
諏妨ユネスコ協会

諏訪ユネスコ通信霊芝芸年11月30日
諏訪ユネスコ協会

第26号　　　　　　　　編集委員会

神長官尊失え叶膚　　　　　　　　碑鎗：ふ拝借患

守矢史料館は鎌倉時代より守矢家で伝えてきた守矢文書を保管・公開す

る史料館です。守矢家は古くから諏訪上社の神官の一つである「神長官（じ

んちょうかん）」を明治の初めまで勤めてきた家柄です。収蔵史料は県宝155

点、茅野市有形文化財50点を含む約1600点の古文書です。

史料館は平成3年に開館し、建物の基本設計は茅野市出身の建築史家・

建築家、藤森照信（東京大学名誉教授）が行いました。
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醇Ii表
7月27日（土）諏訪圏青年会議所と共

催で行った「サマーキャンプ」には、

諏訪地方の小学生5・6年生約60名が

参加した。本来の計画では28日まで

の2日間の予定であったが、あいにく

の雨でプログラムを短縮することにな

った。それでも子供たちは目を輝かせ、

蓮華撃素量電撃警御調いろいろなプログラムに果敢に挑戦し

楽しい思い出を作ることが出来たようである。

最初のプログラムはチームで課題を解きながら散

策するラリー、次は粘土でオリジナルな縄文土器造り、

その後は段ボール窯でピザ焼き体験、作ったピザで昼

食、午後はウナギのつかみ取り。専門家がその場でさ

ばき、かば焼き等々。子どもにとっては初めての体験

が多かった。ユネスコ会員も何人か奉仕し、特に安全

対策に気を配っていた。

今回の体験学習はボーイスカウト茅野第1団がそ
の指導にあたり、技術面のサポートをして下さった。
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令和元年9月12日（木）午前9時、第3回湖畔清掃が行われた。このところ続い

ていた残暑も今朝はやわらぎ、秋空の少し強い風の吹く中、会員18名が参加しで恒

例の新作花火の観覧場であった、諏訪市石彫公園一帯の湖畔清掃を行った。

可燃物約35kgを回収、ペットボトル、空き缶は数個だった。

一㌧叫ニーr■■【■サ・
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11月9日（土）・10日（日）と2日間にわたり、静

岡県磐田市「磐田グランドホテル」において大会

が開催された。諏訪ユネスコ協会からは10名の参

加があった。

150名が集ま

り、「Brighttomorrow一語ろう！魅力ある民間ユ

ネスコの明日を」をテーマに議論を深めた。

連子嶋J＿長野・山梨●神奈川一●堅甲聖や禦

磐田ユネスコ協会会長の今村信大氏は「未来へのユネスコ活動「原点は自然環免

と題して講演した。絶滅危倶種「べッコウトンボ」の保護に取り組み、自らが理事

長を務める「桶ケ谷沼を考える会」などを題材に「持続可能な社会の根底には地球
の自然環境がある」と強調。その上で「ユネスコ活動の中にこの考えを取り入れ、

推進できたら」と述べた。

続いて行われた分科会では以下のテーマで事例発表、意見交換が行われた。
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第1分科会　「豊かな自然や地域遺産を次世代につなぐ」

