▼▽みなさんから投稿いただいた「ひとはたあげよう」写真とメッセージです▼▽ストップ！児童労働キャンペーンが始まります。日本はあまりに豊かであり得ませんが、世界には 2 億 1500 万人もの子供たちが、今の今、過酷な労働を強いられています。綿畑には数十万人が苦しんでいます。
関心を向けて下さい。

児童労働撲滅運動

ストップ！児童労働！！

ディック・ブル−ナさんが一肌脱いでいるので、ウチのみーむんとエルフも一肌脱いで一旗揚げました。ストップ！児童労働キャンペーン。

久しぶりにプライベートゴルフ。晴れて良かった〜♪スコアは良くなかっ

ストップ！児童労働 キャンペーン 2013

たけど (^-^; で、ゴルフ場でひとはたあげてきた♪
カーのみなさまとひとはたあげました！
とはたあげました☆

今日はありがとうございました！トトロもひとはたあげました。 TICADⅤでひとはたあげよう

ひとはたあげよう。

パシフィコ横浜でひとはたあげました ILO 本部事務局次長であり前トーゴ首相のジルベール・ウングボさん（中央）はじめ、イベントスピー

先日ささやかな誕生日祝いをしたのですが、やはり児童労働について考えてしまいました。今月ブルーナさんの故郷オランダに行く予定なので、オランダからも投稿できたらと思います。

ひとはたあげよう空豆三兄弟 ひ

モロッコインゲンたちとジャガイモたちとストップ児童労働宣言で〜す。 これから生まれてくる世界中の子ども達のためにも。子ども達が働かずにすむ世界のために。 『もしもし、児童労働をなくそうよ〜』 おばあちゃんの手作り弁当で参加します *\(^o^)/*@ シャ

プラニール東京事務所

国際協力 NGO シャプラニールの寄付付き生ハムバーガーに一旗あげます！ふわふわたまごと生ハムが美味しい〜

白百合女子大学

国際交流団体 Cosmopolite ( フリー・ザ・チルドレン・ジャパン ) では、キャンペーンに併せて、映画上映会を開催予定です。ぜひ、

テラ・ルネッサンス京都事務局スタッフでいただく、今日のお昼ご飯にひとはたあげます (＾＾) 児童労働がない世界、すべての生命が安心して生活できる社会の実現に向けて、頑張りましょう！！

足をお運びくださいませ。

みんなでひとはたあげてもらいました！！！

沖縄で「ひ

ひとはたあげよう
ありがとう 463枚
www.cl-net.org

とはた」！

お気に入りのギターと「ひとはた」！

とはた」あげます (^^)♪

なんと海外で！エッフェル塔と「ひとはた」！

福岡県うきはの市ノ瀬焼丸太窯、
めぐみちゃん作のようじさし。本来的な使い方で、ひとはた。 6 月 12 日は「児童労働反対世界デー」！ 私も「ひ

わが家の三人衆も、ひとはたあげました。

今日は職場のみんなで、ストップ児童労働ランチをいただきました！ ボランティアさんの手作りのランチを頂けることに頂けることに感謝。食後は児童労働の無い世界を目指して働きます！

東京ドームシティで、ホットドッグを食べながら、ひとはた。

楽園ホール。新日本プロレス Best of the Super Jr. の前に、ひとはた。 「逗子フェアトレードタウン勉強会」もひとはたあげました！ 「逗子フェアトレードタウン勉強会」は、私たちの大好きな「石臼そば」であげました！店主のチョウドリさんも一緒にパチャリ。

ひとはたあげてもらいました。

テラ・ルネッサンスがいつもお世話になっている、整体師の津田さんと一緒にひとはたあげました♪ より多くの方にキャンペーンに賛同してもらえるよう、頑張ります！

げていただきました！ 皆さんの思いが児童労働をなくす力になっています！
の 合間に撮ってみました。( 楽器→ホルン ) 団員にも広めてみます！

かものはしプロジェクトのイベント「夜かも」で、参加者の皆さんにひとはた上

金曜日の深夜、東高円寺の豚骨ラーメン、ばりこてで、ひとはた。 「ひとはたあげよう」＠仙台市市民活動サポートセンター。国際協力 NGO シャプラニールの全国キャラバン仙台会場

