
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“人の行く裏に道あり、花の山“ 
経済の発展は、一面人間の心を渇いたものにする。ものを中心とした（精神文化）

がはびこり、現代の人びとは（心の文化）を失っていっています。こういう時代

からこそ奉仕の心を甦させることに価値があるのではないでしょうか。 
今年は、「地域に密着した奉仕を」メインテーマに、次の３つの事を取組んでい

きます。 
１．委員会の自発的な取組  

活動者の自由意志を尊重し、活動内容や方法を各委員会で自由に展開する。 
	 	 そして、本人が自由に無償で活動するボランティア活動を学んでいく。 
２．地域への貢献  

自分が地域のこと(身の回りの環境)を考えることで、貢献できる分野を学び、自分と地域とのかかわりを
追求する。そして地域問題を解決しようと努力することで、地域とのつながりを深めていきたいです。

地域の利害を超えた公共の利益への貢献をめざして、社会を変えていくキーワードを探求いきたいです。 
３．「学校建設」の実現に向けて  

「学校建設」と大きなアドバルーンを揚げ、出発しました新生神戸ユネスコ協会は、今年も書き損じハ

ガキを通じ、寺子屋運動に取組んで参ります。 
 

今後も皆様のご支援、ご協力の下、これからも、皆様と一緒に神戸のユネスコ活動を活発にして世界へと発

信していきます。	 

ご	 挨	 拶        会 長 	 加 藤  義 雄 

2009 年 6 月１日第 2 版発行 

発行：神戸ユネスコ協会	 

Vol.6 

2009 年度	 神戸ユネスコ協会メインテーマ	 

「地域に密着した奉仕を」 
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2008 年度 神戸ユネスコイベント・広報委員会 活動報告  
 
①7月 21日（月・祝）「みなとまつり 2008」における「JAZZ  LIVE」 
出演：古谷光広 神戸ユネスコスペシャルユニット フィーチャリング 古谷	 充 
	 	 ＊寺子屋建設募金	 46,540円	 →一寸法師基金へ。 
	 	 ＊2008年度は副実行委員長としてまつりに参加。 
 
②会報誌の発刊（２回) 
	 	 	 	 ４月と１１月に会報誌発刊。 
 
③世界文化遺産バスツアー（京都)	 主管 
参加人数：３９名（１名欠席） 
１１月２４日（月・祝）京都北部の南禅寺、銀閣寺で秋の紅葉と 
湯豆腐を楽しみました。 
当日はあいにくの雨模様でしたが滴のついたもみじの紅葉がいっ

そう幻想的でした。 
	 

2009 年度活動方針 
 
2008年、神戸市はユネスコより「デザイン都市」に認定されました。 
また、当協会もスローガンに掲げている「学校建設」を具体的に行動

を起こそうとしています。この機会にイベント・広報委員会としまし

ては、さらに我々のユネスコ理念、活動を神戸市民皆様に広報し、ご

理解を得る時であると考えます。 
そこで、イベント・広報委員会は 2009 年度を下記のように定め活動
していきます。 
 
◆マスメディア連動キャンペーン 
	 	 What is UNESCO？	 UNESCOはどんな活動をしているの？ 
	 	 こう云った色々な疑問をマスメディアを利用して、神戸市民の 

皆様に情報を発信していき、UNESCOを紹介します。 
	 	 同時に書き損じハガキの募集もおこないます。 

 
◆イベント施策 
	 	 色々なイベントを通じて神戸市民の皆様に神戸ユネスコ協会を広報すると共に 

書き損じハガキの収集、募金活動等々行っていきます。 
	 	 	 実施案① 
	 	 	 	  神戸の地元サッカーチームである「ヴィッセル神戸」とタイアップ。 
	 	 	 実施案② 
	 	 	 	  JC（神戸青年会議所）とタイアップ。 
	 	 	 	 「みなとまつり２００９」への参加 
 
	 ◆一般会員との交流 

① 会報誌の発刊（年２回） 
② 年間数回ミニイベントを開催 

	 	  
	 	  

 

2008 年度を振り返り、2009 年度に向けて  
理 事／イベント広報委員会 委員長	 	 井口 晶夫 

 

委員会メンバー大募集!!	 

イベント・広報委員会では、委員会メンバーを大

募集しています。 
会員の方で前述の 2009年活動方針に賛同いただ
ける方ならどなたでも OKです。我々と一緒に神
戸ユネスコ協会を活発にしていきましょう!! 

