バザーを出店していたため、その

した。メーデーには青年委員会も

童養護施設に寄付することにしま

金の使い道を話し合った結果、児

ードコンテストに入賞し、その賞

るのか、自分の未来にどのような

でした。世の中にどんな仕事があ

人の仕事しか思い浮かばないよう

話す子もいますが、身近で働く大

たい」
「学校の先生になりたい」と

なかには、
「コンビニの店員になり

「支え合うこと、助け合うこと」をもっと身近に感じて、そして社会に広げ、
つなげていくのが「ゆにふぁん」。
「ゆにふぁん」を活用している方々にインタビューしていきます。

収益金と合わせて合掌苑に寄付し
進路があるのか。子どもたちに教
えてあげたいと思いました。その

ました。
当時、合掌苑には他の企業や団
後、単組などの協力も得て、
「働く

プロジェクトでは、2015年の

体からも支援がありましたが、
「一

さんたちも今日だけなんだよね？」
ボトルキャップ回収工場の見学を

大人を見てみよう」をテーマにプ

と言われました。この言葉が当時
皮切りに、金型工場の見学、サッ

度きり」が多かったそうで、入所

の青年委員たちの心に刺さり、
「一

ロジェクトを立ち上げました。

度きりの交流・寄付活動ではなく

カーチーム
岐阜とのコラボに
よるスポーツ交流、岐阜中央郵便

している子どもたちからも「お兄

継続的な取り組みとしよう」と決

ペットボトルのキャップを集め

めたきっかけは？

─ 社会貢献活動への取り組みを始

てポリオワクチンを寄付するエコ
局の見学など、年々交流の幅を広

ワクチンを 日本委員会」の主要メ
ンバーの方からの呼びかけから始

げてきました。実際、
岐阜の
見学では、スタジアムで働く方々
を見ることで、
「サッカー選手以外

で受け継いできました。これまで
たが、次第に「遊ぶだけでなく、い

ちと一緒に遊ぶくらいの交流でし

最初は寄付活動の際に子どもた

を知って、
「将来、私もこういう仕

る仕事や窓口業務などがあること

人だけでなく、荷物の仕分けをす

でも、いつも見ている郵便配達の

にもいろいろな仕事があるんだ！」

集めたキャップは約263万個、
ろいろと学んでもらいたい」という

事がしたい」と話した子もいたそう

─ 合掌苑への支援を継続する中で

ワクチンに換算すると 千人分以
気持ちが強くなりました。
「将来

です。様々な職場に触れることで

チンを届けることの重要性や支援

児童養護施設「合掌苑」への寄付
何になりたいの？」と聞くと、
「ど

視野が広がり、将来のビジョンに

と感じてもらえ、岐阜中央郵便局

活動のきっかけは、2006年の
んな仕 事があるのかわからない」

つながればと思っています。

活動の幅も広がりましたね。

岐阜の中央メーデーです。青年委
と答える子が多くいたからです。

委員会の幹事が自分の携わってい

「私のお仕事ファイル」は、青年

贈りました。

はないかと考えています。

た活動も社会貢献につながるので

い、幸せにしてあげたい。そうし

ば、やはり最後まで導いてあげた

緒に遊んで話をして、とても楽し

子 ど もが 苦 手 だった 委 員 が、
「一

緒に成長できたと感じています。

交流を通して青年委員たちも一

ではダメだと思います。自分たち

─ 今後の課題、問題意識は？
合掌苑との交流は年に 回です

合 掌 苑 で も 同 様 に 社 会 人 として

いうニュースを見ました。もし、

社会に馴染めず孤立状態にあると

前、そうした若者たちが、うまく

ていくには未熟さもあります。以

人がいない状態で、一人で生活し

らず、進学や就職をしても頼れる

設は原則 歳で退所しなければな

たらと思っています。児童養護施

を支援するような取り組みもでき

また、施設を退所した後の自立

機会をもっと提供したいです。

が様々な社会を知ることができる

が、回数を増やして、子どもたち

動の意義があるのだと思います。

思いますし、そうしたところに活

世界は平和になっていくのかなと

といいますか、大きな話ですが、

トをしてくれたら︱。
「つながり」

が大人になって同じようにサポー

ちをサポートし、またその子たち

