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ご 挨

拶

三重県ユニセフ協会
会長 駒田 美弘
三重県ユニセフ協会は、多くの関係者の皆様の熱意とご支援により、全国で25番目の日本ユニ
セフ協会の地域組織として2012年12月4日に設立をされて以来、ちょうど５周年をむかえること
ができました。これも偏に多くの皆様からご支援、ご協力をいただいた賜物と心より感謝申し上げ
ます。
三重県ユニセフ協会は、乳幼児期から青年期までの世界の子どもたちの生命と健康を守り、健や
かな成長を支援し、子どもたちの将来の夢と希望が叶うように応援するというユニセフ
(UNICEF：国際連合児童基金)活動の精神を踏まえ、パネル展示会、チャリティーイベント、出前
授業、募金活動等、様々な活動を展開してきております。
地球の未来を担っていく子どもたちは、一人一人がかけがえのない宝物です。2015年に採択さ
れましたSDGs：Sustainable Development Goalsは、「誰ひとり取り残さない：No one will be
left behind」という基本的な考え方に基づき、17の目標と169のターゲットが設定されています。
そのなかには、子どもたちも「誰ひとり取り残されない」ために、ユニセフ活動の基本精神でもあ
る多くの項目が盛り込まれています。子どもたちに関連した主な項目としましては、① 子どもの
貧困の撲滅(目標１：貧困を終わらせる)、② 子どもの飢餓の撲滅と栄養状態の改善(目標２：飢餓
を終わらせ、食料安全保障と栄養改善)、③ 子どもの交通事故死および自殺の防止と周産期から乳
幼児期までの保健福祉の向上(目標３：健康的な生活と福祉の確保)、④ すべての子どもへの教育
の提供(目標４：質の高い教育の確保)、⑤ 女性・女児に対する差別・暴力の根絶(目標５：ジェン
ダー平等)、⑥ 安全な水・衛生設備の確保(目標６：安全な水とトイレへのアクセス)、⑦ 児童労働
の撲滅(目標８：人間らしい雇用)、⑧ 無戸籍児童・所在不明児問題への対応(目標10：すべての人
を受け入れる社会の促進)等が明記されています。
三重県ユニセフ協会は、ユニセフ事業の重点分野である「保健、HIV／エイズ、栄養、教育、子
どもの保護、水と衛生、社会へのインクルージョン」において、地域に根ざした活動をこれからも
推進していきたいと考えております。今後とも多くの皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
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ご 挨

拶

日本ユニセフ協会
会長 赤松 良子
三重県ユニセフ協会が設立５周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。三重県に
おいて世界の子どもたちのためにユニセフの活動を支援下さいました貴会の皆様に感謝申し上げま
す。また設立５周年を迎えるにあたりご尽力賜りました皆様に心からお祝い申し上げます。
貴協会は2012年12月に日本ユニセフ協会25番目の地域組織として設立されました。武田名誉会
長をはじめ、役員の皆様、吉田事務局長そしてボランティアの皆様のお力により三重県にしっかり
とユニセフを根付かせてくださいました。
設立当初より、県内の日常的に多くの方々が訪れる場所で、パネル展を開催、また夏休みには、
さまざまな方法で、お子さんが参加できるイベントを開催し、アイデアいっぱいのユニセフ活動を
行っていただいております。2015年には、事務所を移転し、年末にはハンド・イン・ハンド募金
活動に積極的に取り組んでいただき、チャリティー・コンサートなどを通じてユニセフの広報活動
を進めていただいております。
ユニセフは2030年までのあらたな国際社会の目標、「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)」にもと
づき、「公平性」戦略に重点を置き、すべての子どもたちが子どもらしく育ち、平和の中で人生を
歩めるよう、活動をすすめております。
日本の皆様にこうした世界の子どもの現状を広く知っていただき、ユニセフの活動を推進してい
かれるよう、日本ユニセフ協会は、三重県ユニセフ協会様はじめ各協定地域組織の皆様とご一緒に、
活動してまいります。どうぞこれからも、皆様のご支援、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願
い申し上げます。
最後になりましたが、貴会の益々のご発展と、会員の皆様のご多幸、ご健勝を祈念申し上げます。
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ご 挨

