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2017 年度 民間ユネスコ運動 70 周年記念！ Peace for Tomorrow

関東ブロック・ユネスコ活動研究会 in 市川 が開催されました！

平成 29 年 10 月 14 日千葉県市川市で

開催された関東ブロック・ユネスコ活動

研究会に、関根・中井理事の 2 名が参加

しました。“Peace for tomorrow” 広げよ

う平和の心 ―各協会の活性化と会員増

をめざし、共に語ろう『平和活動』―と

題して五つの分科会に分かれて活発に協

議が行われました。その中で、約 120 名

の青年会員が「キャリアデザインとユネ

スコ」をテーマに正解のない自由な討論

が制限時間一杯に行われました。

そのほか、「ユネスコスクール」「情報

発信・広報・会員増」「世界遺産・未来遺

産」「平和活動・寺子屋運動」をテーマと

して各協会の発表と協議がありました。

広報誌の印刷費を 500 部約 20000 円に

抑えて、発行回数を増やして公共施設に

配布し、また地元テレビ局・新聞社にも

ユネスコ協会活動内容の情報を流し、一

般の方の会員増強に努めていることなど

の発表がありました。この研究会の内容

をもとに越谷ユネスコ活動の参考にして

いきたいと思います。この研究会は、毎

年、関東 6 県の持ち回りで開催され、平

成 30 年度は茨城県で開催されます。
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越谷ユネスコ協会主催

第 17 回春のチャリテイ茶会 を開催しました！

      平成 30 年 2 月 11 日  日本文化伝承の館「こしがや能楽堂」

能楽堂において、越谷ユネスコ協会主催

のチャリテイ茶会に市内外約 400 名の大勢

のお客様をむかえ盛大に行われ、また市内

中学校５校２９名の生徒が参加しました。

和室（井筒の席）では、静かな雰囲気で、

お茶と生菓子でのおもてなしを行いました。

大広間（松風の席）では、吊るし雛などで

華やかに飾り付けられ、小さなお子様がか

わいらしい姿で皆様のお世話にあたり、

華やかな雰囲気の茶席を用意しました。

（お道具のお話をしました）

開催にあたり、越谷市茶道協会の有志

の方・茶道愛好家、そのほかたくさんの

方々の協力で開催できました。チャリテ

イの収益金約 32 万円は今後の越谷ユネ

スコ活動に有意義に利用させていただき

ます。本当にありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

このチャリテイ茶会に対して、たくさ

んの感想をいただきました。
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💮 梅の花も咲き始め穏やかな日差しの

中で催されたユネスコ協会チャリテイ茶会

に今年もお招きいただきました。もう 10
年ほどになりますが毎回心にこもった設え

で迎えてくださいます。季節の道具組の茶

室での一服と吊るし雛が飾られ、未来の茶

人達がお運びをする華やいだ立札席といず

れも気持ちの和むひとときでした。

世界の人たちと交流を持つようになった時

日本の文化のすばらしさを伝え広めてほし

いと願っています。

ありがとうございました。

（春日部：鈴木様・瀬戸川様・佐藤様）

💮 春とは名のみの言葉通り如月 11 日は

身の締まる寒さの中、越谷能楽堂の茶会に

参加しました。それでも好天に恵まれ、春

の日差しが茶室を包んでいました。

「きさらぎの光のどかな茶会哉」

席主.の心入れが伝わるお席を堪能させて

いただきました。

毎年チャリテイ茶会の案内をいただき楽し

みに伺います。

伝統文化の茶道を通して、国際交流の和

が広がれば、ありがたいことです。茶道の

奥深さを感じるとともに、人との交わりを

大切にしていきたいと思います。かわいい

お子様、生徒さんも参加して盛況でした。

益々の充実を期待します、日本庭園の玉砂

利を踏んで帰途につきました。

（草加市茶道協会  岡橋宗照様）

💮 越谷ユネスコ協会チャリテイ茶会に

参加させて頂きいつも感心して拝見させて

頂いております。小さなお子様からお振袖

を着飾ったお嬢様たちが一生懸命、お菓

子・お茶を運んで来てくれ微笑ましく見て

おります。お茶席にもいろいろ工夫をして

吊るし雛や袋帯を使い、きれいに飾って華

やかに演出されてお客様の眼を楽しませて

頂き、また来年もどのような趣向を考えて

くださるのかとても楽しみに待つようにな

りました。先生・役員の方たちも大変だと

思いますが、拝見する私たちにとっていろ

いろ期待をしております。

このような企画はどうぞ長く続けてほしい

と願っております。

  （草加市茶道協会 粕谷宗秀様）

💮 2 月 11 日恒例になった協会主催のチ

ャリテイ茶会に出席した。花田苑「能楽堂」

に昼近くに着き、館内に入ると多勢の方々

が楽しげに行き交い、茶席に入る方も休憩

している方も皆笑顔だ。窓から見える庭園

の梅は、蕾が膨らみ、うっすらピンクに染

まっていた。立札席に座ると、正面に交差

した竹の先端に、早咲きの桜、白梅、ろう

梅が生けられ、吊るし雛や干支にちなんだ

戌の玩具などがデイスプレイされていた。

流れるようなお点前を眺めながら干菓子で

一服いただく。ウィットに富んだ席主の説

明に気持ちが和んだ。

「おしのぎ」をいただき、次の茶席へ。和

室に入り、正座してワビ・サビの世界を味

わう、和装の外国人も同席した。お軸・茶

器・花等を拝見し、席主の説明を聞きなが

ら主菓子で一服いただいた。

和の心を堪能させていただいた上に、さ

さやかなユネスコの文化・教育の一助にな

ったかと思うと大満足の一日であった。

（吉川市 岩田様ご夫妻）
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寄居地方ユネスコ協会

40 周年記念式典に招待されました！

平成 29 年 9 月 17 日寄居町中央公民館で

開催された式典に越谷ユネスコ協会が招

待され、中野会長・小林理事長・澤口理

事・関根理事の 4 人が出席しました。

寄居地方ユネスコ協会は、1977 年に創立

されユネスコ憲章にのっとり、教育・科学

文化コミュニケーションを通じて国際理解

と国際協力を高め、世界の平和に貢献し、

あわせて地域社会の向上と会員相互の親睦

に寄与することを目的に民間ユネスコ運動

（として活動しています。

       

オープニングセレモニーとして寄居地方ユ

ネスコ少年少女合唱団の合唱がありました

越谷市民祭りに参加  

    平成 29 年 10 月 8 日（日）

今年度も越谷市民まつりに参加しました。

書き損じはがきを持参された方に越谷ユ

ネスコ協会ネーム入りウェットテッシュを、

配布し広報宣伝を行いました。

いのちの大切さ 講座の開催

この講座は、子供の自殺の増加・いじ

めの問題・家庭内の殺人など人への思い

やりや生命を大切にするこころを育み、

命の大切さをしってほしいという願いを

込めて、「あゆみクリニック」の院長、藤

川万規子先生によるわかりやすい言葉で

のお話、そして本物の聴診器を用いて、

お互いの心臓の音を聞いて、命とは大切

なものだ、ということを伝えていきます。

今年度は、１月１７日（水）越谷市立

大間野小学校４年生を対象に、２月１４

日（水）には、越谷市立明正小学校４年

生を対象に行われました。

子供たちは、聴診器から聞こえる心臓

の音に感動していました。

この活動が子供たちの成長の一助にな

ることを願っています。

藤川先生およびお手伝いの看護師の

方々には、通常の診療の昼食時間をさい

て講演をしていただきました。本当にあ

りがとうございました。