 



神戸ユネスコ協会	 NEWS       KOBE UNESCO ASSOSIATION  

 3 

	 

	 
 
今年から神戸ユネスコ協会の理事になり、会員拡大実行委員長になりまし

た、中谷吉宏と申します。このような大役を任され本当に嬉しく感謝してお

ります。今後、神戸ユネスコ協会にて活発に活動して参りますので宜しくお

願い致します。 
私自身は現在、関西学院大学の 4回生です。大学生として活動する傍ら自

ら事業を起こしたりと様々な活動をしております。 
今後の具体的な施策としてはまず、「ホームページの大改訂」を行います。

今や企業や団体はホームページを持っていることが大前提の時代になって

きました。そんな中、神戸ユネスコ協会も本格的にホームページを用いたプ

ロモーション活動を行っていきたいと思います。 
ユネスコ協会って何をしているかが、明確に皆さまに伝わらない部分が

多々あるかと思います。そういったこと払拭するため、神戸ユネスコ協会は神戸に根差した活動を皆様に目に

見える形で且つリアルタイムにホームページを通して情報を発信し、地域に密着した奉仕を行い、皆さまとの

距離を少しでも近づけていくことができればと考えております。 
また、神戸ユネスコ協会に若い会員を増やし、若い力で神戸ユネスコ協会をさらに活性化していくこと必要

かと考えております。 
今の世の中はモノが溢れ、何もかもが充たされ、若者たちは社会からまた人のコミュニティから孤立してい

き、少年犯罪をはじめとする若者による犯罪が横行しております。 
私自身も現在 21歳とまだまだの若輩者ですが、神戸ユネスコ協会で活動させて頂く中で多くのことを学び、

奉仕活動に勤しむことで本当に心が澄み、生かされていることに感謝し充実した日々を過ごしております。 
今の若者たちには積極的に社会と接点を持ち、奉仕活動を行う環境が必要かと思います。 

ある尊敬している方から頂いた本には「人の想いや気持ちというものは顔に現れる」と記していました。非行

少年だった人は奉仕活動を日々行っているうちにみるみるうちに強張った表情から優しい表情へ変わっていっ

たそうです。 
そんな環境を若者たちに神戸ユネスコ協会として提供でき、そして神

戸を活性化していくことができればさらにより良い街になっていくの

ではないでしょうか？私はそんな若い人と神戸ユネスコ協会の橋渡し

役を担うことができればと考えております。そして私自身も今後の社会

の担っていく若者の１人として神戸ユネスコ協会を通して神戸へ、また

日本社会へ貢献することができるよう日々精進して参ります。 
皆さま、私自身まだまだの若輩者ですが、今後ともご指導ご鞭撻の程

宜しくお願い申し上げます。 

会員拡大委員長就任に際しての所信表明    理 事／会員拡大委員会 委員長	 中谷 
吉宏 
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この運動は、ユネスコ憲章の「戦争は人の心に生まれるものであるから人の心の中に平和の砦を築かなけ

ればならない」の精神に則り、毎年 8 月 15 日に全国のユネスコ協会が各々独自の特色を出し、共感いただ
いた皆様に平和の鐘を鳴らして平和を理解していただくものです。 
当協会も当協会の鐘を用意し、音によって平和への祈りと願いを表現することを呼びかけ一人ひとりの心

の中にある平和へ祈りと願を地域社会に広げていこうと運動を進め、今年で 6回目となります。 
場所は、湊川公園の特設会場において老若男女を問わず、特に子供たちにこの趣旨を理解していただき「平

和を祈念する心」を持ってもらうことを独自の取り組みとしておこなっています。 
人種、民族、宗教、文化の違いによって起こる個々人の心に目を向け平和への祈りを込め「平和の鐘を鳴

らそう」運動に今年もご協力・ご支援お願いいたします。そして、皆様の手で平和の鐘を鳴らしてください。 

今年も行います、「平和の鐘を鳴らそう運動」ご参加ください！
 	  

理 事／平和の鐘を鳴らそう運動実行委員長	 	 李	 政茂 
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桜満開、お花見が終わり夏日のような暑いくらいの今日この頃、皆さんお元気ですか？ 
現在、ホームページを中心に頂いています書き損じ葉書が 6,000 枚を超えました。  
皆さん本当に有難うございます。 
今後の抱負と予定としまして、書き損じ委員の増員をする事と秋にはフリーマーケットを開催する予定です。

