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圃本年度定期総会は集会形式の開催を中止し、書面採決により

議課します辱詳細については裏面の会長あいさつ文をご覧ください。
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馨の1聾年度　事業報告

撃　襲　名 �親　密 �会∴揚　i　　　備　　考 

廿熊 �5月22白く水) �「奥鏑　欝祭器諾 

韓醐会 �9月21日(土) �糖金瞞彊繋藷 
一種∴修税祭 事∴ �6月2日(日) �閉講。曙の援護等諾慧噂の蕩 

世襲睦界雷隼交緻研鰻会 冒 昌 i 善 言 �10月26白く土) �剛撥市第三ヨミュニテー<前橋ユ協主轡> 

イセンター　　　　　　外国青年との立食愛読 

日本文化での交流 

龍田膝‡ 串登朝金) �<媒ユ邁宏報委員会抵当> 県ユ避雷務局員が編集 

(会員全員及び関係部こ配荷) 

ネ采ヨスクール研鬱金 雷 �十7月24日(水) �岡市総合学習センタ �<ユネス醒スクール委員会抵当> 

盲露差 引 � � �額間藤大牟田轟鬱静露殿舎 教育長安閏国劇氏の簿藻等 

会務邁透研鬱金 苺 �2月15日(土) 　卓 �富闘商工会議所 �<軽罪遼靂委員会抵当>蕾闘鼠籠 

簿聞製糸場総合研究ゼシター 
発 ���所長　繚嬢縫劇氏の欝醸 

鰭　醸壇簿パ只 �8月中に県内 �京菜賭筑波J主観 �瑚蟻「繚鞠馨薬葵繚報告」を 

し劫 �㊨ユ鰭が葵鯖 �都内大鑑籍、J餓脆欝 �参照 

蕾　絶活鞄輔助 �県内4ユ鶴が �ユ揚がそれぞれの �*別鰊「繍助苺葉菜績報告」を 

薬　　蘭築館晶藻の縛助- �ユ協観こ薬施 �会場で闘鰭 �参照 
A　　　　　　、ク　∠ゝ �年間班囲閲鍵 �軸橋プラザ元気盆互 �ユ達会寅・翻会罷・監苺e理苺e 鬱屈員で構成され、本会の遷鞠こ する馨頓を繊畿 

ロツ/iノヽつ雷 

韓議 �年間昌固開催 �Fザ甜 � 
幅ユ協定競総会 �6月15日(土) �東京 �捧操か轟轟籍4義姉　〇十 

謹直杏品ネス灘選鶏舎国大会 �9月7へ8田 �醇京都憩麗匪 �捧県から6名参加　　　　　書 

ユ　菓プ滞ツタユネスコ活動 �紳月5-6閏l �霊媒蓮田市 �鼎から岬○○毒参加。「寺子屋運動 

撥　発会誼韓玉 � ��テーマの分科会で沼田ユ協が発表㊥ 

籠 く � ��龍謹護知事の鏑 

韓ユ臨辞議員会に出席 �年間登園開催 �陳京 �捧螺の醇犠員3名が出席 

紐界寺子屋運動裳践 �通年 � �媒内各ユ擬が「書き韻じハガキ回収 

そ　嫡ユ鴇と遭擬態瑚 ���キャンペーン」を推進 

富の頭重尭麗袋子ども黄験募金 鰻再謹呈鰭と遼携1覿勧 �通年 �監董墨萱習 

ー2-



令和元年度　補助事業実績報告書

事　業　名 �群馬県ユネスコ連絡協議会定期総会 

(圭　箇) �(主管)高瞬孟ネ煮麺協会 

群馬県ユネスコ連絡協議会会則第9条は「総会は各協会会員の出席によって 

開催し、次の事項を審議し議決する記　と纏っている。この趣胃に基づき定期 

趣旨・語的 �総会を開催した。 

目的は前年度事業報告・決算報告・監査報告、本年度活動方針・事業計画・ 

予算の承認を得ることであり、餅せて2020年度関プロ醇馬大会の開催理由等 

雪 �を説明し理解を得ることにあった。 

目　時 �令嗣元年5月22轟　く水)王3;30- 

i場　所 �高崎帯革央公民館　視聴覚集会室 

参加対象及び �<参加対象>　県内のユネスコ会員、国際ソロプチミスト前橋会員及び県内の 

参加者数 �ユネスコ関係者 

く参加者数>竿3名 

事業内容 �○前年度事業報告・決算報告・監査報告の審議と承認 ○本年度活動方針(案)・事業計画(案)・予算(案)の審議と承認 

及び方法 �02020年度関東ブロックユネスコ活動研究会i縄雑馬の開催理由の承知と 

大会開催日時及び会場の承認 

○その他(県ユ邁研修視察の説明) 

