
平成30年度　世界寺子屋運動「書きそんじハガキ回収運動」集計作業の様子

大分県ユネスコ協会連盟　会長　丸尾　直彦
会 長 あ い さ つ

　ユネスコ会員の皆様には、平素から本連盟の諸活動にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
　皆さんは、「グローカル」という言葉を聞いたことがありますか。近年、ユネスコ活動においても耳
にする言葉となってきましたが、「グローバル」と「ローカル」を掛け合わせて作られた言葉で、「地
球規模の視野で考え、地域の視点で行動する」という考え方を表します。
　昨年末、出入国管理及び難民認定法（入管法）改正により、外国人の在留資格が拡大されました。
日本の少子化、労働人口減少と相まり、今後、外国人労働者と協働する機会が増えてくるのは確実な
状況ですが、外国人労働者の方々に日本での生活に対して充足感を持ってもらうには、その前提とし
て多文化理解教育の推進が急務と思われます。「多文化共生」という言葉も長く耳にしてきてはいます
が、これがそう簡単でない事実は、欧州での移民・難民受け入れ問題の長期化にもみられます。また、日本の伝統文化と
動物の保護活動の折り合いがつかず、日本が国際捕鯨委員会から脱退したのも記憶に新しい問題です。異文化間の軋轢が
解消できないまま、残念な結果となってしまいました。異文化間に生じているこういった様々な問題の解決に向けて、平
和の創造を謳うユネスコの果たすべき役割は大きいと思うこの頃です。
　本県では、ここ数年来、青年会員を中心にグローカル精神の下で地道な活動を続けており、若年層の会員も増加してき
ております。全国的にみても毎月の定例会を実施している青年部は極めて少ない中、大分のユネスコ魂が世代を超えて引
き継がれていることに感謝を申し上げたいと思います。特に、高校と大学の連携は今後一層強固なものになっていくこと
が期待されます。同時に、県内のユネスコスクールの継続的な活動展開にも感謝申し上げます。これからも、ユネスコスクー
ル等と連携を深め、本県のユネスコ活動を盛り上げていきたいと考えております。今後とも関係各位のご理解とご協力を
よろしくお願い申し上げます。
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【開 催 日】平成30年７月21日（土）
【実施場所】大分市中心市街地
【参 加 者】県内高校ユネスコクラブ等生徒14名、
　　　　　 教員２名、連盟役員等９名
【参 加 校】臼杵高校、爽風館高校、三重総合高校
【募 金 額】179,820円

復興支援街頭募金活動の取組み復興支援街頭募金活動の取組み

　平成30年度は、西日本を中心に甚大な被害をもたらした「平成30年７月豪雨災害」、平成30年９月６日に発生した「北
海道胆振東部地震」によって被害を受けられた方々への支援を目的として街頭募金活動を行いました。
　「平成30年７月豪雨災害募金」については公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、「平成30年北海道胆振東部地震募金」
については北海道ユネスコ連絡協議会を通して被災地へ送付し、復興支援のために役立てられています。

平成30年７月豪雨災害
被災者支援街頭募金活動
平成30年７月豪雨災害
被災者支援街頭募金活動

【開 催 日】平成30年11月10日（土）
【実施場所】大分市中心市街地
【参 加 者】県内高校ユネスコクラブ等生徒56名、
　　　　　 教員４名、連盟役員等８名
【参 加 校】岩田高校、臼杵高校、大分国際情報高校、
　　　　　 大分東明高校、爽風館高校
【募 金 額】117,932円