拶

三重県ユニセフ協会
名誉会長 武田 美保
これまで多くの皆様のご協力に支えられ、三重県ユニセフ協会が設立5周年を迎えることができ
ました。
ユニセフ(国際連合児童基金)の輪が各地に少しずつ広がる中、三重県もコープみえ様に事務局を
担って頂いて、いち早く設立に向けての準備室を立ち上げ『三重県からさらに支援の輪を広げよ
う』『発信していこう』という熱意と行動で設立まで漕ぎ着けることができました。女性のスタッ
フ、理事も多く、独自性のある企画を提案して頂きながら、普及活動や募金活動を行い、毎年発展
途上の国々の子ども達に届けて頂いています。
世界では秒単位で、紛争、干ばつ、飢餓など様々な問題により、小さな命の灯火が消えていって
しまう悲しい現実が続いています。最も近いところではロヒンギャに対する弾圧など、痛ましい出
来事は繰り返されています。三重県ユニセフ協会はこれからも支えて頂いている皆様と共に、世界
に目を向け、ボーダーレスに支援の輪を広げ、救える命を少しでも多く救う活動に邁進して参りた
いと思っています。

2016/5/21
駒田会長 講演会

2016/06/22
とってもワクドキ！「輝人」
三重テレビ出演
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2013/12/21
一周年記念講演

2014/12/21
街頭募金

祝 辞
三重県ユニセフ協会が設立5周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し
上げます。駒田美弘会長をはじめとする役員の皆様、会員の皆様におかれまし
ては、平成24年の設立以来、ユニセフ(国際連合児童基金)の国内委員会である
公益財団法人日本ユニセフ協会と連携し、ユニセフ協力活動を地域における活
動として推進し、募金活動や普及・啓発活動を進めてこられました。世界の子
どもたちの問題は、国際社会の中で緊急かつ重要な課題であり、私たち一人ひ
とりが考えなければならない問題です。そのためにも、地域においてユニセフ
の普及・啓発活動を行っておられる貴会の活動は大変重要であり、深く敬意を
表します。子どもは地域の宝であり、活き活きとした子どもの笑顔は周りの人
を幸せにします。

津市長

前葉 泰幸

(三重県ユニセフ協会顧問)

津市は、平成27年に「子どもの輝きが未来につながるまち・津」を基本理念とする「子ども・子育て支援
事業計画」を制定し、次世代の担い手である子どもが健やかに育ち、子どもの輝きが親たちに喜びと生きが
いをあたえ、そして地域に輝かしい未来をもたらすことを目指して、子育てにかかわる団体、事業所等と協
働・連携し、子ども・子育て支援に取り組んでおります。
最後にユニセフの活動を通じて世界の多くの子どもの幸せが守られますことを祈念いたしますとともに、
三重県ユニセフ協会のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
三重県ユニセフ協会が2012年12月に設立され、このたび5周年を迎えました
こと、誠におめでとうございます。殊に関係者の皆さまにおかれましては、活
動内容のパネル展示や学習会をはじめとする広報活動、また、県内各地でのラ
ブウォークやハンドインハンドなどの募金活動に精力的に取り組んでこられた
熱意とこれまでのご尽力に対し、心からの感謝と敬意を表する次第です。
さて、ユニセフは、世界中の子どもたちの命と健康そして権利を守ることを
目的に活動しております。これからの未来を担う子どもたちが安心して生活で
きる環境を創っていくことは先進国の責務であり、一人ひとりが何が出来るか
三重交通グループホールディングス(株)

を考え、実践していくことが重要であると思います。三重県ユニセフ協会の活

(三重県ユニセフ協会顧問)

