岡山ユネスコ協会
UNESCO-OKAYAMA
NEWSLETTER
No.42 2015/7/31

会長就任のご挨拶
岡山ユネスコ協会 会長

松畑 熙一

この度、去る5月30日の総会において、歴史と伝統豊かな「岡山ユネスコ協会」の会長に
選出され、就任いたしました。ユネスコ憲章の「心に平和の砦を」を基本精神とし、教育、科
学、文化を通して国際平和を実現すべく、会員の皆様と協働したいと思います。
昨年、「ＥＳＤに関する世界会議」が岡山と名古屋で成功裡に開催され、新たに、グローバ
ル・アクション・プログラム（ＧＡＰ）という 2015 年以降の新しい行動指針が発表されていま
す。本協会は、1994 年から日本ユネスコ協会連盟が推進する、世界平和運動、教育の国際
協力である世界寺子屋運動、世界遺産の保護活動等に積極的に協力しています。2005 年
から ESD の活動を主体的に進め、他の団体への啓蒙を行ってきました。具体的には、ユネスコ精神の理解と普及、国
際理解教育への貢献、新しい文化への創造、科学の発展を促し、よりよい環境を創造すること、国際協力及び交流の
促進、青少年の育成などの事業を行っています。
このような本協会の主旨及び活動内容を、さらに前進させ、学校内外でのＥＳＤ活動を核にした取組を重視します。
特にＥＳＤパスポート事業では、全国のモデルとなる先進取組協会として評価されており、更に充実した事業を展開い
たします。
今後、「日本ユネスコ協会連盟」及び「岡山県ユネスコ連絡協議会」、さらには国際関係諸団体と緊密な連携を取りな
がら、諸活動を行ってまいります。そのためには、会員間の信頼関係に基づく協働体制が必須となります。会員の皆
様と手と手を繋ぎ、足並みを揃えて一歩一歩確実に前進していく協会にしたいと思いますので、忌憚のないご意見や
積極的なご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

第 71 回ユネスコ全国大会和歌山大会に参加して
岡山ユネスコ協会 事務局長 小坂田 孟

6 月 6 日（土）7 日（日）大会テーマ「持続可能な平和のために」＝会話を広げるユネスコ＝のもとに和歌山市民会館
で第 71 回ユネスコ全国大会が開催されました。岡山から松畑会長武副会長小坂田の三人が参加しました。午前中パ
ネル「え－これもＥＳＤ？2015ＧＡＰがスタート」「こどものＥＳＤ活動」についての発表。午後は「銀河鉄道 999」の作者
松本零士氏の講演『宇宙と子どもと平和』があり、夜は懇親会をライトアップした和歌山城が見えるホテルで四百名の
参加者で賑わいました、この秋には国民体育大会が開催されるので和歌山県・市が各種の全国大会を支援している
とのことでユネスコ会員だけでなく各種の団体からも参加者がありました。二日目は「和歌山の伝統文化」の講演、「歩
きましょう、紀伊山地の霊場と参詣道」のパネルがあり午後は「熊野古道」エクスカーションに出発。2016 年沖縄大会、
2017 年・民間ユネスコ運動 70 周年記念大会・仙台へとつなげていきましょうと宣言して大会を終了しました。
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第22回 岡山ユネスコ協会 総会報告
平成27年5月30日（土）10:00～11:30、岡山県生涯学習センターにて、会員70名中24名出席（他に委任状32通）で阿川
理事の司会のもと、3月に御逝去された三宅正勝初代会長への黙祷後、行われました。
＜審 議 事 項＞
第一号議案 平成 26 年度事業報告
岡山市での ESD 世界大会や ESD パスポート事業を中心に報告されました。
１．ESD 連携事業の実施
（１）岡山での「ESD に関するユネスコ世界会議」とその関連会議等への協力
（２）ユネスコ地球環境講座の実施（京山地区での ESD 活動へ協働の形で参画）
（３）ESD-J、岡山 ESD 推進協議会等への協力・事業への参画
（４）ユネスコへ公募のグローバルアクションプログラム（GAP）の提出
２．学校支援事業の実施
（１）ａ.ESD に関連した学校教育現場への協力、サポート事業
・ユネスコスクールの岡山市立伊島小学校の 5 年生へ出前授業
・岡山市立津島小学校の 5 年生、6 年生へ出前授業・教員研修会
・岡山市立京山中学校の学習活動への協力
・京山学区の幼小中合同 ESD 教員研修への協力
ｂ.国際理解のための出前授業；
後楽館中学校・国際クラブの指導。「国際理解とアジアの竹文化について」
（２）日本ユネスコ連盟の ESD パスポート事業への参画
・体験発表会 1 月 31 日午前矢掛会場、午後岡山会場で開催。
３．ユネスコ活動の市民県民への啓発活動
第 15 回「平和の鐘を鳴らそう」の実施
（２）第 16 回「絵で伝えよう わたしの町のたからもの・絵画展」実施
４．広報活動の実施
ニュースレター第 38 号（6.1）第 39 号（12.15）第 40 号（3.31）発行
５．その他
新入会員オリエンテーション；日ユ連盟本部から寺尾氏、鴨志田氏を迎えて。
第１回ユネスコサロン（７月５日） テーマ：「勉強は何のためにするのか」
第２回ユネスコサロン（11 月 16 日）テーマ：「論語拾い読み」
第二号議案 平成 26 年度決算報告 および 監事による監査報告
第三号議案 岡山ユネスコ協会役員について
ESD パスポート事業の拡充のため、理事を公募し 4 名の立候補。
平成 26 年度第 12 回理事会において 4 名を選考、本総会において承認いただきました。
第四号議案 岡山ユネスコ協会・会則の変更について
議決事項；「学生会員」を「青年会員（会費 2000 円」に変更。
事務所の住所を、中国学園大学・中国短期大学内に変更。
第五号議案 平成 27 年度事業計画について
基本的に、平成２６年度事業を継承します。
青年会員の増加や、大学のユネスコクラブの設立を期待したい。
第六号議案 平成 27 年度予算について
20 周年記念誌事業に、三宅正勝基金を特別会計に加えました。
各議案について、承認されました。
総会終了後、岡山ロイヤルホテルのランチバイキング会場で、交流会を行いました。今後、理事会の無い月に全会
員対象で「ランチタイム・ミーティング」を持つことを決めました。皆様、是非ご参加ください。
≪～平成 28 年 3 月 31 日≫ 岡山ユネスコ協会役員が４名補充されました。
理事 15 名（会長 1 名・副会長 4 名・理事 10 名）・監事 2 名
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＜理事名簿＞

