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ユニセフの新型コロナウイルス緊急支援
子どもたちの命を守るために世界各地に届けられます。

岐阜で活躍するユニセフのなかま紹介　岐阜県学校生活協同組合

　春・夏・秋の「全員利用運動」では、供給金額の１％をユニセフ
に募金しており、３０年を超える継続的な取り組みです。
組合員のご協力により、
２０１９年度は総額で、
３５０,９６０円を募金
する事ができました。

　毎年、秋に行われる「ユニセフ・子どもの広場・ハンドインハン
ド募金活動」は、学校生協の取り組みとして参加しています。
　２０１９年１１月９日(土)に開催された
「ユニセフ・子どもの広場２０１９」
では、みかんのつかみ取りや募金活動
を担当し、楽しい一日を過ごしました。
多くの方の善意に心が温まりました。

　毎年、飛騨地区では、７００名を超える
組合員の方やご家族が参加し、「虹のフェ
ア」を開催しています。
　２０１９年で第３５回を迎え、ユニセフ
のパネル展示や募金、コープ商品の販
売、指定店の展示販売やビンゴゲーム、
実行委員(組合員)企画の模擬店や子ど
もコーナーなど、事務局と組合員の方々
との大切なふれあいの場になっていま
す。（今年はコロナの影響で中止）

　今年は学校生協再建６０周年を迎え、
指定店と共に、「学校生協６０周年 特別
企画 プレゼントつきセール」を実施中。
被災地の名産品をプレゼントする事で、
産業復興支援に繋げています。

北欧の国デンマークの首都コペンハーゲンにある、ユニセフ物流
供給センターから世界中の子どもたちのもとに必要な物資を供
給し続けています。

新型コロナウイルスにより定期運航の飛行機が限ら
れ、支援物資の輸送にも多大な支障をきたしていま
す。ユニセフは各国政府、民間部門、航空業界などに
協力を呼びかけ、より速く、より多く、より安全な物流
サービス網の構築に力を注いでいます。
私たちには、どのような危機においても、すべての子
どもを苦しみから守り、命を救い、健康を維持する責
任があります。

組合員の「全員利用運動」で30年以上続くユニセフ募金

▲
自宅に手洗い設
備や石けんがな
く、ユニセフが設
置した共同手洗
い場で手をあらう
スラムの少年（ケ
ニア・ナイロビ
2020年）

学校が再開し、間隔をあけ、マスク着用で授業を受
ける（コートジボワール2020年）

衛生キッドや食料など ユニセフの支援物資を受け
取ったブラジル北部パラ州のアマゾン流域で暮ら
す住民（ブラジル2020年6月26日撮影）

ラテンアメリカ・カリブ海諸国の
COVID-19の状況に対応するため、ト
クメン国際空港に到着したユニセフの
医療物資（パナマ2020年7月撮影）

COBID-19に対応するための支援物
資のユニセフのチャーター機がサヌア
空港に到着した様子（イエメン2020
年5月30日撮影）

6か月で届けた新型コロナウイルス
緊急支援物資

支援が届きにくい遠隔地こそ、
支援を必要とする子どもたちや
家族がいます。

医療用マスク　750万枚
N95マスク　280万枚
手袋　1,000万枚近く
ガウン　83万着以上
フェイスシールド　60万個以上
検査キッド　55万個以上
赤外線体温計　2万6,000個
　　　　　（2020年7月時点）

最も弱い立場に置かれた子どもたちを守るための
ユニセフ行動指針
１　子どもの健康を保つ
２　子どもたちの継続した学びを支援する
３　子どものいる家庭を支援する
４　暴力、搾取、虐待から子どもを守る
５　弱い立場に置かれた子どもに水と衛生の支援を提供する
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【連絡先】岐阜県学校生活協同組合　
〒500-8268　岐阜市茜部菱野4丁目103番地
☎058ｰ272ｰ9511(代表) 
HP　http//www.gifugaku.jp　
E-mail 　info@gifugaku.jp　

２０２１年 ユニセフパネル展２０２１年 ユニセフパネル展

開 催 予 告

期間：2021年6月14日（月）～21日（月）
会場：ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー

岐阜県ユニセフ協会設立10周年記念
講演会
岐阜県ユニセフ協会設立10周年記念
講演会
開催日：2021年6月19日（土）
会場：ぎふメディアコスモス みんなのホール

