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メッセージ
岡山市 ESD 世界会議推進局長

浅井

孝司

日頃からユネスコ活動に取り組んでいらっしゃる岡山ユネスコ協会の皆様に
心から敬意を表します。
さて、今秋岡山では、すでにご承知の方もいらっしゃると思いますが、持続
可能な開発のための教育（ESD）に関するユネスコ世界会議の各種ステークホ
ルダー会合として、ユネスコスクール世界大会やユース・コンファレンス等が
開催されます。ESD はユネスコが国連諸機関の中で主導機関となり推進して
いるものですが、2005 年から「国連 ESD の 10 年」が始まり、本年はその
最終年に当たります。岡山市は世界中でいち早く ESD に取り組んだ地域であり、公民館を中心に
それぞれの地域で ESD を進めて来ています。また、現在、市内３１の小中学校がユネスコスクー
ルに認定されており、学校においても ESD を推進しているところです。岡山市としましては、こ
の世界会議を契機に、ESD をさらに推進していく所存です。
ユネスコ協会の皆様にもこうした取り組みをご支援いただき、今後も一層ユネスコ活動全体が活
発になっていくよう期待しております。

ＥＳＤを核に岡山ユネスコ協会の活性化を図りましょう
会 長

武 泰稔

新しい年度を迎え、先般総会が開かれました。今年度は任期２年の役員を改
選する年に当たり、新しい理事と監事が選任され、私が引き続いて会長を拝命
しました。皆様のご協力を切にお願いいたします。
今秋には岡山市を会場にユネスコ世界会議が開催されることになっており、
「ユネスコ」の文字が市内の各所で目に入るようになりました。岡山市内の学
校ではユネスコスクールが急激に増え、児童生徒のユネスコに対する関心はか
なり高くなりました。
このような状況の中で、岡山ユネスコ協会は世界会議に協賛してＥＳＤを核に据えた活動を展開
することにより組織の活性化を図ることになりました。今年度の事業計画には、従来から継続して
いる身近な文化遺産や自然遺産などに目を向ける「絵で伝えようわたしの町のたからもの絵画展」
、
世界平和を希求する「平和の鐘運動」などを予定しています。加えてＥＳＤに関する活動を強化す
ることになっています。特に、昨年度から１１校の小中高校で試行してきた「ユネスコ協会ＥＳＤ
パスポート」事業への参加を、新しく認定されたユネスコスクールへ積極的に呼びかけたいと思い
ます。このことによりユネスコ活動が若い人たちへ広がり、地域に根差すことができ、ひいては岡
山ユネスコ協会の活性化を図ることにつながると確信しています。
本年度も理事の皆様を先頭に会員各位の積極的な参加をお願いいたします。
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第21回

岡山ユネスコ協会

総会
副会長

田畑 美和子

平成２６年４月27日（日）16:00～18:00、岡山国際交流センター６階・交流プラザにて会員
53名中24名出席（他に委任状17通）で難波理事の司会のもと行われました。
審 議 事 項
第一号議案 平成25年度事業実績について
質疑(Q)ESDパスポートについてもう少し説明をお願いします。
（A）小中高生がESD関連の活動に関心を持つように小冊子を持ちスタンプを集める。今
年度から全国的に本格的に始まろうとしています。今後、認定証を出すとか諸法を考え
ていくところです。 ；賛成多数で、承認されました。
第二号議案 平成25年度決算報告について、会計担当の小坂田理事による説明後、
質疑(Q)5000円の分担金を払っているCOINNは、岡ユの活動に有益なものでしょうか？
（A）COINNの活動には3名が参加しました。
（Q）平和の鐘の予算（10000円）と決算（45000円）の差が大きすぎるのでは？
（A）「平和の鐘」については、長泉寺様からの寄付が2万円あります。次年度からはも
っとかっちりした予算でやりたいと思います。
引き続き、高山監事による監査報告がありました。 ；賛成多数で、承認されました。
第三号議案 岡山ユネスコ協会・会則の変更について
１．奉還町事務所からIPU・環太平洋大学への事務所の変更
２．細則については、表現の問題を訂正しました(理事の選任→理事の選考)。
質疑（Q）公的機関で、地域の会員が集まりやすいところの方がいいのでは？
IPUでは本来の趣旨から外れているので、もう少し時間をかけて考えて欲しい。
（Q）これから会員増強や、資金の事を考えると私書箱的ではなく、実体を整える方向で
やって欲しい。魅力のある活動をやればどこであろうと人は集まるはずです。
（Q）IPUでもいいと思いますが、対応体制は事務局の方で十分できますか？
（A）その点は大丈夫です。
；賛成多数で１.および２.が、承認されました。
第四号議案 岡山ユネスコ協会次期役員について
議決事項；前理事会選考の理事11名について、賛成多数で承認されました。
前理事会選考の監事2名について、賛成多数で承認されました。
----

