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あいさつ
ジョイセフ
常任理事・事務局長

MODE for Charity プロデューサー
フレンドリーデーインターナショナル 代表

石井澄江

藤田香織

妊娠・出産は、次の世代を生み出すこと。この女性にし

この度は、
「MODE for Charity 2010 〜babies and

かできないすばらしいことが、逆に女性たちの命を奪う。世

mothers〜」にご協力いただき、
誠にありがとうございました。

界では 1 分に 1 人の割合で起きています。なんという皮肉で

このプロジェクトのそもそもの発端は、わたくし藤田の個

しょう。

人的な出産体験です。妊娠 8カ月のとき突然原因不明の腹

出産をするときは自分の死と背中合わせ、出産を川を渡る

部激痛に襲われ、救急車で病院に運ばれ、そのまま緊急入

とたとえる女性たち、出産の最中に自分の靴を見ながら、再

院。医師に絶対安静を言い渡され、出産までの約 3カ月間を

びその靴を履くことができるかと怯える女性たち、子どもた

寝たきりで過ごしました。その間に偶然知った、途上国の妊

ちにもう会えないかもしれないと今生の別れを告げて出産に

産婦と赤ちゃんの現状。日本の先進医療があっても、不安

向かう女性たち、こんな女性たちを一人でも減らしたい。安

で不安で胸が押し潰されそうな日々を過ごしているのに、こ

心して出産できる環境を整えたい。この思いでジョイセフは

れから出産に臨む途上国の女性たちを思うと…その瞬間、

日本中、そして世界中の人たちに訴えているのです。

わたしはジョイセフのドアを叩いていました。

「女性を、妊産婦を、お母さんをそして赤ちゃんを救って
下さい！」と。

そして、ジョイセフと共 に 立 ち 上 げ た「MODE for
Charity 〜babies and mothers〜」
。ごく簡単に言ってしま

ジョイセフの呼びかけに共感して下さった皆さまのご協力

えば、ファッションやアート、音楽といったモードを通したチャ

で、
「Mode for Charity 2010」を実施することができました。

リティ普及。このプロジェクトの目的はふたつ、二段階。まず

1 カ月にわたるイベントが、当初の目標を達成し、無事終了で

は知ってもらうこと、そして支援。モードという多くの方が興

きたのは、ジョイセフを支えて下さった、サポーターや関係

味を持つものを通してのメッセージ。これまでチャリティを知

者の皆さまのお蔭と、心から感謝しております。同時に、こ

らなかった方々にも届くよう、伝えたい情報は常に分かりや

のイベントに参加して下さった多くの個人やジョイセフ・フレ

すく、敷居を低くすることに細心の注意を払いました。

ンズの皆さまにも、心からのお礼を申し上げます。
親善大使の冨永愛さんは「モードは人を救えるか？」と問

「ゼロ」を「イチ」にする一年目。まさに「産みの苦しみ」
を実感しながらの準備期間となり、たくさんの反省点、改善

いかけ、
「Ｙｅｓ」と応えています。モードは「生き方・ライフ

点を抱えてはおりますが、イベントが終了した今、この「きっ

スタイル」
と言ってよいと思います。日々の暮らしの中で、
ちょっ

かけ」プロジェクトに触れ、自らもホワイトリボン運動を広め

と立ち止り、助けを必要としている声なき女性たちに同じ目

たい、支援したい、という声が続々と寄せられています。関

線で思いを寄せる、そんな生き方をジョイセフはこれからも

係企業各社様、賛同人の皆さま、ボランティアの皆さまのお

「Mode for Charity」で提案していきます。ひとりでも多くの
方のご参加をお待ちしております。

かげで、
「次に繋がる」プロジェクトになったと、スタッフ一
同感じております。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました。
心からお礼を申し上げます。

石井澄江

Sumie Ishi

藤田香織

Kaori Fujita

ジョイセフ 常任理事・事務局長。1975 年よ

MODE for Charity プロデューサー、フレン

りジョイセフの活動に携わる。数々のプロジェ

ドリーデーインターナショナル 代表。社会活

クトと、フィールドでの経験を活かし、国際保

動 × アート、デザインを意識し、様々なイベン

健におけるアドボカシー（政策提言）で日本

トやプロジェクトを展開。主なプロジェクトに、

の NGO の中心的な役割を果たす。2003 年よ

世界中みんなが仲良くする日、4 月14日｢フレン

り事務局長。夫、娘 1 人の 3 人家族

ドリーデー｣と、過剰生産過剰在庫の T シャ
ツを回収し、リユースする｢リユース T シャツ｣、
そして、ラッピング用品を楽しく可愛くリメイク
する「HAPPY WRAPPIN'」がある。'08 年
4 月に第一子となる長男を出産し、その経験
から出産や子育てにまつわる問題にも取り組
み始める。
「MODE for Charity」はその一環。
http://www.friendlyday.org/
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MODE for Charity 2010 親善大使

