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■ NEW MEMBER　
【個人会員】　石井球子 様　志摩京子 様　新谷恵理子 様　谷口修 様　山口佳美 様
【法人会員】　株式会社オリーブ・デ・オリーブ東京事務所　株式会社ミロク情報サービス　高孝物産株式会社

（2009年9月1日～ 2009年12月31日・敬称略／五十音順）

新規にご入会いただいた方々です
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雪だるまの結婚式／Marriage of Snowman
ハイ・ペン・ジャオ／Hai Peng Jiao
中国／China
女／Girl
7才／7 years old

◆2009年版チャリティ・クリスマスカード完成！

　今年もまた、三井住友海上グループスマイルハートクラブの協力・支援により、子供地球基金チャリ
ティ･クリスマスカードが完成しました。
　2009年のチャリティ･クリスマスカードは、世界の子どもたちの絵6点がデザインになったカードと
「森のクリスマスツリー」がデザインのカードの2種類です。また、以前好評頂いたクリスマスカードも5
枚組みのセットとなって再登場しました。是非、皆さんの温かいメッセージを子どもたちの絵に載せて、
大切な人へ送ってみてはいかがでしょうか。
　その他に、季節を問わずに使用できるはがきも好評発売中。新たに「お腹いっぱいの猫」と「のんきな
空想」のデザインも加わりました。
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◆子供地球基金チャリティTシャツ第2弾！

　この度、VISから世界の子どもたちが描いた絵をデザインにしたTシャツ第二弾が登場しました。VIS
の持ち味と子どもたちの個性がマッチしたおしゃれなTシャツは、ただ可愛いだけではありません。チャリ
ティ商品であるTシャツの収益は寄付となり、子供地球基金を通じて世界の子どもたちに還元されます。

　若い女性を中心に人気のブランドVIS、pour la frime、gaminerieと子供地球基金のコラボレー
ションによる今回のTシャツ。今回もオーガニックコットンが使用されていて、肌触りが良く、自然にも優し
い仕上がりとなっています。デザインも3種類と充実しています。是非、お気に入りを見つけてください。

◆子供地球基金×関西キリンビバレッジ

　清涼自動販売機を通じて積極的に子供地球基金を支援したいと考えてくださっている関西キリンビ
バレッジサービス株式会社より子供地球基金の絵で彩られた募金自動販売機が来春から登場します。
　関西キリンビバレッジと設置先より毎月売上の一部が子供地球基金に寄付されます。子どもたちの
夢や希望を託したこの鮮やかな自動販売機が1台でも多く全国の街角や施設内、オフィスなどに設置
されることを願っています。

◆期間限定　子供地球基金　ハロウィンエコバッグ

　「13th KAWASAKI Halloween 2009 （10月24日～ 11月1日）」会場周辺限定で販売された
エコバッグをご紹介します。このフェスティバル開催期間限定の販売になっていて、残念ながら現在は
購入できません。パンプキンのオレンジ色がとても鮮やかでかわいいバッグに仕上がっています。

◆世界の子どもたちの絵がショッピングバッグになって続々登場！

　世界の子どもたちの描いた絵がショッピングバッグのデザインとなり様々なブランドから続々登場し
ました。クリスマスや冬がテーマの、持っているだけで子どもたちの純粋で元気な気持ちが伝わり、寒い
この時期でもほっこり心が温かくなるような、とてもかわいいショッピングバッグとなっています。
　是非、みなさんも各ショップで入手してみてください。

左上　CROCODILE SPORTS
中央　TIMELESS COMFORT
右上　212 KITCHEN STORE
左下　MERVEILLE H./une autre/Jour H.
右下　MAJESTIC LEGON/on the couch/pu-recalm

Sheep 3,800円 Horse 3,800円Ms. Funny Poo 2,800円全国の直営店舗にて発売中。http://www.visjp.com
子供地球基金ウェブサイトでも好評発売中。http://www.kidsearthfund.jp/ja/goods.php