　岐阜県学校生協は、県下の教職員を対象にした職域生協です。自主・協同・
互助の精神に基づき、教職員の生活・文化の向上を図るため、１９４６年に設立、
１９６０年に再建され、今年で再建６０周年を迎える事ができました。コープ商
品や全国学校生協提携商社の安心・安全な商品の共同購入事業などを中心
に、『教職員の仕事や生活を総合的にサポートするためのライフパートナー』を
めざしています。
　さらに、子どもたちの健やかな成長を願う教職員の立場からも、「食」
「環境」「平和」「福祉」の課題にも取り組み、県下の生協運動の一翼を
担っていきたいと努めています。
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　毎年11月12月の2か月間、全国で取り組まれる、誰でもがユニセフ・ボラン
ティアとして参加できるユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金活動。
　例年は、街頭募金を中心に実施しておりましたが、今年は新型コロナウイルス
感染予防のため街頭募金は控えさせていただき、他の方法でのご協力をお願い
することとなりました。

岐阜県ユニセフ協会に講
師派遣を依頼。学校、職場、
グループの少人数でも開
催できます。

岐阜県学校生活協同組合　飯田市立上郷小学校6年3組
　岐阜聖徳学園高校　森乳スマイル倶楽部①　岐阜市
立長森東小学校　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　各務原市立鵜沼第二小学校②
　西郷青少年育成市民会議　岐阜大学生協　個人の募
金者多数

感染防止のため、6月に一度は中止となりましたが、10月11日に無事開催することができました。
JR岐阜駅北口すぐの岐阜大学サテライトキャンパス多目的講義室にて新型コロナウイルス感染防
止策をとりながら上映しました。
当日は28名の参加で広い会場でゆったりと鑑賞できました。

・世界中の子どもたちが、学ぶ機会を奪われることがない世の中になることを、切に願います。このような
いい企画をしていただき、感謝します。
・学ぶこと知ることから、すべては始まるということ。いろんなエッセンスが詰まった素晴らしい映画でした。
・進路を考える上で、とても素敵な映画です。中学校の映画鑑賞会で使いたいと思いました。

@UNICEF/UN042749/Khuzaie

2020/2月開催
コープぎふユニセフ交流会

日本ユニセフ協会のホームページを見てみよう。

岐阜県ユニセフ協会役員　（2020年10月1日現在）

2020年のテーマ
すべての子どもに、かけがえのない「子ども時代」を

2020年のテーマ
すべての子どもに、かけがえのない「子ども時代」を

３月以降、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ほとんどの活動が中止となりました。
自粛解除後からはコロナ禍でもできる活動を少しずつ再開しています。

1月

2月

6月

9月

10月

24日

1日2日

13日14日

30日

13日

長野県飯田市立上郷小学校出前授業と募金受託

全国中学校スピードスケート大会にて展示と募金活動①

岐阜市西郷公民館にて展示と募金活動②

愛知県岩倉市立曽野小学校６年生出前授業③

新潟県新発田中央高等学校オンライン出前授業

１月　ハートフルスクエアG
ポスターと支援物資展示

6月　蘇原支店 7月　各務原駅前支店

2月　メディアコスモス
NPO活動ポスター展

世界の子どもたちの現状やユニセフの活動を
学び、次の行動につなげましょう 22「子ども時代」の思い出を世界の子どもたちの状況とともにSNSなどで発信してみましょう。

ユニセフ　ハンド・イン・ハンド 検 索

オンライン学習会に
参加する 関連動画をみる

子ども時代をシェアする エッセイを書いてみる

33 今年はオンラインや身近な場所で募金を
呼び掛けてみませんか。

オンラインで募金を
呼びかける

身近な場所で
募金活動をする

顧問
顧問
理事　会長
理事　副会長
理事　副会長
理事　副会長
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

古田　肇
柴橋　正直
森脇　久隆
櫻井　弘
矢島　薫
大坪　光樹
住田　裕綱
尾形　哲也
森　　健二
木村　和幸
後藤　加寿美
杉山　育代
長村　覚
折戸　敏仁
山田　伝夫
鈴木　薫
村上　達也
吉岡　俊雄

佐藤　圭三
村山　克美
内堀　泰作　
藤井　雅人
横井　篤
山内　清久
朝日　修
後藤　豊郎
武山　弘爾
下屋　浩実
尾藤　米宏
國島　正人
石田　秀治
小野　廣紀
豊田　由二
木村　隆之
子安　貞継

