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ユネスコ憲章 −前文より抜粋−
「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。」
UNESCO ＝ United Nations Educational, Scientific and Culutural Organization＝国際連合教育科学文化機関
西宮ユネスコ協会 事務局長

ユネスコとは？
ユネスコはパリに本部を持つ国連の専門機関の一つ
です。日本では文部科学省が政府の窓口となっています。
ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）は、２，
６００万
人もの人が死んだ第二次世界大戦の反省から、このよ
うな戦争を二度と繰り返してはいけないとの人々の願
いが集まって作られたものです。
ユネスコは、教育・科学・文化を通じて世界中の人々
がお互いの無知や偏見をなくし、国や民族を超えて互
いに協力し合い共に生きる平和な社会を作っていくこ
とを目的とし、１９４６年（昭和２１年）に設立されました。
現在約１９０カ国加盟しており、日本は１９５１年（昭和
２６年）に加盟しました。上記の目的を達成するために、
次に掲げるような活動を進めています。
（１）人々が互いを知り、理解することを促進する国
際的な交流活動等を通じて、お互いの風習や文
化を学び合い、相互理解を深めていく活動
（２）教育の普及発展に向けて世界各国と協力するこ
と。具体例としては世界の非識字者が教育の機
会を得られるよう、識字教育に対する援助を行
う活動
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（３）世界の文化遺産の保存、即ち世界遺産条約の趣
旨に添って地球上の貴重な自然環境や文化財な
どを人類共通の遺産としてまもっていく活動

民間ユネスコ協会とは？
日本は１９５１年（昭和２６年）にユネスコに加盟しまし
たが、この加盟に先立って「ユネスコ憲章」の精神に
共鳴した人々によって１９４７年（昭和２２年）仙台の地に
民間ユネスコ協力会が発足、同団体は世界初の民間ユ
ネスコ団体となりました。続いて京都・奈良・神戸で
も協力会が発足しました。同年１１月には日比谷公会
堂で第１回日本ユネスコ運動全国大会が開催され、翌
１９４８年５月には日本ユネスコ協力会連盟が結成され、
そして１９５１年８月に日本ユネスコ協力会連盟を社団
法人日本ユネスコ協会連盟に改組しました。
現在、全国に約３００の協会があり、先に述べた日本
ユネスコ協会連盟の活動に連携すると共に各ユネスコ
協会同士でも緊密な連絡をとりながらも個々・独自の
活動も併せて行っている民間のボランティア団体です。
従って国連の専門機関であるユネスコそのものとは別
の組織なのです。

ユネスコ会員綱領（ＵＮＥＳＣＡＮ ＰＬＥＤＧＥ）
世界の平和と人類の幸福を永遠なものにすることは、
ユネスコの理想である。これは人間の知的・道義的連
帯の上にのみ築かれるものである。われわれは、この
理想を実現するためにユネスコ会員綱領を定め、日常
の規範として、これを守ることを誓う。
一、心の中に平和の守りを固めよう
戦争は人の心の中で始まるものであるから、争い
を力で解決しようとする考えを捨て、すべての人
が心の中に平和を守ろうとする決意を持たねばな
らない。
一、すべての人間の尊厳を重んじよう
人間の尊厳と平等を重んじ、相互に尊重しあうと

いう民主主義の原則にたって、自由と人権を尊重
する習慣を日常生活において守り育てることがた
いせつである。
一、教育・科学・文化の発展に努めよう
教育・科学・文化は、人々のしあわせと豊かな生
活をささえるものであるから、その向上と普及に
努めなければならない。
一、 民族間の疑惑と不信をのぞこう
争いをなくし、真の平和を永続させるためには、
互いの生活と風俗、習慣を知りあい、民族間の疑
念と不信を除くことが必要である。
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一、 世界を友愛と信頼のきずなで結ぼう
世界の繁栄と人類の福祉を増進するために
は,互いに友愛と信頼のきずなで結ばれ、
人類は皆兄弟という心構えで助け合い、共
存共栄の道を進むべきである。

ユネスコファミリー

ユネスコ
（パリ本部）

日本ユネスコ協会連盟は、ユネス
コや日本ユネスコ国内委員会と協
力して活動しています。
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寺子屋運動ってどんな活動？