（郷土愛を育む取り組み）

事例発表　●浜松ユネスコ協会　未来遺産「私のまちのたからもの」

●磐田ユネスコ協会「自然観察会」の取り組み

第2分科会　「他を思いやる心を育む社会づくり」

（途上国に学び平和の心をつむぐ）

事例発表　●体験を聴く「ラオスの人々の暮らし、文化や歴史、医療の実態」

第3分科会　「活動を未来につなぐ」（ユネスコ活動を広げる啓発）

事例発表　●静岡ユネスコ協会　持続可能なユネスコ活動をめざして

●磐田ユネスコ協会　ESD活動の推進

第4分科会　「ユネスコの理念の認識を深める」（ボランティアを究める）

事例発表　●「クラウンさわさんの大道芸見学、体験」

●グループワーク「ボランティアの実態・課題・解決への道・発表」

11月10日（日）

●中部東ブロック・ユネスコ連絡協議会（会長・事務局長会議）次年度開催ブ
ロックの決定

●日本ユネスコ協会連盟セミナー
＊「青年活動報告」日ユ青年代表理事　長野ユネスコ協会員　名取亮介

＊世界寺子屋運動30周年記念「アフガニスタンにおける世界寺子屋運動報

告」

日本ユネスコ協会連盟　アフガニスタン職員　アーマド・フアリッド・ラヒ
、
、

●閉会式

次年度開催地の紹介　甲府ユネスコ協会

開催日時　2020年11月7日（土）受付9時　開会10時　閉会16時50分

大会会場　甲府市総合市民会館　甲府市青沼3丁目5－44　電話055－235－1428

大会テーマ「子どもたちの未来のために私たちが果たす役割」～Sustainable～
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理事会報告

第4回理事会（104回）2019年7月29日（月）18時30分

報月二口
・2019年度会員登録：57名で登録。会費納入は後日連絡あり

・ユネスコ通信25号配布について

これからはメール配信に移行していきたい（25号配布のおりメールアド
レスを知らせてもらう依頼文を同封。配信可能な方にはメールで配信）。

・日本ユネスコ協会連盟第70回定時総会において、諏訪ユネスコ協会が評

議員に選出された（2019～2020年度まで）。
・7月17日（水）15時より茅野市役所8階に於いて、講師に安達仁美氏を

招き、ユネスコ学習会が開催された。会員、岡谷市・茅野市のユネスコ
担当者、一般等22名が参加した。

・信州ESDコンソーシアム令和元年度通常総会が信大教育学部大講義室に

て開催予定。8月24日（土）12時30分受付13時開会16時閉会

申し込み8月21日（水）まで
・北信越ユネスコスクール交流会in金沢2019

8月8日（木）13時30分～16時30分　石川県金沢市北安江3－2－20

金沢勤労者プラザ101研修室
・7月27日（土）、サマーキャンプは諏訪ユネスコより6名参加した。

・「中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」の案内

11月9日（土）・10日（日）磐田グランドホテル（申し込み9月10日まで）

参加費：3，000円懇親会費：5，500円　ホテル：1泊朝食付き：6，450円

議　事

1．各部のこれからの取り組みについて

本部会
・日本ユネスコ協会連盟評議員に矢崎会長がその任に当たる事を決めた

・各種研修会参加希望について…参加希望者は申し出る

会計担当
・本年度会費納入状況と未納者への再依頼

地域遺産部会

史跡視察ツアーの計画…10月9日（水）

名古屋城等遺跡の視察を検討中（バスを貸切る）

寺子屋部会
・広告について…折り込み広告B41／8大　回収箱のポスターを掲載す

る事で承認

環境問題推進部会
・諏訪湖アダプト活動報告：7月17日（水）に実施　21名参加

・9月12日（木）：第3回諏訪湖アダプトプログラム実施

次回からは、諏訪ユネスコのベストを着用する。
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ユネスコスクール推進部会
・ユネスコスクールの今後の取り組み…茅野高校・北山小学校訪問予定

広報部会
・第25号の発行

2．その他
・三役会　　　　8月16日（金）18時

・次回理事会　　8月19日（月）18時30分

第5回理事会（105回）2019年8月19日（月）18時30分

報告
磐田ユネスコ協会より、分科会の案内が届く
「地域づくりネットワーク長野県協議会」に加入

協会連盟評議員に諏訪ユネスコ協会の矢崎靖雄会長を決め、報告
6市町村首長へのユネスコ活動理解の為の資料送付

議　事

1．各部のこれからの取り組みについて

本部会

（1）「2019年度中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」

参加について

日　時：2019年11月9日（土）10日（日）

11月9日（土）受付：11時30分

11月10日（日）開始：8時30分

開会：13時

閉会：12時

会　場：磐田グランドホテル
・参加者の把握をした…理事8名参加
一般会員にも呼びかけを行う事を決めた

・分科会の希望を聞いた。

・交通手段等詳細については参加者決定後、決めていく

地域遺産部会

期　日：10月9日（水）

場　所：名古屋城とその周辺の遺跡巡り

詳細については検討中（一般会員にも呼び掛ける）

寺子屋部会
・第1回目の広告が掲載された旨報告された

環境問題推進部会
・諏訪湖アダプト活動　9月12日（木）9時～10時30分

ユネスコスクール推進部会

学校訪問を行う

北山小学校・永明中学校・茅野高校を訪問予定（日程は未定）
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広報部会
・第26号の発行・‥11月30日

