンド募金活動に取り
組みました。
          
③ いわて生協は、お店に募金箱を設置、ファミリー募金、ハンド・イン・ハンド募金、書
き損じ･未使用ハガキなどの取り組みのほか、カレンダー募金にも取り組みました。全
国生協指定募金としてコープ商品の利用で「アンゴラの子どもたちにやさしい学校づく
り」、ネパール指定募金にも取り組みました。

④ 各生協では、岩手県学校生協で「１万人ユニセフ募金活動」、盛岡大学生協学生委員会、
みやこ映画生協、盛岡医療生協でユニセフ活動に取り組みました。県内生協ではユニセ
フ募金箱の設置をし、日常的な募金活動に取り組んでいます。
                          
⑤ 募金贈呈式は、学校１１校・３団体でした。   
佐比内小学校、星山小学校、桜台小学校、矢沢小学校、若葉小学校、鬼柳小学校、小屋
瀬小学校、笹渡小学校、盛岡スコーレ高校、大川目中学校、盛岡大学生協学生委員会、
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立正佼成会教会青年部、ゆかわ脳外科スポーツクラブ、盛岡レオクラブ

⑥

ユニセフハンド・イン・ハンド（全国一斉街頭募金活動）
今年度のテーマは「ワクチンで、守ろう小さな命。」、１２月 1 日花巻友の会、１２月
１５日いわて生協・岩手県学校生協・盛岡大学生協・岩手県ユニセフ協会が盛岡市内で
実施し、ボランティア４３３名(内子ども４０２名)の参加、募金額は４４９，９６０円
でした。
県内では、学校や諸団体、いわて生協が実施し、参加ボランティア１００８名、１，０
０７，５９５円の募金となりました。

（３）ユニセフ募金箱の設置
募金箱設置のご協力店・ホテルは花巻９ケ所、盛岡９ケ所となっており、年 1 回募金回
収し、日本ユニセフ協会に送金しています。
（４）ユニセフ会員
新加入は７人、２０１２年１２月末の会員は団体会員２件・一般会員１９９人・学生会
員３人

合計２０４人となっており、盛岡･花巻中心の会員を全県に広めていくことが

課題です。
３．広報活動・開発教育に取り組みました。
（１）広報活動
①

ユニセフ視聴覚ライブラリーは学校中心に貸し出ししました。

②

日本ユニセフ協会発行の資料の活用

③

ユニセフ写真展・講演会等を通して、世界の子どもたちの現状を伝え、ユニセフへの
理解と支援を広めてきました。

④

岩手県ユニセフ協会ニュース３回・花巻友の会ニュースを３回発行

⑤

ホームページのメンテナンス

（２）開発活動
①

学校や団体の要請に応え、ユニセフ出前講座は、洋野町立城内小学校２回、滝沢村立
滝沢中学校、盛岡市立上田小学校、盛岡市立土淵中学校、金ケ崎町立永岡小学校、盛
岡スコーレ高校、西和賀町民大学で開催しました。学校募金贈呈式でもユニセフ活動
のお知らせをしています。
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② ユニセフボランティア養成講座は開催できませんでした。 
③ ボランティア活動をすすめるための研修会は、東日本大震災支援活動をしている日本
セラピー協会やＣＡＰ岩手おとなワークシヨップを岩手県協会ボランティアメンバー
も受講しました。
④ 学生ボランティアは、被災地の支援活動と福島の子ども保養プロジェクト「夏だ！キ
ャンプだ！ｉｎいわて」に参加し、支援のための研修にも参加しました。


