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今回ご紹介したスリランカの
「東部トリンコマレ県における
幼い子どものケア事業」について、
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文章の長さは問いません。郵便か電子メールでお送りください。氏名とご職業の明記をお願いします。なお原稿は返却いたしません。掲載の場合は一部
編集させていただくことがあります。実名掲載が不可の際、一筆お書き添えください。送り先は裏表紙、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ニュースレター
編集係。メールアドレスはvoice@savechildren.or.jpです。いただきました個人情報は責任を持って厳重に管理させていただきます。
「みんなの声」
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【 支 援 地 】スリランカ東部 トリンコマレ県
【支援の対象者】0歳から2歳の乳幼児170人とその家族183世帯。
3歳から5歳までの子ども912人。
幼児教室の教員58人。
【 活 動 金 額 】約1,900万円
（初年度分のみ）
これまで障が
【支援の途中成果】幼児教室の環境を整備・改善して栄養や衛生面でのケアを適切に行えるようしたことにより、
いなどで早期幼児教育に参加していなかった子どもたちも幼児教室に参加するようになり、事業開始後
1年で活動に参加する子どもの数が33%増えた
（686人から912人に増加）
。
【主な支援活動】環 境 整 備：11ヶ所の幼児教室を建設・修復。
21ヶ所に屋外・屋内遊具を提供。
衛
生：8ヶ所の幼児教室でトイレを設置・修復。
栄 養 改 善：29ヶ所の幼児教室で栄養補助食を提供し、
健康診断を実施。
研修の実施：幼児教室の教員、女性ボランティア、現地NGOスタッフ計17人に研修を実施。女性ボランティ
アは、支援対象地域で乳幼児のいる世帯を家庭訪問し、乳幼児やその家族の生活状況、家庭環境について
調査、
母親に対して家庭内で実践できる栄養・衛生に関するアドバイスを行った。
※外務省/日本ＮＧＯ連携無償資金協力の助成を受けています。

あたたかいご支援、
ありがとうございます。

＊ 最 近 の出 来 事＆お 伝えしたいこと
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第２３回 セーブ・ザ・チルドレン チャリティ ディナーを開催しました

2010.12

９月２７日、
「第２３回 セーブ・ザ・チルドレン チャリティ ディナー」
をグランド ハイアット 東京（港区六本木）
で開催し
ました。
当日は、秋篠宮妃殿下のご来臨を賜り、子どもの支援活動に賛同する320名がチャリティの一夜に集いました。
今年は、協賛社であるMHD モエ ヘネシー ディアジオとブルガリ ジャパンのご協力を得て、
チャリティオークションの収
益全額3,617,000円もご寄付いただきました。

日本の子どもの貧困解決に向けて、
子どもたちや大人の声が集まっています！

日本の子どもの貧困問題への取組み“SOAP”の一環として、大人を対象とした全国意識アンケート調査を実施しまし
た。
その結果、回答者の９１％が日本の子どもの貧困を問題視し、多くが、貧困が最も影響を与える分野として
「教育」
や
「心理」
を挙げました。現在、子どもたち自身へのヒアリング調査も行っています。
これらを通じて集まったみなさんの声を
今後、政策提言に活かしていきます！→ http://www.savechildren.or.jp/ers/soap

南スーダンで子どもと母親の栄養改善事業を開始しました

ジャパン・プラットフォーム
（JPF）
より約8,600万円の助成を受け、南スーダン東エクアトリア州で、子どもと母親の栄
養改善事業を９月１日より開始しました。合併症を伴う栄養不良の子どもには医療サービスを届け、合併症のない栄養
不良の子どもやその母親には、栄養補助食などの配布や定期健診を実施しています。
また、
コミュニティを対象に栄養改
善教育を行い、住民の意識啓発を促し、子どもたちの持続的な栄養改善を目指しています。 写真：Susan Warner

イケアのソフトトイ・キャンペーン、
11月1日〜1月3日まで実施中

スウェーデン発のホームファニシング・カンパニー イケアの各店舗では、
２０１０年１１月１日から２０１１年１月３日の
期間、
ソフトトイ・キャンペーン
「子どもたちに教育を受けるチャンスを！」が実施され、
ソフトトイ１個の売り上げあたり
１ユーロ
（約１１０円）
が、
セーブ・ザ・チルドレンとユニセフが世界２２ヶ国で実施する教育プロジェクトに寄付されます。
ぜひご協力ください。→ http://www.ikea.com/jp/ja/

伊勢丹が、My Dream House「お菓子の家チャリティプロジェクト」
を企画くださいました

まもなくやって来るクリスマスに合わせ、
伊勢丹新宿店のカフェ・エ・シュクレが企画してくださったのは、
「お菓子の家チャリ
ティプロジェクト」
。
ＳＣの５つの活動国の子どもたちが
「My Dream House」
の題で描いたそれぞれの国の家を、
５ブランドの
シェフがお菓子で再現。
売り上げの一部をＳＣへ寄付くださいます。
お菓子の予約は12月6日まで。
店頭で受け取ることができ
る方のみになりますが、
ご興味のある方はぜひお買い求めください。→ http://www.isetan.co.jp/cake

各ホテルが来るクリスマスに合わせ、
ＳＣＪへのチャリティを企画くださいました

●オリエンタルホテル東京ベイは１２月２６日まで、
ホテルロビーに設置した高さ４．
５ｍの
「トイズツリー」
を飾るぬい
ぐるみの収益の一部を寄付くださいます。
●グランド ハイアット 東京は１２月２２日〜２５日まで、
ホテルロビーにて専属
カメラマンによるお客様の写真撮影を行い、撮影代の一部を寄付くださいます。●リゾートトラスト株式会社は、
リゾート
クリスマスプラン
（１２月１日〜２５日）
で宿泊されるお客様１名につき５０円を寄付くださいます。

www.savechildren.or.jp

＜編集後記＞
１年を振り返る時期です。
私が今年１番うれしかった思い出は、
ベトナム・トゥアン村のOPPAI PROJECTの育児教室に参加させてもらった時のこと。
村
中の子どもや大人が集まる中、
１人の男性がこんな歌を歌ってくれました
「♪赤ちゃん赤ちゃん、
お父さんは赤ちゃんが好き。
だって赤ちゃんの顔はお父さん
にそっくりだから。
赤ちゃん赤ちゃん、
お母さんは赤ちゃんが好き。
だって赤ちゃんの顔はお母さんにとっても似てるから♪」
。
歌い終わった瞬間、
その場にい
た子どもたちが満面の笑みになり、
拍手が沸き起こりました。
その幸せで柔らかな空気を感じることができたこと。
それが私の１番の思い出です。
（岡田茜）
【この冊子について】皆さまのご支援が子どもたちのためにどのように活かされ、何をもたらしたかをお伝えしたい。そして、子どもたちだけでなく、スタッフやSCJに
関わるすべての人々のことを皆さまの近くに感じて欲しい─。この冊子は、私たちのそんな願いを形にしたものです。
発行：社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F
ご支援に関するお問い合わせ：03-6859-0068（平日 9：30-18：00）
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