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活動の原点を大切に
石狩ユネスコ協会会長

村中

誠治

今年度は、新型コロナウイルス禍の中で石狩ユネスコの活動もかなり限定されました。なんとか実施できた
のは、平和の鐘を鳴らそう、平和の灯りへの参加、一部ユネスコスクール校との交流で、東日本大震災教育支
援は会費と寄付でクリア、寺子屋書きそんじハガキは集まったものだけで済ませました。この中では、ユネス
コスクールである石狩中学校からの要望を受けて寄贈した「アンネのバラ」の苗を生徒たちが見事に咲かせて
くれたことが嬉しいことでした。生振小学校に続き、二校目となりました。
石狩ユネスコ協会が昭和５６年に三好会長のもと設立され、４０年を迎えようとしております。この間、関
係各位のご支援、ご協力を得ながら多くの活動に取り組み、大きな成果を上げることができました。しかし、
次年度の大きな節目にさいしても、特別なイベントは予定しておりません。現在の社会状況を考慮したためだ
けでなく、会員の高齢化や減少を考慮し、通常の活動の中で静かに祝いたいと思っています。とにかく、活動
の在り方を見直すことが必要です。活動の原点を大切に、石狩ユネスコの活動を市民に理解してもらうことと、
入会への働きかけを進めていきたいと思います。

平和の鐘を鳴らそう
石狩市内の各お寺で終戦記念日の８
月１５日に参加した市民が、平和の願
いを込めて鐘をつきます。ユネスコ活
動の一つですが、現在は各寺で主体的
に取り組んでくれています。市民の皆
様、是非ご参加を・・・
「世界が平和になりますよう」
「日本の平和が続きますよう」
文・カット

村中誠治

協力いただいている寺院
了恵寺・永泉寺・龍徳寺・能量寺
立江寺・正眼寺・常照寺・大心寺
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ユネスコスクール４校活動中 !!
石狩中学校

教頭

久保田

豊

平成３０年度に認定され、翌年度から本格的な活動が始まりました。
しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、活動を制限した
なかで実施を進めてきました。
「持続可能な社会づくりに関わる課題を見出し、それらを解決するために
必要な能力や態度を身に付けることを通して、持続可能な社会の形成者と
してふさわしい資質や価値観を養う」ことを本校のねらいとしています。
全校での共通テーマを「環境」とし、１年生は「地域の自然環境と産業」
、
２年生は「循環型社会と省エネ」
、３年生は「共生社会と防災」として活動
を進めてきました。１年生では、石狩海岸の環境問題や石狩湾新港企業の環境対策を学習しました。２年生で
は、札幌市の環境に対する取組を調査し石狩市と比較し学びを深めました。３年生では、函館市の施設を訪問
し、防災、観光、省エネ、環境の観点で学びを深めました。各学年の取組は、文化祭の場で発表を行い、情報
を共有することができました。前述のとおり今年度は、活動が制限される中
での取組となりましたが、生徒一人ひとりは、持続可能な社会の一員として
の意識が深まりました。
また今年度は、石狩ユネスコ協会さんから「アンネのバラ」をいただきま
した。２年生の道徳の授業で「アンネのバラ」を取り扱うなど、
「国際理解」
「平和」
「人権」についての考えを深め、大事に育てています。この場をお借
りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

花川中学校

主幹教諭

小川

琢治

本校では２０１８年度にユネスコスクールに認定され、それ以降「人権・環境・国際理解」を活動の中心に
置いています。生徒一人一人が自分自身のＥＳＤの活動に新たな意義や価値を見出し、行動していけるよう特
に生徒会活動を意識して取組を行っています。
①いじめについて考える活動
全校生徒でいじめ意識調査を行い、いじめにつながる行動やいじめを傍観することの問題について話し
合い、いじめ撲滅スローガンを採択するなどをしています。
②命について考える学習
ＪＩＣＡより講師を招き、世界中の人々の生活や世界から見た日本、そしてこれからの世界規模で考え
ていかなければならない問題などについて学習を深めています。
③書き損じハガキの回収活動
「ユネスコ・世界寺子屋運動」に参加することですべての人が公平に教育機会を得られることの大切さ
や自立した持続可能な社会づくりについて考えを深めています。