動の中で、三重交通グループの御在所ロープウエイにおいて、2016年8月に

代表取締役会長

岡本 直之

「御在所ユニセフDAY」が行われ、自然学校でのイベントを中心に多くの子ど
もたちに参加していただきユニセフの活動内容を楽しく学んでいただきました。
さらに、イベントを通じた募金活動など、企業として出来ることをこれからも積極的に行ってまいりたい
と思います。また、日本ユニセフ協会が注力している取組みである「子どもにやさしい空間」を実現するこ
とも企業の重要な役割であると考えております。「子どもにやさしい空間」とは、「災害や事故などの緊急
事態において、避難した先で子どもたちが安心・安全に過ごすことができる場」と定義されており、これを
整備することで、子どもたちの健全な発達や学びといった「子どもの権利」を守ることができるというもの
です。これを実現するためには、自治体だけでなく企業の力が必要不可欠であり、私どもは非常災害時の
人々の輸送や避難場所の提供など、さまざまな場面でしっかりと連携してまいりたいと思います。
結びに、ユニセフ活動を通じ、一人でも多くの子どもの命と健康そして権利が守られるとともに、三重県
ユニセフ協会の今後ますますのご発展を心からお祈り申しあげます。
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協会設立まで
協会設立までの経緯
これまで各県でのユニセフ活動は日本ユニセフ協会の県支部もしくは友の会という形態をとっていました。日本
ユニセフ協会の公益財団法人化に伴い各県の形態も独立した団体である任意法人として活動することとなった為
活動団体は日本ユニセフ協会と任意団体である協会とが協力協定を結ぶ契約当事者に変更されました。
2010/10

地域のユニセフ活動をより組織的に行う為の活動拠点づくりを支援してほしい旨三重友の会代表
杉谷哲也氏よりコープみえに要請がありました。

2011/2/9

コープみえでは第10回理事会においてユニセフ活動の拠点づくりを支援する旨決定されました。

2011/7/5
～10/24

ユニセフ活動の拠点づくりを進める為、杉谷氏(三重友の会は2012/12解散)と連携し
コープみえ理事会のもとプロジェクトチームを発足しました。(全5回)

2011/12
～2012/7

ユニセフボランティアを募り、ユニセフ学習会をはじめました。(全7回延べ出席者32名)
ボランティア登録者22名。

2011/11/21
～2012/7/20

三重県ユニセフ協会設立準備委員会発足。(委員15名、及び、日本ユニセフ協会2名)(全3回)

2012/8/29

三重県ユニセフ協会設立発起人会発足。(発起人35名、及び、日本ユニセフ協会3名)

2012/12/4

三重県ユニセフ協会設立大会。(全国で25番目の日本ユニセフ協会 協定地域組織)
組
織：顧問2名・理事14名・監事2名・評議員14名・事務局長、ボランティア35名
所 在 地 ：三重県津市桜橋2丁目135ハイツフジタ1Ｆ
三重県ユニセフ協会 設立趣意書