○アトラクションとして、大型布絵紙芝居を鑑賞 

! 期待される �○前年度の県ユ運の活動を総括することができた。 

○本年度の県ユ運の活動の基本方針及び6項目の活動方針が承認され、参加者 

苺業の効菜 �へ活動方針が聞知された。 

0本年度の事業計画が承認されたことにより、会員への県ユ達の事業への参加 

への意欲化が図れたように思われる。 

〇本年度予算案が承認されたことにより、今後の事業躍進の見通しが立った。 

02020年度関プロ醇馬大会開催への憲識付けができた。併せて、実行委員会 

を組織し、大会にオール群馬で取り組むことも承認された。このことにより今 

後、県内ユネスコ会員全員で来会に取り組む桑鞄が生まれたのではないかと感- 

じられる。

アトラクションとして、大型布絵紙芝居作者:萩原陽子氏の「多胡碑と羊太

夫伝説」の繚芝居実演を鑑賞でき、大変楽しく有慧義な時間をすごすことがで

きた。
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令和元年度　捕助事業実績報告書

事業名 (主管ユ協名) ��醇鷹媒ユネスヨ連絡線鬱金運営漸鱗雲薬事鬱屈寛研鬱金 亀姦閏ユネスコ協会う 

題蕾・崗鞠 ��薄霧爆酪こ新羅主命気嚢藩琶離農、う鯵奪遅い葉酸を積み重ね多くの成果を上 げているが、会員の減少・役員や理尊の高齢純・軍閥予算の不定なとの課題も生 じてい盃豊これらの議課題に対し、騨馬媒ユネスコ連絡擬態会では、選常研修隷 聾務霜員研鋳金において、ユネスユ揺動の成果や課題∴課題への対応などを共通 理解し、活動の一題の発案に陶苦だ機会としてきた。 駐在ユネスコ繊会連盟の轢進する堪霹寺子罷選勤ま、塊肉ユネス震撼会が趨域 の葵鱒に藤じて取引組むことで、籠馬線は金国籍電解の実績を上げている。樫界 寺子屋運動ま、今年度30嫡年を遭え軽罪の識字教育に大きな黄鰍を果たしてお り、連盟は運動の一層の啓発や発案を題播している。 こうした時期、先遼鰍こ取拶組む線内ユネスユ鶴会の活動撃例、及び日本ユネ スゴ協会連盟の登0隼の醸拶組みを理解する二部ま、各ユネスコ鞄会の活動躍進 に廟亨で憩義有ることと蕃え、薪鯵会を閲繕する3 

車　時 ��禽鶉元年$男望月=轟　く土夢∴正の韓も王電韓 

場　　　所 ��太閏帝立史跡金山薮麟ガイダンス施設阜東園轟金山蟻蟻交擬センター 太醍轟金山町垂の-30 

参加対象及捗 参加者数 ��媒窮の各ユネス雲鞄会の役員・寧務薦員・寵聾等　　　　　　　　　　竃 
5官重　く素餐・欝騙撃を含む軍 

主受　符∴∴∴9:釜の 霊∴闘樫評輩琵∴∴連接:㊥㊥ 

㊥　開会のことば 
㊨　ユネス叢の醸霹輯 
㊨　揆　拶　韓馬爆王者栄養連続協鬱金会長　纏口　克己 

④観辞　駕講読繋議長　　鶉畿撥 
㊥閉会　　　　　総理教育蔀長∴南矯　緻繊 

3　擬寵協議∴∴王の;25 

事業内容 及び方法 ��㊤県内ユ鰻の避界寺子屋運動簿への揺醸状況蒔ンサー轟籠鄭 ㊧埋葬寺子屋運動の活動苺鯛発表 ・萬鱒ユネス蜜協会∴蕪辞静子榛東撥勝本千恵子繚・徳井壇恵子繊 ・静騒ユネスコ協会阿東轡繭英撥 

㊨協畿及び質疑 烏繕講l・旦:忠霊 ⑪∴籠蘭締介 ㊨詩話輯界寺子屋運動3㊤闘争と今後の環劃 ㊨諦辞鰯関配蟻撥酵杜ネス璃金運輔薬蔀部長 

5　昼　　食　12:‡雲 
6　移　　動　13:00 
官　吏麟金曲擬鶴の見学　i3:王の 
8　移　　動　　王堪:連載 
9　閉会行革　　量雀:5襲 

①攫∴拶∴∴太田ユネスゴ蘭会会長畢輔∴利光 ②諸連絡・開会 

期待される 苺業の効果 � �傘世界寺子屋達観こついて、曝内金ユネスコ鰭会の取野組みのアンケート繕果、 及び先進轍こ壊鷲組む轟騎ユネスコ籠会と薗矯ユネス幕藩会の案践発表籍によ れ県内の運動の状況、取引鑑みの謹選や工夫、実施後の成果や効果などを学 ぶことができたき .寓本ユネスコ協会連盟事業鶉長による講話を適して、軽罪寺子屋運動30年間 の取り組みの成果と課題、及び今鰻の屡襲撃を理解することができた。 ・世界寺子屋運轍に関する協議や鰭報交換を通して、運動の憩義や効果等を共有 することができ、今後の清談こ資することができたま ・史藤重出嬢顕を見学を避してや帯の掻嬢資醸こついて理解するとともに、歴史 への関心を深めることができたら 

そ　の　飽 ��・翻費抹蚕0晒昼食捧・飲み甥代　　　　　　　　冒 

ー4-



2019年度　補助金実績報告書

雷　業　名

(主箇ユ協名)

群馬県ユネスコ連絡協議会研修視察IN安中　げプトの道ウオーキング」

(安中碓氷ユネスコ協会)

i 主旨、・目的 �日本ユネスコ協会連盟は、100年後の子どもたちに鞄域の文化・自然遺産を伝 えるため未来遺産運動を推進してきた。本視察研修は、碓氷峠鉄道施設の歴史的価 値を伝え、郷土の貴重な遺産の保護・保全のあり方を探り、各ユ協の活動の更なる 

i活靴を図るとともに、県内会員相互の親睦を深めることを胃的とし開催する。事 

日　時 � 

令和元年6月2日(郎 

受付　午前8時3〇分一　和太鼓演奏8時50へ 

言研修午前9時→13時00分 

場　所 �安中市松井田町坂本1222　峠の湯(集合:正面玄関前広場) 