岐阜県　知事
岐阜市　市長
国立大学法人岐阜大学　学長
岐阜県農業協同組合中央会　会長
岐阜新聞社　代表取締役社長
生活協同組合コープぎふ　理事長
岐阜県信用金庫協会　会長
岐阜県国際交流センター　専務理事
岐阜商工会議所　専務理事
日本ボーイスカウト岐阜県連盟　理事長
ガールスカウト岐阜県連盟　連盟長
岐阜県公立幼稚園長会・こども園長会　会長
岐阜県小中学校長会　会長
岐阜県高等学校長協会　会長
中日新聞岐阜支社　支社長
NHK岐阜放送局　局長
岐阜県学校生活協同組合　理事長
生活協同組合コープぎふ　専務理事

全岐阜県生活協同組合連合会　専務理事
岐阜県ユニセフ協会　事務局長
内堀醸造株式会社　代表取締役社長
カネ井青果株式会社　代表取締役社長
社会福祉法人　岐阜県社会福祉協議会　会長
全国農業協同組合連合会岐阜県本部　運営委員会会長
岐阜県酪農農業協同組合連合会　代表理事会長
岐阜県PTA連合会　会長
岐阜県高等学校PTA連合会　監事
岐阜県私学団体連合会　会長
日本赤十字社岐阜県本部　事務局長
十六銀行　公務営業部長
岐阜大学消費生活協同組合　理事長
岐阜市立短期大学生活協同組合　理事長
岐阜県労働者共済生活協同組合　理事長
西濃医療生活協同組合　理事長
生活協同組合ぷちとまと　専務理事

理事
理事
監事
監事
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員

顧問2名　理事18名　評議員13名　監事2名　合計35名

活 動 報 告

パネル展　ポスター展示

６月から９月にかけて、岐阜信用金庫のご協力で
各務原市内の４支店にてロビー展示を開催。

出前授業　広報活動

身動きが取れない中でも多くの方々に募金のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

8月　鵜沼支店 9月　各務原支店

① ② ③

① ②

外に出かけられないときは　じっくり学ぶとき　　
ボランティア学習交流会を10月までに5回開催しました。10月に
は初めてオンライン学習会にも挑戦しました。日頃会えないボラン
ティアさんのお顔も拝見できて楽しく交流できました。

ユニセフ　シネマのつどい2020
「風をつかまえた少年」映画上映会を開催しました。

参
加
者
の
感
想

ました。
ス感染防

学習会を開きませんか。学習会を開きませんか。
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カネ井青果株式会社　代表取締役社長
社会福祉法人　岐阜県社会福祉協議会　会長
全国農業協同組合連合会岐阜県本部　運営委員会会長
岐阜県酪農農業協同組合連合会　代表理事会長
岐阜県PTA連合会　会長
岐阜県高等学校PTA連合会　監事
岐阜県私学団体連合会　会長
日本赤十字社岐阜県本部　事務局長
十六銀行　公務営業部長
岐阜大学消費生活協同組合　理事長
岐阜市立短期大学生活協同組合　理事長
岐阜県労働者共済生活協同組合　理事長
西濃医療生活協同組合　理事長
生活協同組合ぷちとまと　専務理事

理事
理事
監事
監事
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員

顧問2名　理事18名　評議員13名　監事2名　合計35名

活 動 報 告

パネル展　ポスター展示

６月から９月にかけて、岐阜信用金庫のご協力で
各務原市内の４支店にてロビー展示を開催。

出前授業　広報活動

身動きが取れない中でも多くの方々に募金のご協力を
いただきました。ありがとうございました。

8月　鵜沼支店 9月　各務原支店

① ② ③

① ②

外に出かけられないときは　じっくり学ぶとき　　
ボランティア学習交流会を10月までに5回開催しました。10月に
は初めてオンライン学習会にも挑戦しました。日頃会えないボラン
ティアさんのお顔も拝見できて楽しく交流できました。

ユニセフ　シネマのつどい2020
「風をつかまえた少年」映画上映会を開催しました。

参
加
者
の
感
想

ました。
ス感染防

学習会を開きませんか。学習会を開きませんか。
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ユニセフの新型コロナウイルス緊急支援
子どもたちの命を守るために世界各地に届けられます。

岐阜で活躍するユニセフのなかま紹介　岐阜県学校生活協同組合

　春・夏・秋の「全員利用運動」では、供給金額の１％をユニセフ
に募金しており、３０年を超える継続的な取り組みです。
組合員のご協力により、
２０１９年度は総額で、
３５０,９６０円を募金
する事ができました。