ＵＮＩＣＥＦ(国際連合児童基金)は、1946年の国連総会で、第二次世界大戦
によるヨーロッパやアジアの戦災児童に緊急援助を行うために、「国連国際児
童緊急基金」として設立されました。日本でも1949～1964年までの間、当時
の金額で65億円もの援助をユニセフから受けています。
その後、日本やヨーロッパの経済復興がすすみ、1953年からは、活動目的
を開発途上国の子どもの命と発達を守る社会開発への国際協力に力を注ぐこと
になりました。1965年にはユニセフに対し「ノーベル平和賞」が贈られていま
す。
1989年の国連総会で採択された「児童の権利に関する条約」は、子どもの
生存・発達・保護・参加の基本的人権を定めた国際条約として2012年4月現在
193の国と地域で締結され、ユニセフの使命の基盤となっているものです。し
かし、世界では今も１年間で690万人の子どもが5歳の誕生日を迎えることなく
命を落とし、6,700万人の子どもが小学校に通えず、１億5000万人が児童労働
に従事し、最近10年間の武力紛争だけでも200万人以上の子どもが命を失って
います。
世界の子どもたちの問題は、世界的課題の中でも最も緊急かつ重要なもので
あり、この問題を解決することなくして、希望ある世界を描くことはできませ
ん。また、国際社会において日本が果たす人道的役割に対する期待は非常に高
く、日本におけるユニセフ協力活動をさらに広げていくことは私たちの責務で
もあります。
その意味において、ＵＮＩＣＥＦの国内委員会である公益財団法人日本ユニ
セフ協会の全国的活動と連携を保ちながら、ユニセフ協力活動を地域における
活動として推進し、さらに定着・発展させていくための協会を拡充することが
求められています。
現在、三重県には約130名(2012年10月現在)の日本ユニセフ協会賛助会員
がいます。また、多くの市民や団体・学校・企業などが、それぞれの地域で募
金活動や普及・啓発活動などのユニセフへの協力・支援活動をすすめています
。
しかし、三重県には県協会が存在していないために、つながった活動ができ
ていないのが実情です。今後「三重県ユニセフ協会」を設立し、県下のユニセ
フ活動をさらに前進させることが地域社会からも期待されています。
「三重県ユニセフ協会」を設立することは、世界の子どもたちのためのみな
らず、私たち自身の暮らし方を見つめなおす上でも大きな意義があると考えま
す。私たちは、現地で活動する方の生の声・写真展など学習会の開催や、世界
の現状を地域の人たちに伝える等の活動を強め、三重の地で三重県らしい支援
のあり方を共に考え、一人でも多くの県民の皆様にユニセフの活動を広めてい
くことに努めます。
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発起人会

設立大会

設立大会

レセプション

協会設立から5年間のあゆみ
2012

12/4 設立大会
街頭募金(ハンド・イン・ハンド)県内8か所で実施

2013

ラオススタディーツアー(2/17～2/24）
1周年記念事業「ユニセフのつどい・チャリティーコンサート」(12/21)
TAP PROJECT：参加8店舗

2014

東ティモールスタディーツアー(10/26～11/2)
小池事務局長から吉田理事/事務局長へ交代(6/1）
TAP PROJECT：参加10店舗

2015

駒田会長就任(4/1)
キャラバン隊来県(6/11-12),事務所移転(12/7）
3周年記念事業「ユニセフのつどい」（12/20)

2016

駒田会長講演会(5/21）
海外の医療・医学を学ぶ～開発途上国を中心に～
駒田会長テレビ出演「とってもワクドキ！」三重テレビ(6/22)

2017

5周年記念事業「ユニセフのつどい」

広報活動件数

件数 20

A:イベント
ラブウォーク

15

パネル展
10

ブース出展

B:教育活動

5

手洗い普及
学習会

0
A

B

2013年

A

B

2014年

A

B

A

2015年

B

2016年

A

講演

B

2017年
(11月現在)

金額(万円)
20000

募金額と募金活動件数

18000

三重県での
募金総額

16000
件数 80

800

60

600

40

400

県協会経由募金
募金活動件数

20
0

200

2012年
(12月のみ)

2013年

2014年

2015年
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2016年

0

募金額

ボランティアメッセージ

私のささやかなボラン テ ィ ア で 、 ど
こかの誰かのお役に立 て る と 思 う と
小(林りつ子 )
幸せです。

私にとって ユニセフ の ボ ラ ン テ ィ
ア活動は、世界の情勢 に 関 心 を 持 た
せ、自分自身のことを 新 た に 考 え さ
せてくれるきっかけに な り ま し た 。
坂(伸子 )

世界中の子どもたちに伝えたい
「生まれてきてくれてありがとう」
そして・・・
「生きててよかった」と笑ってほしい
(大野智香子)

一周年記念チャリティーコンサート
ユニセフのボランティア活動を通じて世界の子ども
たちに起きている現状を勉強させて頂き子どもを守
りはぐくむ少しばかりのお手伝いをさせて頂けたこ
と、そして、何よりすばらしいボランティア仲間と
出会い影響を受け自分の世界も広げられたことに感
謝しています。
(小西未知)
手洗い
ダンスチーム
「しでこぶし」

