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　去る 5月11日（土）、広島ユネスコ協会の2019年
度総会が開かれ、新会長に松岡盛人氏が選任され
ました。松岡氏は広島ユ協の初代青年部長で、副
会長も歴任。当協会の中心として活躍されてきま
した。（ 2頁に関連記事）

＜松岡氏のプロフィール＞
当会略歴：1975年～1978年　初代青年部長
　　　　　1978年～2010年　理事（途中転勤による数年の休会含む）
　　　　　2010年～2015年　組織部会長
　　　　　2015年～2017年　副会長（組織部会・青少年育成部会担当）
　　　　　2017年～2019年　副会長（青少年育成部会担当）

　韓国ユネスコ大邱協会友好親善訪問では、「広
島ユネスコ協会と韓国ユネスコ大邱協会および会
員同士の交流を通し、相互理解と友好親善を深め
る。第六次姉妹協会提携に関する協定書を締結し、
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日本のユネスコ加盟

　ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の
創設は1946年（昭和21年）11月 4 日です
が、日本の加盟は1951年（同26年） 7 月
2 日。当時、日本はまだ国際連合（国連）
に加盟しておらず、ユネスコが我が国
の国際社会復帰の最初の場となりまし
た。

　「平和の鐘を鳴らそう」は、ユネスコ（国際連合
教育科学文化機関）が提唱した「平和の国際文化年」
活動の一環です。2000年から毎年、戦争や紛争、
貧困等のない21世紀を目指し、日本各地のユネス
コ協会が、平和の発信として取り組んでいます。
　15日の主な内容は平和についてのメッセージ
を、タイからの広島市研修生や広大附属高等学校
ユネスコ班生徒、第22代高校生平和大使等が、ス
ピーチします。ノートルダム清心中・高等学校合
唱部が、石井翔太郎先生指揮により歌声を響かせ
ます。
　参加者全員で黙とうすることにより、戦争や原
爆、災害などで命を失われた多くの方々を慰霊し
ます。戦争や核兵器、貧困のない平和な世界の実
現を目標に、市民の皆さまとともに平和の鐘を鳴
らしましょう。� （平和・世界遺産部会長　内田一士）

平和と連帯に貢献する」ことをねらいとして、広
島ユ協から訪問団員12名が10月11日～14日の日程
で、大邱広域市に出かけます。両協会の姉妹提携
は、2000年 6 月です。� （国際部会長　政木恵美子）

広島市から ユネスコ協会姉妹提携交流
10月11日～14日実施

韓国・大邱広域市へ

第20回 「平和の鐘を鳴らそう2019」8月15日に開催へ

広島ユネスコ協会

新会長に松岡氏

「ヒロシマの心」を大切に、
「恒久平和」をめざします
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　会長あいさつ
広島ユネスコ協会　　　　　
　会長　松　岡　盛　人

　令和元年 5月11日の総会において、会長に就任
しました松岡盛人です。
　私たちは、「心の中に平和の砦を築かなければ
ならない」というUNESCO憲章の精神に則り、「ヒ
ロシマの心」を大切にしつつ、核兵器の廃絶と世
界恒久平和の実現に向けて、本年度も草の根活動
を継続して参ります。
　これまで歴代の会長をはじめ会員の皆さんが築
いて来られた実績を踏まえ、常に時代の先を見据
えながら、地域社会の中で平和への具体的な行動
を展開していかなければならないと決意を新たに
しているところです。
　ここに、当協会が取り組んでいます国際理解、
国際交流及び国際協力等の主な事業（活動）をご
案内しますので、私どものユネスコ活動にご理解
とご関心をお持ちいただければ幸甚に存じます。

◇　　　　　◇

2019年度の主な事業
　当協会は、次のとおり各部会を設け、各事業を
担当する部会において企画し活動を実施していま
す。
　組織部会、青少年育成部会、教育部会、文化部
会、国際部会、平和・世界遺産部会、広報部会の
以上 7部会です。
　本年度、計画している主な事業（活動）は以下
のとおりです。

１　青少年対象の語学等講座（広島市青少年センターと共催）
　①　「平和公園を英語でガイド」（10月に全 5回）
　②　「時事英語講座」（11～12月に全 5回）
　③�　「高校生国際理解セミナー」（11月23日）を開
催します。

　　※　場所はいずれも広島市青少年センター。
２　ユネスコサロン（文化講演会）
　�　年 3～ 4回開催。本年度第 1回（第177回）は6
月22日（土）13：30～15：00「ユネスコ文化遺
産 朝鮮通信使“善隣友好・平和外交”に学ぶ」
のテーマで広島国際会議場 3Ｆ研修室において
開催しました。
３　「平和の鐘を鳴らそう」の集い
　�　 8 月15日（木）10：30～11：30に広島平和記念
公園「平和の鐘」鐘楼前で開催（20年目）します。
　�　地元高校生やアジアからの広島市研修生等に
よる平和メッセージの発表や地元中・高校合唱
部による平和の楽曲を合唱。参加者による黙と
う及び平和の鐘を打ち鳴らします。