研修視察(峠の湯→アプトの道→旧態ノ平駅) 

! 参加対象及び �県内各ユネスコ協会会員　　その他(碓氷峠鉄道遺産群に興味・関心のある方) 

参加者数 �参加者:県内ユネスコ協会員57名　その他203名　　計260名 
獲 

圭 事業内容 �(1)受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8:30へ 

(2)アトラクション(和太鼓演奏)　　　　　　　　　　　　　　8:50一 

(3)開会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9:00一 

及び方法 �(4)研修視察(峠の湯→アプトの道→旧態ノ平駅)　　　　　　　9:15一 

講師:萩原豊彦氏 

特定非営利活動法人碓氷峠歴史文化遺産研究会代表 

(NPO法人碓氷轄浪漫倶楽部) 

(5)閉会。解散(旧態ノ平駅)　　　　　　　　　　　　　　　11:40 

(6)醇の湯竃(解散後各自で)　　　　　　　　　　　　　　　12:30 

雪 来賓に安中市長、市議会議長、上野宏史衆議院員議員、伊藤清群馬県議会議員、 

安中市教育長、特別ゲストに映画「紅い響」の主人公である水島擾さんを迎え、安 

中総合学園高校生による和太鼓演奏のアトラクションに続き、特定非営利活動法人 

碓氷峠歴史文化遺産研究会代表(NPO法人碓氷轄浪漫倶楽部)の萩原豊彦氏を講 

師に迎え、峠の湯から旧熊ノ平駅までのアプトの道を歩き、鉄道施設を実際に視察 

しながら、歴史・文化的な価値や実際にどのように使用されていたか等について研 

修した。 

途中、三味線(上原梅弦氏)とカリンパ演奏(アキラック氏)を聴いていただく 

とともに、めがね橋上で参加者によるシャボン玉大会を実施、旧熊ノ平駅では、群 

馬サファリパークの入場券があたる抽選会を行い研修会を盛り上げた。 

露 事業の効果 �事業の輔である、碓氷峠鉄道施設の歴史的鞭を伝え、凝土の貴重な遺産の保i 

護・保全のあり方を探り、各ユ協の活動の更なる活性化を図るとともに、県内会員 

相互の親睦を深めることができた。さらに、研修視察終了後、峠の湯(温泉とレス 

トラン)で疲れた体を癒やしていただくこと等により、多くの参加者に有意義な研 

修の場を提供できたと考えている。
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盆の‡9年度(令郡元餉戴稽　助　事　業　案　績　報　告　書

海外賓軍費緻研修会襲施撃薬　鯛繊ユネスコ協動

嵩鵠鰭講読薫蒸鶉 
ります。　∴ 

そこで、今回は穏たち身近な食や文化を通して参期者福豆の親睦と 
巽文化嚢壁のための謹解を深めていきます$ 

韓　疇　　　　盆台上邑薄毎(令稿元年圧の月26胃(土)年後王時へ毎酵　i 

前橋市第三コミュニティセンター 
会∴鶉 

繭矯帝籍稗町三丁酢-且　で邑∴027-2登の-90籍7 

難関・参棚番藻　　翰矯市内の外国未轡学集県内ユネス叢金島鮭　の0名 

紅上界画料軽くベトナム禽中国・インドネシア種ス弟エーデン. 

藷認識劃∴詣籠講謀議諾員で増に触食吏麓通し 

鰯　田本の軸鞘子ぎもの三味線、お茶購、繰手練)の紹介を通しで 
興文化焚擬と親睦が図られた㊦ 

議灘　農協盤　器薄輔弼　昌 
前ユ璃負担金　　　主霊,596閂 

収益金塾　　　8鋸富の6円 

支　輔

報　螢　藩　　　　主5
会場便周鞄∴∴∴∴4
緒音　科　費　　　　5密

000閂鯖瀬翻礼登,000閂X5,栂

王登0円

王5額田

(日本、登雀亘690円・インドネシア、3タ845四・ベトナム、馨,958閂・

中国、登事アユ7四・スウェーデン6,000円・お茶席5書72亀田、

飽野菜ドレッシング簿孔雀2宅配

滴籠晶費　　　　罵言経58田
印刷製本費　　　　違,05の閂

塞蛙田園宣臆臆旦亘理
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令穂元年度　　補助蕾薬薬績報告番

蒔襲名

趨上韓ミ閏‖韻

語∴∴∴∴時

鶉∴∴∴∴蕨

対∴∴∴∴袋

帯薬の痢簿
e芳藩

期待さ粘る

蕃薬の効暴

第罵圃　騎馬爆孟ネ只コネタ一晩靡鯵会(孟ネ界雷スクール褒賞会う

登載徳、蟻載・孟ネ釆遁弟クールの謹鱒と襲蟻の質鵡向上、並びに活動

の躍進を図る。

餓経年7頴鶴田　制鵬∴∴鵜:之0-蒔:飴

藤間帝縫合学習センター　教育庁舎窮食第3会議塞く藤岡帯藤岡鞭5)
ユネス濠騒会会員、学校教職員、教育賽員会関係職員、一般

且∴開会律詩　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶:2偶~絶:鋪

霊　互翰　籠蹟　　　　　　　　　　　　　　　　胎:約~王5:の㊤

「霊ネス寓只タールのまち∴捨掩むだ」
機離脱ごま尋韓簿常態なまをづくり一

要田　靂劇氏　縞岡県大牟田市教育委毘会教育戴
鰊憩‡薦:0$　~∴覚塵0)