いじめ撲滅集会（オンライン）

いのちの学習（１年生）

書き損じハガキの回収
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生振小学校

(3)

教頭

田中

豊人

「地域に根ざした体験活動を基にしたＥＳＤ」を活動テーマとして、児童の人格の発達や自律心、判断力、
責任感などの人間性を育むとともに、他者との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関
わり」「つながり」を尊重できる児童の育成を目標とし、以下の学習に取り組みました。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症により、安全対策を充分に考えながら、できる活動を工夫して取り組みました。
①学校田に係わる活動
地域の方々や保護者の多くの協力を得て、
「田植え」
「稲刈り」など、もち米を育てる活動をしました。餅
つきはできませんでしたが、米作りを学ぶ活動（３年）や学校田の水生生物や昆虫などの生き物調べを行う
活動（２年）も行っています。
（＊もち米は児童が家族へのメッセージを書いた紙袋に３合入れて持ち帰り
ました）
②世界寺子屋運動に係わる活動
「ユネスコファーム活動」と題して、地域の方々の協力を得ながら、学校に畑を作り、そこで育てた野菜
を保護者に向けて販売しました。得た収益（２７，１００円）をユネスコに寄付し、世界寺子屋運動に役立
てていただいています。また、６年生が中心になり、書き損じはがきの寄付を募る活動をしました。
③学年ごとにテーマを決めた総合的な学習に係わる学習
各学年において地域、福祉、環境、エネルギー、国際理解、平和学習等に取り組んでいます。例年２月に
は全校でのＥＳＤ発表会を行っていますが、今年は感染症対策により、発表を動画に撮り視聴し合いました。

双葉小学校

教諭

松尾

純子

本校では、毎年２月に「ユネスコスクール集会」を開催しています。各学年の取組を交流して、ユネスコス
クールの一員である意識を高めることが、この集会のねらいです。例年であれば、この集会の中で児童から回
収した書き損じはがきを、石狩ユネスコ協会の村中会長にお渡しする贈呈式と、３年～６年による総合学習の
発表を行います。しかし、新型コロナ感染予防対策として集会は中止になりました。書き損じはがきの贈呈式
は行うことはできませんでしたが、児童会環境委員会の呼びかけにより、全校で１５１枚のはがきを集めるこ
とができました。また、総合学習の発表は、学年ごとに行いました。今年度も各学年で命や健康、異文化交流、
環境問題、国際理解などをテーマに、調べ学習や体験学習を進めてきました。それぞれの学年のテーマが、す
べて２０３０年までの国際目標として掲げられているＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と関連があることも発
表の中で触れられました。子どもたちが、さらに自分たちの地域や国内、世界へと広い視野をもち、様々な問
題に気付き、「自分たちにできること」を考えていけるよう今後も取組を進めていきます。
各学年の発表

【総合学習での各学年でのテーマ】
３年生：「大切な命・健康と食」
４年生：「北海道を知ろう」
「雪プロジェクト」
５年生：「石狩の環境問題」
６年生：「違いの違い」
～世界の子どもたちの現状や問題
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ユネスコ憲章前文より
戦争は人の心の中で
生まれるものであるから
人の心の中に平和のとりでを
築かなければならない

石狩ユネスコ協会の主な活動
◦書きそんじハガキ回収（世界寺子屋運動）
書きそんじハガキ
プリペイドカード

のタンス遺産３兄弟

未使用切手
◦平和の鐘を鳴らそう（世界の平和を願う）市内の寺院で鐘をつく
◦ユネスコスクール校支援（ユネスコスクール校活動に参加）
◦おしゃべランド（石狩市教育委員会との共催）
◦募金活動（世界寺子屋募金・東日本大震災子ども支援）
東日本大震災子ども支援募金を受けた奨学生からの感謝のメッセージ

