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ユネスコ活動とＥＳＤ－J との関わり
岡山ユネスコ協会副会長・ESD-J 副代表理事
池田満之

2002 年の南アフリカでのヨハネスブルグ・サミット（WSSD：持続可能な開発のための世界首脳会議）で、日本提案
の「国連 ESD（持続可能な開発のための教育）の 10 年」
（DESD：2005～2014 年）が採択され、同年の国連総会で決
議、ユネスコが先導機関となって今日に続く ESD の国際的な取組が進んでいきました。岡山は、WSSD でユネスコが主催
した「持続可能な未来のための教育会合」の「ESD の背景と場面」のセッションに、公式に招かれて発表をしました。
この過程で、岡山ユネスコ協会が深く関わっていたことから、WSSD の岡山市特別代表を岡山ユネスコ協会の私が受けも
つことになりました。ESD とユネスコに関する岡山の関わりの深さから、2003 年、DESD を日本政府に提案した NGO
（WSSD 提言フォーラム）が中心となり、ESD-J（
「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議）を設立した際、岡
山ユネスコ協会を代表して私が副代表に選ばれました。以降、ESD-J の副代表の役割を今日まで担ってきています。ESD-J
は、設立以降、日本の ESD を推進する民間の中核母体として活動し、国の ESD 関連組織の設立や運営にも貢献してきまし
た。2014 年に DESD が終わり、ESD も第２段階である GAP（グローバルアクションプログラム）に移行したことから、
ESD-J も和名を「持続可能な開発のための教育」推進会議と改めました。
わが国における今後の ESD を推進するため、国は ESD 活動支援センター（全国センター）を 2016 年に設立しました
が、ESD-J は ACCU と共にその運営を受けもっています。岡山ユネスコ協会は、この ESD-J の副代表の役割を受けもつ
ことで、黒子的な存在だったかもしれませんが、ESD の推進に長く深く貢献してきました。岡山ユネスコ協会では、ESD-J
のほかに、日本ユネスコ協会連盟が進める「ユネスコ協会 ESD パスポート事業」でも、全国の核となる役割を果たしてき
ていますし、岡山においても、岡山 ESD 推進協議会の委員を多く出しています（協議会の会長に阿部宏史先生、運営委員
長に池田満之ほか）
。
ESD は、2019 年に GAP が 5 年の区切りの年を迎えます。岡山 ESD 推進協議会も、現在の活動が 2019 年で区切り
の年になります。そして、2020 年からは 2030 年に向けて、ESD の理念も内在化された新しい学習指導要領も学校現場
で運用されます。持続可能な社会を目指す「国連持続可能な開発目標（SDGｓ）
」も、2030 年を目指して動き出していま
す。岡山ユネスコ協会としても、こうした社会的な背景を踏まえ、2020 年以降の ESD の推進に向けて、社会全体を動か
していく気概をもって、みんなで取り組んでいきましょう。
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「第 1８回 平和の鐘を鳴らそう！ｉｎ 長泉寺」開催のご案内
岡山ユネスコ協会 会長 松畑 煕一
後援 岡山市教育委員会
“平和の鐘を鳴らそう”は、ノーベル賞受賞者たちによって起草された「わたしの平和宣言」を紹介しながら、参加者が
交互に鐘をうつことによって“平和への祈りと願い”を表現するイベントです。 今年は以下のイベントも同時開催します。
「平和の話」

～ 被爆者の存命中に核廃絶を ～
混迷する世界を救うのは“The Better Angels of Our Nature”
講師： ヒロシマ・ピース・オフィス代表／元広島市長 秋葉 忠利 さん
「祈りの音楽」
奏者： 長泉寺合唱団 CORO NAGA（コーロ・ナーガ）
■日 時
2017 年 ８月 15 日(火) 11 時 40 分～14 時
■場 所
長泉寺
岡山市北区南方３丁目 10-40 ℡：086-223-7450
※駐車場に限りがありますので、できるたけ公共交通機関をご利用の上、
お越しください。バス停「長泉寺」下車すぐ。
■申 込
当日直接長泉寺にお越し下さい
■参加費
無料
■お問合せ 岡山ユネスコ協会 平和の鐘担当理事
阿川 信幸 ℡：080-2935-6033 E-mail: ariver39@gmail.com
■主催
岡山ユネスコ協会
■後援
(社)日本ユネスコ協会連盟、 岡山市教育委員会

＜参考：活動紹介＞
2000 年、ユネスコが提唱し国連が定めた「平和の文化国際年」は、戦争や
争いがない 21 世紀を作っていく為に私たち一人ひとりが出来る事から行動
していくことを呼びかけました。さらに、2001 年から始まった「世界の子
供たちのための平和の文化と非暴力の国際 10 年」は、これからの世界を担う
子どもたちに地球環境までも含む全ての暴力の否定から平和を作って行こう
と呼びかけています。これを受けて岡山ユネスコ協会では、平和への祈りと願
いを広めるため「平和の鐘を鳴らそう」を毎年 8 月 15 日に開催しています。

