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つなげよう平和の心 広げようユネスコの輪
世界平和と持続可能な社会の
実現を目指して

新年のごあいさつ
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あけましておめでとうございます。私は平成30年

教育長

笠原

寛

明けましておめでとうございます。

度の本協議会定期総会で会長に指名された高崎ユネ

群馬県ユネスコ連絡協議会の皆様におかれまして

スコ協会の樋口と申します。よろしくお願い申し上

は、晴れやかな新年をお迎えのことと、心からお喜

げます。

び申し上げます。

ところで、国際平和と人類の共通の福祉をという目

さて、今年はロシアの化学者ドミトリ・メンデレー

的を促進するために国際連合教育科学文化機関（ユ

エフが元素の周期律を発見してから150周年の記念

ネスコ）が創設されてから70年余りが経過します。

すべき年にあたり、国際連合総会において国際周期

しかしながら、今日も地球上では紛争が絶えず、

表年として祝うことが宣言され、ユネスコがその推

テロも続発しており、世界平和が実現しているとは

進をリードすると伺っております。平成28年に113

言えません。ユネスコ憲章前文冒頭の「戦争は人の

番目の元素としてニホニウムが認定され、元素周期

心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平

表にアジアの国としては初めて、日本発の元素が加

和のとりでを築かなければならない。」という文言

わりました。認定に至るまでには９年という年月と

で表された世界平和を希求する理念の崇高さと使命

400兆回にも及ぶ衝突実験が必要だったということ

の大切さをあらためて強く感じます。

です。ユネスコ憲章の前文には「客観的真理が拘束

併せて、私たちには将来に向けて持続可能な社会

を受けずに研究され」と記載されており、このよう

を構築していく責務があると考えます。2015年に国

な地道な取組に光を当てることもユネスコの重要な

連で採択された「持続可能な開発のための2030ア

役割であると考えます。

ジェンダ」に掲げられた17の「持続可能な開発目標

貴協議会におかれましても、国際交流事業をはじ

（SDGｓ）」は2030年までの達成を目指しています。

め、世界遺産の保護や保全のあり方を探り、活動の

17の目標は全て「誰も置き去りにしない」ことを

活性化を図るための研修会の開催など、地道な実践

確保するためのものであります。特に目標４「質の

活動を続けておられ、県といたしましても、誠に心

高い教育をみんなに」は、ＥＳＤ（持続可能な開発

強く感じている次第です。

のための教育）が目指しているものであります。
私は県ユ連の様々な活動を通して世界平和の実現と
持続可能な社会の構築を目指していきたいと思います。

結びに、皆様方の御健勝・御活躍、また群馬県ユ
ネスコ連絡協議会の御発展を御祈念申し上げまし
て、新年の御挨拶とさせていただきます。
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平成30年度定期総会行われる！！
平成30年５月26日(土）大泉町文化むらホールにおきまして、群馬県ユネスコ連絡協議会定期総会が行わ
れました。定期総会では、平成29年度事業報告並びに決算報告、役員改選、平成30年度事業計画並びに予算
案等の議事が話し合われました。
平成30～31年度の新役員は以下の通りです。
平成30年度

本部役員名簿

顧問・参与
顧問

役

職

所属ユ協

会

長

高

崎

樋口

副会長

桐

生

副会長

藤岡地方

副会長
監

事

監

事

氏

前

橋

安中碓氷

名

氏

克己

名

歴代・年度

所属ユ協

丸山クニ子

第３代会長（1984～1985）

桐

生

北川紘一郎

桜井

玉寿

第５代会長（1988～1989）

伊勢崎

岸

正博

中村

宏

第６代会長（1990～1993）

前

橋

阿久澤和夫

長南

清

第７代会長（1994～1999）

太

田

矢野

薫

北原

正昭

第８代会長（2000～2001）

富

岡

太

田

新井

正雄

土田

正

第９代会長（2002～2003）

沼

田

事務局長

高

崎

岡部

幹夫

矢島祭太郎

第10代会長（2004～2009）

高

崎

事務局次長

高

崎

石井

敏明

関口

実

第11代会長（2010～2015）

太

田

事務局次長

高

崎

清水

哲夫

小林

照夫

第12代会長（2016～2017）

沼

田

事務局次長兼書記

高

崎

五十嵐潔幸

会

計

高

崎

松本千恵子

会

計

高

崎

徳井理恵子

参与
氏

日

５月26日（土）
年６回程度開催
随時開催

事
定

業
期

総

名
会

定例理事会
役

員

年

福村平八郎

平成30年度
期

名

度

所属ユ協

事務局長（2004～2009）

高

事業計画
会

場

大泉町文化むら
前橋プラザ元気21

会

ホストユ協
大

県ユ連
県ユ連

東京・つくば
ＪＩＣＡ等

県ユ連
各ユ協

10月13日（土）

ユネスコ研修視察

館林文化会館

館

11月11日（日）

海外青年交歓研修

伊勢崎市絣の郷

７月３日（火）

運営研修兼事務局員研修

みなかみ町
たくみの里

12月14日（金）

第４回ユネスコスクール研修会

藤岡市総合学習センター

委員会

１月22日（火）

世界遺産委員会

高崎市中央公民館

委員会

１月31日（木）

広報誌「ユネスコ群馬」発行
Ｎｏ75号
ユネスコ世界寺子屋運動
書き損じハガキキャンペーン

林

伊勢崎
沼

田

事務局
全国共通
事業

６月16日（土）

第69回定時総会

東京都

７月７日（土）

第74回
日本ユネスコ運動全国大会
関東ブロック
ユネスコ活動研究会

北海道函館市

９月８日（土）

備考

泉

国際理解バス

12月～

崎

茨城県水戸市

日ユ協連

茨城県ユ連

国内連携
協働事業
国内連携
協働事業
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平成30年度
１

収入
科
繰
会
事
補
雑
合

２

群馬県ユネスコ連絡協議会予算

目
越
業
助
収

収

金
費
入
金
入
計

30年度予算 29年度予算 差引増減額
摘
要
58,117
28,232
29,885 前年度からの繰越金
514,000
514,000
0 会費49万円 会場費負担金２万４千円
390,000
390,000
0 ユ協新聞24万円（20000×12ユ協）
名刺交換15万円（2000×75人）
80,000
23
1,042,140