・第1回編集会議・‥9月

2．その他

三役会　　　　9月14日（土）17時30分

次回理事会　9月19日（木）18時30分

第6回理事会（106回）2019年9月19日（木）　18時30分

報』ニロ
・8月29日（木）永明中学校ユネスコスクール申請確認

・9月4日（水）茅野高校にてユネスコスクールへの登録説明を行った

・「中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」参加申し込み書送付

議　事

1．各部のこれからの取り組みについて

本部会
「中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」大会参加について
・参加者…10名

日　時：11月　9日（土）受付11時　　　　開会13時

11月10日（日）開始8時30分　　閉会12時

場　所：磐田グランドホテル

参加費：参加費3，000円（会負担）　　懇親会費5，000円（個人負担）

宿泊費6，450円（個人負担）交通費（個人負担）

交通手段：マイクロバス（10人乗り）

地域遺産部会

（1）史跡視察ツアーについて
・参加者が少ない為とりやめとなった

（2）今後の予定
・近隣での遺産・史跡等検討したら良いのではないかとの意見

・岡谷蚕糸博物館での正月飾り作りも一案ではとの意見

・11月頃を目途に検討する

寺子屋部会

書き損じハガキ回収ボックスの作成について

日　時：9月26日（木）10時～12時

場　所：諏訪市湖南　北真志野公民館
・26箱作成（諏訪12箱・岡谷11箱・養護学校2箱・理科大1箱）

・折り畳み式で作成（保管場所を考慮）

・箱3面に回収箱ポスターを貼る（正面はA3用紙ラミネート加工）

環境問題推進部会
9月12日（木）　9時より諏訪湖清掃を行った
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18名参加　　　　可燃物35短回収

ユネクコスクール推進部会
・各市町村長へのユネスコスクールの啓蒙を行う

・国際交流として11月に食文化をテーマに開催予定

広報部会
・広報26号を11月発行

・編集委員会…10月8日（火）3時30分より

2．その他
・三役会　　　10月24日（木）17時30分

・次回理事会　10月25日（金）18時30分

第7回理事会（107回）2019年10月25日（金）18時30分

報』ニロ
・10月23日（水）：永明小学校6年生「平和学習」実施

・11月16日（土）：「ESDダイアログin飯田（南アルプスBR）ユネスコエ

コパークを活かしたESDによる地域創生」開催…飯田市役所

＊BR（Biosphere Reserves）／生物圏保存地域

・11月26日（火）永明小学校「平和学習」

・11月30日（土）：ユネスコスクール全国大会…広島県福山市立大学

・信州ESD通信‰28に於いて、茅野市永明中学校のユネスコスクール申請

の記事が掲載されている旨の報告

議　事

1．各部のこれからの取り組みについて

本部会
・「中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」大会参加について

参加者10名

交通手段：　マイクロバス（10人乗り）永由会計担当運転

地域遺産部会
・11月、岡谷蚕糸博物館で開催「繭玉と水引を使った正月の飾り物」

作りに参加してはどうかとの意見について検討…部会で検討をする

寺子屋部会
・「書き損じハガキ」について

①11月中に6市町村の教育長・校長先生に各担当者がチラシと依頼

文を持参し、挨拶に伺う。各学校の生徒数・教員数等の把握をする。

②人数の確認後チラシの印刷を依頼する。

③12月上旬、各学校にチラシ・回収ボックスを配布。

④1月下旬より「書き損じハガキ」の回収。

⑤各学校に礼状を出す。

環境問題推進部会
・11月16日（土）：「ESDダイアログin飯田（南アルプスBR）ユネス

コエコパークを活かしたESDによる地域創生」開催・‥窪田理事参加
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予定
ユネスコスクール推進部会

