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2012年テーマ :予防接種

ワクチンで、守ろう電ヽさな命。

●お問い合わせは 岐阜県ユニセフ協会ヘ

丁EL 058-379-1781
FAX 058-379-1782

○岐阜県ユニセフ協会0メイン会場
後援 :岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会

●1周年企画「子どもの広場」
ユニセフと遊ぼう!

時 :11月 11日 (日 )10:00～ 14:00

所 :JR岐阜駅前 北□広場

2階デ ッキ :杜の 架 け橋 (展示・募金活動 )

1階 :信長ゆめ広場 (展示・遊びのコーナー)

「
 ・よ<回る紙ヘリコプターをプレゼントします!

・「ユニセフすごろく」であそびましょう

・」ヽさな地球儀やキュービックを作りましよう

・経□補水塩の試飲 ・脱月旨粉乳の試飲があります。

・募金付トイレットペーパーの頒布

・ユニセフ頒布活動 カード・ギフトの頒布(販売)

クリスマスカード・ユニセフ年賀状あります

ご あ い さ つ oll崎 直巳岐阜県ユニセフ協会副会長)

生活協同組合コープぎふ 理事長

ユニセフの会員の皆さん、ボランティアをはじめ日頃から当協会の活動にご尽力いただいている

皆様ありがとうございます。岐阜県ユニセフ協会は、昨年11月 に日本ユニセフ協会と協力協定を

結び、22番目の協定地域組織 (任意団体)と してスタートしました。県内10団体200名余りの (公

財)日本ユニセフ協会・賛助会員の方に支えられています。

発足からの1年は試行錯誤の連続でした。それでも会員の皆様のご協力やボランティアスタッフ

の頑張りで、県内全域で募金活動、啓発活動、学習会などに積極的に取り組むことができました。

特に、今年はユニセフキャラバン・キヤンペーンが7月 に岐阜県に入つたこともあり、学校からの出前授業の要請に応

えることができました。又、東海北陸地方で初めての地域組織ということもあり、愛矢□県の方からも問い合わせやボラン

ティア登録があ!りました。私たちと一緒に準備を進めてきた三重県では、この12月にいよいよ三重県ユニセフ協会が立ち

上がる予定となり、とてもうれしく思います。

間もな<活動は2年目に入ります。秋からの多彩な活動にご注目ください。11月 11日 (日 )には県協会設立1周年を記

念し、」R岐阜駅前北□広場において、「一周年記念企画・子どもの広場」と第34回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金」

の取り組みを予定しています。誰もが願う子供の健やかな成長、最も身近で進められる国際活動、ユニセフ活動へのご協

力と積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。



国國国国
●4月28日 (土 )

ところ:下呂交流会館 泉ホール

講 師 :兵庫県ユニセフ協会

会 長 :竹本成徳氏

参カロ者 :35人

DVD「被爆の証言・広島をめぐつて」の鑑賞

著書「さいごのトマト」にそつて、講師の被爆体験
のお話を伺いました。

2012。4～2012。9

●5月 6日 (日 )

ところ:愛知県芸術劇場コンサートホール

参カロ者は竹本会長の「自分の

言葉で、語りついでいきたい」

という熱いお言葉と、会場内

を動きまわつてのお話に、時に

は涙しながら聞き入つていま

した。

ウイーン少年合唱団の日本公演でユニセフ募金のお手伝いをしました。両会場ともたくさんの募金を寄せて<ださいました。

●5月 13日 (日 )各務原健康まつり
各務原市民の方に岐阜県ユニセフ協会をお知らせする機会になりました。犬山市のボランティアの方が、当日の様子を

フェイスブックで発信されました。

●6月 12日 (火)ところ:岐阜グランドホテル
コープぎふ総代会における展示会場でユニセフの頒布とお知らせをしました。

● 6月25日 (月 )(第1回役員会)ユニ セ フ ボ ラ ンテ ィア 学 習 会 ところ」A会館会議室

岐阜県ユニセフ協会 ボランティア紹介

4月～9月までの新ボランティア紹介 早苗
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ボランテイアに登録するには

どうすればいの?