謹　選藤　活動報告
吉野議団軽挙罰を通したユネスヨスクールの揺動」量銅匠且舘5

藤闘轟重義尭墓彊東壁繚登録　顕鱒　醇霧賽、雷濁　親藩薯、

木村　巽優さん、筏畏　蕃山　秀華氏
o「生徒の乗薬と笹界を観る§馳霊」　　　　　　　賠25一路匂0

能勢騎帯亜囲ツ襲撃国中籍教育学授　教諭　蓮井　大鶴氏
金　賞麗ら協罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　量的の討6:4㊤

5　開会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏綿
・参加者10憲名。小串高教異句8名(鞍霹亀2名、副擬虞を教頭職名、

教諭旦8名主言教委関係職員5名、ユ臨会員50轟　く服ユ臨書
・アンケート圃馨藷金賞が「参考になった」としているe

宝玉鞄)

・東牟闇市の罷S秒の頼経に翻激を受け罵　これを機会に語調)と登DG碧

に対する理解を深め、各鞄の取組をさらに参考にして、観たちの闇辺の

活動を薦められることを語績しだい摩
・術数を巻き返み∴撰瓶の活動の流れを礎壷す還ことば、これからの

課題となる。ユネスコと行政の想見交擬の革から箆撹誌、粥鯵の弼良と

題解を語指したい。

〈教員さ
・艶Dと学繚行事や総合とのかかわり方は鬼薗していく必要があると

感じている㊧県内外、国外の学擬との変擬が一層盛んになるとよいと感

も盃や
・世の車の本流をしっかり挿さえたうえで、コミュニティスクールの躍

進があることを念頭に撞いて進めていかなければならないのではないか

と思う。

(課題)
・「社会に閲かねだ教曹課程の嚢現」、整郵こS救誌能登Dの深化、鱒報

の発籍に各ユ鶴がどう取り組んでいくか。
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様式　王

令和元年度　補助事業案続報告辞

蕾　襲　名　令嗣元年度嘩界遺産研修会 

(重篤ユ韻名)　<担当>県ユ遵世界遺塵委員会　<主管>富岡ユネスヨ協会 

群矯塊肉の距界適崖や世界の寵態の保護・保全揺動に限らず、県内にある身逓 
な軽罪遺産(文化適薩、歴史資料、産業遭靂簿)にも語を同時だ活動を進め 　ていくと共に、目ユ運か躍進している「未来邁靂」の考えも必要であると 避雷・語的考えます。特に、令種元年度の研修では世界遺産登録から5年が経過した・ 　富岡製糸場に国を軸す毎年闇の中での新たな発見や今後の展望について、 　尊弼家による講擬を通して研修し、藩閥製糸覿こついてより擬餌を揉める機会 

とします。 

醇　暗　　　合鍋釜隼釜聖霊里」土圧登‥00吋14:霊0 

場所　　悼弼工会議所　鰭輔弼1王2邑-‡) 

参加対象及び　<参期対象>県内各ユネスコ協会会員、国際ソ田プチ前編会員、事務局員 

参勅番数　　<参加者数>宙の名 

開会行事(13:00へ13:20) 

睦案内容　器繋スコの醗唱 

及び方法　　　　○あいさつ　　　騨馬媒ユネスコ連絡協議会会長　樋田克己 
富岡ユネスコ協会会長　　　　　矢野英司 

○来賓祝辞　　　富岡市長　　　　　　　　　　　榎本義法様 
簡閲市議会議長　　　　　　　　細川求　様 
富岡市教育委員会教育長　　　　蝦蔀幸雄様 

講損金(王登:20へ14:30) 

○諮醗紹介 
○講演 
㊤質疑応答 ○謝辞　　世界遺産委員会副委員長　　設楽筆書 

㊤開会 
講騙及び演題 　<講師>富岡製糸場総合研究センター所長　結城灘別様 

<演題>世界遺産登録から愚年一新たな発見と今後の展望へ 

王.雷岡製糸場で何が行われてきだか 

期待される �2.基幹産業としての縞産業 

膏薬の効果　　3。富岡製糸場の文化財指定 

4.世界遺産「富岡製糸場と縞遺産韓」 

5.新たな発見と今後の展墓 

以上の項目に沿ってご講演いただき、今後の世界遺塵活動に向けて多くのこと 

を学ぶことが出来ました。「富岡製糸場と縞産業遺産騨」は、長い間生産量が 

限られていた生糸の大量生産を実現した「鼓締輩薪」と∴挫界と日本との閲の 

「技術交駒を主題とした遁代の絹靂業に関する遺壁であることを画報戴いた 

しました。 
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補助軍楽実績報告

薯㊦19年度　各ユ協総会

ユ協名 �期　　日 �ユ協名 �期　　日 

編笠ユ協 �5月18日(土) �沼田ユ協 �5月盆7日(月) 

太田ユ協 �5月21日(火) �館林ユ協 �j　4月26日(鈎 

∴前橋ユ協 �5月11日(土) �安中碓氷ユ協 �5月1了日(金) 

伊勢崎ユ協 �喜　5月16日(水) �藤岡逝方ユ協 �5月16日(木) 

高崎ユ協 �5月11日(土) �中之条ユ協 �馬月21固　く火) 

富岡ユ協 �6月　経置　く土) �大泉ユ協 �5月王2冒(固) 