 
４．子どもたちの３・１１ユニセフ東日本大震災報告写真展



  ３月１日～５日、多くの著名な写真家の方々、国内報道各社のご協力をいただき、この
  惨状と子どもたちの実情、そしてみなさまの募金によって展開されたユニセフ緊急支援、
  復興支援の様子を伝える写真展を盛岡市イオンモール盛岡イオンホールで開催しました。
  キャラホール少年少女合唱団による東日本大震災支援コンサートも開催するなど期間中
  １５００名の来場者となり、子どもたち・ご家族連れをはじめ、大槌・山田・宮古･大
船渡の被災者の方々にもご来場いただきました。          
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５第２回いわてユニセフ・ラブウォーク 
  ５月２０日、思い思いのペースで歩いた汗がユニセフを通じて開発途上国の子どもたちに
役立てられるユニセフ・ラブウォークは、岩手県・盛岡市ウォーキング協会と共催し盛岡
城跡公園から清流中津川河川で実施、親子参加も多く２００名の参加で実施しました。
｢東日本大震災緊急募金｣は、８７，５００円でした。

 






６．花巻友の会 ユニセフ平和チャリティ－コンサート
  ７月２９日、一人ひとりの出会いを大切にし、お互いに支えあい、助け合って平和な未来
をめざして第３回ユニセフ平和チャリティ－コンサートをなはんプラザで開催しました。
  ｢賢治のこころ｣をテーマに花巻農業高校・鹿踊り、不来方高校音楽部ほか市民コーラス
四つ葉・響流はなまき・絵本ライブ の出演、最後は「精神歌」「ふるさと」を大合唱し
感動のひとときを過ごしました。ユニセフ募金は、４０，８５２円でした。 

        
７．第１１回「いわてユニセフのつどい」の開催



８月５日、「子どもたちに平和な未来を！」をテーマに世界の子どもたちの現状とユニセ
フ東日本大震災支援について、日本ユニセフ協会東日本大震災災害対策本部東北代表水野
眞里子さんの報告と「あの日の広島をわたしのことばで」ご自身の体験記を兵庫県ユニ
セフ協会の竹本成德会長に講演いただきました。
ユニセフの支援者と賛助会員など  名が参加し、「改めて世界の子どもたちの置かれて
いる現状を知り胸が打たれました」「“子どもにやさしいまちをつくろう”ということば
に改めて震災復興支援の取り組みの視点を考えさせられた」
「竹本さんの報告は胸につきささる感嘆を受けた。問題は人口爆発と気候変動、戦争と
核・原発問題を如何にして同時並行的に克服していくかである」など感想が寄せられまし
た。東日本大震災「(<(6(( 子どもたちが見たもの プロジェクト」写真展同時開催
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８．東日本大震災支援活動
日本ユニセフ協会の東日本大震災支援は、２年目にはいり心理社会的支援（心のケア）、
子どもの保護、子どもにやさしい復興をめざした支援活動をすすめてきました。
災害対策本部盛岡事務所は縮小し、県協会も一体となって沿岸地区にスタッフを配置し行
政・関係団体と協力し、プレイセラピー研修、ＣＡＰワークシヨップ、父子家庭支援、里
親支援、大槌町づくりなどの活動に取り組んできました。





  
岩手県ユニセフ協会の支援活動
   ５月 田老映画祭 キッズシアター
   ５月 大槌保育園・幼稚園グラジオラス球根植え



     
   ７月 大槌町キッズコーラスあぐどまめと盛岡キャラホール少年少女合唱団の交流練習
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   ８月 夏休み映画鑑賞バスツアー 沿岸１０地区



     




   ８月 福島の子ども保養プロジェクト「夏だ！キャンプだ！LQ いわて」   
      岩手県生協連・福島ユニセフ協会共催


     
  １０月 大槌保育園・幼稚園チューリップ球根植え






   ２月 盛岡キャラホール少年少女合唱団コンサート、大槌町キッズコーラスあぐどまめ

     




 

９．ユニセフカード ギフトの頒布
カード・グッツの取り扱いは、６９１，７３０円となり、学校・地域・団体のイベント
でご案内し、ユニセフを知っていただく機会ともなりました。代金の５０％はユニセフ
募金となっています。
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１０．他団体との提携
１０月１４日

