手洗いの日
特設サイト↓

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、紛争や
自然災害、気候変動によってすでに人道危機に直面
していた国々にも広がっています。
ユニセフは新型コロナウイルス感染が報道され始め
た1月当初から、当時感染拡大の中心であった中国
への物資支援（医療従事者向けの防護服、学校・公
的保健施設向けの衛生用品等）と、新型コロナウイ
ルス感染症に関する正しい情報の継続的な発信を続
けてきました。特に医療体制が不十分な途上国など
の感染拡大を防止し、困難な状況にある子どもたち
と家族の命を守るため、ユニセフはさらなる支援の
計画を策定し、実行に移しています。

<発 行>
鳥取県ユニセフ協会
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ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」
～すべてのおとなのための行動指針として～

日本ユニセフ協会では、急に学校がお休みになって、おうち
で過ごしている子どもたちに向けて、「オンライン特別授業
～教えて！ユニセフ先生」というサイトを公開しています。

[今後の活動予定]
■ 5/8(金)14-16
■ 6/25(木)-26(金)
■ 10/18(日)

役員会
学習講師研修会
大山まきば祭

■ 10/22(木)-23(金)予定

日本ユニセフ協会 キャラバン 訪問

■ 11/15(日)
■ 11/15（日）
■ 11/22(日)

せいきょうまつり (倉吉未来中心)
タイムフェスティバル
くらよし国際交流フェスティバル (伯耆しあわせの郷)

(鳥取県福祉人材研修センター)
(ユニセフハウス)
(大山まきばみるくの里)

東京オリンピックをはじめ国際スポーツイベントの開催
を控えスポーツに対する関心が高まる中、ユニセフ（国連
児童基金）と公益財団法人 日本ユニセフ協会は、スポー
ツが真に子どもの健やかな成長と、豊かな人生を支えるも
のとなることを願い、スポーツと子どもの課題に特化した
ユニセフとして初めての文書、『子どもの権利とスポーツ
の原則』（Children’s Rights in Sport Principles）を2018
年11月に発表しました。
国内外の専門家の協力を得て作成した本原則は、スポー
ツ団体、指導者、企業、学校、家庭を含め、スポーツに関
わるすべての関係者のための行動指針として１０の原則を
示しています。

今年は
4年ぶりに
日本ユニセフ協会
キャラバンが
鳥取県に!!

※ 各活動は、都合により変更となる場合がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。

■ユニセフライブラリー

ユニセフの活動を紹介するビデオ・DVD・パネル・学習教材等の貸出しを行っています。

【子どもの権利とスポーツの原則】
■パネル
「ユニセフってなぁに?」 、「わたしも学校に行きたい」
「子どもたちにやさしい地球を残そう」
「私たちの未来に向けた目標(SDGs)とユニセフの取り組み」

[ 展示例

SDGsパネル/支援物資展示 ]

● 何からはじめる? SDGs

1：子どもの権利の尊重と推進にコミットする
2：スポーツを通じた子どものバランスのとれた成長に配慮する

■学習教材
「ユニセフ手帳」 、「子どもの権利条約カードブック」 他
「子どもの権利条約」の1条〜40条ま
でを分かりやすく要約したイラスト
つきのカードブックです。切り離し
たカードを使った様々なアクティビ
ティもご紹介しています。
ダウンロードはこちら →

▶ スポーツ団体とスポーツに関わる教育機関、スポーツ指導者に期待されること

3：子どもをスポーツに関係したリスクから保護する
4：子どもの健康を守る
5：子どもの権利を守るためのガバナンス体制を整備する

特設サイト↓

6：子どもに関わるおとなの理解とエンゲージメント（対話）を推進する
● 鳥取敬愛高等学校 文化祭

▶ スポーツ団体等を支援する企業・組織に期待されること
7：スポーツ団体等への支援の意思決定において子どもの権利を組み込む
8：支援先のスポーツ団体等に対して働きかけを行う
▶ 成人アスリートに期待されること

■展示ツール
ネパールの水がめ
マラリア対策の蚊帳
経口補水塩などの支援物資

9：関係者への働きかけと対話を行う
▶ 子どもの保護者に期待されること
10：スポーツを通じた子どもの健全な成長をサポートする
鳥取県生協本部１階になります。
ちょっと入りづらいかもしれませんが…

お気軽にお立ち寄りください。

〒680-1202

鳥取市河原町布袋597-1 鳥取県生協内
TEL/FAX：0858-71-0970
E/-Mail：unicef-tottori@juno.ocn.ne.jp
URL : http://unicef-tottori.jp/