　毎年、秋に行われる「ユニセフ・子どもの広場・ハンドインハン
ド募金活動」は、学校生協の取り組みとして参加しています。
　２０１９年１１月９日(土)に開催された
「ユニセフ・子どもの広場２０１９」
では、みかんのつかみ取りや募金活動
を担当し、楽しい一日を過ごしました。
多くの方の善意に心が温まりました。

　毎年、飛騨地区では、７００名を超える
組合員の方やご家族が参加し、「虹のフェ
ア」を開催しています。
　２０１９年で第３５回を迎え、ユニセフ
のパネル展示や募金、コープ商品の販
売、指定店の展示販売やビンゴゲーム、
実行委員(組合員)企画の模擬店や子ど
もコーナーなど、事務局と組合員の方々
との大切なふれあいの場になっていま
す。（今年はコロナの影響で中止）

　今年は学校生協再建６０周年を迎え、
指定店と共に、「学校生協６０周年 特別
企画 プレゼントつきセール」を実施中。
被災地の名産品をプレゼントする事で、
産業復興支援に繋げています。

北欧の国デンマークの首都コペンハーゲンにある、ユニセフ物流
供給センターから世界中の子どもたちのもとに必要な物資を供
給し続けています。

新型コロナウイルスにより定期運航の飛行機が限ら
れ、支援物資の輸送にも多大な支障をきたしていま
す。ユニセフは各国政府、民間部門、航空業界などに
協力を呼びかけ、より速く、より多く、より安全な物流
サービス網の構築に力を注いでいます。
私たちには、どのような危機においても、すべての子
どもを苦しみから守り、命を救い、健康を維持する責
任があります。

組合員の「全員利用運動」で30年以上続くユニセフ募金

▲
自宅に手洗い設
備や石けんがな
く、ユニセフが設
置した共同手洗
い場で手をあらう
スラムの少年（ケ
ニア・ナイロビ
2020年）

学校が再開し、間隔をあけ、マスク着用で授業を受
ける（コートジボワール2020年）

衛生キッドや食料など ユニセフの支援物資を受け
取ったブラジル北部パラ州のアマゾン流域で暮ら
す住民（ブラジル2020年6月26日撮影）

ラテンアメリカ・カリブ海諸国の
COVID-19の状況に対応するため、ト
クメン国際空港に到着したユニセフの
医療物資（パナマ2020年7月撮影）

COBID-19に対応するための支援物
資のユニセフのチャーター機がサヌア
空港に到着した様子（イエメン2020
年5月30日撮影）

6か月で届けた新型コロナウイルス
緊急支援物資

支援が届きにくい遠隔地こそ、
支援を必要とする子どもたちや
家族がいます。

医療用マスク　750万枚
N95マスク　280万枚
手袋　1,000万枚近く
ガウン　83万着以上
フェイスシールド　60万個以上
検査キッド　55万個以上
赤外線体温計　2万6,000個
　　　　　（2020年7月時点）

最も弱い立場に置かれた子どもたちを守るための
ユニセフ行動指針
１　子どもの健康を保つ
２　子どもたちの継続した学びを支援する
３　子どものいる家庭を支援する
４　暴力、搾取、虐待から子どもを守る
５　弱い立場に置かれた子どもに水と衛生の支援を提供する
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【連絡先】岐阜県学校生活協同組合　
〒500-8268　岐阜市茜部菱野4丁目103番地
☎058ｰ272ｰ9511(代表) 
HP　http//www.gifugaku.jp　
E-mail 　info@gifugaku.jp　

２０２１年 ユニセフパネル展２０２１年 ユニセフパネル展

開 催 予 告

期間：2021年6月14日（月）～21日（月）
会場：ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー

岐阜県ユニセフ協会設立10周年記念
講演会
岐阜県ユニセフ協会設立10周年記念
講演会
開催日：2021年6月19日（土）
会場：ぎふメディアコスモス みんなのホール

　岐阜県学校生協は、県下の教職員を対象にした職域生協です。自主・協同・
互助の精神に基づき、教職員の生活・文化の向上を図るため、１９４６年に設立、
１９６０年に再建され、今年で再建６０周年を迎える事ができました。コープ商
品や全国学校生協提携商社の安心・安全な商品の共同購入事業などを中心
に、『教職員の仕事や生活を総合的にサポートするためのライフパートナー』を
めざしています。
　さらに、子どもたちの健やかな成長を願う教職員の立場からも、「食」
「環境」「平和」「福祉」の課題にも取り組み、県下の生協運動の一翼を
担っていきたいと努めています。