会長
副会長
〃
〃
〃
事務局長

松畑 煕一
武 泰稔
藤木 茂彦
池田 満之
田畑 美和子
小坂田 孟

監事
〃

高山 憲三
岡崎 博之

理事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

阿部
阿川
奥田
難波
小西
小藪
片山
曽田
小川

宏史
信幸
節夫
芳子
真弓
迪則
主計
佳代子
正人
。

第 22 回岡山ユネスコ協会総会の様子

「第16回 平和の鐘を鳴らそう！ｉｎ長泉寺」開催案内

8 月 15 日（土）１１時から岡山市長泉寺にて「第 16 回平和の鐘を鳴らそう！」を実施します。戦後 70 周年を迎え、戦
争体験者が少なくなっていく中、平和な社会を維持していく為にはどうすれば良いのか？考えるきっかけになればと、
アートを通じて社会問題(特に核兵器廃絶)を考える活動を行っている「PROJECT NOW」 代表 安彦 恵里香さん(37
歳)」をお呼びしてお話をお聞きます。
また「平和の音楽」ではバンド「Luzhin」の Vo・Gt の西村 洋己をお迎えして弾き語りをして頂きます。参加は無料で
すので、多数ご参加ください。
＜問い合わせ＞
岡山ユネスコ協会 平和の鐘担当理事
阿川 信幸 080-2935-6033／ariver39@gmail.com

「岡山市ＥＳＤプロジェクト交流会」報告
岡山ユネスコ協会 事務局長 小坂田 孟
7 月 10 日（金）18：30 から岡山市勤労福祉センターにて岡山
ＥＳＤ推進協議会事務局主催の交流会が開催されました。
今回、松畑会長、池田副会長、小坂田事務局長が参加し、岡山
ＥＳＤプロジェクトに参加した団体 33 団体が集まり 6 グループ
に分かれて各団体の紹介や特に力を入れている活動、これか
ら重点的に行いたい活動について意見交換をしました。
「おかやまＥＳＤウィーク 2015」27 年 10 月 24 日から 11 月 3 日
に参加する予定です。ユネスコ 70 周年記念式典と絵画展を
開催予定です。
助成金として 115000 円受け取りました。
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「ＥＳＤパスポート キックオフ会議」報告
岡山ユネスコ協会 副会長 武 泰稔
今年で 3 回目となるＥＳＤパスポートのキックオフ会議が 6 月 20 日に東京八重洲ホールで開催され、２８の協会が
出席しました。今年度の実施要領では、学校内でのボランティア活動は対象にならないことになりましたが、学校内で
も強制的なボランティアだけではなく自発的なボランティア活動があると、連盟の方針に異議を唱える協会が岡山以
外にも多くありました。今年度の参加数は全国で23,000人、30協会、130校の予定です。ちなみに岡山ユネスコ協会関
係では 5,600 人、30 校ですので、全国から注目されています。新規参加の 6 協会はじめ実施に当たっての課題などに
ついて熱心に協議し有意義な会議となりました。
岡山での体験発表会 12 月 25 日（金）を予定しています。詳しくは次号にて発表します

おかやまＥＳＤウィーク事業・参加について
「ユネスコ70周年記念式典と記念事業」案内

期日
平成 27 年 10 月 31 日（土） 10 時―12 時
会場
岡山国際交流センター7 階多目的ホール
展示
「私の町のたからもの・絵画展」
以上を予定しています。正式の決定は 9 月 5 日の理事会でしますが、ＥＳＤ推進局の助成事業であり、
締切が 7 月 24 日のため、上記で報告しています。

＜新入会員＞（ ）内は紹介者
個人会員
菱川良一（小坂田） 栗坂祐子（武） 守屋孝治 徳山順子 秋政孝一 守分 敬 長尾栄一 武田大作
日下知章 三浦貴久子 妹尾政義 田辺博章 岡村康 今西通好 角田みどり 浜家弘巳 難波徳行
能登原昭夫 山口貴之（17 名松畑）
団体会員
矢掛小学校（武） 矢掛中学校（武） クラレビュグ

＜編集後記＞
先日は台風 11 号が直撃しましたが、今年も暑い夏がやってきました。みなさまいかがお過ごしですか？
会員の皆様方には、ユネスコの活動について理解していただき、今後の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、ご感想をどしどし取り入れてい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。
（理事 難波芳子）

発行 岡山ユネスコ協会
〒701-0197 岡山市北区庭瀬 83 番地 中国学園大学・中国短期大学内
☎ 086-293-1956
FAX 086-293-1957
ホームページアドレス：http://unesco.or.jp/okayama/
E-mail：okayama@unesco.or.jp
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