また、学校・企業等にご協力いただき書き損じ葉書を集めていただくルート作りを考案中です。 
理事会等でいろいろな議論で奮闘されてが、会長をはじめ理事の方々、本当にご苦労様です。予算ゼロか

らの奉仕活動ですが、少しでも困っている人達の為に何ができるか真摯に討議し、実行に移し当協会は確実

に前進してきています。 
インフルエンザの騒ぎから少し経ちましたが、事なきを得たみたいで、本当に良かったです。ただ観光ビジ

ネスは大打撃で、私の実家も観光関係でお土産を売っておりますので、身近に痛感しました。 
ところで話は変わりますが、ただいま理事会でも応援いただいているのですが、神戸ユネスコ協会のテーマ

ソングを密かに製作中で、アレンジも会員の増

田さんにご協力いただき、形が出来てきました。

本当は総会で披露する予定でしたが、諸事情

により、次の機会までに完成させて皆様に聴い

て頂けるのを楽しみにしております。 
ゆくゆくは反応次第で CDにプレスして書損

じハガキの募金活動の一貫としてご協力いた

だけたらと、また追々理事会にも提案していき

たいとおもっています。その節はよろしくお願

いいたします。 
 

 
 

 
 

書損じハガキ   	 	 	 	 	 理 事／書損じハガキ委員会 委員長	  妹尾 欣治 

第 65 回  ～世界寺子屋運動 20 周年記念～  

日本ユネスコ運動全国大会	 in	 横浜	 
大会テーマ 共に生きることを学ぶ 

        ～多文化との、自然の「共生」を問い直す～	 

 

日程：2009 年 11 月 7 日(土)～8 日(日)	 

会場：大さん橋ホール	 
神奈川県横浜市中区海岸通 1-1-4 （横浜港大さん橋国際客船ターミナル） TEL:045-211-2307 

 

主催：社団法人日本ユネスコ協会連盟、神奈川ユネスコ連絡協議会、横浜ユネスコ協会 

共催（申請中）：神奈川県教育委員会、横話教育委員会 

後援（申請中）：外務省、文部科学省、日本ユネスコ国内委員会、国際連合広報センター、読売新聞社 
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UNESCO 
UNESCO（国際連合教育科学文化機関）は、第二次世界大戦が終わった 1945 年、人類が二度と悲惨な戦争を

繰り返さないようにとの願いを込めて憲章が採択され、1946 年に創設された国際連合の専門機関です。現

在、加盟国は 193 ヶ国（2007 年 10 月現在）。本部はフランスの首都パリにあります。	 

	 

UNESCOの役割 
・ 教育、科学、文化、コミュニケーションを通じた国際理解や国際協力の推進。 
・ 人びとの交流をとおした国際平和と人類の福祉の促進。	 

 
ユネスコファミリー 
日本ユネスコ協会連盟は、UNESCOや
日本ユネスコ国内委員会と協力して活

動しています。政府や国際機関の下部組

織ではなく、財務基盤を含めて独立した

民間組織です。連盟を構成する全国のユ

ネスコ協会（神戸ユネスコ協会もそうで

す。）は、地域でさまざまな活動を展開

しながら、全国的な民間ユネスコ運動の

基盤となっています。 

 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
国際連合	 	 	 	 	 教育	 	 	 	 	  科学	 	 	 	 	 	 文化	 	 	 	 機関 

UNESCO憲章	 ～前文より～	 
戦争は人の心の中で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。 
相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした

共通の原因でもあり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。 
ここに終わりを告げた恐るべき大戦争は、人類の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否

認し、これらの原理の代わりに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめること

によって可能にされた戦争であった。文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、

人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神

をもって果たさなければならない神聖な義務である。 
政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、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、失われないためには、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。（以下略）  

ユネスコちょっと講座！	 ① 
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日頃はユネスコ協会ＷＨＧ会（世界遺産ゴルフ会）にご

協力とご支援を賜り有難うございます。	 

皆様と共に爽やかな汗を流し、又懇親会では友愛を深くし、

大勢で集まって談笑するのが楽しみでございます。	 

又、皆様からの浄財によって災害のあった小学校等に楽器、

図書等を寄贈したり、地震があった地域の現地へボンベを

大量にトラックでお届けしたり致しました。	 

本当に有難うございました。	 

残ったお金に関しましては学校校舎建設、又水で困ってい

る国に井戸を掘ったりする為に本協会の一寸法師（チョッ

トした奉仕）基金に入金しております。現在二百万円にな

っております。大事なときに大切に使わせていただきます。	 

	 