私は、三重県ユニセフ協
会でボランティアを始め
て5年になります。最初
は知らない方々と少し緊
張しながら…でしたが、今はみなさん
と仲良くできることを細々とですが、
少しでも世界の子どもたちの役にたて
るように末永く続けていきたいです。
(佐野仁美)

ユニセフ5周年おめで
とうごさいます。ボラ
ンティアを通じて、志
摩の私は、津市、松阪
他、友人が増えた事、たくさんの思
い出もできました。これからも、自
分にできる事で、参加したいとおも
います。
(中岡豊美)
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小池啓子

2012/12～2014/5
(前事務局長)

一日も早く世界中の子どもた
ちの人権が守られる世界にな
りますように！ 秦(広子 )

菰野町の演劇サークル
「しでこぶし」でサー
クル員全員がユニセフボランティアとして世界手洗いダンスの
普及活動をしています。町の文化祭や保育園、幼稚園訪問な
ど、御在所山の頂上でもやりました。このダンスは子供たちに
大好評です。これからも続けたいと思っています。
(早川幸子)

ひとり一人の力は微力ですが合わされば必
ず大きな力となっていきます。今自分がで
きることを精一杯にしていきたいと思いま
妹(尾成幸 )
す。

ボランティア活動
に少ししか参加で
きていませんが、
小さな力も集まれ
ば大きな力になると思い微力
ながらも継続して活動に参加
していきたいと思っていま
す。
(竹内和美)
子どもは、社会の
宝である」と考え
ています。ユニセ
フボランティアの
一員になり、世界
の子どもたちを取り巻く状況
を学び、子どもたちの実態に
目を向けて、仲間の皆さまと
共に充実した活動を行ってき
ました。これからもユニセフ
へのまなざしが増えることを
願って、ボランティア仲間の
絆を深めながら、活動を続け
ていきたいと思います。
(中野久美)

みんなに平等ではなく、一番
困っているところに適切な支援
をすることが必要です。途上国
で支援を待っている子どもたち
が笑顔で暮らせるよう、自分が
できることを、これからも協力
していきたいと思います。
大(村洋子 )

今、ロヒンギャ避難民の顔
を見ると 悲しみと疲労感が
いっぱいで、 募金を頑張ら
なければと思います。
(寺本きぬ代)

役員メッセージ 川柳
M.H.

関心を 向けることこそ 第一歩

ユニセフは 世界の子ども みな家族

こう城しん

子どもたち 笑顔いっぱい 平和な世界

国連の民

守ろうよ 子どもの命 ワンコイン

商涯元役

(お詫び会見)
稔(みのる)ほど 頭(こうべ)を垂(た)れて 舌をだす

「命のメジャー」 レッドライン12cm デッドライン11cm

幼子の 涙の分だけ ワクチンを

T.U.

H・ボンゴレ

まるさん

募金して 食べたつもりで ダイエット

ダリ―

ユニセフは 地球をつなぐ 太い糸

I.N.

初めて蚊帳 ぐっすり安心 朝寝坊

かもしか亭森輔

遠くの地 君の笑顔で 結ばれる

長いおつきあい
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役員メッセージ 川柳
ちいさな芽 はぐくみ 未来へ つなぐ夢

名顔

一杯を こらえてみせます 子のいのち

酔臥

第三銀行

幸せな 子どもの笑顔 未来まで

なぜ生きる 問うより子らよ 生きてあれ

喃筍

ガンバロウ 募金が救う 子どもたち

電波系

チャリティーで 人救うつもりが 救われる

直瑛

海を越え 守ってあげたい 小さな生命

K.K.

水汲む手 明日は本と 鉛筆を

Y.K.

このこらの 手にあたたかき この命

M.N.

