
2022年12月16日の設立大会にて、全国27番目の地域協定
組織として、愛知県ユニセフ協会が発足いたしました。その折
に、愛知県ユニセフ協会会長の大役を拝命いたしました名古屋大
学総長の杉山直です。設立大会では、日本ユニセフ協会高須幸雄
副会長より協定書をいただき、新たに立ち上がる協会の会長とし
て、身の引き締まる思いでおります。
今、世界を見渡すと、感染症の流行は未だ猖獗を極め、ウクラ

イナでの紛争やアフガニスタン、ミャンマーなど、極めて不安定
な地域的状況が続いており、その中で、子どもたちの生活、そして
命が脅かされ続けています。また、国連が設定したSDGsの17の
目標の中でも、子どもに関連する多くの課題が取り上げられてお
り、2030年までの達成に向けて取り組みが急がれるところです。

ユニセフは、全ての子どもの権利が実現される世界を目指して
約190の国と地域で活動を進めています。新たに発足した愛知
県ユニセフ協会では、県内での広報活動や募金及び学校を中心と
した出前学習支援活動を、愛知県、名古屋市をはじめとした地方
公共団体、我々大学、マスコミ、そして企業の皆様と連携して幅
広く活動を進めてまいります。幸い、愛知県ユニセフ協会設立に
あたっては、40を超える団体から賛同をいただきました。これ
から、地域の、そして世界の子どもたちが笑顔で暮らせ、希望の
持てる社会を築きあげるために尽力していく所存です。皆様方
からのご指導ご鞭撻、またご協力を賜りますよう、どうかよろし
くお願い申し上げます。

愛知県知事　大村 　秀章
愛知県ユニセフ協会顧問 愛知県ユニセフ協会顧問

名古屋市長　河村　たかし

愛知県ユニセフ協会発足と
会長就任のご挨拶

愛知県ユニセフ協会
お祝いのことば

愛知県ユニセフ協会
お祝いのことば

愛知県ユニセフ協会　会長・理事
杉山　直

愛知県ユニセフ協会の設立、誠におめ
でとうございます。設立にあたりまして、ご尽力をされま
した関係各位の皆様に心から敬意を表します。
日本では、世界の子どもたちの命と権利を守るというユ
ニセフの理念に沿い、公益財団法人日本ユニセフ協会が長
年ユニセフの顔として、募金、広報、政策提言などの活動
をしてこられました。その活動の輪を広げる役割を担う地
域組織が本県に設立され、地域に根差したきめ細かい活動
が展開されることは、大きな意義があり、国際理解・国際
協力の理念が県内に広く浸透し、ユニセフへの支援の輪が
さらに広がるものと期待しております。
このたびの設立に各方面の方々から賛同があったのも、
ユニセフに対する関心の高さと活動意義の重要さを物語っ
ており、今後の幅広い支援につながっていくものと感じて
おります。
愛知県ユニセフ協会のご発展と、すべての子どもたちの健

やかな成長、そして世界平和の実現をお祈り申し上げます。

この度、愛知県ユニセフ協会が設立さ
れましたこと、心よりお祝いいたします。
名古屋市では、子どもにとって大切な権利を保障し子ど

もの視点に立ち、子どもとともに最善の利益は何かを考え
子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちナゴヤを
目指し、「なごや子ども条例」を平成20年に制定しました。
さらに、令和２年には、子どもの権利を根幹に据える観点
から、この条例を「なごや子どもの権利条例」へと改正する
とともに、子どもの権利擁護機関を設置しました。
子どもは生まれながらにして、一人ひとりかけがえのな

い存在であり、一人の人として、大人と等しい権利を持っ
ています。このことが貴協会の活動を通して、市民の皆さ
まにも理解が広まっていくよう、本市としても微力ながら
もお力になれれば幸いです。
貴協会のこれからの限りないご発展並びに関係の皆さま

のご活躍とご健勝を祈念いたします。

活動の記録

取り組みが広がってきています

子どもの権利条約フォーラム2023inとよたプレフォーラム

オリーブの会名古屋

名古屋駅頭での
募金活動を実施（1月8日）

1月8日（日）、寒い日でしたが、名古屋
駅東側にて「オリーブの会　名古屋」の皆
様５名の参加で、募金活動を行いました。
ウクライナや世界の子どもたちの現状の
呼びかけに、ご家族連れの方、外国の方も
含め、道行く方々が足を止めて下さり多く
の善意が集まりました。