20王9年度　国際躍解バス

ユ協名 �期　日 �芳　　　　醇 

館林ユ協 �7月30日(火) �埼玉県立自然の博物館　掩蓋県立川の博物館 

藤岡趨方ユ協 �8月　7日(水) �J量CA鞄球ひろぼ　台北盤日経済文化代表処 

覇橋ユ協 �8月芝1白　く水) �申レコ文惟センタ環J工CÅ 

太田ユ協 �8月23日(金) �渋沢栄一罷念館　多胡碑諦念館　八ッ揚ダム 

大泉ユ協 �8月20日(火) �JICA筑波　JAXA 

沼閏ユ協 �年月　9臣(金) �筑波J王CA　JAXA 

富岡ユ協 �8一月22日(木) �Iフランス大使館　明治稗宮NHKスタジオパーク 

璃騎ユ駿 �8月22日(木) �JICA鞄球ひろば　　メキシコ大使館 

2019年度　作品展等一

ユ協名 �期　　　日 �事　　業　　名 

太田ユ協 �11月23日(土)へ27日(水) �i第52囲諸外国交換ユネスコ児童生徒作品展 

蘭橋ユ協 �9月28日(土)へ10月8日(火) �「私の住みたい夢のまち」絵画展 

伊勢騎ユ協 �8月重0日(火)-23日(金) �絵画籍作品展 

高崎ユ協 �し空調(金戸棚(水) �高崎ユネスヨ国際蝿藍画展 

-9-



2019(令細元)年度群馬県ユネスコ連絡協議会決算書

2020(令和2)年3月31目現在
嶋収入の蔀

項　　目 �予算(円) �決算(円) �摘　　　　要 

繰越　金 �命2尋72 �42,472 �前年度繰越金 

会　　費 �郡4,000 �514,000 �会費　490劇場円 (蝕00㊤×12ユ惚十1棚00円×1) 会場負担金24,000田 は000円×12ユ協) 

軍籍取入 �3的,000 �402,000 �爆ユ連新聞代240,00の閂 

絶0,000円×12ユ脇) 名刺交換代1$2書000円 

(2,000閂×81人)予算より6大塔 

輔　勘　金 �80,00 �80,000 �韓馬県教育委員会蘭朗金 

雑　収入 �20 �1 �醤通預金利子 

告　　辞 �1,0窒6,492 �1,038,473 � 

項　　目 ��予籠(円) �決算(円) �摘　　　　要 

会　議　費 ��30細000 �28,903 �理蒔会等会誌費 

旅　　費 ��鋼,000 �60,餌場 �各謹旅費 

通　鰭　費 ��3⑱,000 �29書608 �切手等通信費 

印　聞　琵 ��紬,側の �10.800 �角2封筒 

消罷晶琵 ��3宙,000 �34種987 �薗務用品等消耗品費 

事業　費 ��736,000 �705,896 � 

事 案 襲 内 訳 �親閲籍待費 �250,000 �219事896 �広報誌76号47,196円、77骨172,700円 

単ユ飽勘成 �156タ000 �156タ000 �嶋3,〇〇〇円×1芝ユ協 

県ユ遵総会 �30.000 �30章000 �商輯ユ協 

運営研繕 �50,000 �50種000 �太田ユ脇 

海外雷撃交歓研修 �毎0.000 �50,000 �前掲ユ脇 

研鰐観察 �/駒,脚 �50亨000 �襲申碓氷ユ協 

世界遺産委員会 �紬嘉餌場 �30,000 �富岡ユ協　∴ 

コネ雑スクール悪質会 �50.00 �50,000 �藤岡鵡方ユ脇 

国醗理解バス �16,餌場 �16,000 �貸すOOO閂×8ユ輔 館林、大泉、藤岡堪方、沼閏、太田、前描、富岡、宙 輪) 

HP縫措管理費 �30,000 �30,000 �幾重 

文化潜認諾勘費 �24,餌場 �24,000 �6争〇〇〇円×4ユ聴 く静観輪一前程.太田、高輪) 

鰭成員負損金 ��6,釣0 �6,600 �県教育醸興会謹、国王脇連会費 

韻亜金 ��50,餌場 �50,餌場 �閲プロ積立金駒,000嗣 

慶　弔　費 ��10.000 �5,991 �桜井重森様弔電など 

予　鱗　費 ��粥.892 �義昭,館0 � 

支密告甜 ��嶋事0舗,色92 �981申435 � 

「‾　期莱残高 ��_.一一一「 �57富038 � 

含　‾「軒 ��さタ0密6,492 �1,038,473 � 
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蜜残高　　収入金額1,038,473円一支出金額登81,435円こ57,038円

期末残萬57,038円は、次年度に繰り越します。

なお、特別会計積立金残高は次の通りです。

閲プロ積立金

創立60屈年記念事業積立金

昌⑱,〇〇〇田

富0,○○5円

202〇年　3月　31日

群馬県ユネスコ連続協議会

会　計

会　請

松本千恵

徳井理恵

監査報告

韓馬県ユネスコ連絡協議会2019(令和元)年度会計について、通帳、帳簿、領収吾を

監査したところ、丑確かっ達勘二処理されていたことを確認しましたので、決算書のとおり

福運ないことを報告いたします。

20芝〇年　3月　31日

誌馬県ユネスコ連絡協議会

監　事

監　事

王霊長暮雪



令和2隼4月且富田

騎馬鼎ユネス麗運繚犠能会金環

纏　輔　轟　違　穣

役員籍韓賽熊慧轟

令詩誌年度　欝薦鼎ユネス篇運繚鴇鬱金春繭綬墳縫欝について

擬寵の轄綻つき浅して、下憩の兵曹に擬態帰結も護音の

令嗣盈毎度纏の20毎度)奉諦観黄葉

役織豊　氏名 �所　属 �鱒∴巻 

「音獲■賀■g �高崎 � 
会　轟∴!∴∴額田　克己 ��晴■■■■易 

副会長　　　　北川龍一郎 �頼壁 �膿器題喜劇 

誌∴　三・雫 �藤岡鞄方 � � 

藍奪富　粟野　籍 �安中碓氷∴ � � 

監苺星　霜葬∴駐韓 �棄閏 � � 
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令和2年度群馬県ユネスコ連絡協議会活動方針(彙)