ボランテイア登録をしてから、各人のご希望によリチームヘ入ることも、

どこにも入らずに、イベントのみの参カロも可能です。

岐阜県ユニセフ協会では、ボランティアが中

心になって、主に左記の活動を行つていま

す。ご希望の方は岐阜県ユニセフ協会まで

ご連絡ください。また、ホームページから申

し込むこともできます。

①募金の受付

②視聴覚教材 (ビデオ・パネル)の貸出し

③学習会・報告会・イベントの実施

④学習講師の派遣

⑤ユニセフカード・ギフトの頒布募金活動

⑥ll月～12月 の「ユニセフ・ハンド・イン・

ハンド」での街頭募金活動

ユニセフのボランテイア活動について説明を

いたします。

ご登録(登録用紙)いただきますと、毎月事務

局から今後の活動予定をお知らせします。ご

都合の良いイベントなどからご参力0下さい。

事務所内での事務作業を中心に来客、電話応対や、視聴覚教材の貸し出し

作業、資料の発送等を行います。

学校を中心として学習会の講師を努めたり、学習時に使用する教材の作成

を行なっています。
学習会チーム

県協会の機関誌やニュースの作成、ボランティア通信などの作成を行い

ます。

主に県協会が主催するイベントや、他団体が開催するイベント時での、ユニ

セフカード・ギフトの在庫管理や頒布(販売)を行います。

ユニセフ物品(水がめ・地雷・ポスターなど)、 ユニセフ視聴覚ライブラリー

(D∨ D・ VHS)等、啓発チラシや資料の貸し出し、在庫管理を行います。

☆賛助会員として、ユニセフを応援

日本ユニセフ協会と岐阜県ユニセフ協会の運営を年会費によつてご支援いただく方法です。

1□ 5千円 入会月～1年

1□ 2千円

1□ 10万円 毎年1月から12月までの1年間



●5月29日・30日 (火・水)ユニセフ キャラバン・キヤンペーン

(公財)日本ユニセフ協会は全国を巡回さ

れ、今年は岐阜県を訪問されました。県矢□

事・教育長への表敬訪間、岐阜市立梅林

中学校と岐阜市立徹明小学校の出前授

業、ユニセフ研修会では県内の教育関係の

方が大勢参カロされ、ユニセフについて学び

ました。

設立の時にお世話になった、

関西7県 (大阪・奈良・兵庫・

岡山・広島・愛媛・香川)のユ

ニセフ協会の学習・交流会

に参カロ。各県のユニセフ協

会の横のつながりが、それ

ぞれの協会の力になつてい

ることに感激 !

● 9月8日 (土 )ところ :岐阜大学教育学部 ● 9月25日 (l火 )ところ:養老田丁立高田中学校・体育館

「ふれあいサマーフェスティ
バル2012」 の「NPO・ ボラ

ンティア活動紹介の広場」
に出展しました。夏休みで

もあり、親子連れの来場者
にユニセフを矢□っていただ

く機会となりました。

高田中学校2年生の生徒さ

んに出前授業を実施。右側

の写真は打合せの様子。

● 7月 4日 (水)ところ:岐阜県立長良特月ll●援学校 ● 7月 14日 (1土)ところ:高松市 アリレファあなぶきホール

長良特別支援学

校児童生徒会か

ら「ふれあいの日」
に集まつた募金や

高等部のバザー

の売上金をユニセ

フ募金に寄付され

ました。

● 7月 28日 (土)ところ汰昴 スイトピアセンター刻脚 酬 ● 8月 2・3日 (木・ 金 )ところ:ふれあし嘔 寿会館

,‐
・ で平不□を考える場

]あ として毎年開催さ

れています。

中部家政学会中部

支部第57回 大会

が開催され、昼休

みのひと時を利用

して、ユニセフの

活動紹介とカード・

ギフトの頒布を行

いました。

岐阜県ユニセフ協会を通して、日本ユニセフ協会へ募金しました。

■ 募 金 者 名

(2012年 4月 ～9月 まで)

岐早県立長良特別支援学校

高木 丈―   福丼 任

岐阜県酪農農業協同組合連合会生活協同組合 コープぎふ

コープぎふ取引先 CP会
児童・生徒会

紅谷 昭代

岐阜県ユニセフ協会役員の異動等について、6月 25日の第1回役員会で承認されました。

○所属団体名の変更

(1日 )ガールスカウト日本連盟 岐阜県支部

(新 )ガールスカウト 岐阜県連盟

○前任者退任に伴い、新役員ご紹介 (敬称 略)