冨永 愛

2010 年、途上国の妊産婦と子どもを救おうという運動をし

ます。ザンビアは妊産婦や新生児の死亡率も高く、検診や

ている国際協力 NGO のジョイセフと出会いました。
「MODE

出産に使う設備が整っていない為に、ザンビアの人々は出産

for Charity」の親善大使を任され、私自身いま自分に何が

＝死と連想するのです。妊娠が分かった時、死ぬのではな

できるのかを考えています。

いかと言う恐怖は私達日本人には考えられないことです。

妊娠・出産が原因で亡くなる女性は年間 53 万 6 千人。ま

彼女達に必要なのは、安全な妊婦生活をおくるための知

た 10 代の女性の出産時死亡率は 20 代の女性の 5 倍。し

恵や、出産に関わる施設の整備です。出産に向かう時、家

かもそのほとんどが南アジアとアフリカのサハラ以南。途上

族に今生の別れを告げて来るのではなく、もっと安心した気

国の妊産婦と子どもを救おうというのがホワイトリボン運動で

持ちで出産に向かう。そういう精神なのです。

す。その一環として「MODE for Charity」が立ち上がりま
した。

一母として、
ザンビアの妊産婦の方々に、
安全な妊婦生活、
そして出産を提供する為の努力を、私は惜しみません。ジョ

このプロジェクトの収益でアフリカの中でも、国民の 64％
が一日120 円以下で暮らしている最貧国、ザンビアを援助し

冨永 愛

イセフの報告会で、スクリーンに映し出されていた、ザンビ
アの妊産婦の方たちの笑顔のためにも。

Ai Tominaga

1982 年、神奈川県生まれ。16 歳でモデルと
なり、その後海外に進出。瞬く間に、日本を
代表する世界のトップモデルに。2001 年以来、
内外でモデルオブザイヤー等さまざまな賞を
受賞。現在もSHOW、雑誌、広告等でグロー
バルに活躍中。2005 年に男児を出産。また近
年は、ジョイセフ『MODE for Charity』と国
連 WFP 協会 ( 世界食糧計画 ) の顧問・親善
大使も兼任し、新しい活動にも意欲的に取り
組んでいる。
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賛同人
国内外の著名人 27 名が「MODE for Charity 〜babies and mothers〜」の
思いに心から賛同し、協力してくださいました。
海外の賛同人（順不同／敬称略）

サラ・ブラウン
Sarah Brown

ナオミ・キャンベル
Naomi Campbell

ガボレイ・シディベ
Gabourey Sidibe

セーラ・ファーガソン
Sarah Margaret Ferguson

元英国首相夫人

スーパーモデル

映画『プレシャス』

元英国妃・ヨーク公爵夫人

プレシャス役

国内の賛同人（順不同／敬称略）

一色紗英
Sae Isshiki

大葉ナナコ
Nanako Ooba

大橋マキ
Maki Oohashi

政井マヤ
Maya Masai

女優、archi ディレクター

バースコーディネーター

アロマセラピスト

フリーアナウンサー

アロマ空間デザイナー

甲斐さやか
Sayaka Kai

雅姫
Masaki

青木愛
Ai Aoki

十河ひろ美
Hiromi Sogo

映画監督

モデル、デザイナー

ヴィリーナ ジャパン株式会社 『25 ans』編集長
代表取締役

04

千野志麻
Shio Chino

武藤興子
Kyoko Muto

土屋アンナ
Anna Tsuchiya

高沖清乃
Kiyono Takaoki

タレント、歌手、モデル

株式会社ポーラスタァ代表取締役、

フリーアナウンサー、

ヴィセラジャパン株式会社

タレント

代表取締役

橋本亜紀
Aki Hashimoto

石渡里恵
Rie Ishiwatari

YUUKI

株式会社トウ・エンジェル

モデル、

モデル、デザイナー

代表取締役

STARRY'S デザイナー

ninps 発行人

今尾朝子
Asako Imao
『VERY』編集長

紗耶
Saya

加藤進太郎
Shintaro Kato

松本真由美
青木節子
Mayumi Matsumoto Setsuko Aoki

モデル

キャンドルクリエーター

フリーアナウンサー、
東京大学研究員

高田奈付子
Natsuko Takada

永井美奈子
Minako Nagai

Studio navel 代表取締役

フリーアナウンサー

デザイナー、スタイリスト、
青木デザインルーム代表
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開催概要
名称：MODE for Charity 2010 〜babies and mothers〜
主催：MODE for Charity 事務局
共催：ジョイセフ（財団法人 家族計画国際協力財団）