90,000
10
1,022,242

△10,000 社会教育関係事業費補助（群馬県教委）
13 預金利子等
19,898

支出
科
目
会
議
費
旅
費
通
信
費
印
刷
費
消 耗 品 費
事
業
費
文化活動補助費
構成員負担金
積
立
金
慶
弔
費
創立50周年記念事業補助
予
備
費
合
計

30年度予算 29年度予算 差引増減額
摘
要
30,000
20,000
10,000 理事会等会議費・会場費
60,000
60,000
0 各種旅費等
30,000
20,000
10,000 切手等通信費
10,000
5,000
5,000 各種印刷経費
35,000
35,000
0 事務用消耗品
662,000
482,000
180,000
30,000
30,000
0 文化活動（6000円×５ユ協）
9,600
9,600
0 日ユ協負担金 教育振興会
50,000
50,000
0 関ブロ積立金５万円
10,000
10,000
0 慶弔見舞金
0
280,000 △280,000
115,540
20,642
94,898
1,042,140 1,022,242
19,898

祝・社会教育功労者表彰受賞

前会長：小林照夫氏

平成30年11月８日(木）群馬県生涯学習センターにおきまして、群馬県社会教育研
究大会が行われました。この大会は、生涯学習社会の構築に向け、県内各地における
社会教育諸活動の状況や研究の成果を交換し、課題解決に向けて研究協議を行うもの
です。
大会の中で、群馬県ユネスコ連絡協議会の前会長でありました小林照夫氏（沼田市）
が「平成30年度社会教育功労者群馬県教育委員会表彰」を受けられましたのでご報告
いたします。

関ブロ茨城大会参加報告
県ユ連会計 徳井理恵子
平成30年９月８日、茨城県水戸市の県民文化セン
ターにおいて、研究テーマ「つなげよう ともに語
ろう～持続可能な社会を実現するために」のもと、
関ブロユネスコ活動研究会が開催されました。１都
５県から会員261名、うち群馬は８ユ協41名が参加
しました。
オープニングイベントは、日立郷土芸能保存会に
よる日立風流物でした。山車と人形芝居が組み合わ
されたもので、山車と人形の製作・操作と鳴り物演
奏に民俗文化財としての価値が認められユネスコ無
形文化財に登録されています。
地元大学生のフレッシュな司会で始まった開会式
後の基調講演は、「江戸時代の教育と現代」～「弘
道館を世界遺産に」の運動に触れて～と題し、茨城
大学名誉教授・鈴木暎一氏によって行われました。
第２部は、「ユネスコスクールと民間ユネスコ活

動の役割」「世界遺産・未来遺産」「平和活動・世界
寺子屋運動と国際交流」「ユネスコ活動の活性化と
情報化･会員増に向けて」という４つの分科会に分
かれ発表と質疑応答がなされました。
第２分科会では、高崎ユネスコ協会副会長上田一
美さんが「世界遺産への民間ユネスコ協会の関わ
り」～上野三碑の「世界の記憶」登録を例にして～
と題し、上野三碑の歴史的価値と記憶遺産登録の意
義や三碑をめぐる県内ユ協開催の学習会や地域の子
どもたちとの関わりと啓発活動についてパワーポイ
ントでわかり易く発表されました。今後多くの人に
知ってもらい、関心を持ち、足を運んでもらうには
どうしたらよいかとの投げかけには、学校の先生に
知ってもらい子どもに広めてもらう、ネットで動画
配信する等の提案をいただきました。
この大会に参加して、ユネスコ協会が学校地域・
職場等とどのように関わり働きかけ、特に若い方々
に平和の心をつなげていくかという大きな課題を再
認識しました。

（4）第 75 号

第74回日本ユネスコ運動全国大会in函館
「広げよう平和・共生の心～北の大地から次世
代へ」をスローガンとして、７月７日（土）
・８
日（日）の二日間にわたり、全国大会が函館市で
開催されました。会場は、初日が函館市芸術ホー
ル、二日目はホテル函館ロイヤルでした。全国か
ら約540名程の方々が参加したとのことでした。
本大会のパンフレットには、両日ともＥＳＤに
関する報告が行われるとのことでした。伊勢崎ユ
ネスコ協会では、これからＥＳＤに取り組んでい
こうと検討を始めていた矢先でしたので、是非情
報を得たいと考え、６名で参加いたしました。
初日の基調講演では、北海道博物館の石森修三
館長から「バブル経済崩壊後、少子高齢化による
人口の減少などの多くの問題が顕著になってい
る。だが、現実に背を向けるのではなく、ユネス
コのミッションを基軸として生き方を模索するこ
とが重要なのではないか」とのお話を伺いまし
た。
基調講演の後、函館市民による野外劇、小学生
と高校生によるＥＳＤ活動や環境教育へ取り組ん
でいる様子の発表がありました。特に、函館市立
日新小学校の「平和を学ぶ 故郷を守る」と題し

各ユネスコ協会だより
安中碓氷ユネスコ協会
安中碓氷ユネスコ協会の活動
会長 矢野
薫
当ユネスコ協会は下記の事をモットーに活動して
います。「女性と子どもの人権を尊重しよう！」「ユ
ネスコ英会話教室で、低学年向け英語教室増設～生
徒募集中～」「碓氷峠鉄道施設群をユネスコ世界遺
産の追加登録を目指そう！」「みんなでユネスコス
クールを始めよう！」当協会の英会話教室では、カ
ナダからの専属講師の下で４才、５才児から、保育
園児、小学生、中学生、高校生、一般の方々を対象
に市内５会場で週38クラス、のべ480人程の生徒さ
んが学んでいます。又、過日の上毛新聞によります
と、安中市の安政遠足を題材にした映画「サムライ
マラソン」が来年２月22日に全国公開されるそうで
す。主演は佐藤健さんで、ストーリーは「行きはマ
ラソン、帰りは戦」がキャッチコピーとなっている
ハリウッド映画だそうです。今後「碓氷峠鉄道施設
群」には日本、世界中からたくさんの観光客が訪れ
ると思います。又、性感染症の予防を学ぶ座談会を
９月に開催致しました。テーマは、「女性と子ども
の人権尊重」です。性感染症の中で特にクラミジア