ガールスカウト愛知県第19団

覚王山日泰寺前で
募金活動を実施（1月21日）

1月21日（土）、弘法さまの縁日で賑わ
う日泰寺参道で、ガールスカウトの皆さん
が募金活動を行いました。
スカウトたちの元気な呼

び声に、多くの方々が募金し
て下さいました。
ユニセフは皆様の善意を
確かな光として、世界の子ど
もたちに届けます！

筝曲千景の会（実行委員会主催）

愛と光の平和チャリティ
コンサート（2月1日）

2月1日（水）、（株）ボンタイン珈琲本社にて「2023
愛と光の平和チャリティコンサート」が開かれました。
コンサートでは、和と洋の楽器奏者により、オーストリ
アから来日したクルト・シュミット氏の指揮で、コン
サートの副実行委員長であり筝曲千景の会副家元浅井
りえ氏作曲の「安寧の祈り」などが演奏されました。
また同会家元の浅井大美子氏の演奏により会場が一
つになって「ふるさと」を合唱するなど、音楽を通じて
平和を祈る場となりました。
コンサートの実行委員長を務めるボンタイン珈琲の
加藤慶人社長が「一緒に平和を作っていきましょう」と
呼びかけられ、
コンサートの
収益金の一部
を寄付いただ
きました。

1月29日（日）、豊田市の豊田市駅前にある「とよしば」にて、
子どもの権利条約フォーラム2023inとよた準備委員会主催
の「こどもライトまつり」が開催されました。
子どもたちが働いたり、学んだり、買い物をしたりと様々

な体験ができるイベントの中で、小学6年生の女の子のグルー
プ“まったり”によるユニセフ募金活動が行われました。お店
の机の上には可愛らしい手作り募金箱が置かれ、多くの子ど
もや大人で賑わっていました。

愛知県ユニセフ協会が誕生しました！

「こどもライトまつり」  キッズタウンにて子どもによるユニセフ募金活動（1月29日）

〒464-0824　愛知県名古屋市千種区稲舟通1-39
生協生活文化会館 2 階（コープ本山2階）
☎ 052（783）7230　FAX 052（781）7191

愛知県ユニセフ協会ニュースレター

愛知県ユニセフ協会展示ルームを開設しています
愛知県ユニセフ協会では、協会事務所に
展示ルームを開設しています。
支援物資をはじめ、学習用のパネルなど
も展示しており、展示を見ながらユニセ
フや世界の子どもたちについて知り、学
ぶことができます。

〒464-0824
愛知県名古屋市千種区稲舟通 1-39
生協生活文化会館 2 階（コープ本山2階）
☎ 052（783）7230　FAX 052（781）7191
E-mail:aichi@unicef-aichi.jp
https://www.unicef-aichi.jp/
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（公財）日本ユニセフ協会協定地域組織／愛知県ユニセフ協会



愛知県ユニセフ協会　顧問・役員・評議員名簿

団体賛助会員登録いただいた愛知県内の企業・団体のみなさま（2月8日現在）　　計26団体

（第１期：2022年12月～2024年12月）

顧問  大村　秀章 愛知県知事
顧問  河村　たかし 名古屋市長
会長・理事 杉山　直 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学　総長
副会長・理事 浅井　清文 公立大学法人名古屋市立大学　学長
副会長・理事 久冨木原　玲 愛知県立大学　学長
副会長・理事 小室　尚子 金城学院大学　学長
理事  岡田　亜弥 名古屋大学大学院国際開発研究科　研究科長・教授
理事  伯野　卓彦 日本放送協会　名古屋放送局　局長
理事  小島　浩資 東海テレビ放送株式会社　代表取締役社長
理事  田中　康之 東海ラジオ放送株式会社　代表取締役社長
理事  杉浦　正樹 中部日本放送株式会社　代表取締役社長
理事  藤井　達郎 テレビ愛知株式会社　代表取締役社長
理事  加藤　義智 株式会社エフエム愛知　代表取締役社長
理事  浦出　高史 株式会社ZIP-FM　取締役社長
理事  真能　秀久 株式会社中日新聞社　常務取締役　名古屋本社代表
理事  中川　博行 朝日新聞名古屋本社　名古屋本社代表
理事  河原　丈二 カゴメ株式会社　執行役員名古屋支店長
理事  千賀　昭政 コープあいち虹の会　代表
理事  清水　貞雄 愛知県労働者福祉協議会　事務局長
理事  浅井　大美子 筝曲千景の会　代表
理事  永井　淳 一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟　理事長
理事  花岡　美智子 一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟　連盟長

理事 後藤　幸生 愛知県生活協同組合連合会　専務理事
理事 舩橋　拡行 一宮生活協同組合　理事長
理事 尾関　俊紀 みなと医療生活協同組合　理事長
理事 坂本　聡 名古屋大学消費生活協同組合　専務理事
理事 森　政広 生活協同組合コープあいち　理事長
理事・事務局長　平光　佐知子　生活協同組合コープあいち　参与
監事 内河　惠一 恵沢法律事務所　所長
監事 中尾　さゆり 税理士　
評議員 小林　整次 愛知県公立高等学校長会　会長
評議員 鈴村　俊二 愛知県小中学校長会　会長
評議員 鈴木　雅雄 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会　会長
評議員 各務　元浩 公益財団法人あいち男女共同参画財団　専務理事兼事務局長
評議員 岡田　俊介 ワーカーズコープ・センター事業団　東海事業本部　本部長
評議員 長江　浩幸 南医療生活協同組合　理事長
評議員 森　英一 北医療生活協同組合　理事長
評議員 山川　修司 愛知県労働者共済生活協同組合　専務理事
評議員 山本　昌也 名古屋工業大学生活協同組合　専務理事
評議員 外村　順一 金城学院大学生活協同組合　専務理事
評議員 丹羽　みちの 名古屋市立大学生活協同組合・愛知県公立大学生活協同組合　専務理事
評議員 広瀬　一行 オリーブの会名古屋　会長
評議員 中井　恵美 NPO法人子育て支援のNPOまめっこ　理事長