皆様の温かさに何度も助けられました。根強く真っすぐに育つことができたのも皆様のおか
げです。自分の花を咲かすことができるようにこれからも頑張ります。

ユネスコ活動とS D G s
ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）＝持続可能な開発目標
貧困や飢餓、教育、ジェンダー、保健、環境、防災、エネルギー、経済、気候変動などの、世界が掲げる課
題に対して、先進国、途上国が共に協力しながら２０３０年までに達成すべき具体的な世界を変える１７項目
の目標と１６９のターゲットが掲げられています。日本ユネスコ協会連盟もＳＤＧｓの担い手として目標４を
重点ゴールに据え、
「教育を通じたＥＳＤの推進＝平和な世界への貢献」を目指して活動して
います。
目標４

◦質の高い教育をみんなに
◦すべての人へ公平で質の高い教育と生涯学習の機会を提供
（２０１９年度活動リポートより）

知っていますか？ユネスコとユニセフのちがい
ユネスコ UNESCO
◦目的
教育と科学、文化面での国際協力
◦事業

ユニセフ UNICEF
◦目的
開発途上国の児童を援助する
◦事業

識字の普及、教師の育成や学校建設、遺跡や芸術

保健衛生や教育面で子どもたちのために援助活

作品、伝統文化の保存（ユネスコ世界遺産）

動、栄養改善、保健要員や教師の育成

他

他
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“おしゃべランド”へようこそ☆彡 in 石狩
市内小学校１年生を対象とした情操教育プログラム「おしゃべランド」は、新型コロナウイルスによる自粛
のため、今年度は中止となりました。市教委と石狩ユネスコ協会との共催で、プロの劇団員が絵本を朗読し、
ピアニストの演奏が一層効果を盛り上げています。出演の３名がおしゃべランドをふり返っての対談です。
出演

劇団「たんず」

谷崎尚之（朗読）

明前牧子（朗読）

演目

絵本 『あらしのよるに』
・
『おならうた』
・
『おおきなかぶ』

山下

牧（ピアノ演奏）

明前

バルトークの曲、本当にお話にピッタリ。

山下

いつもみんな真剣に聴いてくれて、嬉しいで
す。

谷崎

ワークショップでは、すっぱい顔、あまい顔
表現してもらうけど、特に「あまーい」と声
を出すとき、みんなすっごく可愛い顔になる
んだよなぁ。

明前 『おならうた』でのいろいろなおならの音、

ワクワク

１年生たちのリアクションが面白くて、私達

熱気でいっぱい

谷崎

１１年前からスタートした「おしゃべランド」

明前

毎年、ピカピカの１年生に会えるのが楽しみ

もつられて笑っちゃいます。

いもくって

ぶ

で、ワクワクするよね。
山下

プログラムは１１年変わらずにきたね。

谷崎

ずっと同じ演目なんだけど、毎回新しい発見
があるし、勉強になるんだよな。

明前

谷崎

回盛り上がる！
山下

うんうん、毎回、本番前のリハーサルから真
剣勝負だよね。油断禁物。

山下 『あらしのよるに』は絵本を見てもらわずに、
朗読と音楽だけで構成しています。

最後にみんなで「おおきなかぶを抜くのは毎
ほんと、アートウォームが熱気で
いっぱいになるよね。

明前

なんか会場全体が一つになれた気
がして、いつも感激しちゃいます。

谷崎・明前・山下 「おしゃべランド」では毎回１
年生のパワーに触れて、私達も元気になりま
す。今後も学校生活がますます楽しくなるよ
うに、応援していきたいです！

・・・逆さ絵で・・・
石狩ユネスコ協会は“ものの見方はひとつ
じゃない”
、視点を変えて考える事の大切さを、
「くるりんぱ」のお話と映像で子どもたちに伝
谷崎

日本の作者の絵本、ハンガリーの作曲家の曲、
効果音としてインドネシアの楽器。この組み
合わせ、以外にマッチしたよね。

山下

生の声と演奏ならではの空気感を感じ取って
ほしくて、頑張って選曲しました！

えています。
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祝 石狩市教育委員会教育功労章
石狩ユネスコ協会村中誠治会長受章

平成１９年より会長として世界寺子屋運動、わたしの
町のたからもの絵画展、ユネスコスクールへの支援、情
操教育の実施等、多年にわたり青少年の健全育成に尽力
し、文化の振興発展に貢献したことによる受章です。
（写真：令和３年１月２６日市議会議場にて受章者代表
で謝辞を述べる村中会長）