平成 31 年（2019）１月 31 日

伊勢崎ユネスコ協会

定形

俊江

て、サケを卵から育て、稚魚を放流することを通
して、環境教育だけでなく故郷への愛着心を培う
ことを目的とした活動を続けていることを知りま
した。
このような活動は、伊勢崎市だけではなく多く
の市町村でも行われていると思いますが、ＥＳＤ
として全校を挙げて継続して取り組んでいる子供
たちの姿に感銘を受けました。
大会二日目は、
「縄文文化、レジリエンスと多
様性」をテーマとした講演と、ＥＳＤに関するパ
ネルディスカッションがありました。各分野のパ
ネラーが「教育」
「縄文」
「アイヌ」の視点から
「ＥＳＤ・平和・未来」をキーワードに、話し合
いをしていく中で、ユネスコの理念を函館から全
国へと発信していることを感じ取ることができま
した。
大会に参加して、函館市の様々な取り組みを知
り得ただけでなく、他の協会の方々との交流から
も多くの情報を得ることができました。そして、
今後の伊勢崎ユネスコ協会の活動を見直す絶好の
機会ともなりました。心より感謝申し上げます。

感染症は、男女とも病状が出ないケースが多く、気
づかないまま感染を広めたり、女子の場合は長く放
置することによって不妊症など深刻な状態になる
ケースもあります。この感染症の患者数は、日本は
世界的に見てもすべての性感染症の中でも最も多
く、主に10代と20代の世代に感染が多く、又、高校
生の10人に１人がクラミジアに感染している調査結
果も出ています。更に梅毒、エイズについても感染
者が増加しているという調査結果が報告されてい
て、若者の間に急速に性感染症が広まっているとい
う由々しき現状があります。又、最近のクラミジア
は進化して薬に対する「耐性菌」が出来てしまい、
薬があまりきかないそうです。クラミジアに感染し
てしまうと、体の「免疫力」が低下し、そのためエ
イズに感染する確率が非常に高いそうです。次世代
を担う若者を
性感染症から
守るために
も、早急に中
学生から、内
容をほり下げ
た夏の性教育
をする必要が
あると思いま
す。
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伊勢崎ユネスコ協会
一年間の活動を通して
会長 設楽 孝吉
今年の活動も４月の理事会から始動し30年度の事
業計画を立て５月の総会に臨みました。例年のとお
り総会と春の研修旅行が同日に実施され総会では提
案事項全てが承認されました。研修先は本庄市、寄
居町、小川町の「歴史を訪ねてと」題し、現在は本
庄市児玉にある競進社模範蚕室を見学、競進社は明
治10年木村九蔵を中心とした「養蚕改良競進組」後
に競進社となる。木村九蔵は藤岡市の高山社の高山
長五郎の弟である。長五郎は「清温育」九蔵は「一
派温暖育」と言う飼育法を考案した。競進社を後に
し小川町にある国の史跡である鉢形城を散策、城内
に建てられている鉢形城歴史資料館を見学し周辺地
域の文化や歴史を学び往時を偲んだ。午後に入り酒
蔵見学その後、埼玉伝統工芸館を訪ねた。ここは県
内の20産地30品目の伝統工芸を展示している。この
施設は「道の駅 おがわまち販売所」を兼ねている。
ここでは手漉き和紙の体験ができ手作りのはがき６
枚を漉いた。８月には市子育連との共催による「夏
休みこども作品展を開催、習字、図画、工作の合計
約600点の展示が出来た。秋の研修では10月25日、日
光の歴史を訪ねてと題し、日光東照宮、徳川三代将
軍家光の廟所である大猷院を見学、昼食後に我が国
最初の外国人向けの専用宿泊施設である「金谷ホテ
ル歴史館」を研修しました。11月には県ユ連主催の
海外青年交歓研修会を伊勢崎市絣の郷で開催市立二
中の吹奏楽演奏、発表者４名、四ツ葉学園中等学校
のグローバル教育実践発表、伊勢崎混声合唱団によ
る合唱発表、副産物として四ツ葉学園に生徒の実践
発表をお願いに行った時にユネスコスクールのお話
をしたのを機に取り組みたいとのお話があり現在、
申請書を出したとの連絡が有りました。この他にも
多くの研修会に積
極的に参加し会員
の資質の向上、事
業の内容の理 解、
会員同士の相互親
睦が図られていま
す。

大泉ユネスコ協会
今年度の主な事業報告
副会長 槻岡 則夫
今年は両毛地区ユネスコ懇話会のホストユ協とし
て７月12日本町の文化むらを会場に佐野、足利、開
倫、館林、太田、大泉の各ユネスコ協会の参加で開
催されました。
議題として、各ユ協の活動報告と事業の改善策や
役員及び会員の高齢化への対応策を取り上げ意見交
換しました。また、国際交流協会等、他団体との交

流・協力を密にすることで、互いの事業を活性化し
ていくなどの意見が出され、今後の改善に向けて意
義深い場となりました。
尚、当日は当ユ協の「民間ユネスコ運動の日」記
念講演会を併せて開催し、両毛地区ユネスコ懇話会
の参加者の皆さんにも聴講して頂きました。演題は
「大泉町における多文化共生の現状と施策」と題
し、町役場の職員に講師を依頼しました。終了後ラ
ンチは本町の異国情緒溢れるブラジル料理店にて楽
しく舌鼓。
９月26日は第14回会員研修視察旅行を開催しまし
た。最初の研修先は、平成29年10月に世界記憶遺産
に登録された上野三碑「多胡碑」です。記念館の職
員の方より石碑造立の背景や文字の意味など詳しく
解説して頂き参加者は「多胡碑」について学び理解
を深めた模様。
次に長野県上田市の「無言館」に到着。館内の厳
粛で静寂な空間に一瞬息を止めてしまうほどのイン
パクトを体感。同館は第二次世界大戦中、志半ばで
戦場に散った画学生の遺作が展示されており参加者
は真剣な眼差しで鑑賞、参加者の一人は遺作絵画の
前で数分間対面し、思いにふけている様子。後に感
想を求めた所、ご本人が生まれた年の作品である事
で感慨深く見入ったようです。他の参加者の方にも
感想を求めたところ「戦争は悲惨だね」と答えた。
次は歴史の香り高く日本の原風景の町並み「海野
宿」を散策しタイムスリップ。その後は果樹園など
に立寄り買物を済ませ無事に帰着。旅行日和と素晴
らしい仲間との交流で有意義な旅となりました。