一般賛助会員　213名
学生賛助会員　8名
ボランティア登録人数　55名

愛知県生活協同組合連合会
愛知県農業協同組合中央会
あいち生活協同組合
一宮生活協同組合
イチビキ株式会社
おとうふ工房いしかわ
株式会社オリックス自動車
リース営業本部東海営業部名古屋支店

株式会社クレスト
ジャパンホールディングス
株式会社コーミ
株式会社コメダ
株式会社昭和
株式会社ティア
株式会社デイリーファーム
株式会社東海共同印刷

株式会社トーカン
株式会社トランコム
北医療生活協同組合
金城学院大学生活協同組合
コープあいち虹の会
生活協同組合コープあいち
中央製乳株式会社
テレビ愛知株式会社

名古屋工業大学生活協同組合
名古屋大学消費生活協同組合
三菱UFJ 銀行星ヶ丘支店
南医療生活協同組合

愛知県ユニセフ協会は皆さまの温かいご支援により運営しています。
ぜひ、賛助会員登録をいただき、さまざまな活動を支えていただけます
と幸いです。
一般賛助会員 5,000円 /1 口（学生賛助会員 2,000円 /1 口）
オンラインでも手続きいただけます。

2022年12月31日時点の
愛 知 県 ユ ニ セ フ 協 会

賛助会員へのご協力をお願いします

活動の記録

愛知県ユニセフ協会　設立大会  ／  設立記念講演
2022年12月16日（金）、名古屋市公会堂４階ホールに
て愛知県ユニセフ協会設立大会を執り行いました。
協会役員就任予定者や賛同企業・団体・個人の約130名

の皆様にご出席いただくとともに、ご来賓として愛知県知
事　大村秀章様、名古屋市長　河村たかし様、公益財団法人
日本ユニセフ協会副会長　高須幸雄様にご臨席賜りました。
協会規約や事業計画、役員名簿など４つの議案を参加者

の皆様の総意で議決し、愛知県ユニセフ協会が全国27番目
の日本ユニセフ協会協定地域組織として誕生しました。
また、大会運営には

ボランティアのみなさ
んも参加。受付や誘導
などで活躍いただきま
した。

大会後の設立記念講演では、UNICEF東京事務所副代表の
根本巳欧様をお招きし、ユニセフの緊急人道支援について
講演いただきました。ご自身のウクライナ緊急支援の経験
も踏まえユニセフがどんな取り組みで世界の子どもたちを
支援しているのかがリアルに分かるご講演で、「テレビや
新聞だけではわからない、生の声を聞くことができました。
今までは、少し遠くの事のような気がしましたが、世界に目
を向けてまた日本にもまだまだ支援をしなくてはいけない
ことが多くあるのだと実感しました。」という参加者の方か
らの感想もいただきました。
さらには、「子どもたちの声を聴く」と題して、名古屋大
学教育学部附属中・高等学校の生徒のみなさんからは、平和・
経済・生理の貧困・環境の４つのテーマでご報告をいただ
きました。どのテーマもとても素晴らしい報告で、参加者
からは「子どもたちの発表がすばらしかった。子供を取り
巻く様々な問題に真正面から取り組み、素直に課題解決を
している姿に心が打たれました。」「未来を担う子供たちは
「世界の宝」と第二部の講演を通して、改めて確信しました。
その宝を守ることができるのは大人であり、それは権利で
はなく、大人としての義務ですね。」といった感想をお寄せ
いただきました。

▲たくさんの祝電も ▲杉山会長と発表生徒のみなさん

▲生理の貧困について

▲「心の中に平和のとりでを」

▲UNICEF東京事務所副代表　根本氏

▲発起人会　杉山代表挨拶

▲河村名古屋市長ご挨拶▲大村愛知県知事ご挨拶

▲閉会挨拶  愛知県社会福祉協議会鈴木会長▲議案提案　コープあいち森理事長

▲協定証授与（杉山会長と日本ユニセフ協会高須副会長）

▲展示コーナー ▲COP27に参加して

▲日本留学中に感じた「日本の経済について」

▲ファシリテーターは名古屋大　岡田教授

▲司会　平光事務局長

▲ボランティアのみなさんも活躍