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史の英知によっ
て生み出され、過去から引き継がれてきた人類共通の
宝物です。
§§世界遺産の種類§§
＊有形遺産
（１）文化遺産（約６６０件）
顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、
遺跡、文化的景観など
（２）自然遺産（約１６６件）
顕著な普遍的価値を有する地質、生態系、景
観、絶滅の恐れのある動植物の生息、これら
の生息地などを含む地域等
（３）複合遺産（約２５件）
文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備え
ている遺産
＊無形遺産
民族文化財・口承伝統などと呼ばれてきた無形の文
化を保護し、未来へ承継していくことを目的とする
もの。日本からは「能楽」、「人形浄瑠璃（文
楽）」、「歌舞伎」が登録されています。

各ユネスコ協会の具体的活動
−地域・若い世代との交流−
全国にある約３００のユネスコ協会は、各地域との交
流を深めながら平和のための活動を行っています。
小中高生、青年層などの若い世代との交流も盛んで、
地域イベント等の開催を始め世界寺子屋運動の支援
先を訪れる「スタディツアー」などの国際理解・交
流事業までの幅広い活動を展開しています。

西宮ユネスコ協会の活動
西宮ユネスコ協会は１９６２年７月２６日に設立され、
現在会員数は１３２名です。以下本会の活動内容を御紹
介いたします。

世界中のすべての人が読み書き、計算などを学べる
ように、教育の機会を提供する運動です。世界には、
働かなければならなかったり、学校が近くになかった
りして学校に行けない子どもが７，
７００万人もいます。
また学校に行けずに大人になり、文字の読み書きが
できない人（非識字者）が７億８，
１００万人もいます。
世界寺子屋運動は、このような子ども達や大人に「学
びの場＝寺子屋」で読み書きや計算を学べるように教
育の機会を提供するものです。
この運動を支援する方法として「書き損じハガキの
回収運動」、「募金」などを行っています。
書き損じハガキを切手に換え、日本ユネスコ協会連
盟に託し、同連盟ではそれをもとに運動資金に充当し
ています。
１枚の書き損じハガキが…
・ネパールでは エンピツ７本に
・アフガニスタンでは ノート１冊とボールペン２本に
・インドでは 給食４回分に

●若い世代のユネスコ活動例
★ 小中学生の活動
・三菱アジア子どもの絵日記フェスタ
・ユネスコ子どもキャンプ
・「わたしの町のたからもの」絵画展
★高校生以上の活動
・全国高校ユネスコ研究大会
・ユースラボラトリー
・スタディツアー
・ユネスコユースセミナー などの活動が揚げられます。

7国際理解講座
国際理解を深めるための講演会を毎年西宮市国際交
流協会と西宮ユネスコ協会と連携して開催しています。
7研修見学会
文化財や史跡などの見学をし、日本文化と歴史を学
習すると共に会員相互間の親睦をはかっています。
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7ユネスコ世界児童画展
市内の児童や世界各国の児童の描いた絵を一同に展
示し、またこの絵を交換して国際交流の輪を広げて
います。例年３月に開催。

7チャリティバザー
コーアクション事業（発展途上国の開発に先進国の
人々が自ら関わりを持ち、互いに協力し合う）を支
援する為バザーを開催しています。
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7古典芸能に親しむ会
２００３年世界無形文化遺産に認定された「文楽」の
鑑賞会を長年にわたって行っています。
7坂田記念セミナー
初代会長坂田君子氏の業績を記念して設けられたセ
ミナーで、芸術鑑賞その他学習会などを開催してい
ます。
7懇親パーティ
音楽、ダンス、食事を一緒に楽しみながら会員相互
の親睦を図ります。また参加費の一部はユネスコ世
界寺子屋運動に役立てています。

7会報の発行
当協会の活動報告を中心に会員相互のコミュニケー
ションを図る目的で年２回発行しています。
7書き損じハガキの回収
7他協会との交流
阪神間ユネスコ協会連絡会の合同事業、近畿ブロッ
クユネスコ活動研究会、日本ユネスコ運動全国大会
等に参加しています。

西宮ユネスコ協会
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西宮ユネスコ協会は会員を募集しています。18歳以上
ならどなたでも入会できます。入会金は1,000円、年
会費は普通会員5,000円、青年会員（40歳未満）
3,500円です。
問合せ：西宮ユネスコ協会
（西宮市教育委員会人権教育推進グループ内
TEL 0798-35-3892）