さて、次に本年度分の予定表をご案内させて頂きますので、ご希望に添えなかったり不行届の点も多々

あるかと思いますが、寛容の精神でご容赦下さって、お手透きの節は是非ご参加頂きますようお願い申し

上げます。チャリティーコンペを通じまして、充実感と幸せにあふれた皆様の笑顔でさらなる交流が深ま

り増すよう、もっと会員の輪を広げていきたいと考えております。 

 

＜2009 年度開催日程＞	 

1 月 15 日～17 日	 海外遠征	 	 台湾（台北）	 開催済み	 

5 月 27 日（水）	 

六甲国際ゴルフ倶楽部	 西コース	 

ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート９：０３	 

表彰式：六甲国際ゴルフ倶楽部クラブハウス	 

9 月 16 日（水）	 

六甲国際ゴルフ倶楽部	 西コース	 

ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート９：０３	 

表彰式：パーティを行います。（会場：未定）	 

11 月 18 日（水）	 
	 

表彰式：六甲国際ゴルフ倶楽部クラブハウス	 

	 

	 

	 

 

「WHG 会チャリティコンペ」	          会	 長／ WHG会 会長	 	 加藤 義雄 
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平素は、ユネスコ活動にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。	 

さて、まずは先だっての新型インフルエンザの影響で、2009 年 5 月 23 日に予定しておりまし

た「神戸ユネスコ協会総会」の開催を中止せざるを得なかったことお詫び申し上げます。	 

日ごろの活動報告、そして会員の皆様にお会いできることをとても楽しみにしていましたが残

念で仕方ありません。会員の皆様におきましては、誠に申し訳ありませんが、このたびの対応に

ご理解をいただけますようお願い申し上げます。	 

今年の神戸ユネスコ協会は、皆様と地域に根ざした取り組みを考えています。	 

皆様のために、そして世界平和のためにコツコツ頑張ってまいりますので、これからもご支

援ご協力の程お願い申し上げます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

恒例！神戸ユネスコ	 チャリティーJAZZ LIVE	 
古谷光広	 ユネスコスペシャルユニット	 ﾌｭｰﾁｬﾘﾝｸﾞwith	 古谷	 充	 

	 

	 

	 
	 

 

 

 

 

 

 

今年も Kobe Love Port みなとまつり２００９ に参加します。 

神戸ユネスコ JAZZ LIVE !  夏の日の一時、最高の JAZZ LIVE でお楽しみください。 

日時：2009 年 7 月 20 日（月・祝）	 17:00～18:30	 

場所：神戸メリケンパーク特設会場 

インフルエンザによる総会中止について	  	 理 事／	 総会実行委員長	 	 高 龍
秀 

国際屋台	 7/19～20	 2 日間出展！	 
今年もみなとまつり国際屋台にブースを出します。	 

是非遊びに来てくださいね！  

Kobe Love Port	 みなとまつり 2009	 
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子どもの生命を守る「Fail to Safe」安全社会の実現を！  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副会長・理事／文化・国際交流委員会 委員長	 徳田 一彦 

 