/ フレンドリーデーインターナショナル

助成：IPPF（国際家族計画連盟）
後援：世界保健機関（WHO）/ ホワイトリボンアライアンス（WRA）/ ザンビア大使館
協賛：株式会社ナチュラルサイエンス

/ スタイライフ株式会社

/ 株式会社エンジェリーベ

/

THREE/ 株式会社赤ちゃん本舗 / エキサイト株式会社 /ROOTOTE/ 株式会社伊藤園 / サンサンオーガニックビール
協力：アットアロマ株式会社 / 株式会社アバンティ/aromamora/ 有限会社アーキ /ヴィリーナジャパン株式会社 /
政井マヤ（フリーアナウンサー）/ 大橋マキ（アロマセラピスト・アロマ空間デザイナー）/ 株式会社イーディーエー /
加藤進太郎（キャンドルクリエイター）/concierge GRAND/ ニンプス / 有限会社コンセプトラボ /SIX INCH inc./
CESARE PACIOTTI/ 株式会社そごう・西武 / 株式会社トウ・エンジェル / TSUTOMU/TSURU/25ans/
映画『プレシャス』/ 株式会社ボンイマージュ / マサトレーディング / 漫画の新聞 /M・A・C（メイクアップアートコスメティックス）
/
森利子バレエ団 /yahoo!JAPAN
撮影協力：佐藤雄治、東海林美紀、zeo（動画）

開催スケジュール
2010年4月14日
（水）19時30分〜21時00分
場所：原宿クエストホール
内容：オープニングセレモニー＆チャリティファッションショー

2010年4月14日
（水）〜5月4日
（火）22時30分
場所：ヤフーオークションチャリティページ
内容：Web チャリティオークション

2010年5月9日
（日）14時〜16時
場所：AFRICA 代官山
内容：クロージングパーティ

関連イベント

大橋マキ 母の日トークショー（聞き手：MODE for Charity プロデューサー 藤田香織）/aromamora 販売会
2010 年 5 月 3 日 11 時 30 分〜
場所：西武百貨店池袋本店 7 階 インテリアフロア キッチンステーション
2010 年 5 月 5 日 13 時 00 分〜
場所：そごう横浜店 6 階 インテリア雑貨売り場

特設会場
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開催目的
いま、開発途上国では、妊娠や出産が原因で、母親となる女性が命を落としています。その数は、1 分にひとり。
その理由の多くは、日本では想像しがたいものばかり。たとえば、栄養失調や栄養不足、劣悪な衛生環境、
技術と知識のある助産師の不足、保健医療サービスの欠如、数多く広がる無医村、自宅から診療所まで
片道 20km の距離を歩き手遅れになってしまったり、貧しいために施設分娩に必要な用品を揃えることができず、
施設に受け入れてもらえない村人の環境、さらには古い因習などです。
「MODE for Charity 〜babies and mothers〜」は、洗練されたファッションや、クオリティの高いアート、
あるいはすてきな音楽といった「MODE」を通し、これらの問題をひとりでも多くの方に知ってもらうため、
世界中のお母さんと赤ちゃんを救う「ホワイトリボン運動」を推進するために立ち上げられたプロジェクトです。

ホワイトリボン運動について
現在、世界 143 カ国から NGO や国際機関が参加する、

WHITE RIBBON JAPAN

世界中の妊産婦の命と健康を守る国際的なネットワーク

FOR SAFE MOTHERHOOD

「ホワイトリボンアライアンス（WRA）」のこと。
日本からはジョイセフが加盟し、日本国内での認知・普及および支援を募り、
日本からできる支援を途上国に届けています。

2010 年の支援先
ジョイセフを通じ、アフリカのザンビア共和国コッパーベルト州マサイティ郡の
女性たちが安全に出産出来るよう支援させていただきました。
（※詳細については、21 ページ参照）