太田ユネスコ協会
事業の充実と効率化を通して
会長 中村 利光
主な事業として小学生対象の国際理解バス、中学
生の英語教室、高校生の弁論大会、園児から中学生ま
での作品展に加え、小・中学校への出前授業や広報
紙の発行を行っている。事業内容の充実と運営の効
率化を進め、
ユネスコ精神の一層の普及に努めている。
国際理解バスは、８月24日に19名の児童と保護者
が参加し、富岡製糸場や多胡碑記念館などを見学し
て、世界遺産への理解を深めることができた。
ユネスコ英語キャンプは、今年から内容の充実と
スリム化を図って英語教室に変更し、８月17日から
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太田市役所南庁舎で３日間開催した。34名の中学生
は18名のＡＬＴの指導でスキット練習や発表、ゲー
ム等の活動を通して、英語活動に熱心に取り組んだ。
ユネスコ児童生徒作品展は、太田市学習文化セン
ターを会場に、11月17日から４日間開催した。市内
の102の小・中・特別支援学校と幼稚園・保育園か
ら、絵が565点、書が346点出品された。各校から２
名ずつのＰＴＡの協力を得て、911点の全作品を展
示した。開催日を１日増やし4,580名の来場者があ
り、市民の関心の高さが感じられた。
太田市近接高校弁論大会は、昨年から１日開催を
半日開催に工夫し、12月８日に太田市立太田高等学
校を会場に開催した。７校11名の弁士が、日本語弁
論と英語スピーチの部に分かれ、学校生活や国際理
解など幅広いテーマで、質の高い発表が行われた。
出前授業では小学校３校に、モンゴル・ベトナム
など７ヵ国のべ18名の関東学園大学の留学生を派遣
して、580人の児童に地理や風土、文化や慣習など
を伝え、国際理解教育に貢献することができた。
ユネスコ精神の実現に向けたこれらの事業は、会
員の熱心な取り組みと、行政や各種団体、学校の先
生やＰＴＡの皆様の温かいご理解とご支援の賜で、
心から感謝を申し上げたい。

桐生ユネスコ協会
桐生ユ協・活動報告
北川紘一郎
2018年度は桐生ユ協にとっては創立70周年という
記念すべき年度であります。
ただ、誠に残念な事に桐生ユ協は周年行事を挙行
する体力を失いました。
長年にわたる危機的な状況の中で、歴代会長はじ
め有志達による努力も実らず、私も数年前に体調を
崩し、会長を辞任し交代を懇願してきましたが受諾
されずに、それも叶わず現状が続いてきました。
私の責任に帰するところではありますが、桐生ユ
協には独特の会の雰囲気があり、当初より地元の名
士の集まりだ、と言う厄介なイメージの中で長期に
渡り歩んできました。
私は事務局長を務めていた十数年前からこの改革
に努めてきました。教職関係の方々や各奉仕団体や
自治会や個人的な関係者など、更に若者への呼びか
けなどを行いながら協力のお願いをし、会のイメー
ジの払拭とリニューアルに務めてきました。

しかし、これらの努力も残念ながら功を奏しませ
んでした。
昨年度（2017年度）は、継続事業の「世界遺産写
真パネル展」（日ユ協所蔵の写真パネル）や「児童
絵画展」や「懇談会」などを通じてその都度会の充
実を図りましたが、打ち上げ花火のようにその時の
盛り上がりだけで終わってしまいました。
老齢化と人口減は、全国的な課題であろうかと察
しますが、現在、桐生ユ協は、全会員23名。70代、
80代で若い60代が３名、活動できる方は私（78歳）
を含め４～５人と言う超高齢化となってしまいまし
た。
桐生ユ協の独自性は隆盛の時は相応の働きをしま
したが、一歩減速に向かうと手の付けようが無く立
ち直れません。
誠に残念ですが孤軍奮闘してきた私のエネルギー
も消耗してしまい次の手の打ちようが無く困窮して
いる状況です。
一時は、旧大間々ユ協と手を組んで勢力を盛り返
そうと試みましたが諸般の事情があってそれも叶い
ませんでした。
今更ここで泣き言を言っても恥を晒すだけです
が、ここまで減速してしまうと、組織としては成り
立たない事が見えてきました。
あらゆる手を尽くしましたので、詰まる所、抜本
的改革にはゼロからやり直す事しか残されていない
ように感じます。
今後、私は私の責任として、若い人材を一本釣り
で探して行く所存です。
桐生ユ協の切羽詰まった現状とお願いをもって活
動報告に代えさせていただきます。
県ユ連の皆様、並びに各ユ協の皆様には格別のご
支援を賜わりたいと思いますので今後とも何卒よろ
しくお願い申し上げます。

高崎ユネスコ協会
国際理解バス
事務局長 岡部 幹夫
高崎ユネスコ協会の主な活動の一つとして「国際
理解バス」があります。今年度で40回を迎えました。
例年、小学校５年生から中学３年生の児童生徒36名
を高崎市内より公募し、バスをチャーターして東京
都内の「ＪＩＣＡ地球ひろば」と外国大使館等を訪
問しています。本行事は、人気が高く、毎年50名以
上の応募があり、抽選で参加者を決めています。参
加者は、実施一か月前の７月中旬に事前研修会をお
こない、班編成や事前学習をします。
今年度は、８月22日(木)に事業を実施しました。
朝７時からバスで東京の「ＪＩＣＡ地球ひろば」に
向かいました。ＪＩＣＡでは、発展途上国の課題や
世界規模のテーマに沿った学習と国際協力隊員の話
を聞きました。国際協力隊員はバングラディシュで
活動されていた方でした。環境問題のスペシャリス
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トとして派遣され、バングラディシュのゴミ問題解
決にあたっていたとのこと。学習終了後には、ＪＩ
ＣＡ内のカフェ・フロンティアで世界の料理のバイ
キングの昼食をとりました。
ＪＩＣＡ訪問後、スリランカ大使公邸へ向かいま
した。大使公邸では、駐日スリランカ大使をはじめ
館員の皆さんが総出で私たちを歓迎してくれまし
た。大使の日本語での歓迎のことばのあと、女性の
外交官２人が英語と日本語でスライドを映しながら
スリランカの国のことについて説明してくださいま
した。また、公邸の専属料理人がおやつを出しても
てなしてくれました。一方では、女性外交官が何人
もの女の子にサリーの着付けをしてくださいまし
た。最後に全員で記念写真を撮り、大使の見送りを
受けて帰路につきました。今年はスリランカ大使公
邸でしたが、昨年はケニア共和国大使館、一昨年は
チェコ共和国大使館でした。毎年行われている行事
ですが、国際理解について内容の濃い学習を積める
行事となっています。