協会(教会)は 先例(洗礼)なくとも みな救う

辰のおとしご

房走中

にっぽんに 生まれた喜び おすそ分け
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今 後

に

向

け

て

三重県ユニセフ協会設立5周年、おめでとうございます。みえユニセ
フは、2012年に全国で25番目の地域組織として設立されました。この
5年間、関係者の皆様のご努力、また多くの皆様の献身的なご支援、ご
協力のおかげで、ユニセフの活動、組織を充実させることが出来たと思
います。深く感謝申し上げます。
世界では、今この時でも、深刻な対立と紛争、混乱が起きています。
理不尽な暴力により、市民の生活が突然に破壊されてしまう。各地でそ
うした難民が何百万人という規模で生まれているのが現実です。混乱と
無秩序な状況により、まず被害者となるのは最も弱い立場のこどもたち
です。健やかに成長するために必要な、栄養、保健、水と衛生、教育な

三重テレビ放送(株)
代表取締役社長 長江 正
(三重県ユニセフ協会副会長)

ど、全てが不足しています。本来なら健やかに成長するはずの命が失わ
れていきます。
ユニセフの活動は、こうしたこどもたちの命を救い、健やかな成長を取り戻すことです。そして
そのために三重県から支援活動を行っているのが、みえユニセフです。みえユニセフが、充実した
活動を展開することが、より多くのこどもたちを救うことに繋がります。多くの皆様にご理解を頂
き、次の5年間も力強く歩んでいきたいと思います。

5周年記念、おめでとうございます。関係された皆様のご努力に敬意
を表するとともに、今後のさらなる発展を祈念いたします。
最近「持続可能性」と訳さる、サステナビリティ(Sustainability)と
いうカタカナ語が闊歩しています。開発途上国に持ち込んだ機材が、
それを扱える人がいなくなったら、ゴミと化してしまったという経験
を経て、その土地で手に入る材料を使い、人材育成を含め、事業が持
続できる支援の在り方が求められるようになりました。つまりサステ
三重県立看護大学
学長 菱沼 典子
(三重県ユニセフ協会副会長)

ナビリティです。国際協力活動に限らず、あらゆる支援活動は、その
場に根付き、その文化に適合した形で持続されるものでなければなら
ないというのは、ごく当たり前のことです。

しかし、当たり前のことを実施するのが実は難しく、改めてサステナビリティが声高に求められ
ているのです。ユニセフの活動にサステナビリティが求められるのと同様、三重県ユニセフ協会も、
ユニセフ活動を支えるために、サステナビリティが求められます。
ぜひ三重県らしい活動、三重県民が好むスタイルでの活動によって、本協会が発展、継続されます
ことを、心より期待しております。
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今 後

に

向

け

て

三重県ユニセフ協会設立5周年、おめでとうございます。コープみえの
基本理念「つながりあう安心 笑顔が輝く くらし」～人が地域で協同
するくらしづくりをすすめ、平和な社会を未来に引き継いでいきます～
を掲げて、事業や活動に取り組んでいます。そのため、よりよいくらし
をすすめる上で、平和であることが大前提と考えています。私たちは、
三重県全体にユニセフ活動が広がることを願い、三重県ユニセフ協会と
連携してユニセフ活動をすすめています。
世界子ども白書2016では、1億6,700万人の子どもたちが極度の貧困
下(1日1.90米ドル未満)で生活し、その10人に9人はサハラ以南のアフリ
カ地域の子どもたちが占める。7億5,000万人の女性が児童婚を

生活協同組合コープみえ
理事長 西川 幸城
(三重県ユニセフ協会副会長)

する。6,900万人の5歳未満の子どもたちが、主に予防可能な原因によって亡くなる。と報告され
ています。このような、状況を知る事からはじめ、世界の子どもたちのためのみならず、私たち自
身の暮らし方を見つめなおす上でも大きな意義があると考えています。
これからも、ご一緒にユニセフ活動を三重県内にひろげていきましょう。