アフリカ・ザンビア共和国の
妊産婦の現状

平均寿命
日本
（女性）

（人口 12 万 600 人）には、医者はたった 1 名、助産師は 12 名しかいません。

ザンビア
（女性）

そのために知識や技術の無い人々による安全でない出産介助が行われ、
また異常時の発見が遅れ、多くの女性や赤ちゃんが犠牲になっています。

ザンビア

46.9 歳

47%

乳児死亡率

妊産婦死亡率
ザンビア
10 万人中

この地域の女性たちは、近くに診療所がなく医療従事者の数は足りないため、
医師や助産師のいない状況でやむなく自宅で出産しています。

日本

100%

86.5 歳

ザンビアの農村に住む女性たちにとって、出産は命がけです。
というのも、東京都の 3 倍の広さのコッパーベルト州マサイティ郡

助産師など医療従事者の
出産介助率

ザンビア
1000人中

830人
日本
10万人中

6人

90人

日本
1000人中

3人

出典：世界人口白書 2009
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オープニングセレモニー＆
チャリティファッションショー
概要
名称：MODE for Charity 2010 〜babies and mothers〜 オープニングセレモニー＆チャリティファッションショー
日時：2010 年 4 月 14 日（水）19 時 30 分〜21 時 00 分（受付

18 時 30 分 / 開場

19 時 00 分）

場所：原宿クエストホール（東京都渋谷区神宮前 1-13-14 原宿クエスト3F）
入場料：前売

5,000 円 当日 5,500 円

チケット購入方法：ジョイセフ チャリティ・ショップ内 / チケットぴあ / 当日受付

内容
●

アーティストライブ（舞踏ダンサー工藤丈輝 / チェロ Benjamin Skepper）

●

ジョイセフ事務局長

●

在日ザンビア共和国特命全権大使 ビクシタ・ワムンディラ・レワニカ閣下からご挨拶

●

チャリティファッションショー

石井澄江挨拶

【参加ブランド】
TSUMORI CHISATO ／ IZREEL ／ everlasting sprout ／ gene par YUKIO MISHIBA ／ gene parfum ／ DRESS33 ／
robe de mariee SETSUKO AOKI ／ GUT S DYNAMITE CABARETS
【出演モデル】
冨永愛／秀香／ Sawa ／ Sachi ／高橋真理／ Hitomi ／古谷恵／ JUN ／阿南カナ／角之倉未来／ Mily ／ Nina ／ Marta ／
Rosemary ／ Reese Antoinette ／ Tomoya ／ Nile ／ Matt ／ Diego ／ベルナール・アッカ（総合格闘家 / キックボクサー）他
【ヘア協力】TSUTOMU
【メイク協力】M・A・C
【ファッションショー演出プロデュース】：古川史朗（SIX INCH inc.）

●

アーティストライブ（アフリカンパーカッショニスト Winchester Nii Tete Boye）

●

チャリティオークション、チャリティグッズのプレゼンテーション
【出演】女優 一色紗英 / アロマセラピスト 大橋マキ / 株式会社トウ・エンジェル代表 橋本亜紀

MC：政井マヤ（フリーアナウンサー）

会場演出
【会場内】aromamora と MODE for Charity のコラボレーションアロマオイル Mother の会場演出
（協力：アロマセラピスト 大橋マキ）
【ホワイエ】アフリカのお母さんと赤ちゃんの写真展示（協力：フォトグラファー /ジョイセフ東海林美紀）
MODE for Charity オフィシャルグッズの販売ブース（協力：株式会社そごう・西武）

企業出展（ホワイエ）
●

株式会社ナチュラルサイエンス

●

THREE
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撮影：佐藤雄治・東海林美紀
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クロージングパーティ
概要
名称：MODE for Charity 2010 〜babies and mothers〜 クロージングパーティ
日時：2010 年５月９日（日）14 時 00 分〜16 時 00 分（受付

13 時 30 分）

場所：AFRICA 代官山（東京都渋谷区猿楽町 11-1 ラ・フェンテ代官山 アネックス B1）
入場料：２,000 円 / 当日 ドルチェ＆フリードリンク代

2,500 円

チケット購入方法：ジョイセフ チャリティ・ショップ内 / 当日受付

内容
● トークショー（ザンビアプロジェク
トマネージャー

アルバティーナ・ムロンゴ／フレンドリーデーインターナショナル 藤田香織）

●

アカペラコンサート（第 6 回ハモネプリーグ優勝チーム「どんぐり」）

●

賛同人ママトーク （バースセンス研究所所長 大葉ナナコ / ニンプス発行人（株式会社ポウラスタァ社長） 高沖清乃 /
フォトスタジオ「navel」代表 高田奈付子）