４　広島ユネスコ活動奨励賞の授与
　�　「平和の文化」を築く実践的活動の育成と推
進に資するよう、優れた活動に取り組んでいる
学校や団体を顕彰するため同奨励賞の募集を行
い、選考された学校及び社会団体に対し、翌年
1月頃に開催予定の「広島ユネスコ新春フェス
タ2020」において授与します。1998年からこれ
まで21回実施し、延べ186団体が受賞していま
す。
５　韓国ユネスコ大邱協会への訪問と姉妹提携
　�　姉妹提携により、毎年、相互訪問交流してい
ます。本年度は、10月11日（金）～14日（月）（ 3泊
4日）で訪問し、大邱において第六次姉妹協定（ 4
年間）の調印式を行います。
６　機関紙「ヒロシマユネスコ」の発行
　�　年 3回発行。当協会の活動を紹介し、会員を
はじめ関係機関へ平和、教育、青少年育成等の
情報を発信していきます。（本年度第 1回目は、今
回発行した 7月25日付けの104号です）
７　会員の常時募集
　�　現在の会員数は約110名で、20歳代から80歳
代までの年齢構成となっています。まだ会員と
なられていない方、ご一緒に楽しくユネスコ活
動をしませんか。
　�　お申し込みは、ホームページからでもできま
す。
　�　なお、具体的な内容を確認したい方は、同ホー
ムページの「活動報告」、「広報紙の発行」等を
ご覧ください。
　　今後とも、よろしくお願い申し上げます。

☆広島市、多山報恩会様から助成金を受けました☆
　広島ユ協の平和、教育、青少年育成、国際理解
活動に対し、本年度も広島市と一般財団法人・多
山報恩会様（中丸直明理事長）から、助成金をいた
だきました。心から御礼申し上げます。

松岡会長が日本ユ協連の理事に
　松岡盛人・広島ユ協会長が、このほど公益社団
法人・日本ユネスコ協会連盟の理事（中国ブロック
代表）に選任されました。任期は 2年です。

左から松岡広島ユ協会長、亀井章同協会顧問、中丸理事長



広島ユ協会員も参加
　本年 5月 3日、広島ユ協は広島平和大通りで行
われた、江戸・鎖国時代の日本と朝鮮を結ぶ文化
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2019・2020年度役員
名誉会長　　松井　一實（広島市長）
名誉顧問　　平岡　　敬　　秋葉　忠利
顧　　問　　伊東　亮三　　北川　建次　　亀井　　章
　　　　　　中山　修一
参　　与　　宇野　　豪　　藤井　正一　　井尾　義信
会　　長　　松岡　盛人
副 会 長　　古田　碩永（総務・広報部会担当）
　　　　　　松原　博子（組織・青少年育成部会担当）
　　　　　　世木田寛子（教育・文化部会担当）
　　　　　　畑口　　實（平和・世界遺産部会担当）
　　　　　　藤井　孝行（国際部会担当）
理　　事
＜組織部会＞
　◎井上　哲一　　○児玉　賢司　　　中道　紘二
＜青少年育成部会＞
　◎横佩　智恵　　○渡邊　優子　　　藤原　隆範
　　木原　　亮　　　小川　順子　　　西本　壮志
＜教育部会＞
　◎湯浅　克廣　　○坂本美智子　　　河原　富夫
　　足立　柳子　　　梅本　昌子　　　湯浅　清治
　　松本　美保
＜文化部会＞
　◎髙田　幸子　　○山本　隆信　　　大村　直生
　　川迫　輝嗣　　　木舩　裕美
＜国際部会＞
　◎政木恵美子　　○山本　朝世　　　平井　　勇
　　田川　　清
＜平和・世界遺産部会＞
　◎内田　一士　　○岩田　公正　　　前田ひろみ
　　柴田　幸子　　　末重　文男　　　中本　信子
＜広報部会＞
　◎藤川　和康　　○岡平　裕次　　　清水　昌法
　　森田　昌樹
＜監　　事＞
　　崎岡　光明　　　中谷美保子
＜事 務 局＞
　　森木　　学（事務局長）　　國田　　繁（事務局次長）
　　平井　　勇（会計担当）　　内田　一士（補助金担当）

※　◎は部会長、○は副部会長　

交流使節団・朝鮮通信使の再現行列（駐広島大韓民
国総領事館主催）に参加しました。
　使節団の再現パレード（総勢100人余り）は、中ほ
どに朝鮮国の国書を担いだ御輿、正使、前・後を
対馬藩主（士）、広島藩主（士）、旗手、楽人、護衛
官、軍官、従者が隊を構成。韓国人留学生らとと
もに広島ユ協の会員20人は、藩士や朝鮮の民族衣
装・軍服を身に付け、太鼓や鐘を打ち鳴らしなが
ら約1.2キロのコースを行進し、平和大通りに詰
めかけた多くの市民に、手を振りながら日韓の親
善交流をアピールしました。
　また、広島市と韓国・大邱広域市の姉妹都市提
携を記念して、 3日から 5日まで開かれた大邱マ
ダン（ひろば）のブースでは、韓国料理の販売や韓国
服の試着コーナーが設けられ、好評を博しました。
広島ユ協の代表も一員としてお手伝いしました。