年男の１年

小生はネズミ年生まれ

る。ある日、コンポストの周りの土に穴が開いてい

で、この１年間ネズミに

るのを発見。蓋を開けると中に３０ｃｍぐらいのネ

まつわる事件が相次ぎ不

ズミを見つけ飛び上がって驚いた。草取り鎌を打ち

思議に思ったので、その２，
３を書いてみた。

付けるも、ネズミも飛び上がって夏草の中に遁走し

当院の狭い待合室には、開院以来患者さんの目の

てしまった。強力殺鼠剤を購入しネズミに喰わせた

保養と癒しに少しでも役立てばと、金魚と熱帯魚の

が、ネズミは土に穴を掘ってコンポストの中に入り

水槽を置いている。小さな熱帯魚の水槽には主にグ

込んだ。今度は昔からある金網のネズミ捕りを設置、

ッピーを飼っていたが、今年はネズミ年にちなんで

ドブネズミ１匹、クマネズミ２匹、ハツカネズミ１

ミッキーマウスプラティといって、お尻がネズミに

匹を捕獲、駆除した。

似た熱帯魚のオス５匹を買い求めてきた。半年くら

数年前、わが家の家系図を作成したことがある。

い経ち、赤ちゃんが１０匹くらい生まれていること

その時遊び心で「干支」も調べたところ、娘婿の家

に気づき産室を買ってきて隔離して育てた。その後

庭には９６歳のネズミ年生まれの父と、今年還暦の

ミッキーマウスプラ

婿、その長男で２４歳の医学生と、三代に渡りネズ

ティはネズミ算式に

ミ年生まれがいることが判明した。

増え、どうやらメス

さて、昨年の年末、小生にとっては「青天の霹靂」

が１匹混じっていた

ともいえる出来事が起きた。
「Ｅ型肝炎ウイルスに

ようで、今は数十匹

よる急性肝不全」に罹患したのである。医学の進歩

に増え、大・中・小・

と病院の先生方の適切な治療により、お陰様で命を

赤ちゃんと水槽の中

とりとめ、今は快方に向かっている。心から感謝し

は三密状態が続いている。

ている。

次に猫の額ほどの我が家の中庭には、大切にして

年男の小生にとって、昨年は良い年だったのか、

いる「一位」の木がある。その木の下の枝が枯れて

悪い年であったのか良く分からない。今年のウシ年

きた。今夏は暑い日が続き、暑さのためかと思って

には新型コロナウイルスが早く終息して通常の日常

いたが、どうやら木の根をかじる動物がいるらしい。

生活が戻り、そして良い年になるように心から祈っ

生き物の気配が感じられた。中庭には生ごみ用に手

ている。

作りのコンポストがおいてあり、畑の肥料にしてい

副会長

鎌田

覺
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ユネスコに入会しました
ユネスコを知ったきっかけは、私が中学生の時
社会科の時間にユネスコの正式日本語、英語名を
必死に暗記し、写真で見た出来立ての（？）国連
ビルの建築美に感銘したことでした。建築へのあ
こがれもそこからだったと思います。私のユネス
コとの現実的な接点は、妻が石狩ユネスコ協会の
事務局長だったことです。我が家での例会・集会
では、皆さんよく頑張っているなぁと、子供達と
感心しておりました。草の根の根性で所構わず種
を播きに行き、芽を出させ、花を咲かせ、実を結ぶ、
そして新しい種を収穫し、北の大地の片隅で全国
に模範となる民間ユネスコ活動を作り上げたこと
に、心底感動しました。常日頃から心より嬉しく
思っておりました。
私は今建築業の傍ら、２０数年石狩地区保護司
会の会員として、不幸にも犯罪に手を染めてしま
った方の社会復帰を手助けしています。世の中は
全体として犯罪が減少傾向となり、刑務所、少年
院などの収容者も少なくなっているようです。石
狩地区でも同じく保護観察対象者が本当に少なく
なりました。保護司は７５歳の定年制で、間もな
く辞任します。生業は息子に完全譲渡しますので、
夫婦で「巣ごもり」生活になってしまう恐れがあ
ります。
私は漠然と１００歳まで生きる気がしています。
祖父が８２歳、父は９０歳、母は１０４歳まで生
きました。医学の発達とリハビリで、三人の平均
値の１０％増しの寿命と確信しています。庭いじ
りだけで人生を終わらせたくありません。そこで、
定年制が無く死ぬまでできる活動はないかと妻に
相談したところ、「ユネスコ活動はどうなの、村中
会長にご相談したら」と優しい一言がありました。
私共夫婦には４人の子供と１７人の孫がいます
が、孫たちの学校生活を見聞きしておりますと、
教育のあり方に疑問を持つことが多々あります。
しかし、批判よりも少しでも作り上げることに参
加したい、そして、私と妻の心と体のリハビリの
ためにもと思い入会しました。皆様の足を引っ張
らないよう頑張ります。