平和の鐘を鳴らそう！ｉｎ 長泉寺 プログラム
11：45
開会案内
長泉寺 鐘楼門
集合
11：50
開会あいさつ
松畑 岡山ユネスコ協会会長
11：55
わたしの平和宣言朗読
12：00
平和の鐘を鳴らそう：平和への想いをこめて、一人ずつ鐘をつきます
＜小休憩・移動＞
12：30
平和の話
秋葉 忠利さん
～ 被爆者の存命中に核廃絶を ～
混迷する世界を救うのは“The Better Angels of Our Nature”
13：30
「祈りの音楽」 長泉寺合唱団 CORO NAGA（コーロナーガ）
14：00
閉会挨拶および謝辞
岡山ユネスコ協会副会長
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＜講師紹介＞ 「平和の話」

秋葉 忠利

ﾋﾛｼﾏ・ﾋﾟｰｽ・ｵﾌｨｽ代表/前広島市長

1942 年、東京生まれ。高校時代 AFS によってアメリカに留学。
東大理学部数学科・同大学院修士課程卒業。
マサチューセッツ工科大学(MIT)で Ph.D. を取得後、ニューヨーク州立大学、タフツ大学等で教鞭を
とる。世界のジャーナリストを広島・長崎に招待し、被爆の実相を伝えて貰う「アキバ・プロジェク
ト」の運営に携わり、その後、広島修道大学教授に。1990 年から衆議院議員を 10 年近く務めた
後、1999 年に広島市長就任。3 期 12 年在職。その後 2014 年まで広島大学特任教授、AFS 日
本協会理事長。市長在職中、平和市長会議会長を務め。当初は参加都市数が 440 ほどであった組織
を、約 5,000
の都市が加盟・賛同する組織に育てる。

＜奏者紹介＞ 「祈りの音楽」

長泉寺合唱団 CORO NAGA（コーロナーガ）

長泉寺合唱団コーロナーガは、
「平和を歌う」をテーマに、2015 年の秋に
結成された合唱団です。
「コーロ」は「コーラス隊」
、
「ナーガ」は仏教の生
まれた国インドの古代語（サンスクリット語）で「竜」という意味です。
「竜」のように強くしなやかに、平和への願いを歌っていこう、という意味
が込められています。

平成 29 年度「ＥＳＤパスポート」事業について
曽田佳代子
「ユネスコ協会ＥＳＤパスポート」は、子どもたちが地域の課題を解決するためにボランティア活動に参加することを促
進し、大人とともに課題を主体的に捉え、解決のために自ら考え、行動する機会を提供するものです。学校と協力して、持
続可能な社会づくりの人材育成に取り組んでいます。
ボランティアをすると、パスポートに認定単位（ボラン）が証明されます。ボランティア単位が基準（３０ボラン）に達
すると、日本ユネスコ協会が「活動認定証」を発行します。１５ボラン達成者には、岡山ユネスコ協会から、認定証を発行
しています。
また、一年に一度、ＥＳＤパスポート体験発表会を実施し、お互いの活動の発表や意
見交換を行っています。昨年度からは、岡山市教育委員会主催の「岡山子どもＥＳＤフ
ォーラム」事業と、同時開催としています。ＥＳＤパスポート参加校の代表の小学校・
中学校・高等学校がそれぞれの取り組みを、ポスターセッションの形で、活動を発表す
るとともに、他の学校の実践から、多くのことを学んでいます。内容だけでなく、その
プレゼンテーション能力の高さに、多くの参加者から賞賛の声をいただいております。
今年度は、１０月２０日に予定しておりますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。多くの学校の参加をお待ちし
ております。
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ピースフェスティバル 2017in おかやま
主催 平和の樹
9 月 9 日（土） ピースコンサート「岡山シンフォニーホールイベントホール
9 月 21 日（木） 北木島ｗｐｐｃフラッグセレモニー「世界 193 か国の地球
フラッグを掲げて一國一國の平和を祈るセレモニー」
9 月 23 日（土）ピースヘスティバル岡山 石山公園
お問い合わせ先 大橋和文 090-7134-6360

＜広報部からのお知らせ＞
＜会費納入のお願い＞
今年度の会費が未納の方は、納入してくださるようお願いいたします。
会費未納の方は退会扱いとなります。早急に平成 2９度会費の納入をお願いします。
皆様からの会費は、岡山ユネスコ協会を運営していく上での貴重な財源です。
よろしくお願いいたします。
振込先：郵便振替０１２４０－９－３８２８０ 岡山ユネスコ協会

＜編集後記＞
今年も蒸し暑い日が続く夏がやってきましたが、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。
（広報担当 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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