ご国際交流関係

地域に在住する外国人と異文化交流を図る。

詳細は今後検討する。

広報部会
・ユネスコ通信26号、11月末日発行

編集委員会：11月5日（火）・11月26日（火）

2．その他
・三役会　11月18日（月）17時30分

・理事会　11月21日（木）18時30分

第8回理事会（108回）2019年11月21日（木）18時30分

報』ヒロ
・「中部東ブロック・ユネスコ活動研究会in磐田」報告

代表者会議において、日本ユネスコ連盟への意見、要望が多く出された。
Ql　ブロック大会が来年度より1日になるとの事だが現在の内容を1日

で消化するのに無理があるのではないか？

Al l日に決めたのではなく、担当地区に任せる。どちらでもよい。

1日で行う場合は、2日目の連盟主導のプログラムは別の日に行う。

Q2　ユネスコ連盟自体の調整機能、指導力がなされていない。

Q3　教育委員会との連携をもっと行うべき。

Q4　国内委員会の役目がなされていない。もっと国に意見を言うべき。
＊「2020年度中部東ブロック・ユネスコ活動研究会」は山梨県甲府ユネ

スコ協会。11月7日に行う（1日のみ）。
・連盟評議員会報告（後述）11月16日（土）
・永明小「平和学習」11月26日（火）13時45分～14時20分

議　事

1．各部のこれからの取り組みについて

本部会
・来年度に向けて検討中

地域遺産部会
・岡谷蚕糸博物館で開かれる「繭玉と水引を使った正月飾り」作り

＊既存の行事に参加するのには定員もあり無理の為、諏訪ユネスコ

協会独自で行えるか岡谷蚕糸博物館に依頼してみる。
＊本部会とも協力し、別のメニューも検討中。

寺子屋部会
・進捗状況

＊6市町村の教育長にはお願いの挨拶文を提出済み。

＊寺子屋部会：12月10日（火）18時30分　「ゆいわーく茅野」

各学校の校長宛あいさつ文・チラシ・回収箱等、担当者が仕分け

9



し持ち帰る。

環境問題推進部会
・今後の予定

会長より、アダプト活動の他に活動できる事があるか検討して欲し
い旨、要望があった。

ユネスコスクール推進部会
・国際交流関係（川合理事）

カンボジア視察報告＆異文化理解

11月29日（金）18時30分～20時30分　於：ゆいわーく茅野

＊教育委員会を通じ各学校の先生方に参加を呼び掛ける。

＊会員への参加呼びかけを行う。

広報部会

編集委員会：11月26日（火）15時30分　於：ゆいわーく茅野

2．新入会員　　林　元夫（下諏訪町）　　　　承認

3．その他　　・三役会　　12月10日（火）17時30分

・次回理事会12月16日（月）18時

連盟第49回評議員会報告（出席　会長　矢崎清雄）
2019年11月16日（土）14：45～17：45　東京大手町サンスカイルーム27F

l．部会の設置　会長のもとに、以下5部会を設置する。

（1）世界寺子屋部会（前期からの継続）

（2）組織部会

（3）財務部会

（4）定款・諸規程改定検討部会

（5）知と平和の文化部会

2．地域代表・青年代表理事会議

3．「連盟幹部会」の設置

4．担当理事制の導入

（1）広報関連担当理事

（2）未来遺産担当理事

（3）減災教育・復興支援担当理事

（4）ESD関連担当理事

（5）ユネスコスクール関連担当理事

○これからの民間ユネスコ運動のあり方と2020年度からの変更点について

A．機関紙「ユネスコ」のWEB掲載化、メールマガジンへの登録について

2020年度より実施

B．2020年度からの全国大会について

・輪番制にし、2020年度は中国ブロック、2021年度は近畿ブロック

・．2022年度以降の輪番制の順番は、近年全国大会を実施していないブロック。

C．2020年度からのブロック研究会　原則1日開催。2日日の目ユ協連セミナーは行わない。
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