<序>

国際平和と人類の共通の福祉という目的を捲進するために国際連合教育科学文化

機関(脚ESCO)が創設されてから70年余りが経過する。しかしながら、今日も堪

球上では紛争やテロが頻発しており、真の世界平和が実現しているとは言えない。
ユネスコ憲華(前文)冒頭の「戦争は人の心の中に生まれるものであるから、人

の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」という文言で示された世界平和

を希求するユネスコの理念の崇高さと使命の大切さを改めて痛感する。

そこで、本協議会はユネスコの目的の実現を目指すために、次の基本方針に基づ

いて、活動を進めていくこととした。

王　基本方針

(工)ユネスコ創韓の理念に基づいて活動を進める

ユネスコ憲章(前文)で示されたユネスコ活動の目的である教育・科学・文

化活動を通じて国際理解、国際協力を進め、世界平和に責験するという崇高な

理念に基づいて本協議会の活動を躍進する。

(2)春陽謹会の会則に則って活動を進める

本協議会の会則第2柔く目的)に「この会は、県内所在のユネスコ協会およ

びその構成員(会員)相互の連絡罷携並びに次代を担う青少年の健全育成を図

り、もってユネスコ活動の振興発展に裔与することを目的とする。」と謳われて

いる。本協議会の活動は会則に則って進めることとする。

(3)日本ユネスコ協会連盟や関係機関等と連携協力し活動を行う

本協議会の活動を円滑且つ効果的に進めるためには、日ユ協連や関係機関と

の連携協力が重要であるという考えに立ち、互いの連携強化を図る。

なお、日ユ暢達は「民間ユネスコ運動70周年のピジョン」(2017年一2026年)

で次のビジ頚ン鱒針と展望)とミッション(使命と責務)を示している。

㊤ビジョン…‥Peace for∴Tomo工row　広げよう平和の心

㊧ミッション…○平和な笹界の橋築　　○持続可能な社会の推進

2　本年度の活動方針

上寵の基本方針に基づき、次に示す具体的な活動方針のもとに活動を進める。

(1)ユネス嵩の理念を次世代に伝え、後世にも活動をつなばていく。

(2)ユネスコ活動を普及し、平和を目指す活動の輪を広げる。

(3)持続可能な社会の構築を目指し、持続可能な開発のための教育(ESD)の

普及び持続可能な開発自壊(SDGs)の達成に努める。

(4)ユネスユ世界遺産に関る民間活動を躍進し、世界遺産∵鞄域遺産・未来運慶

に関る橋報発信や保護保全等の活動を進める。

(5)日ユ脇道が雅進する事業に連携・協力して、坦界寺子屋運動等を推進する。

(6)2020年度関東ブロックユネスコ活動研究会i龍醇層の開催に向けてオール群馬

で取り組み、大会を成功させる。
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2020年度　膏薬計画(案)
蕃∴∴繋∴∴名 �期　日 �会　　場 �鰭　　　考 

県 こし 遵 主 繕 事 �霜頴総会 �5月24日(日) �高崎高車央公民館 �<高崎ユ協主管>事業・決算額皆、 

(中止) �苺薬計画傑)予算簾)等審議 
営研鯵兼事務局員研鯵会 �中　止 � �関プ薗群馬大会実施のため中止 

研修視察 �中　止 � �関プロ騨馬大会実施のため中止 

海外膏牢変額覇鬱金 �卓　也 � �関プ古辞馬大会実施のため中止 

広報誌「ユネスコ騎馬」 �発行　7月 � �<県ユ連広報委員会担当>年2園 
薬 �第78・79母刊行 �1月 ��行(会員金員及び関係者に配荷) 

尋 問 �ユネスコスクール研修会 �月　日∴()∴ �藤岡総合学習料外 �<ユネスコスクール委員会担当> 

世界遺靂研鰭会 �申　止 � �関プロ辞馬大会実施のため申止 

稿 �国際理解バス �8月坤に塊肉の �諦摘発は東京又は筑波 �*国際理解・国際交擬を図るため、 

助 事 ��鴇が実施予定 �J王CAや都内大鏡館輩 �ユ協が鬼垂・生徒対象に実施 

文化活動輔助 �内偉ユ協が �各ユ協が会場を設定 �*児童・生徒の絵画等の俺品の展示 

薬 �一絵画等催晶展の輸助- �協観こ葵施 ��を鞭ユ協が行う。 
会 う手 引 �踵轟会 �年間1雲固 �前橋プラザ元気21 �0理事会終了後、2鎚0年度閲鰹の閲 