月・火・金 10～16 / 水 10～12

HP

FB

日本プロ野球選手会も賛同

遊びやスポーツには、子どもの心身の成長を促す大きな力があります。世界で最も多くの国と地域が締
約する『子どもの権利条約』も、国や民族、性別、障がいの有無に関わらず、すべての子どもに、遊び、
レクリエーションや休息の権利を認めています。しかしながら、世界各地で、暴力的な指導や子どもの心
身の発達に配慮しない過度なトレーニングなど、スポーツが子どもに負の影響を与えるような問題が生じ
ていることも明らかになってきています。
今回、この原則発表にあたり、各スポーツ団体や現役スポーツ選手などから賛同の動きや声があがって
います。日本サッカー協会（JFA）は同原則の一部を参考にして「サッカーファミリー安全保護宣言」を
策定しました。またプロ野球選手の筒香嘉智選手は「勝利至上主義は必ずしも子どもの最善の利益につな
がらない」と訴えています。

活 動
報 告

SDGsに向けて
私のできること宣言 !!

イベント出展
テーマは

「ユニセフってなぁに ?」

世界のいろいろな状況にいる子どもたちのことをいっしょに考えてみましょう!!

学校での出前授業をはじめ、ユニセフ活動に関心がある各団体に出向いての学習会を行っています。
ユニセフ活動のDVDや、支援物資の実物にも触れることができます。

「SDGs !」
学習会

● 2019/9/14(土)
TOTTORI MIRAI FES

■ チャイルドライン うさぎのみみ 受け手養成講座 「子どもの権利条約について」
2019/10/19(土) リフレプラザ倉吉

■ 鳥取市河原地区公民館 ユニセフ学習会
「見て! 聴いて! 世界の子どもたちの話」

● 2019/9/22(日)
よなご国際フェスティバル

2019/11/9(土) 鳥取市河原地区公民館

● 2019/9/29(日)
大山まきば祭

■ 鳥取大学 ユニセフ学習会
「厳しい状況にいる世界の子どもたちの今…」

● 2019/10/6(日)
米子医療生協 健康まつり

2020/1/24(金) ・ 2/11(火) 鳥取大学CDL

● 2019/10/14(月・祝)
タイムフェスティバル

興味を持った活動
分野について、学生
同士で発表を行い
ました ▶▶▶

● 2019/11/24(日)
くらよし国際交流フェスティバル
● 2020/2/15(土)
米子医療生協 SDGs講演会

映画
上映会

■ 「バレンタイン一揆」（NPO法人ACE制作）
2019/12/13(金) 鳥取県生協 西部支所

ブース出展では、りそなグループ様のご協力により

鳥取県生協 西部エリア会との共催。
映画を通して、児童労働問題・フェアトレード等について学び、
会場ではフェアトレードのお菓子と紅茶が用意されました。
その後は、フラワー教室が開催され、ミニクリスマスツリーをみんな
で作り、楽しみました。

作成されたSDGsパネル / ルーレットをはじめ、
パズル、輪投げ、サイコロ、学習用カードなどを手
作りし、SDGsの啓発を行いました。
● SDGsパネル / ルーレット (りそなグループ協力)

● パズル

● サイコロ

● 学習用カード

パネル展

第41回 ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金
募金活動
テーマ 「すべての子どもに生きるチャンスを」

◆鳥取県生協のみなさま

■ 「ユニセフってなぁに? / 私も学校に行きたい / 子どもたちにやさしい地球を残そう」 パネル展
2019/11/1(金)～11/2(土) 米子市加茂中学校 文化祭

今年のテーマポスター 「すべての子どもに
あなたは、
に何をいれますか?

[会 議]
● 2019/12/19(木) 第12回 役員会
(鳥取県福祉人材研修センター)
「子どもの権利条約とは」
子どもの権利条約カード
ブックを使って、ミニ学習
会を開催しました。

● 2019/12/4(水)
中四国事務局長会議 (香川県ユニセフ協会)
● 2020/2/13(木)～14(金)
事務局長会議 (日本ユニセフ協会 ユニセフハウス)

■ 「長谷部誠大使 ロヒンギャ難民キャンプ訪問 ～未来を切り開くために～」 パネル展
2020/4/22(日)～29(日) ホープタウン米子
2020/4/3(金)～13(月) 湖山西公民館
長谷部誠大使が、 74万人のロヒンギャ難民が暮らす
世界最大級のバングラデシュの難民キャンプを訪問。
武力衝突から逃れて2年、人々が自ら未来を切り拓
いていくための支援が続いています。

を」