は、86％を超える参加者から「おもしろかった」と
の回答が得られ子供達にとっては満足度が高い研修
であったと確認できました。一方で、
「つまらなかっ
た」など不満に感じたとの回答からは、参加者の中
でも学年が低いことから、学年や難易度を考慮した
研修を行っていく必要があるとの課題も認識するこ
とができました。
当ユネスコ協会では、子どもたちにこのような機
会を提供できるよう来年度もより実りのある事業を
計画・実施していきたいと考えております。

富岡ユネスコ協会
国際理解バス研修会

館林ユネスコ協会
今年度の活動報告
会長 蛭間 享一
今年度の館林ユネスコ協会の活動について、紹介
します。
当協会では、ユネスコについて一人でも多くのか
たに理解していただくために、市内の小学４年生以
上の児童及び中学生を対象に、毎年７月に、国際理
解バスを『ユネスコサマースクール』と題し、実施
しています。今年度は７月25日（水）に埼玉県長瀞
町・吉見町にて、参加者・会員事務局合わせて48名
で研修に行ってまいりました。
研修内容としては、午前は埼玉県立自然の博物館
で展示を見ながら内容についてのクイズを行い、そ
の後博物館の前を流れている荒川の川岸の成り立ち
の過程や、珍しい「虎岩」について博物館職員によ
る解説がありました。午後は「川の博物館」に移動
し、館内の「アドベンチャーシアター」での映像に
よる荒川と自然のかかわりについての学習や、
「荒
川わくわくランド」での遊びを通して、子どもたち
にとって、大変有意義な研修が出来ました。
研修後子どもたちを対象に行ったアンケートで

会長 矢野 英司
国際理解バス研修会を８月19、20日に開催いたし
ました。今回訪れたのは、日本ユニセフ協会と国会
議事堂の二箇所の見学を行いました。
ユニセフを日本語表記で表すと「国際連合児童基
金」と呼ばれます。1946年に設立され、当初は、第
二次大戦後の子どもたちへの人道支援を目的とした
緊急基金でしたが、1953年に国連の恒久機関となり、
開発途上国全体へと、その活動を広げています。途
上国の乳幼児へのケアや、教育、子どもの権利の保
護などを活動の柱としています。現在世界190の国
と地域で、多くのパートナーと協力し、その理念を
様々な形で具体的な行動に移しています。特に、最
も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置
きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子ど
もたちのために活動しています。日本ユネスコ協会
も同じ年に設立をされており、教育、科学、文化の
３つの柱から活動を行っていることから、子どもた
ちに対する支援の気持ちは同じ心を持ち合わせてい
る。世界中の人々が心から笑顔になれる日がくるよ
う、世界の本当の平和が訪れるよう、私たちも進ん
で活動に参加して行くよう努力して行きたいです。
もう一つの見学は、国の最高機関である国会議事
堂です。建物は1920年より工事着工し17年の歳月を
経て竣工されました。近代的な白い立派な建物で、
議場は壁から机や椅子、全てが木製で美しい彫刻が
細部まで施されている。特に天井には唐草模様を配
したステンドグラスがとても優雅でした。また建物
内に敷詰められている赤いじゅうたんの柔らかさが
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とても印象的でした。ふかふかのじゅうたんを歩き
ながら品格ある建物内を観ていると、歴史の重みと
責任感で闘志が湧いてでるパワーでも授かったよう
な気がしました。見学を通じて、生の国会風景を学
習し、国会の構造、伝統、警備状況の厳格さはもち
ろんの事、この場所で国の法がつくられ、世界各国
とのつながりながら、国の未来を考え日本の歴史を
作り上げているのだと考えるだけで、なんだか興奮
するようでした。
この度の国際理解バス研修会で多くの学びを得、
これからの生き方に活かしながらユネスコの精神を
基本的な考え方として更に多くの人々と共有して、
国際平和構築のため活動していきたいと思います。
今後とも多くの
皆様にユネスコ協
会の活動に対しま
してご理解ご協力
を頂きますようお
願い申し上げま
す。
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沼田ユネスコ協会
沼田ユネスコ協会の活動
事務局長 大島 俊夫
今年度は小林照夫前会長が引退し、石田宇平会長
を中心に新しい組織でスタートしました。
例年とほぼ同様の事業計画を立て、平和の鐘や研
修視察等は予定通り実施できましたが、子どもたち
が楽しみにしていた国際理解バスが台風の影響で中
止になってしまったことはたいへん心残りでした。
そこで、今回は子どもたちが活躍しているユネス
コ少年少女合唱団の活動について紹介します。
沼田ユネスコ合唱団は沼田ユネスコ協会発足の翌
年、昭和47年秋に誕生し、46年間の長い歴史があり
ます。かつては100人を超える団員がいて、プラハ、
ハンガリー、チェコ、ウィーンなどの少年少女合唱
団が来日したときに賛助出演したりしました。
近年は団員も20数名に減りましたが、毎週土曜日
の練習日の他、地域の音楽会、ユネスコ活動などに
も参加したりして、着実な活動を継続しています。

中之条ユネスコ協会
今年度の活動
会長 齊藤 一雄
中之条ユネスコ協会は、毎年４月の役員会、５月
の総会で活動がスタートします。今年度も例年どお
りの事業を計画しました。
５月に中之条ユネスコ協会総会。例年開催してい
る「ふるさとの文化財絵画展」の作品募集を７月に
行い、11月に展示と表彰を行います。「書き損じは
がきの回収」は、年間を通して実施しています。ま
た、４年前までは、町内の文化財などの清掃活動も
行われていましたが、会員の高齢化にともない休止
している状況です。
８月には、中之条ユネスコ協会主催「ミュゼで発
見！中之条町の文化財」と題し、会員以外にも参加
を募り、新規会員の加入に繋がればと思い研修会を
行いました。内容は、講師として博物館ミュゼの山
口通喜館長にお願いし、常設展示と企画展示「真田
忍者と吾妻修験」を見学し、施設の概要と文化財に
ついて研修を行いました。山口館長の丁寧な解説と
身近な地域の建物や人物の、貴重な歴史を知ること
ができ、まさに再発見ができた研修でした。
さて、中之条ユネスコ協会の現状は、会員の高齢
化と減少により、活動もままならぬ状況です。当会
としても現状を打開すべく模索しています。今後も
細々ではあります
が、ユネスコ精神に
沿った活動を継続し
ていきたと思います
ので、引き続きご指
導をよろしくお願い
いたします。