じて、同じような境遇の子どもた

て、仕事を通じて、労働組合を通

した子どもたちが将来大きくなっ

あります。私たちとの交流を経験

けることに意味がある」との思いが

底には脈々と受け継いできた、
「続

試行錯誤でやってきましたが、根

子どもたちのためになることを

─ ありがとうございました。

ただきたいと思っています。

んを通じて交流の機会を設けてい

と思いますので、まずはゆにふぁ

きっと新しい活動の起爆剤になる

青年委員会が集まる場があれば、

ると期待しています。日本全国の

には可能性がまだまだたくさんあ

参考にしていますし、ゆにふぁん

ます。私たち青年委員会も活動の

わかる仕組みが素晴らしいと思い

た、他の組織の取り組みが一目で

としてもありがたい存在です。ま

動を全国の方に知っていただく場

ゆ に ふぁ ん は、 連 合 岐 阜 の 活

1

軌道に乗れない子がいるのであれ

18

ここ 年は新型コロナウイルス
感染症の影響により、対面での交
る仕事を解説しています。車の金

やはり子どもたちの笑顔が力に

が主体的に取り組んでこそ意味の

告する委員もいたそうです。そも

なっていますね。笑顔を見るとこ

あるものになると思いますし、自

─ 支援を継続する原動力と意義と

夫しています。また、冊子冒頭で

ちらも嬉しくなります。子どもた

分たちの活動がそうした意識の醸

んだよ」と、写真やイラストを使っ

労働組合の役割や連合岐阜の活動

ちも私たちの顔を覚えてくれてい

成にもつながってくれたら嬉しい

そも社会貢献活動は“やらされ感”

を紹介していますので、労働組合

ますし、遠く離れていても結ばれ

です。

は？

の大切さについても理解を深めて

ている「絆」みたいなものを感じて

─ ゆにふぁんへの期待や要望は？

もらえるのではと思います。

います。

て子どもにもわかりやすいよう工

ました」と笑顔で自分の組織に報

もたちとこういうことをやってき

かった」と言ってくれたり、
「子ど

流ができなくなってしまいました

郵便局の仕事を学ぶ子どもたち

子どもも大人も笑顔にする
つながりを生む支援の継続

型の会社なら、車が完成するまで

流は、工場見学や企業訪問を通して多くの子どもたちに働くことの楽しさや希望

が、子ども用の洗える布マスクを

ら続く児童養護施設「合掌苑」への寄付・交流活動だ。なかでも合掌苑との交

の工程を「こういう部品をつくっ

2 つの取り組みがある。2012 年にスタートしたエコキャップ運動と、2006 年か

寄付したり、昨年は、
「私のお仕事

青年委員会が中心となり社会貢献活動を行う連合岐阜には、長年継続している

て、こうやって一台の車ができる

上を寄付してきました。

員会の活動として参加したプラカ

の仕方などを教わり、青年委員会

働く大人に触れることで
子どもたちの世界が広がる

めました。

西山和人 事務局長

キャップ運動は、
「世界の子どもに

「学び」の要素を取り入れ
交流の幅を拡大

常川裕太 副委員長
まり、途上国の子どもたちにワク

F
C

連合岐阜青年委員会

子どもたちに「働く」ことへの夢を
2

─ コロナ禍での活動は？

F
C

連合岐阜青年委員会の
ファイル」という冊子を作成して

3

児童養護施設への支援・交流活動
ボトルキャップ回収工場を見学

第12 回

“労働組合だからこそ”
の支援で

8
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労働組合や地域での NPO・NGO による社会貢献活動を、WEB サイト「ゆにふぁんマップ」
へ掲載することで、ボランティアや物資・資金の寄付などの募集・参加ができる仕組み。

ゆにふぁんとは
9

きた青年委員の思いについて話を聞いた。
集めたキャップを寄贈

小鷹啓徳 委員長
を与えてきた。今回は、活動を継続する意義や原動力、その中で受け継がれて

ゆ に ふ ぁん 活 動 事 例 集

「
「働
働く
く大
大人
人を
を見
見て
てみ
みよ
よう
う」
」
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