漆

公彦
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ご支援ありがとうございました
追悼

荒木重雄氏

石狩ユネスコ協会が取り組
んできた「わたしの町のたか
らもの絵画展」を長年支援し
てくれました荒木重雄氏が、
令和２年７月１日肝臓癌のためご逝去されました。
彼は札幌一条中学校時代私と同級生でした。父
親を亡くし、母子家庭で育ちました。頭が良く人
気もあってクラスの級長を務め、また、当時は珍
しいスキーのジャンプ少年でした。北高、札幌医
大に進み産科の医師になり、研究を続け学会で功
績を認められたようです。得意の英語力を生かし、
世界の最先端医療を紹介し、指導もしていました。
私が幹事をしてクラス会を実施していました
が、毎回茨城県から駆けつけて、恩師や旧友との
交流を楽しんでおりました。その中で、私が石狩
ユネスコで活動しているのを知って、
「体は忙し
いから協力できないが、金銭面なら」と協力を申
し出てくれたのです。一昨年の夏に会った時も元
気で、
「来年もまた会おう」と別れたばかりでした。
しかし、昨年の４月、
「お世話になりました。み
なさんによろしく」とのメールが届き、驚いて電
話すると「肝臓癌で手術した」とのこと。何度か
激励の電話をしましたが、術後わずか４か月、帰
らぬ人となったのです。コロナ禍のこの時節、お
見舞いも葬儀参列もかなわず・・・。石狩ユネス
コ協会の会長として、親友として、心から感謝し、
ご冥福を祈るばかりです。

村中

誠治

国際医療技術研究所
所長（荒木重雄氏）賞
として、優秀作品をた
たえました。
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ISHIKARI UNESCO

夢と希望をありがとう・
・
・募金報告

● 2020 年度主な活動 ●
４月

・イオンの黄色いレシート、ギフトカード受け取る

５月

・２０２０年度総会（書面会議）

・２０１９年度石狩市補助金報告書提出

募金内訳（2020 年４月～ 2021 年３月）
（敬称略）

・２０２０年度道ユ総会（書面会議）

・東日本大震災子ども支援募金
・世界寺子屋運動募金

・２０２０年度石狩市補助金申請書提出
６月

・日ユへ現況報告提出
・おしゃべランドくるりんぱ

２０２１年４月３０日

新型ウイルス感染防止のため中止

～内訳～

・石狩中学校へアンネのバラ贈呈
８月

・平和の灯り

６日、９日、１５日

９月

・フリーマーケット

・平和の鐘を鳴らそう

１４日（能量寺）、１５日（了恵寺、永泉寺）
中止

20,000 円
104,310 円

募金箱（３カ所）
書きそんじハガキ（1,223 枚）
未使用切手（151 枚）
テレホンカード（2 枚）

10,463 円
61,073 円
4,174 円
1,500 円

生振小学校ユネスコファーム

27,100 円

・募金箱回収（２０２１年２月も）
11月 ・「第５３回北海道ユネスコ大会ｉｎ小樽」中止、２０２１年度へ延期
・市内校長会議へ書きそんじハガキキャンペーン活動中止の連絡
・第９回科学の祭典