クリスマスカードB

クリスマスカードA
サイズ：170mm×117mm（定型）
価格：1枚200円（封筒付き）

リバイバル・クリスマスカード5枚セット
サイズ：170mm×117mm（定型）
価格：5枚セット600円（封筒付き）

はがきI
「のんきな空想」

サイズ：148mm×100mm（定型）
価格：1枚100円

はがきH
「お腹いっぱいの猫」

http://www.lacittadella.co.jp/halloween/market.html#experience
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　2009年12月3日、アメリカ・ニュージャージー
州のプリンストン デイ スクール キャンパス内に
あるアン･リード ’72アートギャラリーで子供地球
基金展覧会のオープニングレセプションが開かれ
ました。

　レセプションにはたくさんの方々が訪れ、世界
中の子どもたちが描いた絵画をご覧いただきまし
た。また、会場ではノートカードやリト、絵本、T
シャツ、ハンドプリントのエコバッグなど子供地球
基金チャリティグッズも販売されました。

　子供地球基金創設者・代表の鳥居晴美も12月
9日から11日の3日間展覧会会場のプリンストン 
デイ スクールを訪れ、子供地球基金と基金の活
動、~Kids Helping Kids~についてのプレゼン
テーションをし、また、現地の子どもたちとアート

2009 KIDS EARTH FUND 
CHARITY CONCERT
＠代官山ヒルサイドテラス

　10月10日（土）東京・代官山にあるヒルサイド
テラス地下1階ホールにて、子供地球基金主催、
ジャズピアニスト吉澤はじめ氏ソロチャリティーコ
ンサートが開催されました。そして同時に会場内
では世界中の子どもたちが描いた絵画の展覧会
が開催され、多くのお客様にご覧頂きました。また
客席の後ろには、イオンモール伊丹でのアート
ワークショップで描かれた子どもたちの作品5点
を床まで垂らして、コンサート会場に華を添えま
した。
　この度も、国内外の子どもたちによって描かれ
た絵をご来場の皆様に知って頂く良い機会となり
ました。
　当日は、個人でのボランティア参加者に加えて、
株式会社東京ベイ舞浜ホテルの社員の方々、プル
デンシャル生命保険株式会社の社員の方々がボ
ランティアスタッフとして、ご参加下さり、絵画や物
販の搬入、会場の設営など様々な場面でご協力
下さいました。
　初めて吉澤氏の演奏を聴くお客様にもテレビ
CMで聞きなれた数曲、木村拓哉さん出演の
カメラ（NIKON D80）CM曲で 放 送された
「AI-NO-TABI」やスカーレット・ヨハンソンさん主
演の森永カフェラテCM曲「HOME」などが盛り
込まれており、眼と耳で楽しんで頂けるコンサート
になったのではないでしょうか。

2009年冬　玉川髙島屋S･C
「ホワイトエンジェルプロジェクト」
　世界中の子どもたちに笑顔が広がる平和なク
リスマスを、という願いを込めて2002年より玉川
髙島屋S・Cで行われてきたクリスマスチャリティ
イベント「ホワイトエンジェルプロジェクト」も今年
で7年目を迎えました。小児病棟でのアートワー
クショップを通して子どもたちが描いた作品や世
田谷の幼稚園の子どもたちが描いた玉川髙島屋
創立40周年記念のタペストリーも飾られました。
多くのお客様が行きかう本館グランパテイオ1階
は、素敵なクリスマスイルミネーションや可愛らし
い子どもたちのたくさんの絵が観ることのできる
楽しい場所になっていました。

KIDS EARTH 
CAR Project
キッズ・アース・カープロジェクト

ワークショップを開催しました。この機会を通し、
更にたくさんの方々に子供地球基金についてご理
解頂きました。ワークショップに参加した子どもた
ちには、自分たちでも世界中の助けが必要な子ど
もたちの力になれるということを伝えると同時に、
楽しいひと時を過ごしてもらえました。