●

支援金額発表

●

支援内容の発表 （ジョイセフ事務局長

●

在日ザンビア共和国特命全権大使 ビクシタ・ワムンディラ・レワニカ閣下からご挨拶

石井澄江）

MC：政井マヤ（フリーアナウンサー）

会場演出
【会場内】
●

aromamora と MODE for Charity のコラボレーションアロマオイル Mother の会場演出（協力：アロマセラピスト 大橋マキ）

●

インスタレーション / キャンドル演出（協力：キャンドルクリエイター 加藤進太郎）

●

アフリカのお母さんと赤ちゃんの写真展示（協力：フォトグラファー / ジョイセフ 東海林美紀）

【エントランス】
●

MODE for Charity オフィシャルグッズの販売ブース
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撮影：東海林美紀
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関連イベント
「母の日トークショー（そごう西武）
」
大橋マキ 母の日トークショー（聞き手：MODE for Charity プロデューサー 藤田香織）/aromamora 販売会
主催・企画：株式会社そごう・西武
全体統括：株式会社電通
制作統括：株式会社電通テック
運営：有限会社マツシブ
協力：MODE for Charity 2010 〜babies and mothers〜、フォトグラファー東海林美紀
撮影協力：いむらシンサク /aromamora

アロマセラピスト大橋マキさんとMODE for Charity の想いが重なり、
商品化に至ったアロマオイル Mother 。
その想いをはじめ、今思えば大変だった制作秘話や
日常生活の中でのアロマオイルの楽しみ方について、お話いただきました。
トーク終了後は、大橋マキさんご本人による販売会。
直接ご本人から商品の説明を受け購入出来ることから、
販売ブース前には長い行列が出来ていました。

2010年5月3日11時30分〜
場所：西武百貨店池袋本店

7 階 インテリアフロア キッチンステーション

2010年5月5日13時00分〜
場所：そごう横浜店

6 階 インテリア雑貨売り場

特設会場
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チャリティ オークション
協力：25ans

女優、arichi ディレクター
一色紗英さんご提供

アロマセラピスト、アロマ空間デザイナー
大橋マキさんご提供

●「archi」子ども用ワンピース

●

子ども用ガーデング手袋＆ルームシューズ

●「ビーユー」子ども用革靴「三匹のこぶた」

●「archi」ワンピース

●

お手製シーグラスのランプシェード

●「ビーユー」プリンセス＆

●

ジュート編みの iPod ケース

モデル
冨永愛さんご提供

フリーアナウンサー
政井マヤさんご提供

●「PRADA」のバッグ

●

手作りロザリオ

株式会社トウ･エンジェル代表
橋本亜紀さんご提供

ママバレリーナシューズ「バタフライ」

女優・映画『プレシャス』主人公プレシャス役
ガボレイ・シディベさんご提供
●『プレシャス』で使用したカチューシャ＆

ネックレスとサイン入りポスターセット
●『プレシャス』で使用した靴とサイン入りポスターセッ
ト

元英国妃・侯爵夫人
セーラ・ファーガソンさんご提供

モデル・デザイナー
雅姫さんご提供

●「BETSEY

●

アンティーク花柄生地３枚セット

●

アンティークフレーム入り押し花×2

JOHNSON」のワンピース

モデル、ミュージシャン、女優
土屋アンナさんご提供
●

ご自身が描いた絵画 & サイン
15

フリーアナウンサー、タレント
千野志麻さんご提供
●

サイン入り著書

『30 代からのしあわせ子育てノート』と

STARRY S デザイナー
石渡里恵さんご提供

モデル
ＹＵＵＫＩさんご提供

●「STARRY'S」のストローハッ
ト

●「smaddy」のロングタンク
トップ

●「STARRY'S」のナバホ柄ジップパーカー

●「miely」ハンドメイ
ドハートネックレス

カシウエアのアニマルミニブランケット

映像作家
甲斐さやかさんご提供
●

デザイナー
青木節子さんご提供

アートユニット「out sect」の
長袖Ｔシャツ・男女ペア２枚セット

●

花嫁用ロングベール・グローブ・

ヴィリーナ ジャパン株式会社 代表取締役
青木 愛さんご提供
●

ジャンクパールのロングネックレス

リングピローの３点セット×3 セット
●

ヴィセラ ジャパン株式会社 代表取締役
武藤興子さんご提供
●「YON-KA」クインテセンス セッ
ト×３セット

エルメスのスカーフ＆
モスキーノ チープアンドシックのベージュドレス

株式会社ポーラスタァ代表、
『ninps』発行人
高沖清乃さんご提供
●

生まれたての赤ちゃんに贈る、
0 歳児のための珠玉の絵本 6 冊セット

● とびきりの肌ざわりの blan&co.