総会を一時休憩して会則9条により「会長・副会長を互選するための理事会」が
開かれ、互選による選出。その後、総会を再開。その旨報告されました。
----

第五号議案 平成26年度事業計画について
新理事2名を含め各担当者による説明があり；賛成多数で承認されました。
第六号議案 平成26年度予算について
会計担当の小坂田理事による説明後、
（Q）希望的観測で予算を立てるのはどうかと思いますが、会員の増減の詳細は？
（A）ハングル講座だけの会員さんが辞められました。学生会員、賛助会員の見込みに
ついては全員で努力しましょう。 ；賛成多数で承認されました

≪岡山ユネスコ協会役員≫
顧問
会長
副会長
〃
〃
理事
〃
〃

（任期：平成26年4月27日～平成28年3月31日）

三宅 正勝会長
武 泰稔（ESDパスポート事業）
藤木 茂彦（ESD関連事業）
池田 満之（ESD 関連事業）
田畑 美和子(絵画展、事務局)
阿部 宏史（ESD 関連事業）〃
阿川 信幸（平和の鐘）
奥田 節夫（里海づくり活動）
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理事 小坂田 孟（絵画展、会計事務局)
〃
小西 真弓（会員増強活動）
〃
小藪 迪則（出前授業）
〃
難波 芳子（HP、ﾆｭｰｽﾚﾀｰ）
監事 高山 憲三
〃
岡崎 博之

第１５回「平和の鐘を鳴らそう！」開催案内とボランティア募集！
理 事

阿川 信幸

８月１５日（金）１１時から岡山市長泉寺にて「第 15 回平和の鐘を鳴らそう！」を実施します。
今回は、就実高等女学校 3 年生のとき（15 歳時）に、自宅（弓之町・現在の番町交差点南東角）
で空襲に遭われた、人見辰江さん（84 歳）をお呼びして被災時の話を聞きます。
参加は無料ですので、多数ご参加ください。尚、開催に当たり企画・運営を手伝って下さる方を
募集します。皆様のお力をお貸し下さい。宜しくお願いします。m(_ _)m
募集内容：企画係、司会役、写真係、運営係(会場準備他)
申込締切：企画係 ６月６日（金）、その他の係 ７月４日（金)
＜申込先＞ 平和の鐘担当理事 阿川 信幸 080-2935-6033／river39@gmail.com

第１５回「わたしの町のたからもの」絵画展
理 事

小坂田 孟

２０１４年１月 7 日から１2 日まで岡山県生涯学習センターにて「絵で伝えよう・わたしの町の
たからもの」に応募したものの中から 90 点を入選作品として展示会をしました。１2 日には展示
会場で表彰式を行いました。
≪受賞者≫ 日本ユネスコ会長賞：馬屋上小学校・岡﨑文音、岡大附属中学校・高見元太朗
岡山ユネスコ会長賞：岡山中央小学校・飯島裕也、岡大附属中学校・津島稜也

地球環境部・ESD 事業部

副会長

池田満之

■ユネスコ地球環境講座 2014…岡山ユネスコ協会と岡山市立京山公民館が中心になって立ち上
げた京山ＥＳＤの「環境てんけん」活動を「ユネスコ地球環境講座」として、今年は５月１７日
と１０月１８日に行います。
■ＥＳＤ・ユネスコスクール等支援活動…別記のＥＳＤパスポートによる活動のほかに、各学校等
からの依頼、要請を受けて、学校のＥＳＤ活動やＥＳＤに通じる環境教育・国際理解教育等の教
育支援活動を行っています。
■「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」関連事業への参加・協力…１０月９～１２日の「ＥＳＤ推
進のための公民館・ＣＬＣ会議」と、１１月４～８日までの岡山での「ＥＳＤに関するユネスコ
世界会議」に、実行委員会委員等として参加していますが、会として関連サイドイベントなどに
も積極的に参加したいと思います。
■ラジオ番組「ＥＳＤ・未来の子供たちへ！」への協力…岡山での世界会議に向けてＥＳＤを広め
ていくための番組で、５月から１１月末まで毎週土曜日１４時から３０分間、岡山シティエフエ
ムで放送されます。池田がパーソナリティですので、ユネスコ活動の理解と浸透にも活かしてい
きます。皆さん、ご協力下さい。

