お知らせ

● ユニセフ新資料
「子どもの権利」を大切にする教育(CRE)
学校・園向けハンドブック初発行 !!
『子どもの権利条約』を学級経営に生かそう

とっとり

● 子ども向けSDGs学習サイト『SDGｓ CLUB』に新コンテンツ!!
SDGsで何を目指すのか、17の目標とは何か、目標を実現するた
めにどんな決意をしたのか、そして私たちの目指す世界とは?
「前文」と「宣言」から読み解いてみよう!!

ユニセフ通信
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アフリカの子どもたちの現状
紛争、水不足に巻きこまれる子ども
紛争、水不足に巻きこまれる子どもたち
巻きこまれる子どもたち

ｕｎｉｃｅｆ Ｒｅｐｏｒｔ

この夏「鳥取でアフリカを感じよう!」と題して隼Lab.でイベントを開催しました。(開催報告は中面をご覧ください。)
そのイベントに関連して、今回はアフリカの国のエチオピアと、北アフリカの子どもたちの現状を紹介します。

[今後の活動予定]
■ 10/25(月)-26(火)

日本ユニセフ協会 キャラバン 訪問校 : 10/26(火) 三朝小、三朝中

■11/1(月)-30(火)
■11/6(土)･15(月)･28(日)
■12/13(月) 13-14:30

ユニセフパネル展 (ギャラリー鳥たちのいえ)
SDGsカードゲーム体験会 (旧島根銀行) TORICEFと協力して実施
くらしの経済・法律講座 (公立鳥取環境大学)
「ユニセフの活動を通して見たSDGsと子どもの人権」
※ 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。

■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 ]

● 米子コンベンションセンター

■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 →

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/
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ティグライ州にある保健センターで、
すぐに⾷べられる栄養治療⾷
(RUTF)を⼝にする栄養不良の1
歳の赤ちゃん。(2021/6/7撮影)

ユニセフはティグライ州では今後12ヶ月間で命に関わる栄養不良に陥る子どもの数が10倍になると推計してい
ます。また、地域当局や⼈道⽀援パートナーと協⼒して、エチオピア北部に緊急⽀援物資や移動式の保健・栄養
チームを展開し緊急⽀援を⾏っています。

● 中東・北アフリカ地域 世界で最も水ストレスの高い地域
中東・北アフリカ地域は、世界で最も水不⾜の地域であると言われており、そのため子どもたち
の10⼈のうち9⼈近くが、健康、栄養、認知的発達、将来の⽣活に深刻な影響を受けています。

● 鳥取短期大学

■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

〒680-1202

● エチオピア北部 ⺠間⼈への襲撃 地域では栄養危機悪化、⼈道的停戦を
8月5⽇エチオピア北部アファール州の保健施設や学校に避難していた家族が襲撃され、
100⼈以上の子どもを含む200⼈が殺害されました。この地域は、すでに緊急レベルの栄
養不良と⾷料不安が発⽣している地域で重要な⾷料供給も⽌まったとも報告されています。
アファール州をはじめとするティグライ州に隣接する地域での戦闘の激化は子どもたに悲
惨な状況をもたらしています。
これはティグライ州での数ヶ月にわたる武⼒衝突の結果であり、少なくとも16万⼈の子ど
もを含む40万⼈が飢饉のような状況に置かれています。ティグライ州と隣接するアファー
ル州、アムハラ州では400万⼈が危機または緊急レベルでの⾷料不安に陥っています。ま
た、すでに家を追われていた200万⼈に加え、今回の戦闘によって新たに10万⼈以上が避
難を余儀なくされました。

ボランティア登録、資料貸出、
その他お問い合せ等は、事務局
までご連絡ください。また、どなたで
もお気軽にお⽴ち寄りください。
月・火・⾦ 10︓00〜16︓00
水
10︓00〜12︓00
鳥取県生協本部１階になります !

ユニセフ(国連児童基⾦)の新しい報告書『枯渇していく水︓中東・北アフリカ地域の子ども
たちに水不⾜が与える影響』によると、この地域では約6,600万⼈が基本的な衛⽣設備を
持っておらず、下水が適切に処理されている割合は非常に低いとされています。
水不⾜の背景にある主な要因として、農業需要の増加や帯水層を利⽤した灌漑農地の拡⼤
などが挙げられています。世界全体では、水使⽤量の平均70％を農業が占めていますが、
報告書 『枯渇していく水︓
この地域においては80％を超えています。
中東・北アフリカ地域の子ども
また、さらなる要因としては、特にシリア、イエメン、スーダンでの紛争、農村部から都
たちに水不⾜が与える影響
市部への移住、⼈⼝増加、不適切な水管理、水インフラの劣化、管理・運営の問題などが
挙げられます。紛争や地域の経済・政情不安により、トラック輸送を含む非常⽤水源への
詳しくは
こちら →
需要が高まり、地下水はどんどん枯渇しています。
水不⾜の唯⼀の原因ではありませんが、気候変動によって農業に必要な⾬が少なくなり、
塩水が淡水の帯水層に移動したり、汚染濃度が高まったりすることで、蓄えている淡水の
質が低下しています。
すべての子どもに、安全で持続可能な
ユニセフ・中東・北アフリカ地域事務所水
水と衛生サービスを届けるために
と衛⽣アドバイザーのクリス・コーメン
シーは「この地域の多くの国では、子ども
たちは学校に⾏ったり、友達と⼀緒に遊ん
だり学んだりする代わりに、水を汲むため
© UNICEF/UN0403214/Abdalkarim
だけに⻑距離を歩かなければならないこと
動画は
エチオピアとスーダンの間を流れる川で水を
こちら
汲む男の子(スーダン、2020/11 撮影)
が増えています」と述べています。