かものはしの年次報告書の送付ボランティアさんに ひとはた上げてもらいました！ ありがとうございます！

後

我が家の食卓で、

オーケストラの練習

バオバブの木の下で、ひとはた上げてきました。 国会議事堂前で、ひとはた。銀座のはしごで、ひとはた。 (≧

▽≦)√パソコンの前でひとはた☆ FTSN( フェアトレード学生ネットワーク ) 関東支部のコメンバーで「ひとはた」あげました (^^) 「ひとはたあげよう！」に賛同して、今朝、教会学校にお子さんを通わせているお母さんたち 20 数名に、世界の児童労働について短いお話をさせていた
だきました。
「世界がもし１００人の村だったら」のＤＶＤから、ネパールの債務労働奴隷として紅茶農園で働かされている 11 歳の少女のエピソードを一緒に見て、フェアトレードカタログもお渡ししました。上記ＤＶＤ、色々な児童労働について取材されているので、お薦めです！
プ児童労働！ 自家製カレーで、ひとはたあげました (^o^)/ この活動が、沢山の方の目にとまりますように！

ストッ

明日のお弁当のおかず鳥の竜田揚げ。そして、ひとはたあげました。 リコー社会貢献クラブ・FreeWill のイメージキャラクター、愛の人でひとはたあげました。 「ひとはたあげよう」

こんな旗のあげかたにも挑戦。 パインでひとはた♪ 6/8 はワールドオーシャンズデイ。キマ
6/9 を「世界感謝の日」にしようという動きがあるそうです。武田双雲さんのメッセージと一緒にひとはた！プエルトリコ料理でひとはた ( ^ω^ ) 明日
は児童労働反対世界デー 6 月 11 日（火）に、白百合女子大学にて、映画『バレンタイン一揆』上映会を行った際に、みんなでひとはたあげました !! 6 月 12 日、児童労働反対世界デー。本日の昼食は、神田美土代町の四川一貫で、中華丼。そして、ひとはた。 仲間とティータイム

＠福島県いわき市。国際協力 NGO シャプラニールの全国キャラバンいわき会場

ティータイム。ACE 事務所でもひとはたあげました。フェアトレードのチョコレートやおかしと一緒に！

グレンのステージを見ながら、ひとはたあげました。海を身近に感じるように、児童労働のことも、知って感じてもらえたらいいな。
にひとはたあげました♪

先程焼き上げた酒粕酵母パンでひとはた！

麺でもひとはた上げました！ 美味しそうです〜。

今日の簡単おひるごはん。タイのおみやげラーメンと「ひとはた」 今日はジャスト児童労働反対デー！聖心女子大学の学生さんたちがひとはたあげて下さいました♪

日本大学文理学部社会福祉学科のみんなで一旗揚げました

もう一枚♪旗は手描きです。

本日は世界児童労働反対デーなので、ランチの

情報労連の仲間とともに、お昼に児童労働について考えてみました。児童労働撲滅のために、一人ひとりが考える日にしたいです。

今日は児

童労働反対世界デー！桜美林大学の国際協力ゼミのみんなにひとはたあげていただきました！ NTT 労組も「ストップ！児童労働キャンペーン」に賛同しています。 NPO 法人テラ・ルネッサンスから職員が、大学の授業にゲストとして参加しました。子ども兵について解説し、講演後、

奈良県立大学地域創造学部の皆さん 80 名と、ひとはたあげました。
た♪世界のこどもたちも笑顔になれますように。

学より愛を込めて

子ども達が幸せになります様に‼

世界中の子どもが、笑顔で生きる事が出来る日が、一日も早く訪れますように！

野球ボールがあったので。

シャプラニールの職員と事務所に来ていたボランティアさんでひとはたあげました！

ダにはたあげしました。すてきなキャンペーンに参加させていただくことができ、うれしく思います。明後日、高校 1 年生 300 人ほど対象に社会貢献について話す機会があります。その際にも、紹介したいと思います。
児童労働反対！ 私の職場では『児童労働反対』の歌をつくりました！

あげよう＠長岡市国際交流センター。国際協力 NGO シャプラニールの全国キャラバン長岡会場

文京学院大

本日、テラ・ルネッサンス 2 本目の投稿です。テラ・カフェ @ 京都に参加いただいた高校生、大学生 32 名に、ひとはたあげてもらいました。

今日は児童労働反対世界デーということで、学校でお昼休みにひとはたあげました！学生の自分にはこのくらいしかできないけれど、児童労働がなくなるように自分のできることをしていきたいです！

日は児童労働反対世界デーでした。

おいしいランチで笑顔になりまし

今日は " みんなで " ひとはたあげよう♪

いつも職場へ持っていくお弁当。この日は旗をあげて鮮やかになりました。向かいで食べていた職員に、このキャンペーン、児童労働について話すきっかけになりました。 セネガル人の同僚、