閲プロ瀞馬実行委員会 �(毎月開催) ��ロ群馬大会実行委員会を行う 

役員会犠 �適宜開催 �前編プラザ元気空1 �疎本部役員と事務局員参加 

毒口 ユl 協l 等l �同ユ協定期総会 �6月13置く土) �東京 �捧県からも参加予定 

日本ユネス雷運動全国大会 �了月4日(土) �山口県宇部市(中止) �藤嚢田ナウイルス編のため中止 

関プロ躇馬大会 �直0月蝕固く土) �群馬県南疇市 �陸東ブロックユネスコ活動研究会 

日ユ協評議員会に出席　i �年間3固開催 �東京 �匝県の評態員が鶴席予定 

そ �世界寺子屋運動実践 �通年 � �内各ユ協が「書きそんじハガキ囲 
の 飽 �(胃ユ鞄と連携繚勅 ���キャンペーン」を躍進 

東配本大震災子とも支援 �通年 �ー �内各ユ轍が募金を鱗続、麗災繚災 

募金『幅ユ蟻壱連携協劾 ���に麗筆支援をする。 

空の霊の年度　各ユ協総会開催類語

盆の空0年度　国際理解パス実施予定
太田ユ協 �8月塞8蒔　く金)検討中 �錯綜ユ協 �中止 

前橋ユ協 �未定 �藤岡砲方ユ輪 �8月7胃(金)筑波J‡馳 
高騎ユ協 �8月2毎日(月)J王散　弾ランド太使館 �大泉ユ協 �8月18田摸)難波出勤工脱兎∴∴冒 

沼田ユ籠 �8月7日(金)筑波JICAJAXA � �〇〇〇〇こ筆」=÷∴ 

20盆0年度　各ユ協作品展開催予定
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2020(令和2)年度群馬県ユネスコ連絡協議会予算撰)

王　寝入

項　　　　　　目 �令相克年度 予算(円) �令和2年度 予算(円) �猫　　　　　糞 

繰　　　越　　　金 �4釜,蜜72 �57,038 �前年度繰越金 

会　　　　　　　費 �514重㊤㊤0 �514,000 �会費∴∴∴490,000円 
さ ���(40,〇〇〇円×12ユ協十10,○○0円Xl) 会場負抱金24タ000円〈露,00〇円×1租協) 

苺　薬　取　入 �390,000 �390,000 �苺薬欝　純0,000円(20誼00円X12ユ協) 

名刺変換代150書000円く2,000円×75人) 

繍∴∴∴鞠∴∴∴金 �8勘000 �80,000 �輩馬県教案補助金 

態∴∴∴取　　　入 �20 �20 �預金利子20田 

合　　　　　　　計 �1,026,492 �王,0金1,058 � 

項　　　　　　萬 ��令和元年度 予算(円) �令和2年度 予算(閂) �摘　　　　　要 

会∴∴態　　勢 ��30,000 �30,000 �避議会等会議費 

旅　　　　　　費 ��60,000 �60,000 �各籠旅費 

邁　　鰭　　費 ��30,0○○ �卓∴30,0鋼 �切垂簿適鰭費 
、印　　刷　　費 ��260,00$ �260,000 �<内訳>各種印刷経費量方円 　広報「ユネスコ欝馬」年2固発行25万円 

消　耗　品　費 ��35,000 �霊5,000 �事務用品築消耗品質 

事　　業　　費 ��486,000 �密86,000 � 

蒔 薬 費 内 �尊ユ擾助成 �156,000 �王56,0○○ �1霊,00〇円×1畠ユ協 県ユ遵総会 �∴　30,000 �10,000 �アトラクション中止のため減額 

運　営　研　修 �50,0㊤㊥ �0 �関プロ実施のため甲虫 

海外曹年変換研鰭 �50,000 �0 �〃 

研∴鯵　摸　窮 �50青000 �竃∴∴∴∴㊨ �〃 

埋葬遊歴委員会 �30,000 �0 �lI 

忠常知耕一弗露賞金 �i　輔の㊥0 �50,000 � 

国　際　攫　簿　が　巽 �16,000 �16,000 �2,0的Ⅹ8ユ鴇〈館林、大泉、藤岡趨方、 

醗書 言 ����薄味木勘前輪、萬陳辞職 鱒P続持管理費 �30,000 �30,000 � 

文化活動繍助勢 �24,0○○ �24,000 �6,000円X4ユ擬(伊勢噂、静橘、太田、南瞬き 

欝成員負担金 ��6,600 �6i600 � 

績　立　金 喜 ��50,000 �100,000 �<内藤>関プロ韻亜金5万円 鯛立6糎嫡年罷金華薬積立5万円 

関プロ離馬大会 �� �180,000 �運営研修、海外青年変換研修、研修視察、世界 

特　別　瑚∵成　金 ��� �遺産委員Aを中止し充当 

慶∴∴詩　　費 ��10,000 �10,0○○ � 

手　　鑑　　費 ��58,892 �重富,坐登8 � 

合　　　　　計 ��l;026,492 �l,041,058 � 

※令稿元年度まで文化活動葡助勢を番裳費外の頭語としていまし妃が、今年度から事業費の1項目といたしました㊥

また、薪蘭発行費確報Fユネスコ韓副葬和を苺繋簿から印刷費の項蜜に壊乱計上いたしました。
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2020年度　関東ブロック・ユネスコ活動研究会i職騨馬　要頭(親

王　大会テーマ　　　　　　広げよう　平和の心　　L

2　開催趣旨

ー持続可能な社会の実現を目指す民間ユネスコ活動-

ユネスコ憲章前文には、「政府の政治的及び経済的取極のみに基づく平和は、世界の諸
人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、
笑われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。」と書かれ
ています缶21世縄は激動する国際社会であり、真の世界平和が実現するとはいえない状況
にある申、改めてユネスコの理念の崇高さと使命の大切さを痛感します。