広島フラワー

フェスティバル
朝鮮通信使
　　　パレード
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＜‘19年3月＞
2 日／第176回ユネスコサロ
ン� （文化部会）
　演題　�「花火のあれこれ、

アラカルト」
　講師　牛尾煙火製造所
　　　　代表取締役
� �牛尾彰彦さん
〃 ／広島ユ協人事委員会①
16日／広島ユ協人事委員会②
26日／ヒロシマ平和学習会
with�杉並ユネスコ協会青年

部受け入れ
� （平和・世界遺産部会）
30日／機関紙第103号発行
� （広報部会）
＜4月＞
8 日／文化部会会議
〃 ／広島市・大邱広域市青
少年交流事業実行委員会
� （国際部会）
9日／組織部会会議
12日／大邱の日実行委員会
� （国際部会）
20日／2018年度第 3回理事会
26日／大邱の日実行委員会
� （国際部会）
＜5月＞

3 ～ 5 日／ＦＦ朝鮮通信使パ
レード、大邱マダンに参加
� （国際部会）
11日／広島ユ協2019年度総会
〃／懇談会開催� （組織部会）
〃／部会会議� （国際部会）
〃／部会会議
� （平和・世界遺産部会）
20日／2019年度会費納付依頼
書発送
21日／部会会議� （国際部会）
＜6月＞
1日／広島市青少年センター
と第１回合同会議
� （青少年育成部会）
2日／松岡新会長、広島県ユ

ネスコ連絡協議会総会出席
22日／第177回ユネスコサロ
ン� （文化部会）
　演題　「ユネスコ文化遺産
　　　　朝鮮通信使
　　�　　�“善隣友好・平和外

交”に学ぶ
　講師　広島ユ協参与
� �藤井正一さん
〃 ／講演会後、参加者との
懇談会開催� （組織部会）
〃 ／機関紙第104号検討会
議� （広報部会）
〃 ／活動計画及び「広島ユ
ネスコ活動奨励賞」募集要
項等の検討会議�（教育部会）

通信使をいかに発展させるか」などについて話さ
れました。
　サロンには、駐広島大韓民国総領事館の金宣杓
総領事も参加され、挨拶をいただきました。

青少年育成部会報告

高校生☆英語でガイド
① 7月26日（金）、② 8月 2日（金）
　　　～時間はともに10：00～12：30
③ 8 月 4 日（日）10：00～12：00、
④同日13：00～16：00（現地学習）の（全 4回）
内　容：�英語で平和公園碑めぐりツアーのガイドに挑

戦しよう！
　　　　�外国人留学生の方との交流会も予定しています。
　　　　海外の高校生の様子などを質問してみよう！
講　師：ひろしま通訳・ガイド協会 佐藤仁美さん
場　所：①②青少年センター第 3集会室（ 3階）
　　　　③同センター第 1集会室（ 3階）及び④平和公園
持参物：筆記用具、昼食（8/4のみ）
参加費：300円（交流会のお菓子代、当日集めます）
主　催：�広島ユネスコ協会、広島市青少年センター

ひろしま盆ダンスに参加
　広島ユ協青少年育成部会は、 8月10日（土）、11日（日）
の両日、旧広島市民球場跡地行われる「第 2回ひろし
ま盆ダンス2019」（主催・ひろしま盆ダンス実行委員会）の第
一部 16：00～17：30 に参加し、韓国折り紙や竹とん
ぼ、シャボン玉の日本伝統遊びなどを実演・披露・製
作して、文化発信と国際交流に貢献していきます。
� （青少年育成部会長　横佩智恵）

＜新会員紹介＞　（ 3月～ 6月　敬称略）
　堀 敬輔　　上久保 昭二　　須藤 有美　　熊谷 直行

朝鮮通信使“善隣友好・平和外交”に学ぶ
　第177回ユネスコサロンが、 6月22日（土）、広島
国際会議場研修室で行われました。今回は広島ユ
ネスコ協会参与の藤井正一さん（広島県日韓親善協会
理事、JICA講師）が「ユネスコ文化遺産　朝鮮通信
使“善隣友好・平和外交”に学ぶ」と題して、講
演していただきました。藤井さんは通信使の「歴
史」「日朝文化交流」「各地のパレード」「現代版

日　　　誌

ユ
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ス
コ
サ
ロ
ン

広島ユネスコ協会　URL：http://www.unesco.jp/hiroshima/

　広島ユネスコ協会では、本年度も各学校・
団体の優れた活動を顕彰する「広島ユネスコ
活動奨励賞」事業を実施します。各学校・団
体におかれましては、奮ってご応募願います。
　なお、この度から「活動内容」 6項目の中
の一部を「地域の人々との連帯を求め、協働
をめざす（福祉活動を含む）活動」として「福祉
活動」を追記しました。募集期間は、2019年（令
和元年） 8 月 1 日～ 9月30日としています。
　学校・公民館等に送付している所定の応募
用紙に必要事項を記入の上、広島ユネスコ協
会事務局宛お送りください。
� （教育部会長　湯浅克廣）

「第22回広島ユネスコ活動奨励賞」活動募集