いわて生協まつり

１０月３０日

岩手県消費者大会

１１月１８日

ワン・ワールドフェスタｉｎいわて

１１月２９日

産直推進大会

２０１２年度

福祉まつり
岩手県国際交流協会

岩手県ユニセフ協会活動日誌

１月１１日 ユニセフボランティア新春交流会
１月２０日 第１回運営会議
１月２４日 大槌町みどり幼稚園仮園舎落成式
１月２７日 岩大附属中学校来訪
２月

９日

2011 年度期末会計監査

２月１０日 いわて生協ユニセフ委員会
２月１１日 盛岡レオクラブ募金贈呈式
２月１３日 花巻友の会つどい
２月１４日 紫波町立佐比内小学校募金贈呈式
２月１６～17 日 全国協定地域組織事務局長会議
２月２１日 紫波町立星山小学校募金贈呈式
２月２８日 第 1 回理事会・評議員会
３月１日～５日 子どもたちの 3・11 ユニセフ東日本大震災写真展
３月１６日 第２回運営会議
３月２２日 西和賀町民大学出前講座
３月２４日 大槌吉里吉里保育園卒園式
３月２８日 大槌町挨拶まわり 近藤智春フィールドマネージャー同行
３月２９日 岩手県挨拶まわり
４月１３日 第 3 回運営会議
４月１４日 久慈市立大川目中学校募金贈呈式
４月２６日 いわて生協ユニセフ委員会
５月

３日

大槌町づくり遊具贈呈式

５月１０日 洋野町立城内小学校出前講座①
５月１１日 第 4 回運営会議
５月２０日 第 2 回ユニセフ・ラブウォーク in いわて
５月２５日 陸前高田市 父子家庭支援研修
５月３１日 大槌保育園・幼稚園球根ボランティア
６月

２日

福島の子ども保護プロジェクト第 1 回実行委員会

６月

７日

ウィーン少年合唱団盛岡公演募金活動
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６月７～8 日 全国協定地域組織学習講師研修会
６月１２日 いわて生協総代会カード頒布
６月１５日 第 5 回運営会議
６月１７日 福島の子ども保護プロジェクト第 2 回実行委員会
６月２１日 岩手県生協連総会
６月３０日 立正佼成会盛岡教会青年部募金贈呈
７月

１日

インクルいわてシンポジューム

７月

８日

福島の子ども保護プロジェクト第 3 回実行委員会

７月１２日 滝沢村立滝沢中学校出前講座
７月１２日 第 6 回運営会議
７月１４日 大槌キッズコーラスあぐどまめ・キャラホール少年少女合唱団交流練習
７月２９日 ユニセフ平和チャリテイコンサート（花巻友の会）
８月

５日

第 11 回いわてユニセフのつどい

８月６～9 日 夏だ！キャンプだ！ｉｎいわて（八幡平焼走り交流プラザ）福島の子ども保養 P
８月２２日 いわて生協ユニセフ委員会
８月２５日 岩手県教育委員会・児童家庭課回り
９月 4～5 日 北海道ユニセフ協会・ユニセフ東日本大震災報告
９月１３日

第 7 回運営会議

１０月１２日 第 8 回運営会議
１０月１２日 ゆかわ脳外科スポーツクラブ募金贈呈
１０月１４日 いわて生協福祉まつり
１０月２５日 大槌保育園・幼稚園球根ボランティア
１０月２９日 洋野町立城内小学校出前講座②
１０月３１日 岩手県消費者大会カード頒布
１１月

１日 花巻友の会バザー

１１月

３日 いわて生協宮古 DORA 復興まつりカード頒布

１１月

９日 盛岡市立上田小学校出前講座

１１月１３日 第２回理事会
１１月１６日 第 9 回運営会議
１１月１６日 矢沢小学校募金贈呈
１１月１８日 ワン・ワールドフェスタinいわて
１１月２４日 久慈コープ 出前講座
１１月２６日 盛岡市立土淵中学校出前講座
１２月

５日 金ケ崎町立永岡小学校出前講座

１２月 ７日 第 10 回運営会議
１２月

１日 ２０１２ハンド・イン・ハンド

花巻市

3 ケ所

１２月１５日 ２０１２ハンド・イン・ハンド

盛岡市

7 ケ所
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