平成30年北海道胆振東部地震
被災者支援街頭募金活動

平成30年北海道胆振東部地震
被災者支援街頭募金活動

ユネスコユースとしての活動のこれまでとこれから
県連盟会員兼ユース部会員　加藤　瑞紀

　私は、高校時代に大分ユネスコユースのボランティア活動に参加したことがきっかけで、大分ユネスコユースに所属し
ました。 
　ユース会員として取り組んできた活動としては、毎月の定例会や九州ユネスコリーダーシップセミナーへの参加などが
挙げられます。また、今後の活動としては、現在準備中である天草の隠れキリシタンについて学ぶ学生主導型の研修や今
年４月に山口県で開催予定のユネスコみらいミーティングがあります。 
　これまでの活動を通して感じた大分ユネスコユースの魅力は、大学生だ
けでなく社会人も所属する団体であるため、大人の意見をとても身近に感
じながら活動できること、また、日本ユネスコ協会連盟・国連・
UNESCOが提唱する考え方（SDGsなど）が大きな軸として活動の中心に
あり、「何かを解決したい、何か人の助けになることをしたい」という思
いを持って集まった１人１人にとって自分たちのすべきことを考えやすい
環境であることだと私は考えます。 
　大分ユネスコユースは、少しずつ大学生メンバーが増えてきており、さ
らなる挑戦をしていこうとしています。今後ともお見守りいただきますよ
うお願いします。 九州ユネスコリーダーシップセミナーの様子

あたたかいご支援
ありがとうございました！
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～参加された生徒さんの感想～
◆講演①
・「どこで働くか」より「誰と働くか」など“人のつながりは財産”
と聞き、私もユネスコ部での活動で大切な人とのつながりや居
場所を見つけていきたいと思った。
・「ユネスコ活動が今の自分を成り立たせている」という言葉がす
ごく考え深かった。
◆講演②
・自分たちが取り組んでいる世界寺子屋運動がどのように生かさ
れているのかということがとても分かった。
・教育を受けられることが普通ではないということや、文字が読
めないと物価も読めないなど自分たちが受けられている教育の
大切さを知れた。
◆国際交流
・他国の方と日本語で交流して、日本との違いを知ったり、相手
国の良さをたくさん知れた。
・留学生の話を聞いて、私も実際にその国を見たいという気持ち
がより強くなった。
◆分科会
・クイズは全然当てることができなかったが、ユネスコについて
知ることができた。
・「平和」や「幸福」など普段あまり考えないことについて、知っ
て考えることができた。

◎開催日：平成30年８月８日（水）
◎会　場：コンパルホール
◎参加者：県内高校ユネスコクラブ等生徒36名、教員４名、連盟役員等11名
◎参加校：臼杵高校、大分雄城台高校、爽風館高校、別府鶴見丘高校、三重総合高校

平成30年度（第46回）大分県高等学校ユネスコクラブ等交流研修会平成30年度（第46回）大分県高等学校ユネスコクラブ等交流研修会

　県内高校ユネスコクラブ等に所属する生徒やボランティア活動・国際交流に興味のある生徒を対象に研修会を行いま
した。この研修会は、ユネスコ精神や国際交流の意義について学ぶとともに、学校の枠を超えて参加者同士の交流を深
めることで、ユネスコ活動を活性化させる契機とすることを目的としています。
　今年度は、県内５校から36名の生徒が参加し、講演会や国際交流を楽しみながら、互いに意見交換する姿がみられ
ました。また、今回は「ユネスコを知ろう」といったテーマをもとに分科会を行い、クイズを通してユネスコについて
学んだり、「平和」や「幸福」について考察を深めていきました。

《  日  程  》
9:40～  9:50

9:50～11:40

12:30～14:00

14:10～15:30

15:40～15:50

開会行事
講演①「高校時代からユネスコ活動に取り組む
　　　　　　　　　　　　　　　先輩の体験談」
　大分県ユネスコ協会連盟 監事　首藤 杏子 氏
講演②「世界寺子屋運動 カンボジア・
　　　　　　　　モニタリングツアー還流報告」
　大分県ユネスコ協会連盟 副会長　福田 洋平 氏
APU留学生５名との国際交流
（出身国：インドネシア、ネパール、ベトナム）
分科会「ユネスコを知ろう」
　大分県ユネスコ協会連盟 副会長　高見 大介 氏
　　　　　　　　　　　　 副会長　佐藤 隆士 氏
閉会行事
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書きそんじハガキ回収運動　実施報告書きそんじハガキ回収運動　実施報告