ユネスコ協会ＥＳＤパスポート
会 長

武 泰稔

ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）とは「持続可能な社会づくりの担い手を
育てる教育」で、ユネスコ運動の重要な活動の一つです。「ユネスコ協会ＥＳＤパスポート」事業
は昨年度から日本ユネスコ協会連盟が各地の協会に呼びかけて始めたものです。この事業概要は次
のようなものです。
● ユネスコ協会がユネスコスクールに参加を呼びかけ、参加する学校の小中高校生がＥＳＤの趣
旨を生かしたボランティア活動に参加する。
● ボランティア活動の場は、ユネスコ協会、学校、公民館などが実施するイベントなど。
● 一定のボランティア活動をしたらポイント（ボラン）が認定され、パスポートに記録される。
岡山ユネスコ協会は、この事業が協会と学校や地域を結び付け地域に根差した協会になることが
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できる、若者にユネスコ活動が身近なものになる、協会の活性化が図れることなどに期待し早速こ
の事業に取り組みました。昨年度、岡山ユネスコ協会は岡山市教育委員会などと相談しながら次の
学校に参加していただくことになり試行的に実施しました。
第一藤田小学校、第二藤田小学校、第三藤田小学校、矢掛小学校、京山中学校、藤田中学校、
矢掛中学校、岡山一宮高校、興陽高校、矢掛高校、岡山学芸館高校（参加総数は約６００名）
小学校は６年生全員を対象にした学校が多いです。中・高等学校は生徒会役員とかボランティア
クラブ員とかの十数人を対象とした学校が多いです。いずれの学校も、「ＥＳＤパスポート」事業
がユネスコスクールの趣旨や目的に合致し、自校の教育目標を達成し学力・人間力を効果的に育成
することができると判断されて導入されています。今年度はさらに参加校を増やすように働きかけ
ていきたいと考えています。

里海づくり活動へのご協力について
理 事

奥田 節夫

４月２７日開催の理事会において、他団体との協力活動の一つとして奥田の提案した「里海づく
り活動との連携」が承認されたので、
「里海づくり活動」とはどのような内容で、その成果はどの
ように社会に役立つのかを紹介させていただき、ご関心を寄せられる会員のご協力をお願いしたい。
「里海」とは「人手を加えることで、生物生産性と生物多様性が高められる沿岸海域」と定義さ
れているが、要は自然のままで放置されている海よりも、ある程度善意の人手が加わった海の方が
良好な自然環境が保全され、人間にとって海の利用価値が高くなるという事実を認めて、その努力
を進めていこうとするのが「里海づくり活動」である。岡山県の瀬戸内海沿岸においても、すでに
海ゴミの回収や、藻場・干潟の保全・復活などの具体的な活動が産・官・学・民の協力によって進
められつつあり、その活動に対して、昨秋環境大臣より「特定非営利活動法人 里海づくり研究会
議（理事長、奥田節夫）
」宛の表彰状をいただいている。
いまや「里海」は“ＳＡＴＯＵＭＩ”として国際的にも通用するようになりつつあり、ユネスコ
の国際的な環境保全運動の一環として地元会員有志のご協力、ご支援をいただければ幸いである。

＜広報部からのお知らせ＞
＜新会員紹介＞（ ）内は紹介者
岡野 信（小籔迪則）、松井三平（小西真弓）
、曳野富士夫、山本 正、小川正人、藤島誠人、
小西健治（以上、武 泰稔）
以上が平成２６年４月１日～５月２７日の加入者
＜ホームページのお知らせ＞
岡山ユネスコ協会のホームページをアップしています。（下記アドレス参照）過去
の情報も含めて最新の情報を掲載しています。このニュースレターもホームページか
らご覧いただけます。これからも充実したホームページを作成できるようにしたいと
思いますので、会員の皆様からのご連絡、情報もお待ちしています。
部会ごとのアドレスも掲載していますので、どしどしメールをください。新しく会長も決まり、岡
山ユネスコ協会が盛り上がるよう理事一同も企画・運営していきますので、これからも岡山ユネス
コ協会にご支援いただきますようお願い申し上げます。
（広報部担当 理事 難波芳子）

＜編集後記＞
紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、今年度、
初のニュースレターとなりました。総会のご報告、各事業部門からのお知らせ等これからのユネスコの
活動について理解していただき、ご協力をお願いいたします。ニュースレターを通して、会員の皆様か
らのご意見、ご感想をどしどしご連絡していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
連絡はメールでもかまいません。
（難波 芳子）

発行 岡山ユネスコ協会
〒

709-0863 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１ ＩＰＵ・環太平洋大学内
電話０８６－９０８－０２００ ＦＡＸ０８６－９０８－０２８０
ホームページアドレス：http://www.unesco.or.jp/okayama/
E-mail：okayama@unesco.or.jp
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