「コットンブランケット」

『VERY』編集長
今尾朝子さんご提供
●

Couturier shanhai のワンピース

●

bacca のサマーカーディガン
16

キャンドルクリエーター
加藤進太郎さんご提供

バースコーディネーター
大葉ナナコさんご提供

Studio navel 代表取締役
高田奈付子さんご提供
●

●

キャンドル「AFRICA」５本セット

● ようこそ赤ちゃんパック

●

キャンドル「OCEAN」５本セット

●

アナウンサー、東京大学研究員
松本真由美さんご提供
●

フェンディのハラコバック

●

U.S.POLO の懐中時計

安産祈願！パック

フリーアナウンサー
永井美奈子さんご提供

『25ans』編集長
十河ひろ美さんご提供
●

マタニティフォト撮影チケット×３点

エミリオ・プッチのスカート＆
同柄の 25ans 特別付録の

●

サイン入り朗読本 &
Henri Giraud ワイン

ブックカバーセット

オークション落札総額

59万6822円

※

モデル
紗耶さんご提供
●

ネックレス

●「tetote」のウィ
ッシュチャーム

※落札者からの寄付も含む
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チャリティグッズ

シュシュ×archi

（ディレクター：女優一色紗英さん）

バレリーナシューズ×
be* U

T シャツ×そごう・西武
S/M/L サイズ 各 2,900 円（税込）
親善大使の冨永愛さんのメッセージ＆

パープル / ブラック 各 3,150 円（税込）

シルバー / ネイビー / ブラック

旅先で買い付けたオリエンタルビーズ、

各 9,975 円（税込）

キュートなホワイトリボンチャーム付、
売上の 50% をご寄付いただきました！

シンプルなフォルムに、ホワイトリボンのモチーフが
映えるオリジナルシューズ。中でもシルバーは人気で、 コンセプトは、「お母さんにやさしく、
人にやさしく、地球にやさしく」また、
すぐに完売。追加発注をさせていただきました。
売上の 10% をご寄付いただきました！

サイン入りT シャツ。
エコバッグとホワイトリボンピンバッヂ付。

スタッフ用 T シャツ 100 枚（メンズ含む）
をご協賛いただきました。
売上の 10% をご寄付いただきました！

ベビーローション×
ナチュラルサイエンス
150ml

1,890 円（税込）

ママ＆キッズ
ベビーミルキーローション ホワイトリボン
限定ボトル（全身用乳状ローション）
「基肌育」を推進されている
ナチュラルサイエンスさん。
このミルキーローションを使って、
「ママ＆キッズ」の肌を健やかに。
売上の 10% をご寄付いただきました！

アロマオイル×aromamora

（プロデューサー：アロマセラピスト大橋マキさん）
5ml set

4,980 円（税込）

5ml oil のみ 2,480 円（税込）
やさしくも強く、大きな母性をテーマにした
オリジナルアロマオイル。ジンジャーの香りが印象的。
ホワイトリボンの「白色」に合わせ、
ボトルの色も「白色」に。
販売利益の 10% をご寄付いただきました！
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ウェブサイト

制作：B-SHIKI Fld.

http://www.b-shiki.com/

ディレクション：有限会社デュアル http://www.the-dual.com/

Twitter 支援
主催・企画：ウーマンエキサイト、ジョイセフ
公式アカウント名：MODEforCharity
実施期間：4 月 14 日 12:00 / ５月９日 23:59
仕様：１リツイートにつき1 円、1 フォローにつき100 円（５月７日に追加支援決定）が、ウーマンエキサイトより寄付された
条件：一日 1 人、3 ツイートまで / フォロワー上限 1500 人まで。
トータルリツイート数（５月９日 23:59 現在）：18404（うち、2291 分リツイートが寄付に反映）
トータルフォロワー数（５月９日 23:59 現在）：1542 人（うち、1500 人分が寄付に反映）

寄付額：152,291 円
協力：ツイッター公式ナビゲーター（ついなび）http://twinavi.jp/posts/detail/3076
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収支報告
【収入】1180万4123円
内訳
①助成、協賛金……842万9534円
②オークション収益……59万6822円
③アイテム販売収益……130万5461円
④寄付金（4/14・5/9入場料、ヴィリーナジャパン株式会社、ウーマンエキサイト、
株式会社講談社、スタイライフ株式会社他、一般寄付）……147万2306円

【支出】1180万4123円
内訳
①ザンビア支援プロジェクト運営費……337万4589円
②MODE for Charity 2010事務局運営費（4/14・5/9イベント設営費も含む）……842万9534円

寄付金総額

ザンビアへの支援金

337万 4589円
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支援内容
1.