　大分県ユネスコ協会連盟では、書き間違えた、汚してしまった等の書き損じによる未投函のハガキや未使用切手、テレ
フォンカードや図書券などの未使用商品券等の回収を実施しました。
　県内の小中学校や高等学校をはじめとした多くの県民の皆さまのご協力により、総額約133万円相当の切手や商品券を
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟を通じて発展途上国へ寄付することができました。
　回収運動にご協力いただいた各学校や企業、個人の皆様方に厚く感謝申し上げます。

　書きそんじハガキの集計作業を行う前に、大分ユネスコ
ユースの加藤瑞紀さんに講演をしていただきました。高校
生の時にユネスコ活動を始め、大学入学後、さらにどういっ
た活動に取り組んでいるかについて話していただきました。
　集計作業には、高校生、教員、連盟役員等41名が参加し
ました。集計結果発表では、２万枚以上のハガキが届いて
いたことが分かり、参加者が驚いている姿も見られました。

臼杵高校、大分雄城台高校、大分商業高校、
大分豊府高校、爽風館高校の皆さんをはじめ、
集計作業にご協力いただいた皆さん、
ありがとうございました！

　平成30年５月29日（火）大分県庁別館61会議室において、平
成30年度通常総会が開催されました。
　総会では、議案として平成29年度の事業報告及び収支決算報
告、平成30年度の事業計画案及び収支予算案が審議され、それ
ぞれ原案通りに承認されました。
　また、大分ユネスコユースの活動に尽力された佐藤隆士副会長
及び首藤杏子監事に感謝状が贈呈されました。

平成30年度 通常総会報告

©Dentsu

集計活動の様子 【日　時】　平成31年２月23日（土）
【場　所】　県庁舎別館　84会議室

【実施機関】　平成30年12月17日（月）～　平成31年２月８日（金）
【協力者数】　学校64校（小学校［小中一貫校含む］32、中学校20、
　　　　　　高等学校６、特別支援学校５、専門学校・大学等１）
【寄付総額】　1,339,725円

●維持会員（個人）… 年会費 1,000 円
・当連盟からのお知らせや広報誌「大分ユネスコ新聞
　（年１～２回発行）」をお送りします。
●個人会員 … 会費 3,000 円
　維持会員（団体）… 年会費 5,000 円
・公益社団法人日本ユネスコ協会連盟から、
　機関紙「ユネスコ（季刊発行）」が届けられます。
・当連盟からのお知らせや広報誌「大分ユネスコ新聞
　（年１～２回発行）」をお送りします。

　大分県ユネスコ協会連盟では、ユネスコ憲章の精神に基づき、
大分県におけるユネスコ活動を推進し、次世代に活動を継承して
いくための各種事業を行っています。
　活動をさらに充実・発展させていくために、多くの方のご協力
を必要としています。当連盟の目的や事業の趣旨にご賛同いただ
ける方は、ぜひ会員として活動してみませんか？

＜連盟について、もっと知りたい！＞　
◎大分県教育委員会ＨＰ「大分県ユネスコ協会連盟活動」
　https://www.pref.oita.jp/site/bunka/list21501-25172.html
　　→　当連盟の活動についてお知らせしています。
　　　　また、大分ユネスコ新聞のバックナンバー閲覧や
　　　　入会申込書等をダウンロードできます。
◎大分ユネスコユース（大分ユネスコ青年部）Facebook
　　→　大分県のユネスコ活動に関する情報を
　　　　タイムリーに提供していきます。
※入会や活動についてのご質問は、お気軽に連盟事務局（大分県
　教育庁文化課内：097-506-5494）までお問い合わせください。

大分県ユネスコ協会連盟会員募集のご案内

タンス遺産３兄弟タンス遺産３兄弟
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