子供と一緒に、
「児童労働」について語り合って、カタツムリで " ひとはた " 挙げました。 旗ちっちゃい写真だい

シディ、ジョーとひとはた上げました！
銀座のオフィスからです‼

福島の花に添えてみました！

児童労働の子どもたち。ブルーナさんの絵本を読んだことあるのかなあ。ブルーナ絵本に、旗を添えて。 6 月 2 日（日）に、みんなで御堂筋を児童労働反対を訴えて歩きました。

今日の『コットンの未来をつむごう会議』参加しました。会議終わりのラーメン！

児童労働反対世界デーのこの日、夕食のグラタンとサラ

ストップ、児童労働！居酒屋のお通しにひとはたあげました。12

空に向かって、ストップ児童労働！

お弁当で「ストップ！児童労働 ひとはた」 ひとはた

6/12 児童労働反対世界デーにあわせて北九州市立大学で国際協力ワークショップを開催しました！学生の立場から児童労働についてプレゼンテーションや参加型ゲームを通して学び、考え

starbucks coffe で勉強してたら偶然前にいらっしゃった方にチューリップの折り紙を頂きました 東日本大震災からの復興のため世界中の方々から頂いたのご支援に感謝して、折り紙を折って世界中
昨日の居酒屋さんでのひとはた。ストップ児童労働！ CL-net の運営メンバーの皆さんと、ランチでひとはた上げました！ 今日 6 月 12 日は児童労働反
対世界デーです。ストップ児童労働！ 今日は児童労働反対世界デー！ 16 年間、取り組んできましたが、まだまだ力不足を感じる日々。それでも、たくさんの人に協力頂けていることに感謝です。 2 億 1500 万人の働く子ども達に、笑顔と教育を (^-^) 今日は児童労働反対世界デー！

ました。

児童労働のない世界が実現する事を祈って、京都渡月橋で一旗あげました‼

を旅しているそうです そんな素敵な活動や愛が世界中に広まれば児童労働もなくなるはず 現状無視しないで みんなで一旗挙げよう
イイネ！してくださった方々、ほんとにありがとうございます

0 歳児も、ストップ！児童労働！ 本日 6 月 12 日は児童労働反対世界デー。ラッシュでは、昨年 12 月より、商品に使用するカカオバターを全面的にフェアトレードのものに切り替えています。お肌の上でゆっくりとろけるマッ

サージバー『ピース』にも、たっぷりのフェアトレードカカオバターが使われています。 6/12＝児童労働反対世界デーに、みんあでひとはた！ HUB TOKYO（目黒）で開催した「コットンの未来をつむごう会議」の参加者みんなで「ひとはたあげよう」アクションを実施！ みなさん、
ご参加ありがとうございました！

今日 6 月 12 日は、「児童労働反対世界デー」。世界の子供の 7 人に１人が、大人のように働かされ、教育の機会を奪われた「児童労働者」といわれています。知ること、広めることから始めませんか？みんなで、ひとはたあげましょう！

に疲れたので、手を動かしてひとはたあげてみました。

この春から子どもが小学校へ通い始めました。市から入学記念樹を頂いて庭に植えたので、ひとはたあげました。日本では学校へ通い、学ぶのは普通ですが、世界では当たり前では無いんですよね。

なしで働いていた少年たちのことを思い出しながら、ひとはた！
ンカカレーの上にひとはた♪
思います。

ストップ！児童労働

うさぎもひとはた。

かものはしさんから勧められ投稿してみました。

世界中の子どもたちがちゃんと食べ、学校に行ける日が来ますように。

日本・世界の子ども達に平穏な時間と希望がありますように。

テラ・ルネッサンスの京都事務局で、お昼ご飯のカレーをいただきながら、ひとはたあげました。ストップ児童労働！！

私もひとはた、あげまする！ 郷里の島根から送ってもらったデラウェア ( 種無しブドウ ) です。

世界中のこどもたちのしあわせを祈って、みんなでひとはたあげました

読書会の有志で。

パソコン作業

フィリピンセブ島の打ちっぱ
フェアトレードのスリラ

子どもが働かず教育を受けられる環境づくりをしていきたいと

世界中の子どもたちが安心して笑顔で暮らせる世界を願いつつ・・・ 児童労働が必要のない世界になりますように ...