保健センター隣接のマタニティハウス（産前・産後 の入院施設）の
整備と運営支援

2. マタニティハウス専用の、妊婦搬送のための車の提供
3.

妊産婦が入院・分娩に必要な用品の提供

4.

産前・産後の女性に向けた健康教育活動

支援のプライオリティとしては、上記順。MODE for Charity2010 の支援金額では、
１〜４すべてが実施できないので、引き続きジョイセフが国内で寄付金を募りながらできる限りを実施していく。
【支援開始時期】
2010 年 10 月〜 （2010 年６月よりプランニング開始）
【支援終了時期（目標）】
2013 年９月
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このイベントを
作り上げた人たち
ジョイセフ／支援事業グループ／
プログラム・マネージャー

途上国の女性が新たな命を誕生することで自分の命を落としています。この
現状は残念ながら日本では多くの方に知られていません。関心度も高くありませ

簡野芳樹

ん。少しの支援さえあれば、その７割の命が救われるのです。そして、生まれ

公衆衛生学のバックグランドから草の根地域

イセフの重要な課題であります。

Yoshitatu Kanno

の健康教育啓発活動に関わりたい思いで、24

てくる赤ちゃんの命も救われるのです。途上国のお母さんを一人でも多く救いた
い、
そんな思いを多くの方々に伝えたいが思うように伝わらない。これが私どもジョ

年前にジョイセフに入社。以来、長年中国の農

ストレートに解ってというのではなく、どなたでも気軽に楽しく参加し、共に考

村地域における住民参加型家庭保健プロジェ

え、そのプロセスで自然とメッセージが伝わるようMODE for Charity を立ち上

クトを実施。現在途上国の妊産婦保健の改善
に関する企業とNGOの連携業務を携わる。

げました。ジョイセフにとり新たなアプローチではありますが、多くの方々と共感
することができ仲間も増えました。この素晴らしい出会いに心より感謝したい。
皆さんの思いを途上国のお母さんたちに伝達できるよう今後も MODE for
Charityを続けて参ります。

ジョイセフ／広報グループ／チーフ

毎年母の日を、大切にしてきた私たちジョイセフ。
「世界中のお母さんを笑顔

小野美智代

にしよう！」と、ホワイトリボン普及イベントを実施してきました。毎年変わらない

大学や行政（県や市）のジェンダー啓発活動

ショナルの藤田さんと出会いました。

Michiyo Ono

の経験を経て、03 年ジョイセフ就職。08 年に

来場者の顔ぶれ。なかなか拡がらない現実に直面し、ジョイセフが企画・主催
することへの限界を感じ初めていました。そんな時、フレンドリーデーインターナ

長女を出産、産後、誕生学アドバイザーに認

私にとって MODE for Charity の実施は「つながれば広がる」ことを痛感し

定。自身の妊娠、出産の経験から、日本の助

た経験でした。twitter 支援一つとっても、５月９日母の日終了 18 分前に、目標

産の技術と母子保健の手厚さを痛感し、ジョ
イセフの支援活動を拡大したい思いが強ま

のフォロワー 1500 人達成。あの時の興奮と感動は忘れられません。1 分に 1 人

る。復帰後すぐにジョイセフ広報戦略プラン

ずつ、まさに妊産婦が亡くなっているのと重なるように、フォロワーが増えていく。

を起案。
http://joimicchi.exblog.jp/

インターネット上で、日本全国がザンビアの妊産婦を救うために１つになったと感
じた瞬間でした。私の望みが確信に変わった瞬間でもありました。
アート、ファッション、音楽など測り仕切れない可能性の総称モードがチャリ
ティとつながる。次なる企画が今から楽しみでなりません。来年は、きっともっと
大きなWAVEを起こせるはず！

MODE for Charity 2010 事務局

瀧澤里美
Satomi Takizawa

1982 年 5 月 31 日生まれ 長野県出身。大学
在学中より、タイにおける児童買春問題に関
心を持つ。民間企業勤務の後、2009 年 11 月
より財団法人ジョイセフに勤務。