１、日本ユネスコ協会連盟の勇気あるメッセージに期待！

2008年末から 2009年正月に掛けて世界の目は「イ
スラエルのガザ地区進攻に伴う双方の武力攻撃」に注

がれました。国連が 2009年を「国際和解年」と定め
た一年の始まりが紛争・戦火の拡大となり、ガザでは

1000人余の死者が。その多くは非戦闘の子ども達や
老人で、連日、メディアは世界に発信。オバマ・アメ

リカ新大統領が就任（1/20）する前に、自国に有利に
領土を拡大しようと意図するイスラエルの行動と世

論は捉えまた。日ユ協連盟は動くのか関心が？ 
イスラエルの文学賞「エルサレム賞」の受賞を躊躇

し受賞式に望まれた村上春樹さんの講演の中に注目

すべき観点がありました。「高くて頑丈な壁と、壁に

ぶつかれば壊れてしまう卵があるなら、私はいつでも

卵の側に立とう」「爆撃機、戦車、ロケット弾、そし

て白リン弾は、高い壁です。卵は、押しつぶされ、熱

に焼かれ、銃で撃たれた武器を持たない市民たちです。

これがメタファー（比喩）の一つの意味であり真実で

す」《毎日新聞 3/2日夕刊》と語りかけた。毎日新聞
エルサレム前田英司記者の解説は「人間の尊厳を訴え

る。聴衆に問題の見つめ直し求め」でした。氏の友人・

知人・読者がイスラエルでの授賞式に反対する中で出

席、『ノルウェイの森』『海辺のカフカ』等の著作があ

りヘブライ語にも翻訳されている村上氏の胸奥「平和

の叫び」の一端を垣間見ました。 
温和であるべき新年が暗転。この時、日ユ協連盟 
会長・松田昌士名で緊急声明文が 1月 17日理事会に

提示。「パレスチナ・ガザ情勢に関するアピール」で

す。「1948年創設以来、当連盟は(中略)国際理解・交
流・国際協力ボランティア活動を通して、『人類の知

的精神的連帯』を深める平和運動を実践してきた。 
2008年 12月以降、(中略)パレスチナ自治区ガザ地区
では、今この瞬間にも未来を担う子どもたちを含む

多くの尊い人命が奪われている。戦い争うことが、

新たなる憎しみと暴力の連鎖以外何も生み出さない

ことは、これまで人類が繰り返してきた憎悪と悲劇

の繰り返しの中から十分に学んできたはずである。 
当連盟は、去る 1月 8日の国連安全保障理事会にお
ける決議第 1860号等に賛同すると同時に、イスラエ
ルとガザ地区で事実上の政権を担っているハマス、

そのほかのパレスチナ自治区内外の武装勢力があら

ゆる武力行使を直ちに中止し、国連をはじめ（中略）

すべての国・民族が本紛争の平和的解決に全力を傾

注することを強く求める。また、この紛争の一刻も

早い収束と同時に、対立でなく対話への道が拓かれ

ることを願う。」（要約、全文はユネスコ 2009.3参照）
と決議した。当ユ協の理事会で事前にアピール文を

拝見。中央紙や地元紙で関連記事は不掲載？ だが。
死者まで出した戦火に対し、日ユ協連盟が放った平

和の嚆矢は重要な意味を持ちます。さすが「日ユ協

会連盟」です！ 松田会長、平山・加藤両副会長、野
口理事長・執行部の勇気を高く評価し尊敬の念を表

します。

 
 

２、「生命の安全」を全てに優先！

（イ）多くの世界遺産を有するメキシコで発生した豚

インフルエンザは、30日世界 13カ国に感染し、WHO
（世界保健機関）は新型インフルエンザ（N1Ｈ1）と
認定。疑いを含む死者が、メキシコ、アメリカで計

177名に達した。その感染拡大が警戒度・フェーズ 3
からフェーズ５に引き上げられ世界的大流行（パンデ

ミック）への様相拡大に直面しています。航空貨物・

旅客機の地球的規模での運行拡大とゴールデンウイ

ーク期間の旅行と重なり事態は緊急。政府はWHO

とも連携をとり水際対策で最大級の警戒態勢。高齢者

や免疫の少ない乳幼児に感染しないように、油断は大

敵、油断は禁物。かつて第二次世界大戦中、細菌兵器

の研究が、ナチスや日本軍・研究者の手でなされた。

高度医療産業都市を目指す神戸。人間生命と平和を守

るために、高ワクチンの製造と進化するウイルス対策

が更に神戸に求められています。アジア、アフリカ、

ラテンアメリカ地域の疾病撲滅・防疫教育、日ユ協連

盟が進める識字教育は喫緊の課題。ＷＨＯの領域と言
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わず、日常的には、ユネスコが高い意識で、こうした

地域への啓発活動をお願いしたい。パナマ運河を建設

時にもマラリア蚊等との闘いを想起。阪神大震災時に

在留外国人に情報が伝わらず困窮。その轍を踏まず、

今は兵庫県・神戸市国際交流協会や FMワイワイ（長
田区）等が地域に貢献。因みに兵庫県下の在日外国人

登録者数は 134カ国、約 12万 2千人。神戸市・県は
「うがいや手洗いの励行を！ 」と呼びかけた。神戸
検疫所、WHO神戸センター（所長：ジェイコブ・ク
マレサン）も水際対策で確かな情報を開示ください。 
（ロ）今年は、日ユ協連盟が「世界寺子屋運動」を開