動画開催

12月 ・第８回北海道ＥＳＤユネスコスクール研修会オンライン開催
１月

・書きそんじハガキ回収

２月

・双葉小学校ユネスコスクール集会

市民の皆様からの支援・協力（敬称略）
書きそんじハガキ・未使用の切手・テレホンカード・リングプル・ペットボトルキャップ

石狩市公民館・石狩湾漁業協同組合浜益支所・はまます保育
園・花川マリア幼稚園・花川中学校・生振小学校・悦田久子・
中島真理子・西川金美・喫茶＆パブ結・八幡郵便局

・村中会長、石狩市教育委員会教育功労章受章
中止

・多文化共生オンラインセミナー（２日間）参加
・２０２０年度ユネスコ活動報告書作成
３月

寺子屋募金箱を設置しています

道ユへ報告

・生振小学校ユネスコファーム収益金と書きそんじハガキ受け渡し式
・寺子屋募金と生振小ユネスコファーム収益金を道ユに届ける
・書きそんじハガキの集計と、ハガキを切手に交換し日ユに送る
・石狩ユネスコ会報紙第３０号発行
・会計監査
総会（１）・例会／毎週第３木曜日公民館（９）・編集会議（１０）

平和の灯り運動
石狩市庁舎の前庭に立派な「ガス灯」があります。これ
は２００７年市民でつくる実行委員会が寄付を募って設置
したものです。

鎌田内科クリニック・花川南一条郵便局・惣菜の店 “ ほ ”

石狩ユネスコ活動への寄付（敬称略）
イオン緑苑台店黄色いレシート支援金
村中誠治

12,900 円
10,000 円

書きそんじハガキキャンペーン全国成果報告
（2019 年度事業）

・集まったハガキ
・完成した寺子屋

石狩市は核廃絶を願って平成６

906,767 枚（4,262 万円の募金相当）
3軒
アフガニスタン、カンボジア、ネパール
6,199 人

年に「平和都市宣言」をしました。

・学んだ人

それで、平和の灯り推進委員会が

1989 年に開始した世界寺子屋運動は、2019 年で 30 周年
を迎えました。これまでに約 134 万人が寺子屋で学ぶことが
できました。しかし、世界には未だ学校に行けない子ども約
1 億 2,100 万人、読み書きできない大人（15 歳以上）は 7 億
7,300 万人もいます。今年度は新型コロナ感染者急増により、
石狩ユネスコ協会の活動は中止とし、集まったものだけを日
ユに送りました。コロナ禍が収束しましたら活動を再開しま
すので、皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いします。

（石川 綾子）

中心となり、８月６日と９日の原
爆が落とされた時間に集まった市
民と共に「ガス灯」に点火し、被
爆され亡くなった犠牲者に哀悼の
意を表し、平和の誓いを新たにしています。市民の皆様参
加してみませんか。８月６日は午前８時、９日は午前１１
時、
終戦記念日の１５日は１２時までに市庁舎前庭へ。（平
和の灯り推進委員会実行委員長

村中誠治

文・カット）

◎編集後記◎

ユネスコは書きそんじハガキによる寺子屋運動を行い、世界中の人が文字を読めることを願い継続しております。▼日本の社会で文字を
理解できないと言うことは、どの様なことに陥るかコロナ渦の中で見せつけられました。▼留学生の相談を受け住居確保給付金・年金や
国保の免除申請・休業給付金や緊急小口資金の申請を手伝いました。皆の通帳残高が数百円とかを見ると、
「本当によく生きていたね」
と思います。▼いろんな相談に対応して感じることは、様々なセーフティネットが有りますが、それらを知らない人や手続きが煩雑であ
ること、ましてや専門用語の漢字だらけの文章は本当に外国人にはわかりにくいものでした。▼「…相互の関心の精神を持って」とはユ
ネスコ憲章の中にある言葉です。

《入会案内》

いつでも入会できます。
問い合わせ 0133・72・3505（大橋方）

（徳能

恵子）

編集スタッフ：秋田奈留子・石川綾子・大橋修作・佐藤秀子・佐藤政子・荘司芳江・
徳能恵子・林和子・村中誠治