MODE for Charity〜babies and mothers〜プロジェクトが始動してからの
数カ月、沢山の人の「途上国のお母さんと赤ちゃんを救いたい」という想いがぶ
つかりあい溶け合ってきました。
「私に務まるのだろうか」という不安や反省を抱
えながら事務局業務を務める日々でしたが、影で支えて下さった多くの方々の存
在によって、このプロジェクトが実施出来たと感じています。
チャリティイベントの終了後、
「このイベントに参加出来たことに感謝していま
す。
」というコメントを沢山頂きました。少しずつ、白いリボンの輪が広がり始め
たのではないでしょうか。このイベントに事務局として携われた事に心から感謝
しています。
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MODE for Charity 2010 ディレクター

小倉若葉
Naoyo Ogura

有限会社デュアル代表取締役、NPO 法人シ
ブヤ大学恵比寿キャンパス校長。編集者とし
て広告・書籍・ウェブなどの制作を行うだけ
でなく、イベントプロデュースも。

各界で活躍する美しくも逞しい母たちが立ち上がり、声を上げたことで、
MODE for Charity は産みの苦しみを経ながらも元気に誕生し、多くの共感と
賛同を得ることができました。心より感謝申し上げます。
〈現状をまっすぐに見つめながらも、深刻になりすぎず、まずは自分が楽しみ
ながら社会貢献する〉という「MODE for Charity」のスタイルは、これまでの
日本人の

チャリティ に対する概念（無償の愛や非日常的＝敷居が高い）に

一石を投じられたのではないかと思っています。とはいえ、本当に大変かつ
大切なのは、産むことより育てること（子育てと一緒ですネ）
。
「MODE for
Charity」が多くの人に愛され、またのびやかに育つよう尽力して参りますので、
一層のご支援をお願い致します。

4/14 と 5/9 に写真展を実施

東海林美紀
Miki Tokairin

フォトグラファー。ジョイセフ広報アシスタント。
1984 年、山形県生まれ。西アフリカのニジェー
ルで 2 年間、診療所と現地 NGO にてエイズ
対策に携わり、帰国後もアフリカの女性を中
心に撮影を続けている。

MODE for Charity 2010 PR

編田博子
Hiroko Amida

元 NHK 秋田放送局キャスター。福祉や社会
貢献活動を主なテーマに、ドキュメンタリー番
組の制作も手掛ける。現在は PRコンサルタン
トとして、ヒト・コト・モノの魅力を引き出し、
伝えるべく活動中。
。

アフリカで出会った女性たちは、生命感溢れ、美しく、しなやかで、そんな
彼女たちに私は日々の生活の中で大切なことをたくさん教えてもらいました。帰
国後は写真やアート、ファッションや音楽と言ったモードを通して彼女たちに何
かできないかと思っていたところ、素敵なスタッフの皆さんと出会い、
「MODE
for Charity 2010」をお手伝いさせていただけることになりました。このイベント
を通した、全ての出会いに感謝しています。世界中の女性が笑顔でありますよ
うに。これから、もっともっとホワイトリボンの輪が広がりますように。

「こんな世界の実情も、こんな活動も知らなかったから。楽しくてドキドキした
し、考えさせられてドキドキした。今日ここに来られてよかった」
イベント終了後、ご来場くださった方からかけて頂いた言葉です。私たちが
伝えたかったことが、私たちが表現したかった形で伝わっていたことが、とても
嬉しかったです。
この活動を、継続的且つより発展的なものにしていくために、課題はまだまだ
多くあります。皆様のご協力、ご理解を今後ますます得られるよう、これからも
広く、深く、この活 動についてお伝えしていけたらと思います。そして、
「MODE for Charity」という 場 が、明日をかえるきっかけのひとつになって
いったら、こんなに嬉しいことはありません。
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4/14 と 5/9 の静止画撮影を担当

佐藤雄治
Yuji Sato

4/14 と 5/9 の動画撮影と編集を担当

zeo

フォトグラファー。1979 年北区王子生まれ。

大学の時からイベントでショートフィルムを上

30 歳。日大芸術学部で写真を学んだ後に

映。クラブでのVJ 映像制作や自らショートフィ

ファッションカメラマンに師事。現在はフリーカ

ルムイベントのプロデュースも行う。最近はド

メラマンとして、建築、インテリア、人物など

キュメンタリー映像の制作や、NPO とのイベ

をモチーフに、雑誌や広告、美術館の図録や

ントでの映像演出や制作も行う。

竣工写真などで撮影している傍ら、東京近郊
の消え行く風景やロートル建築などを撮影、
展覧会やブログ等で発表している。
website/yz-works.com

ここに名前を挙げているのはほんの一部に過ぎません。
本当に多くの方々にご協力いただきました。
ご協力いただきましたすべての皆さま、本当にありがとうございました。
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