始して 20年の佳節です。また国連が定めた「世界天
文年」です。ガリレオ・ガリレイが天体望遠鏡で宇宙

を観察してから 400年。最近『望遠鏡でさがす宇宙
人』（旬報社）、『天文学と仏法を語る』（第三文明社）

が発刊。前者は、兵庫県西はりま天文台公園主任研究

員・鳴沢眞也氏の科学的著作。後者は世界的思想家・

哲学者・池田大作博士（世界から 250を超える名誉
学術称号を受賞〔中外日報〕）とブラジルが生んだ天

文学者ドナルド・モウラン博士との対談集。モウラン

博士はリオデジャネイロ出身。今年は「神戸市とリオ

デジャネイロ市姉妹友好締結 40周年」。『出版ダイジ
ェスト』（09.4.21発刊）を見て購入。尾池和夫博士
〔京都大学前総長、国際高等研究所フェロー〕の「俳

句にみる地球物理学（3/21柿衛文庫内也雲軒）」を拝
聴、面談したこともあり、池田博士の紡ぐ言葉が「仏

法３千年の哲理が最新の宇宙論の先端を拓き紐解く」

と実感しました。地球の肺・アマゾンや活字文化の復

興で人間愛の世界を提起した幅広い内容。一気に読了

しました。「地球環境と宇宙の探求」等の章中に、現

代人が歩むべき英知の珠玉が秘められています。昨年

は国連が定めた「国際地球年」。人間は月と地球間に

有人ロケットを往復させる科学技術を開発したが自

己の生命のコントロール（制御）は至難です。まして

隣人の心、隣国の指導者の心を読むことは至難の技。

地球誕生以来、宇宙・自然界には人智では図りがたい

リズムが存在。科学的研究と自然界への畏敬・真摯な

眼差しが要求されます。今後、「未来の地球人・児童

の為に、ひとり一人が、地球温暖化防止等の重要課題

に取り組む時代」と痛感。この球体の一局地で、大地

震、津波や火山爆発が起これば、チリ地震に伴う大津

波やフィリピンの大噴火を例に引くまでも無く、人口

増大の地球は、地球的規模の大被害、死者が出る時代

です。水不足に端を発する民族・国家間の危険と隣り

あわせも看過できません。国内外の原子力発電所での

運転上の人為的ミス、危険管理・事故が、「FAIL to 
FAIL」事故が事故を生む。その事故・失敗の隠蔽が
大事故の連鎖へと暴走する危機社会。ヒトとして生ま

れた乳幼児が安全に生涯をまっとう出来る社会シス

テムの構築を要請します。また「富める人、学歴ある

人、社会的地位があると自負する人」ほど、今まで以

上に率先して格差社会の中で困窮する国や飢餓の民

を支援、国際貢献されては如何でしょうか。神戸の識

者・企業の皆様 ！ 子ども達の命に関る問題、御支援
をお願いします。 

 
 
３、インド・アジア諸国との文化交流を更に強化

神戸は、昔、印度綿花の集積地・貿易港として栄え

た都市です。この 10年数年はＩＴ産業関連で多くの
印度技術者（ニューカマー）が東京・関東に定住して

いますが、オールド・カマーとしての印度人は、戦前

から神戸に定住しています。経営者、学者、文化人の

方々です。関西日印文化協会は印度舞踊や印度事情を

神戸に紹介。私も 30年以上交流をさせていただいて
います。 
大英帝国の植民地からガンジーを中心とする「非抵

抗・非暴力主義」を掲げ独立した印度は《『人道の世

紀』ニーラカンタ・ラダクリシュナン/池田 SGI会長
対談集、第三文明社発刊》、週刊読書人 3/31日付森本
達雄評》有名。中国同様・農業大国の印度共和国は、

戦後一時、社会主義制度を採用。現在は民主主義国家

として憲法でも、カーストの柵から立ち上がり、BRIC
ｓの一国として精神文化の大国として着々とした流

通経済の活性化を進捗。同国内では、世界的なトヨタ

車、印度国内シェア 50%を持つスズキ等、日本車は大
好評。昨年 1月、タタ自動車（印度最大の財閥タタグ
ループ系）が小型車“TATA nano”（４ドア 4人乗、
10万ルーピー・約 28万円）を発売(神戸新聞 08.4/16)。
脅威の衝撃が世界に。農村にもスーパーマーケットが