女性理事

2013/4/23 第1回理事会
1周年記念 講師 竹添 敦子 評議員

募金活動

森 豊 監事

長井 理 監事
2014/12/29
三重県漁業協同組合連合会
「大漁ふれあい市」

2015/3/1
御在所ロープウエイ
尾鷲のサンマが世界の子どもたちを救う！

2015/6/11 キャラバン隊来県時の懇親会

-11-

5周年記念事業実行委員長挨拶

ユニセフ(国際連合児童基金)は、世界の子どもたちの命と健康を守る
ために活動している国連機関である。子どもの権利を擁護する主要な機
関として教育、保健、栄養、水と衛生、保護などの分野で活動している。
世界に22億人の子どもたちがいる。アンゴラ(西アフリカの大西洋側に
位置する国)の5歳未満児死亡率は世界第１位であり1000人当たりの死亡
は157人、日本は第182位であり1000人当たりの死亡は3人である(世界
子供白書2016統計編)。
株式会社ship
代表取締役社長 井ノ口 輔胖
(三重県ユニセフ協会理事)

我国では(公財)日本ユニセフ協会の下、従前学校現場を中心にユニセ
フ活動を行っていた。しかし、更なる活動強化のため経済界等社会全体
の活動に拡大する動きが全国的に広まり、本県も生活協同組合コープみえ

が中心となって協会設立の機運を高め2012年12月4日に三重県ユニセフ協会の設立に至ったもの
である。
協会設立後は「次代を担う三重の子どもたちと多文化の子どもたちとの共生社会」をスローガン
に中期事業計画(2012年12月～2017年2月)を策定し、企業、行政や教育機関との連携、募金活動、
ボランティアの育成、広報・啓発などに取り組んできたところである。
今、世界は自国ファーストやポピュリズムの台頭から混沌としつつあるがこのような時こそユニ
セフ活動の強化が求められる。そこで本日の協会設立５周年を契機として中期事業計画を総括する
とともに長期事業計画(2012年12月～2022年2月)の策定・実行に向けて皆様のご協力・ご支援を
頂き一層の啓蒙・啓発と活動強化に努めてまいりたい。

(資料)
「三重県ユニセフ協会設立支援コープみえプロジェクトチーム」
全5回開催：2011/7/25、8/19、8/29、9/19、10/24 コープみえ松阪本部会議室
チームメンバー9名：吉田副理事長(チームリーダー)野村専務,松岡理事,中島理事,薮田理事,安原理事,浦北(CSR推進部)妹尾(組
織運営部部長)杉谷哲也(元三重友の会代表・ユニセフ広報普及委員) 事務局:丸川栄次(商品,組合員活動推進課課長)
「設立準備委員会」
全3回開催：2011/11/21、2012/1/23、7/20 アスト津/生協連合会事務所
委員15名：杉谷哲也(元三重友の会代表)森豊(御在所ロープウエイ常務取締役)内田淳正(三重大学学長)川井勝(三重県農業協同
組合中央会常務理事)鈴山雅子(三重大学客員教授)中野和代(津市教育委員会教育長)柏木はるみ(三重県男女共同参画センターフ
レンテみえ所長)武田美保(五輪メダリスト・三重大学特任教授)坂倉加代子(NPO「四日市子どもの町」理事長)長井理(三重県漁
業協同組合連合会常勤監事)中野潤三(鈴鹿国際大学学長)松井真理子(四日市大学総合政策学部長教授)山中保一(鈴鹿高校校長)
上野達彦(生活協同組合連合会会長)茂木穣(コープみえ理事長)吉田房子(コープみえ副理事長) 事務局:妹尾成幸,丸川栄次(コー
プみえ)岡本一郎(生活協同組合連合会事務局長)
「三重県ユニセフ協会 設立発起人会」
2012/8/29 13:00～15:00 三重県教育文化会館大会議室
発起人総数 35名：設立準備委員15名、村本淳子(三重県立看護大学学長)森下達也(三重県社会福祉協議会会長)丹保健一(三重
県教育委員会委員長)田部知代子(三重県子どもNPOサポートセンター理事長)志田行弘(三重テレビ放送㈱代表取締役社長)丹羽
勇(三重エフエム放送㈱代表取締役社長)末次秀行(中日新聞社三重総局長)林恭治(NHK津放送局長)竹添敦子(三重短期大学法経
科教授)田村恵子(社福)三重共同募金会元事務局長)濱田康資(百五銀行取締役))鈴木康夫(第三銀行取締役本店営業部長)葛西典明
(三重銀行執行役員)谷口友見(三重県町村会会長)河上敢二(三重県市長会会長)井ノ口輔胖(三重県商工会議所連合会専務理事)
佐々木史郎(三重県商工会連合会専務理事)松岡典子(NPO法人MCサポートセンターみっくみえ理事長)坂本久海子(NPO法人愛伝
舎理事長)松浦信男(万協製薬株式会社代表取締役社長)
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役員 名簿
2017年7月15日現在