今年度は、新入生歓迎会、街角コンサート、施設
慰問、平和の鐘を鳴らそう、歌の森サラダパーク、
猿ヶ京での夏季合宿、地域の公民館祭り、山の日記
念21世紀の森祭り、市民音楽祭、クリスマス会、藤
岡の少年少女合唱団フェスティバル、ユネスコ合唱
団発表会・卒団式など、盛りだくさんの行事があり、
１年生から６年生まで、仲良く協力して一生懸命練
習し、きれいな歌声を響かせてくれました。
沼田ユネスコ協会としては、この合唱団の活動を
さらに支え盛り立て、子どもたちによりよい体験を
たくさんしてもらうとともに、地域の文化の向上に
も貢献していきたいと考えています。

藤岡地方ユネスコ協会
「半世紀への第１歩」
－知的及び精神的連帯の上に築く－
会長 岸
正博
昨年度、創立40周年の記念式典を終え、いよいよ
半世紀への第１歩を歩む。2018年度はユ協役員・理
事、32名中、10名の新しい役員を迎えた。活動の重
点は、①ユ協と地域団体、企業、行政等との連携の
推進。まずは、ユネスコ活動の周知、会員の拡大。
②ユネスコスクール加盟校の教育実践の発信、「質
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の高い学校」としての「カリキュラムマネジメン
ト」の実施である。
ユネスコ（ＵＮＥＳＣＯ）とは、いうまでもなく、
国際連合教育科学文化機関としての活動であり、群
馬県内でも「世界遺産」、「世界の記憶」、「無形文化
遺産」認定は記憶に新しいところである。しかし、
民間ユネスコ活動は、まだまだ一般の認知は低いと
感じている。
社会の変化は激しく、ＵＮＥＳＣＯを取り巻く価
値観もここ数年で変化してきている。ユ協の活動は、
会から何かを与えられるという受け身ではなく、ユ
ネスコの組織・機能を活用して、自分が貢献できる
ことを自ら探し、活動する、行動することを大切に
したい。ユ協活動に賛同いただいている企業各社は、
自主的（ボランタリー）に社会に貢献、未来に対す
る投資として必要な活動を行う、必要なコストを払
うという考えのもとに活動を行っている。単なる慈
善事業としてのとらえはしていない。いま、ＳＤＧ
ｓ、ＥＳＤがその指針となっている。
会員の拡大は、ユ協活動の拡大・質の向上と直結
している。本年度は維持会員として、新たに８社に
加盟していただいた。ユネスコスクールについては、
市内最後の加盟になる鬼石中学校が、すでにチャレ
ンジ期間に入り、宮城教育大の指導のもと実践が行
われている。また、ユネスコスクール小野小学校のＥ
ＳＤの授業実践が、
「
『社会に開かれた教育課程』を
実現する学校づくり」
（学事出版2018年12月発刊、小
西啓吾教諭執筆）に掲載されている。ユネスコスクー
ル加盟校各校のさらなる積極的な発信を期待したい。
グローバル化の進展やＡＩの飛躍的な進化など、
社会の加速度的な変化の中、藤岡市もいま地域と共
にある学校づくりが進められている。地域と地球社
会の未来を想像して、よりよい未来を自分たちの手
で創るための教育（ＥＳＤ）、並びにＳＤＧｓ17の
目標達成のため、学校、地域、行政等が一体となっ
て取組を推進したい。

事業に関連し、子供達が将来に思い描く「私の住み
たい夢のまち」をテーマに快適な家や町並み、乗り
物、自然との共生など幅広い分野で創造性豊かな絵
画展を目指して行ってきました。今回で第８回を数
え、小学校1,174点、中学校から200点、計1,374点
もの応募がありました。学校によっては校内予選会
を行って厳選して参加した学校もありました。いず
れも力作揃いということで、審査に当たった審査員
の方々から、優劣をつけるのも難しい出来栄えとの
言葉が聞かれました。審査は、子供らしい創造性、
色使いや努力の後が感じられるものなど、そのよう
な観点から350点ほどを１次審査で選び、その中か
ら更に入賞作品102点を選びました。
そして、中でも出来栄えの優れた20点を特別賞７
点、金賞に13点を選出しました。それとともに９月
29日（土）に前橋プラザ元気21の中央公民館におい
て、表彰式を教育長並びに各共催団体の代表者出席
の下、開催しました。受賞者にはそれぞれ表彰状と
記念品が手渡され、緊張の一時でありましたが、出
席した子供達は立派な態度で、しっかりと受け取っ
てくれました。参加した皆さんは展示されている自
らの作品やほかの人たちの作品を見比べながら記念
写真を撮ったりしていました。展示は、入賞作品102
点について、また同時に長年交流のあるインドネシ
ア・バリ島のマドキン学園の児童生徒作品も同時に
展示し、
９月28日から10月８日まで展示いたしました。
表彰式当日受賞者の児童生徒に付き添いで来られ
た父兄の中には、受賞の感激に涙ぐむ方もおり、主
催者として「やってよかった」という自信と次回へ
の責任を感
じ ま し た。
以上で前橋
ユネスコ協
会の報告と
いたしま
す。

国際ソロプチミスト前橋
Ｂｅｓｔ

国際理解バス・ＪＩＣＡ筑波

前橋ユネスコ協会
「私の住みたい夢のまち」はどんな町かな？
事務局長 樺澤富美男
前橋ユネスコ協会では、恒例となりました第８回
「私の住みたい夢のまち」絵画展を前橋西ロータ
リークラブ、同東ロータリークラブ並びに前橋市教
育委員会共催のもと夏休みの良い思い出となる事業
として、開催しました。目的は、ユネスコ世界遺産