【評議員】
岐阜県高等学校PttA連合会 会長

(1日 )早川 1吾志   (新 )塩谷 博英

岐阜県私学団体連合会 会長

【理事】
ガールスカウト岐阜県連盟 連盟長

(1日 )可地 菊子   (新 )林  栄子
岐阜県公立幼稚園長会 会長

(1日 )後藤 佐XO° 子  (新)豊吉 久実
岐阜県小中校長会 会長

(1日 )岩田 将之
NHK岐阜放送局 局長

(1日 )砂押  宏行

(新)柘植 良雄

(新)三摩 真己
(1日 )渡遍 壽男 (新)下屋 浩実



今後の活動予定 (展示・募金・カードとギフトの頒布 )

月 日 曜  日 イベン ト名

10/13 土 ソフトピアジャパン文化祭『ソフこいまつり』

10/17 水 近藤組グループ安全大会

10/22 月 愛知産業大学工業高校

10/27028 土・ 日 岐阜県農業フェステイバル

10/27・ 28 土・日 愛知県尾西まつり

10/27028 土・日 岐阜市立女子短期大学 初

`林

祭

11/3・ 4 土・日 みずほフェスティバル

11/4 日 「介護センターしずさと」開設1周年第13回健康まつり

11/9/10 金・土 ハンド・イン・ハンド募金・可児店

11/11 日 岐阜県ユニセフ協会 1周年 第34回ハンド・イン・ハンド

11/16017 金・土 ハンド・イン・ハンド募金・尾崎店

11/17・ 18 ± 0日 ハンド・イン・ハンド募金・芥見店

11/20 火 那カロ第2小学校6年生 出前授業

11/24025 土・日 ハンド・イン・ハンド募金・多治見店

ユニセフ・カードとギフト

秋・冬号20122● 奏9月～
"燦

3月

●年賀状 ・…p4
巳んなの絆 「巳」
の曲線美を会津木

綿で表現しました。
誡進:こ轟ti藤鳳醸

●星空の下
…・・……Op20

サンタの足音、話し声、ソリの

音まで聞こえてきそうですね。

○ライフフアーマシーの

長瀬さんにインタビユー
(介護支援事業所を併設した調剤薬局)

ユニセフの頒布品を置いてみての感想は、薬局

や病院など医療に関わる会社にとつて、ホスピ

タリティのイメージとピッタリー致すると感じま

した。また患者さんとの良いコミュニケーション

ツールとなると思います。

‐11月 12月は

編 i蔽
1募金月間

ユニセフ・カードとギフト
秋・冬号2012

イベント企画で、ユ

ニセフのカードを買

い求め られた方 が

「先日、私の誕生日に

ユニセフの誕 生 日

カードをいただきまし

た。ユニセフとの始

めての出会いでした。

今度は私が友人に

ユニセフのカードを

送りたいと思つて 。… 。」と話されました。カード、

ハガキ・ギフトなどを通して人から人ヘユニセフ

の事が伝わることを願つて活動しています。皆さ

んもぜひご覧ください|

鐵 鶴

●キーチェーン/
チルドレン
●●●000p46の97

かばんや洋服のポケットに

スマートに納まるサイズ。黒

のレザー風ストラップには

“∪NICEF"の文字が亥」印さ

れています。

●ブレスレット/
チルドレン
●●●●●●p46の98

黒いベルトに子どもの絵柄が

入つたエナメル製チャームで

男女問わず着用できます。

●反射キーホルダー

21ロセット・・・p55自
層
■
響
瑚
彗
餞
曝

暗い場所で交通安全性高める反射

板のキーホルダーです。鍵につけ

たリバッグのファスナーにつければ

夜道も安心 |

展示ツールや学習資料の貸し出しは岐阜県ユニセフ協会をご利用ください。

ユニセフ視聴覚ライブラリー (全 4ア作品)貸出できます。ユニセフ写真パネル (世界の子どもたちとユニセフの活動につい

て幅広くご紹介いただけます。)展示ツール (ネパールの水がめ・地雷レプ !り 力・スクール・イン・ア・バック)