進出、無利子で農民や婦人に金を貸して自立を促す篤

志家も出現。テロの脅威の中、沸騰する人口 1１億の
インドを元在インド日本大使館館員Ｕ氏等インド研

究者とかつて訪問。30数年前、訪印の彼は「国民生活
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の向上、顕在的変化は見違えるほど」と驚愕。多民族、

多言語、多様な文化の混在するインドの魅力は絶大

（『驚異の超大国インドの真実』キラン／Ｓ・セティ

著・PHP研究所、『インド宗教の坩堝』武藤友治著・
勉誠出版社参考）です。ヒンディー教、イスラーム教、

キリスト教、シーク教等宗教の坩堝、印度で、同国 SGI
仏法運動はこの 10年富に顕著〔中外日報〕と。 
毎年、印度記念日の 1月 26日と 8月 15日に印度総領
事公邸で式典があります。国旗掲揚の後、印度大統領

から同国民宛のメッセージを総領事か拝読します。大

統領の文面・行間から印度の諸課題に真っ向から取り

組む荘厳な息遣いが読み取れます。産経新聞(4/9)ニュ
ーデリー・田北真樹子記者の報告によると、「印度総

選挙を伺う鍵は有権者の 24%を握る若者層、18-35歳
の人口が約 1億 7千万人」と報告。大統領は、特に次
世代を担うインドの青年層に熱きメッセージを贈っ

ています。いかなる国も後継者が重要。市内にかつて

インド総領事館がありました。Vikas Swarup在大
阪・神戸印度新総領事〔有名な作家〕がこの 8月に着
任、楽しみです。現在は、Ssngam Lal Tripathi代理
総領事や南波さんの活躍が目を惹きます。為政者、学

者にお願いです。世界には、日本以上に貧困・陰惨な

国、地域が厳然と存在します。人口・国民目線で「50、
100年後の自国を描きつつ、今、児童・高齢者に何を

なすべきか！ 」の目線で多角的論議を。マスコミも
第４の権力です。NIE（新聞を教育に）を推進するな
ら、魅力的、具体論をもった責任ある紙面を期待しま

す！ 国際的には隣国中国、韓国、ロシア、モンゴル
との日本の関係強化。私的には、大阪大学の松田武教

授が分析する超大国・アメリカの動向が気にかかりま

す。オバマ政権の世界政策（金融・環境・食糧問題）

に期待する一人です。過去のアメリカ保護主義、自国

中心主義、自己満足のみで判断する指導者は、混迷の

世界には無用です。身近な地域で「thinking globaly 
act localy」に立ち、国際団体、留学生、在留外国人と
も交流し加藤会長中軸に更なるユネスコの精神を堅

持し行動する日々でありたいと思います。（〔紙面の関

係でインドを印度と表記〕、2009年 4月 30日記す） 
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神戸ユネスコ協会	 新入会員募集！ 
 
ユネスコ（本部：パリ/国連教育科学文化機関）はご存知の通り、国連に所属する世界的なボランティア組織です。 

この民間ユネスコは第二次大戦後、日本で産声をあげ、今は世界 161 ヶ国、3,500 のユネスコクラブが活動しています。 

神戸ユネスコ協会の設立は大変古く、日本の民間ユネスコとしては、3 番目に設立されています。 

平成 14年 6月 1日～2日と神戸新聞松方ホールで第58回日本ユネスコ運動全国大会を主催し、外国からも多くの参加者が神戸を訪れ、

成功裡に終了出来ました。 

阪神・淡路大震災の祈りも国内はもとより、世界のユネスコから多方面でのご支援を頂きました。 

日本ユネスコ協会連盟が進めている、ユネスコ憲章・ユネスコ精神にもとづいた「寺子屋設立運動」「世界遺産の保護」等の強力推進の為

にも「書き損じハガキ」の回収も進めています。是非一緒にユネスコ活動をしませんか！ 

 
 
 

青年部会員・・・3,000 円	 

※青年部は 35 歳以下限定	 

一	 般	 会員・・・6,000 円	 

	 

法人会員・・・10,000 円（一口）※3口以上	 

賛助会員・・・10,000 円（一口）	 

 

入会は随時行っております。お電話・ファックス いずれかでご連絡ください。 

入会申込書一式をお送りいたします。 

 神戸ユネスコ協会 

TEL & FAX 078-362-5016     担当： 事務局長 加藤 憲一郎 
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