国境なき子どもたち（KnK）を代表して、ひとはたあげてもらいました！！賛同イベントの「国境なき子どもたち設立 15 周年記念写真展 」では、労働に従事する世界の子どもたちの姿も展示します。 15 日に児童労働勉強会で一旗あげました

バングラデシュにスタディーツアーに行き、

都市のストリートチルドレンや村の思春期の小女達と交流してきたフェリス女学院大学の学生が、帰国しても現地とつながっていたいと、活動を始めました。グループ名は「カチャモリス・ショミティ（ベンガル語で青唐辛子相互扶助グループ）、最初のアクションがこの児童労働ストップキャ
ンペーンへの参加となりました。 STOP!! CHILD LABOUR ブルーナさんの故郷オランダへ向かう前に成田空港でひとはたあげてきました (・x・)/ 児童労働反対！ 「バレンタイン一揆」の上映会を企画中！実行委員会のメンバーとひとはたあげました！
たあげました。 NPO ルワンダの教育を考える会の理事長テンベンガマリールイズさんとお話する機会があり一緒にひとはたあげさせていただきました。共にルワンダそしてアフリカの児童労働がなくなることを願って！

のこどもたちの児童労働がなくなるようにと願ってひとはたあげました。

ブルーナさんの故郷オランダの玄関口スキポール空港でひとはたあげてまいりました。次の投稿からはユトレヒトからひとはたあげます！ (・x・)

かり理解した上で国際機関、政府、NGO のパートナーシップを強めなければ。国連職員の方にもこのキャンペーンを紹介して、一緒に一旗挙げてもらいました！ Stop Child labour!!

児童館でランチしてひとは

ブルーナさんの故郷オランダへ向かう飛行機 上空から、世界中

ニューヨークで一旗挙げます！ 子どもの work とは何か、をしっ

テラ・ルネッサンスのお昼のご飯の供たちがひとはた挙げます！世界から児童労働がなくなりますように ...

バングラデシュ人＆日本人夫婦で経営するイタリアンレストラン「プランポーネ」です♪ 私たちにとっても、児童労働という問題は他人事では思えないものです。私たちにも少しでも世界の子供たちのためにできることがあれば・・・という想いを込めて、当店スタッフ全員でひとはた
あげさせて頂きました！
す♪

学校で広めてます

今日の ACE オフィスでは、パイナップルでひとはたあげました▼▽ 切り分けてくれたのは、国際協力事業（インド）担当の成田さん。インドで羊羹をよく切り分けられていたご経験から、お菓子のカットはいつも成田さんがしてくれるんで

子供が安い賃金で働かなければならない世界を、少しずつでも変えていけるように、広めたいと思います。

はたあげよう！の写真をとりました！

ングの様子です !!☆ 絵本を翻訳してフィリピンの子どもたちに寄付します☆

食っちゃえ！、、とはいかないなあ

創価大学イチャリバチョーデーズさんとのコラボです☆

シャプラニールのバングラデシュ事務所でも、ひとはたあげました！！

で家事使用人として働く少女たちの現状や当会の支援活動について講演を行いました。
て。

ブルーナさんの故郷ユトレヒト大学本部を前にひとはたあげました。こどもたちに労働より学ぶ機会をとの願いをこめて。私たちになにかできることはないかと思い、ひと

Nijntje(Miffy) has STOP CHILD LABOUR FLAG!!! 映画「バレンタイン一揆」上映会！ 天使大学 学生団体「たべテる」のみなさんと＾＾ Save Children Network です！ 大学にて友達に協力してもらいましたー！ 他団体との絵本翻訳ミーティ
ひとはたあげよう

南インド定食〜 ストップ児童労働〜

ギリシア

クレタ島

クノッソス宮殿でもひとはたあげてきました。

児童労働問題、ん〜

国際協力 NGO シャプラニールです！ 6 月 26 日に開催した児童労働トークライブにて、参加者のみなさんとスタッフでひとはたあげました！ トークライブでは、バングラデシュ

カンボジアで買ってきた置物と共に。KnK でこの春友情のレポーターとして行ってきたカンボジア。そこでたくさんの現実をみてきた。あの小さな子供たちがもう働かなくてもいいような世界を願っ

20
今年のアムネスティの年次報告書にも子ども兵士の項目のある国が。これがなくなるまで活動を続けます。
キャンペーン主催・発行：児童労働ネットワーク（CL-Net） TEL白百合女子大学の食堂にて、沢山の方にひとはたあげていただきました！
03-3835-7555 E メール info@cl-net.org そしてインドの教育を受けることが出来ない子供達のために、食堂とコラボレーションをし
デザイン：近藤萌

円分寄付される Kids Can Menu を提供しました！

毎日遊んでばかりの僕たちだけど。友達（anju doi）と一緒に児童労働について話し合いました。

協力：株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン

ひとはたあげよう！ストップ児童労働！

娘のマリンです。私は児童労働と聞くと鼻息荒くなります！

子供たちがおやつに美味しいケーキを食べられる日がきますように。

/ NGO- 労働組合国際協働フォーラム 児童労働グループ