「我々は、壇球を破壊から守ることを決意する」、これは2015年に国連の全加盟国によ
って採択された持続可能な開発目標(SDGs)アジェンダ2030の一節です。今のままでは、
壇球も社会も経済も立ち行かなくなるという強い危機感を共有しています。日本ユネスコ国
内委員会は、ユネスコ創設70周年の提言として、(l)新しい時代の国際社会における知的リ
ーダーとしての役割、(2糖続可能な祉会の実現への貢献、(3)多様性を尊重する社会の実現

への貢献、の3点を提言しています。

そこで本大会ではテーマを、「広げよう　平和の心一持続可能な社会の実現を目指す
民間ユネスコ活動「と設定し、グローバリズムが存在価値を闘われ、国際社会、塊域社会
の連帯の危機の中、秘たちは塊域で何をなすべきか、何が期待されているのか、これからの
民間ユネスコ活動の役割は何か、を課題憲織として本大会で議論を重ね、私たち民間ユネス
重活動の次の第一歩としていきたいと考えています。

3　主　催　公益社団法人日本ユネスコ協会連盟　関東ブロック・ユネスコ連絡協議会
群馬県ユネスコ連絡協議会

4　後　援　龍馬県・群馬県教育委員会・南疇市・高崎市教育委員会・上毛新聞社・
諾馬テレビ・群馬県教育繚興会e関東鰹S抄活動支援センター

5　日　時

6　会　場

第2分科会
第3分科会
第4分科会

雛20年10月2包日(土)

ホワイトイン高崎
(〒370-08王8高崎市赤按町94∴也0273-25-58翰)

了　分科会

第王分科会　平和活動・世界寺子屋運動と国際理解
S鵬s/圏SD・ユネスコスクール

世界遺産・未来遺靂
ユネス遍活動の役割・活性化

8　大会蒔寵
9:30へ10:30　受付

王0:30-10:50　オープニングイベント
ユネスコスクール合唱部(藤岡市立小野小学校合唱部)

10:50-11:30　開会式

開会宣言、ユネスコの歌斉唱、主催者挨拶纏ユ協運会長
・大会会嚢)、祝辞繰知事・稀噂市喪)、来賓紹介

11:30へ12:40　基調諮演　　　　　　　　　　　、

諮師　鈴木佑司氏
日本ユネスコ協会連盟理事長、法政大学名誉教授

移動・昼食
分科会
移動・休憩(2〇分)
閉会式
ユネスコ国内委員会報告(10分)、日ユ協連報告(5分)

分科会報告、次年度開催県挨拶、閉会宣言
王6:50へ1了:10　移動・休憩(2〇分)

17:10へ18:40　交流会
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20芝〇年度関プロ・ユネスコ群馬大会予算(案)

1取入の都

項目　闇蕃需馬 ��2020関東プロ群馬 �摘　　　要 
予算額(円) �(蜜020年度関東プロ群馬大会に関る摘要) 

参加費 �1,030,000 �1,030,000 �4,000×250人=l,0粗000円 2,000×15入寒∴30,餌場円 

補助金 �300,000 �300,000 �群馬県教育委員会20万円 高崎市10万円 

分担金 �100,000 �100,000 �日本ユネスコ協会連盟10万円 

研究助成費 �0 �00,000 �群馬県教育振興会4万円 

負　担金 �610,000 �970,105 �県ユ運の関プロ積立金580,105円 2018年度までの積立金鶴0,105円 2019・-20年度の積立金100,000円 県ユ運の関プロ特別補助金1鋤000円 2020年度媒ユ運4事業中止分(運常研、 海外青年交換研、研鯵視察、世界遺産研) 各ユ協等より負担金200,000円 (2万円X13)*12ユ協及びソロプチ前橋 

協賛金 �510,000 �260,000 �各ユ協及びソロプチ前橋　20,耐両面「 
‾雑収入 �30,122 �3 � 

合　　評 �2,宙80,122 �2,了00,108 � 

<勝者>2018年度迄の関プロ積立金が430,105円である。その後、19へ20年度に各5万積み立てる食 

2　支出の都

項固 �2014関東プロ群馬　2020関東プロ群馬 ��摘　　　要 
決算額(円) �予算額(円) �(2020年度関東プロ韓馬大会に関る摘要) 

会場使用料 �433,800 �450,000 �全体会200タ000円爛閉会式、基調諮 演) 分科会250,000聞く4分科会) 

借損料 � �50,000 �会場の視聴覚機器や設備・資材使用料 

印刷製本費 �1,250,000 �1,250,000 �案内リーフレット120,000円(1000蔀) 大会要項　400,000円(400蔀) 報告書　6紳000円(400蔀) 

消耗品費 �286,501 �330,000 �看板・案内表示、繊旗、生花、封筒、資料 入れ袋、名札、印刷用紙、インク、コピー、 リボン、等 

会議費 �213,422 �220,000 �お茶、スタッフ昼食、等 

通信費 �84,784 �90,000 �案内送料、切手、ハガキ、報告書送料、等 

報鑑賞 �282,888 �170,000 �講師謝礼　　70,000円 オープニング出演翻礼50,000円 その他　　50,000円 

交通贅　言 �27,760 �50,000 � 

予鯖費・雑費 �972 �90,108 � 

合　　計 �2,580,122 �2,700,108 � 

く備考>支出額の祷硯について(案) 

○印刷製本費は2万円増額し1,250,000円とした(案内リーフレットを2万円増額し120,000剛

○交通費を3万円増額し50,000円とした。
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