ｆｏｒ

Ｗｏｍｅｎ

会長 森田 光子
まずは国際ソロプチミストのご紹介から。
国際ソロプチミストは国連の経済社会理事会（Ｅ
ＣＯＳＯＣ）の総合協議資格を持つ数少ない女性の
ＮＧＯです。女性と女児の生活を向上させるために
活動している女性による奉仕団体です。
ソロプチミストという名称はラテン語のSoror（姉
妹）とOptima（最良）からの造語で、女性のために
最良（Best for Women）を意味しています。
「国際女性デー」の存在をご存知でしょうか。
３月８日は国連が定めた「国際女性デー」です。
毎年この日に合わせて行われるソロプチミストキャ
ンペーンには、
数多くのソロプチミストクラブが様々
な形で参加しています。今年のＳＩ前橋のキャン
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ペーンは、２月19日に県庁で行われた「かあちゃん
の天下一品フェア」と同日群馬会館で開かれた「か
かあ自慢の祭典」の会場で、横断幕を掲げ、チラシ・
ティッシュを配布する形で実施しました。多くの来
場者のみなさんに関心を持っていただきました。
群馬県内には国際ソロプチミスト（ＳＩ）前橋を
はじめＳＩ太田、ＳＩ高崎、ＳＩ館林、ＳＩ利根ぬ
またの５つのソロプチミストクラブがあります。４
月６日、私たちＳＩ前橋が幹事クラブを務め、これ
ら５クラブの合同研修会を上毛新聞社上毛ホールに
おいて行いました。
テーマにはデートＤＶ（ＤＶ)を取り上げました。
女性と女児のためのボランティア活動に携わる私た
ちにとって重要なテーマです。研修会の講師は公益
財団法人被害者支援センターすてっぷぐんま、そし
て女性支援活動を行っている認定ＮＰＯ法人ひこば
えにお願いしました。
講演１「群馬県内のデートＤＶ、ＤＶの実情とそ
の支援」では、群馬県内のデートＤＶ、ＤＶの現状
が具体的な数字と共に紹介され、件数の多さ、また
女性だけでなく男性も被害に逢っていることに驚か
されました。
「親が気づかぬうちに、我が子がデートＤＶ」の
ＤＶＤ視聴をはさみ、講演２「デートＤＶ 被害者
にも加害者にもさせないために」で、若い世代の
デートＤＶについてその形態や頻度など実例に基づ
いた紹介がありました。
研修会後に参加者からは「多くの人に聞いてほし
い内容だった」という意見が寄せられました。男性・
女性、年代を問わず、多くの人々に関心を持ってほ
しいテーマであると思います。

表に入り、先ず伊勢崎市少年の主張に出場した伊勢
崎市立あずま中学校３年生の蕪木英義さんから「国
際社会で生きるには」と題して自身の名前の改名前
と後との生活の違い、将来に向けての決意を発表し
てくれました。次にブラジルから来ました若林 ヤス
イ マリア ヌエリさん現在学校にて子ども達に日
本語を教えています。指導を通して子ども達の学校
および家庭生活での様子を発表して頂きました。ま
た、子ども達４名が登場し母国の手遊びを披露して
くれました。和気あいあいとしていて見ていても心が
和みました。３番目に中国内モンゴルから来ました丸
山静さん、子どもの頃写真で見た日本の着物に憧れ
ていたそうです。縁あって18年前に結婚し日本に来
たそうです。日本での生活で迷ったのは漢字の字体
は同じでも意味が違う文字が多くあり困ったそうで
す。例として「手紙」は日本では便りですがモンゴ
ルではトイレットペーパーだそうです。ユーモアを交
えた話は楽しませてくれました。４人目の和佐田真理
さんは英語とフィリピンのカタログ語を子ども達に指
導をしています。発表ではプロジェクターで自国と伊
勢崎に住んでいる違いを話して頂きました。最後に
四ツ葉学園の三村校長先生よりグローバル教育の発
表その後３名の生徒による全てが英語でのプレゼン
テーションは素晴らしかったです。発表後には伊勢
崎混声合唱団による合唱、最後に全員で「ふるさと」
を唄い閉会しました。全体を通して国籍は違っても
話し合えば心は通い合うと確信いたしました。

研修視察
館林ユネスコ協会

平成30年度 海外青年交歓研修会
伊勢崎ユネスコ協会

会長

設楽

孝吉

伊勢崎市絣の郷円形交流館を会場にして主催群馬
県ユネスコ協会、主管伊勢崎ユネスコ協会にて開催
しました。開会に先立ちアトラクションとして伊勢崎
市立第二中学校吹奏楽部20名による演奏で始まり約
30分間、１曲目は勢いのあるマーチ海兵隊、２曲目は
ダニーボーイと続き迫力ある演奏でした。終盤の曲
は私達の若き頃の懐かしの曲を聞かせてくれました。
第二中学校の活躍を期待しています。開会行事に入
り県ユ連樋口会長の挨拶に始まり来賓の伊勢崎市長
五十嵐清隆様に祝辞を頂きました。日程説明後、発

会長

蛭間

享一

館林ユネスコ協会では、県ユネスコ連絡協議会事
業の「研修視察」を７年ぶりに本市で開催させてい
ただく運びとなり、平成30年10月13日に、館林市文
化会館及びつつじが岡公園内映像学習館において、
多くの参加者のもと開催いたしました。
研修は、「郷土の貴重な遺産の保護・保全の在り
方を探り、各ユネスコ協会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」
を目的とし、開会行事後、館林の歴史文化に関する
二つの講演会を行いました。
一つ目は、熊倉造園土木株式会社の熊倉会長より、
国の名勝「つつじが岡公園」について、
「江戸時代の
ツツジが残っている貴重な公園であり、守っていくべ
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県ユ連運営研修会兼事務局員研修会
沼田ユネスコ協会