活 動
報 告

2023年に⿃取県ユニセフ協会は設⽴10周年を迎えます。
今年の夏はプレイベントとして、「⿃取でアフリカを感じよう︕」を開催しました。

鳥取県教育委員会の人権教育講師派遣事業により、6〜9月 10校 625名の児童・生徒のみなさんに
ユニセフ出前授業をお届けすることができました。

出前
授業

会場は八頭町の隼Lab.。全23日間の開催期間中には、多くの方にご来場いただきました。

イベント

日付

学校名

学年

6/4(金)

東部 岩美⻄小学校

6

28

6/4(金)

東部 久松小学校

6

40

6/18(金) ⻄部 箕蚊屋中学校

1

130

6/25(金) ⻄部 第一中学校

2

77

6/25(金) ⻄部 上道小学校

6

41

6/28(月) ⻄部 義方小学校

6

80

7/13(火) ⻄部 江府中学校

1.2.3

33

9/14(火) ⻄部 加茂中学校

1

121

9/22(水) ⻄部 日野中学校

1.2.3

46

6

29

9/27(月) ⻄部 日吉津小学校

＊コロナ感染
拡大により、
⑤コーヒー体験
⑧映画祭
のイベントは
中止にしました。

学習会

開催の様子

2022年度も
プレイベント開催予定！

パネル展
①絵本展示
「アフリカ子どもの本プロジェクト」から120冊の本とアフリカのパネル
を借りて展示。絵本や児童書は自由に読んでいただきました。

②絵本読み聞かせ
土曜日に実施。絵本が好きな親子
連れ複数組が聞きにきてくれました。

鳥取県ユニセフ協会
10周年に向けて…
来年は「アフリカ子ども
の本プロジェクト」を
中部で開催予定です。
その他楽しい企画を
ご用意してお待ちして
おります!!
ホームページやSNSで
ご確認ください〜

人数

第一中学校

久松⼩学校

岩美⻄⼩学校

各団体へのユニセフ学習会、オンライン対応の講演会を開催しました。
日付

内 容

対 象/参加人数

場 所

1/18(月)

くらしの経済・法律講座
※動画撮影
「ユニセフの活動を通して見たＳＤＧｓと子どもの人権」

学生

公立鳥取環境大学

① 2/13(土)
② 2/26(金)

ボランティア向け 「マラウイミニ学習会」 ※ オンライン開催

ボランティア
① 4名 ② 7名

オンライン

3/9(火)

「子どもの権利条約」 学習会

※ ハイブリッド開催

ボランティア/一般
14名

鳥取県生協
中部支所

4/16(金)

鳥取県生協東部エリア会 「SDGsカードゲーム体験」

ボランティア/一般
8名

鳥取県生協
東部支所

4/27(火)

鳥取県生協中部エリア会 「ユニセフ学習会」

一般 9名

鳥取県生協
中部支所

7/8(木)

郡家人権啓発センター やずっ子学習会 「ユニセフ学習会」

小学生 8名

郡家人権センター

714(水)

鳥取商工会議所 「SDGsカードゲーム体験とユニセフ学習会」

商工会会員 22名

パレットとっとり

募⾦
活動

鳥取県生活協同組合様
新型コロナ緊急募金に
ご協力いただきました。

ホープタウン様
レシート募金ボックスを設置
していただいております。
お買い物の際は、ご協力を
お願いします!

鳥取県ユニセフ協会 学生部 TORICEF
④マンカラ作り
午前、午後の2回開催で10組のご家族
に参加していただきました。1時間ほどの
ワークショップで、完成後は、さっそく家族
で対決していました。

⑥セネガル布で小物作り
午前のみの開催で6組の方にご参加いた
だきました。鮮やかなセネガルの布を使って
思い思いにカーネーションやマグネット、くる
みボタンを作りました。

⑦文房具リサイクル市
新品やまだ使える文房具等を販売。
売り上げは、すべてユニセフ募金にさ
せていただきました。

[会 議]
■ 4/12 第15回 役員会
(鳥取県福祉人材研修センター)
※ ハイブリッド開催

5月より新入生を迎え、
新体制で活動中!