協会役職

氏 名

所属・役職

顧問

鈴木 英敬

三重県知事

顧問

前葉 泰幸

津市長

顧問

岡本

三重交通グループホールディングス株式会社

名誉会長

武田 美保

五輪メダリスト

会長

駒田 美弘

三重大学

副会長

長江

三重テレビ放送株式会社

副会長

菱沼 典子

三重県立看護大学

副会長

西川 幸城

生活協同組合コープみえ

専務理事

中野 和代

元 津市教育委員会

理事

井ノ口 輔胖

HIRO コンサルティング代表

理事

上野 逹彦

三重県生活協同組合連合会

理事

柏木 はるみ

公益財団法人

理事

川井 勝

三重県酪農連合会

理事

松岡 結花里

生活協同組合コープみえ

理事

市野 聖治

鈴鹿大学

理事

丹羽

三重エフエム放送株式会社

理事

松井 真理子

四日市大学

理事

吉田 房子

元 生活協同組合コープみえ

監事

長井 理

三重県信用漁業協同組合連合会

監事

森

御在所ロープウエイ株式会社

評議員

岩崎 恭典

三重県教育委員会

評議員

粟野

博之

株式会社

三重銀行

執行役員

評議員

中尾 浩一

株式会社

百五銀行

理事

評議員

遠藤 修一郎

三重県商工会連合会

評議員

石川 保典

中日新聞三重総局

評議員

北村 晶

株式会社

評議員

竹添

敦子

三重短期大学

法経科教授

評議員

須田 俊明

日本放送協会

津放送局

評議員

松浦 信男

万協製薬株式会社

評議員

井村

社会福祉法人

評議員

雲井 敬

三重交通株式会社

評議員

東

三重県高等学校長協会

評議員

森田 正美

三重県小中学校長会

会長

評議員

庭田 学

毎日新聞社

津支局

支局長

評議員

斎藤 大宙

朝日新聞社

津総局長

評議員

塩冶

憲司

三重県ケーブルテレビ協議会

事務局長

吉田

房子

前 三重県ユニセフ協会専務理事

直之

正

勇

豊

正勝
則尚

代表取締役会長

三重大学特任教授

学長
代表取締役社長

学長
理事長

教育長
会長

21世紀職業財団

放送大学三重学習センター

所長

三重県駐在代表

監事
副理事長

学長
代表取締役社長

副学長(社会連携・研究推進担当)
副理事長
代表理事会長
専務取締役

委員長
津法人営業部長兼津支店長

中勢支社長

事務局長
三重総局長

第三銀行

取締役

本店営業部長

局長

代表取締役社長

三重県社会福祉協議会
代表取締役

会長

社長

会長

会長

顧問3名、名誉会長、理事14名、監事2名、評議員16名、事務局長

発行 : 三重県ユニセフ協会
〒514-0009 三重県津市羽所町379 コープみえ本部ビル1F
TEL : 059-273-5722
FAX : 059-273-5758 (事務所開設日: 月・水・金 10時～17時)
E-mail: mie-unicef@sweet.ocn.ne.jp
ホームページ : http://www.unicef-mie.jp
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