事務局長

大島

俊夫

《運営研修会の趣旨》
昨年度、みなかみ町がユネスコエコパークに登録
され、エコパーク推進課を中心に町を挙げてエコ
パーク推進事業に取り組んでいる。また、教育委員
会のリーダーシップのもとユネスコスクール登録に
向けた活動も始めている。この機会にみなかみ町の
活動の推進状況について研修を深め、県ユ連活動の
充実に努めたい。
《期日》平成30年７月３日（火）
《会場》みなかみ町役場新治支所（旧新治村役場）
及び 須川宿「たくみの里」
《研修の内容》
第１部 開会行事 10時00分～
○ユネスコの歌斉唱
○挨拶 樋口克己県ユ連会長
石田宇平沼田ユ協会長
○来賓祝辞
みなかみ町教育長 田村義和様（代理）
みなかみ町エコパーク推進課長 高田悟様
第２部 研究協議 10時15分～
１ 趣旨説明
２ 各ユネスコ協会から現状と課題報告
太田 前橋 伊勢崎 高崎 沼田 館林
藤岡地方 大泉
『県内各ユ協からユネスコ活動の現状と課題

について５分程度ずつ発表していただいた。会
員の高齢化と減少対策、持続可能な社会構築に
向けてのＥＳＤの取組、ユネスコスクールへの
登録促進、私の町の宝物展などユネスコ活動の
工夫改善など、様々な意見が出された。協議の
時間が十分とれなかったが、お互いに共感でき
る部分が多かったように思う。
』
◀小池リーダー講演

き大切な地域遺産である」とご講演いただきました。
二つ目は、ＮＰＯ法人足尾鉱毒事件田中正造記念館の
松本美津枝副理事長が、
「田中正造かるた」を用いな
がら足尾鉱毒による被害の状況や、田中正造氏が非暴
力を貫いた行動について紹介され、
「対話で平和を実
現しようとした想いは、ユネスコ活動と共通している」
とご講演されました。
研修視察では、10月の開催だったため、公園に実
物のツツジは咲いていませんでしたが、つつじ映像
学習館にて、ドローンによる公園の空撮、樹齢500
年のオオヤマツツジの古木や沢山の種類のツツジの
映像を観覧していただきました。是非４月中旬から
の開花時期を迎える本市にお越しいただき、100年
後の子どもたちにも伝えたい、色とりどりの花をご
高覧いただければ幸いです。

第３部 講演会 11時30分～12時30分
○演題「みなかみ町のユネスコエコパークの取組
について」
○講師：エコパーク推進課 小池俊弘グループリーダー
○講演内容概要 『みなかみ町が行政主導で町を
挙げてユネスコエコパーク（生物圏保存地域）の
推進をしていること。また、ユネスコスクール登
録に向けて活動を始めたこと。エコパークは核心
地域、緩衝地域、移行地域を設定し、『利根川源
流のまち、水と森林と人を育み、自然や地域の価
値を高め、世界的なブランド力を向上させ、持続
可能な地域づくりを推進していこう』としている
様子が良く理解できた。
第４部 エコツアー（たくみの里の散策）
13時30分～14時30分
○小池グループリーダーの案内で須川宿・たくみ
の里を散策し、水と自然を有効に活用し、地域
の歴史や伝統を大切にしながら、地域の発展に
努力していることをエコパーク推進の観点で学
習することが出来た。
第５部 閉会行事 たくみの里資料館駐車場
《研修の成果と課題》
みなかみ町での研修を通して、これからのユネス
コ活動は教育委員会を始め、小中高等学校、行政機
関、各種団体との連携をさらに深め、より組織的・
計画的に活動を進めていくことの大切さを感じさせ
られた研修だった。

▲たくみの里エコツアー
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2019 年
新年賀詞ご芳名
明けましておめでとうございます
群馬県ユネスコ連絡協議会
会 長
樋口 克己
副会長
北川紘一郎
副会長
岸
正博
副会長
阿久澤和夫
事務局長 岡部 幹夫
他役員・理事一同

安中碓氷ユネスコ協会
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
事務局長

矢野
薫
矢野
篤
猿谷
憲
瀧田 和則
儘田 尚実
小日向和博

伊勢崎ユネスコ協会
会 長
設楽 孝吉
副会長兼事務局長
矢内三四夘
副会長
横澤 克明
副会長
齋藤 文江
副会長
坂田 勝美

大泉ユネスコ協会

太田ユネスコ協会

桐生ユネスコ協会

会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
事務局長

会長兼事務局長
北川紘一郎
副会長
前原 勝良
副会長
下山 進平
副会長
高柳 光雄
会 計
柿沼 直子

寺西
槻岡
清水
石井
福島
加藤
斎木

弘之
則夫
喜義
克己
誠一
由典
宏和

高崎ユネスコ協会
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

串田
相原
上田
岩井
豊泉
渡部
岡部

昭光
裕
一美
聖子
君代
孝男
幹夫

（事務局長）

中之条ユネスコ協会
会 長
副会長
副会長
副会長

齊藤
川越
剣持
篠原

一雄
節子
千秋
辰夫

前橋ユネスコ協会
名誉会長
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
事務局長

中村
宏
阿久澤和夫
須藤 英雄
福島 輝巳
矢島 俊夫
関根 長之
高島 美幸
宮川 孝子
樺澤富美男

中村 利光
馬場 敏生
竹内 敏彦
青木 京子
長
則行
新井 正雄
金谷 光明
栗田 政子
若田部茂子

館林ユネスコ協会
顧 問
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

川生
蛭間
奥野
小林
遠藤
小林
大野

宏
享一
栄通
博子
和昭
悟
泰弘

沼田ユネスコ協会
名誉会長
顧 問
会 長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
事務局長

小林
下田
石田
宇敷
矢嶋
森田
戸部
村澤
大島

照夫
一成
宇平
和也
照久
経代
紀義
玲子
俊夫

国際ソロプチミスト前橋
会
理
理

長
事
事

森田
内田
布川

光子
初枝
敏恵

あ と が き
今年（平成31年）は、４月30日に天皇陛下が退位される予定であり、「平成」の最後の年になります。
５月１日からは皇太子さまが即位され新元号が適用されます。今上天皇は、平和への揺るがない思いを国
民に伝えてきました。
ユネスコ憲章の前文では、「平和の砦」を一人ひとりの心の中に築かなければならないと詠っています。
私たちは、この理念に基づきさらに活動を進めていかなければなりません。
各ユ協の皆様には「ユネスコ群馬」の原稿の作成・提出等たいへんお世話になりました。編集を通して、
各ユ協間の情報連携や交流が円滑に進められると共に、県ユ連・各ユ協の活動がさらに活発になり、平和
への小さな架け橋となることを願っています。
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