︶

ユネスコとユニセフの活動分野の違い

【（社）日本ユネスコ協会連盟「ユネスコ３０の質問」より】

ユネスコとユニセフは設立の経緯の違い、組織上の違いなど色々な事項での相違・特色がありますが、活
動分野での違いを述べますと次のとおりです。
ユネスコは国家という枠組みだけでなく、人びとの連帯の上に教育、科学、文化、コミュニケーションと
いった広範囲にわたる各分野を通した国際平和と人類の福祉の促進を目的とした活動を行っています。
ユニセフは世界各地の子どもを対象として、保健衛生、教育、福祉などの向上を目指した支援を実施して
います。財団法人日本ユニセフ協会はこれらの支援を実施するための資金を日本国内で募り本部に送金する
こと、またその活動を広報することを主な活動としています。
このように、ユネスコとユニセフはそれぞれ別の国連の組織ですが、ともに国連を中心とした世界の平和
と子どもたちの福祉や教育の向上のために協力しあって活動しています。

情報

4ページ下にも情報がございます。
西宮市大谷記念美術館
問合せ：〒662-0952 西宮市中浜町4-38
TEL 0798-33-0164
URL http://www9.ocn.ne.jp/˜otanimus/
開館時間：１０
：
００〜１７
：
００
（入館は１６
：
３０まで）
休館日：水曜日（※ただし１月２日（水）は開館）

★近代絵画の美
・日本画：上村松園、川合玉堂、北野恒富、橋本関雪
横山大観 他
・油彩画：梅原龍三郎、岡鹿之助、小出樽重、児島善三郎
安井曽太郎 他
会 期：２００８年１月２日（水）〜２月１１日（月・祝）
入館料：一般５００
（４００）円 高大生３００
（２００）円
小中生２００
（１００）円
（ ）は２０名以上の団体料金 いずれも税込
※ココロンカード・のびのびパスポート提示の小中生及
び市内在住の６５歳以上の方は無料
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ご応募ありがとうございました

平成１９年７月１７日から９月１４日まで募集しました「家族の絆 フォトコンテスト」の審査を、１０月２日に行い
ました。受賞された作品から『特選』と『入選』をご紹介します。微笑ましい写真から、「家族の絆」について
考える機会になればうれしく思います。また、受賞作品につきましては、西宮市ホームページでも紹介いたします。
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応募者８３名、１５０点
『特選』１点
『入選』４点

『佳作』１０点

入選「３段かめさん」
入選「パパだよ」

特選「パパの背中に」

応募者８名、８点
『特選』なし
『入選』２点

入選「あ、ママ ここにいたの」

入選「パパは大楠」
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情報
兵庫栄養調理製菓専門学校
問合せ：〒662-0833 西宮市北昭和町9-32
TEL 0798-66-1981
FAX 0798-64-3924
URL http://www.hyoei.ac.jp/

アサヒビール西宮工場
問合せ：〒663-8241 西宮市津門大塚町11-52
TEL 0798-36-9595
★ビール工場で、ハッピークリスマス！
！
工場見学に楽しいクリスマスの雰囲気を満喫できるよう企
画されたイベントです。冬休みの想い出に……
開 催：１１月２２日（木）〜１２月２５日（火）までの毎日
ただし１２／５
（水）午後・
１６
（日）
・
１７
（月）
は休館
会 場：アサヒビール西宮工場ゲストハウス等
所要時間：約９０分
対 象：１組２名以上のグループ（※未成年者のみの参
加不可、成人同伴要）毎
参加費：無料
参 加：前記電話に要予約

★「食と健康セミナー」−兵庫栄養調理製菓専門学校公開
講座（2月・3月開催分）−
日程及びテーマ：
①２月１５日（金）「高血圧について」
②３月７日（金）「おそろしい超悪玉コレステロール」
③３月２８日（金）「コレステロール あなたの検査値を誤
解していませんか！」
講師：いずれも元栄養士科教授 管理栄養士 佐々木 勉
時間：いずれも１０
：
００〜１１
：
３０
会場：いずれも兵庫栄養調理製菓専門学校講義室
定員：各回５０名（先着順）
受講料：無料
申込方法等：兵庫栄養調理製菓専門学校 公開講座事務局
までお問合せください。
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