　この度のイベントはプリンストン デイ スクール
のご協力により実現しました。子供地球基金展覧
会は2009年12月1日から2010年1月15日まで
開かれます。

子供地球基金×Citi Groupファミリー
＠キッズ・アース･ギャラリー
　2009年11月7日、東京･恵比寿にあるキッズ･
アース･ギャラリーで Citi Groupファミリーの子
どもたちとのアートワークショップを行いました。
今回のワークショップのテーマは、「自由に絵を
描こう」と「クリスマス」の２つ。子どもたちは２つの
グループに分かれて、それぞれのテーマの絵を２
枚の大きなキャンバスにのびのびと描きました。
　クリスマスをテーマに描いた子どもの中には、
筆を上下左右に振りながら、絵の具を飛ばしてと
ても面白い方法で絵を描く子もいました。親子、兄
弟姉妹、友人同士で参加した子どもたちは、最初
は緊張してもくもくと絵を描いていましたが、途中
から笑顔になり、鼻唄を口ずさみながら絵を描く
子どももいました。子どもも大人も楽しめる大成
功のアートワークショップになりました。

神奈川県立子ども医療センター
ワークショップ
　10月20日、23日、26日に神奈川県立子ども医
療センターでアートワークショップが開かれまし
た。今回のアートワークショップは、3日間に分け
計3箇所の病棟で『クリスマス』をテーマにみんな
で絵を描きました。子どもたちがたくさんの色の
絵の具を使い、生き生きととても楽しそうにサン
タ、雪、ベル、クリスマスツリー、リボン、シカなど、
それぞれ思い思いの描く姿がとても印象的でし
た。病室から会場のデイルームまで、ベッドで移動
してその上で一生懸命絵を描く子ども、透析の時
間ぎりぎりまで集中して絵を描くことを止めない
子どもなど様々でした。

KIDS EARTH 
HOME Project
キッズ・アース・ホームプロジェクト

東邦大学　小児病棟ワークショップ
～クリスマスの絵を飾ろう～
　今回のアートワークショップは『クリスマスデコ
レーション』がテーマ。ワークショップに参加してく
れた子どもたちは、イメージするクリスマスをカラ
フルな絵の具や色々な種類の筆を使い、楽しそう
に画用紙いっぱいに描いていました。その上から
ボンドや両面テープを使ってガラスタイル、白のス
パンコール、綿のボールを貼りつけて、クリスマス
の絵に飾り付けをしました。病院では、インフルエ
ンザなど集団発症を未然に防ぐために、プレイ
ルームでのワークショップが難しく、今回はそれぞ
れの個室での活動でした。しかし、個室の中でも、
子どもたちはのびのびと、思い思いのクリスマスを
表現していました。完成した作品を貼る子どもに
どこに貼るのと問いかけると、「壁の所に貼る！サ
ンタさんに良く見えるようにね！」と答えていまし
た。また、ワークショップ終了後、自分で画用紙や
折り紙を切り貼りしてツリーの作品を完成させた
子どもいたそうです。

東京医科歯科大学　
小児病棟ワークショップ
　12月の年の瀬、参加した子どもたちは6名でし
たが、1人1枚から3枚くらいの作品を仕上げあっ
という間に、机上は作品でいっぱいになり、それら
を乾かすスペースがなくなるほどでした。ご家族の
方も自分の子どもや孫が、自由にとても楽しくの
びのびと描いている姿を観て、目を細め微笑んで
いらっしゃる姿が印象的でした。また、やむを得ず
個室で活動した子どもたちは、ゆっくりと自由に
画用紙いっぱいに絵を描いていました。最後は掌
に絵の具を塗って、ぺたぺたとスタンプのように押
して、作品を仕上げた子どももいました。
　色鮮やかな作品に溢れた今回のワークショップ
で私たちは多くの笑顔と元気をもらいました。

イベント詳細
＜期間＞
2009年11月11日（水）～
2009年12月25日（金）
＜グッズ販売日＞
2009年12月20日（日）11：00～17：00
＜会場＞
玉川髙島屋S・C　本館グランパテイオ1階

FIAT×KIDS EARTH FUND
5×HAPPY　FIAT CAFFÉ
<チャリティーサイレントオークション>
12/3（木）～12/26（土）

　店内には子供地球基金に寄付された世界の子
どもたちの描いた絵10作品が展示され、また、
グッズ販売や募金箱の設置もされました。
　更に、子供地球基金を支援するために“あすな
ろ絵画教室”に参加した子どもたちが描いた絵も
会場で販売され、それら全額が寄付されました。
クリスマスの装飾が施された美しい店内と子ども
たちの絵が見事に融合し素敵な空間となってい
ました。

 　　 

子供地球基金展覧会＠プリンストン デイ スクール
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