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大泉町役場を朝七時三十分に

しいランチをいただきながら

心になってクイズや英会話の

ター︶に向いました︒ここで

空研究開発機構筑波宇宙セン

昼食後はＪＡＸＡ︵宇宙航

交流を深めました︒

練習などを行い盛り上げてく

は各中学校ごとの班に分かれ

施に先立ち︑事前の研修会を

この国際理解バス研修の実

た施設見学ではＪＩＣＡが進

についてなど学びました︒ま

状や私たちができる国際協力

の先生より︑開発途上国の現

その一端をご紹介します︒

です︒

さんのことを学んできたよう

体験を通して生徒たちはたく

今回の国際理解バス研修の

て︑ロケットや宇宙ステーシ

七月二十四日に行いました︒

める農業支援についても具体

●﹁開発途上国の研修員さん

ＪＩＣＡ︵国際協力機構筑

今年は青年海外協力隊の短

的に学びました︒お昼には︑

との交流を通して︑言葉の壁

ョンの展示などの自由見学を

期ボランティアとして︑アフ

開発途上の国々から来ている

を超えて︑心のつながりが大

波国際センター︶では︑生徒

リカのウガンダ共和国でご活

研修員の皆さんと一緒におい

行いました︒

躍された横塚千登勢先生にご

は六つの班に分かれて︑講師

れました︒

行きの車中では参加生徒が中

筑波に向けて出発しました︒

国際理解バス研修の当日は

講演をいただきました︒

今回で二十回目を迎える国際理解バス研修に︑今年も八月
八日に行ってきました︒
今年は町内の三つの中学校の二年生︑各十名ずつ︑計三十
名の生徒の皆さんの参加をいただき実施しました︒

&

切であると感じました﹂

●﹁日本の食物自給率の低さ

を学び︑食べ物を粗末にしな

い︑物を大事に扱うことの大

﹂では日本の宇

切さを学びました﹂

●﹁

し︑報告と致します︒

で生きるであろうことを確信

今後の生徒たちに何らかの形

この国際理解バス研修が︑

ことができました﹂等々︒

宙開発技術の最先端を感じる
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偉人が﹁塩沢宿﹂をよく利用

それは西郷隆盛を始め多くの

ある店舗に入ってビックリ︑

町並みを散策中に街道沿いに

美味しく︑多くの方がご飯の

南魚沼産のお米コシヒカリは

次は昼食場所に移動︒地元

皆さん納得した様子でした︒

う一つは︑頭と足を鍛えろ︒

世界遺産登録が確実視された

研修視察旅行は︑群馬県初の

今年で十回目を迎える会員

しさの中︑朝は元気な参加者

今年は初秋の足音を感じる涼

厳しい猛暑が続く時期ですが︑

九月十日︵水︶当日は例年

買い求めすぎて両手に大きな

であり︑新鮮で安価な品物を

で野菜類が高騰している最中

買物タイム︒最近の天候不順

戻り沼田市の川場プラザにて

会員研修視察旅行

していたという証になる書物

お替りをしていました︒

富岡製糸場と絹産業遺産群の
三十五名はバスに乗り込み︑い

買物袋を引っ下げて︑その姿

試食も早々に︑一目散に大き

平成 年度

などが家の中に普通に立て掛

視察をメーンに計画しました
ざ出発 ︒車中では初参加者の五

からヨイショヨイショの悲鳴

そうなぶどうを求め一房づつ

昼食後は新潟を離れ群馬に

方面に変更し実施致しました︒ 名の方に自己紹介して頂きま

が予約が叶わず︑行先を新潟
したが︑大変ユニークなスピ

が聞こえて来るような︑いつ

手で触って重さを比べ︑園内

地は全国有数の豪雪地として

関越道へと進み︑最初の目的

だ頃にはバスは北関東道から

です︶

示するような貴重な 遺品類

ラスケースなどに格納して展

けてありました︒︵通常はガ

たぶどうをゲットした参加者

ねばって︑大きくズッシリし

狭しと出発時間ギリギリまで

入れて街道を往来していた様

宿﹂で︑当時の旅人達が一息

プ︒江戸と越後を結ぶ﹁塩沢

時代の宿場町にタイムスリッ

一歩足を踏み入れると江戸

現した﹁牧之通り﹂です︒

えた﹁塩沢宿﹂の町並みを再

代に三国街道宿場町として栄

一つは︑金は残さず使え︒も

した︒最後に強調された事は

妙な面持ちで受講しておりま

どんなお話が有るのかなと神

と住職の説法︒参加者一同は

の殿堂を鑑賞︒まず到着する

寺﹂及び境内の越後一の美術

と住職の説法で有名な﹁薬照

次の目的地は荘厳な雰囲気

た︒

に到着︒皆さんお疲れ様でし

希望をお伺いし︑無事大泉町

模様︒車中で来年の研修先の

元が心なし︑お疲れモードの

着くバスのステップを踏む足

旅の全行程を終え︑帰途に

したようです︒

子を想像しつつ︑江戸時代の

もおり﹁努力と成果﹂が一致

知られる南魚沼市で︑江戸時

次はぶどう狩り会場へ移動︒

ーチで一同爆笑︒車中が和ん

もの風景ですね︒
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のもと︑最初に木村副会長の

寺西事務局次長の司会進行
への感謝状の贈呈が行われま

名の役員及び専門委員の方々

引き続いて︑退任された五

平成 年度大泉ユネスコ協会定期総会を四月
二 十 六 日︵ 土 ︶に 大 泉 町 公 民 館 大 会 議 室 に お い て
開催いたしました︒

開会の言葉の後︑関田会長か
した︒

が長澤新事務局長から︑﹁予

業遺産群﹂の世界遺産登録が

動研究会

は関東ブロック・ユネスコ活

群馬です︒関東地

決定される中で︑今年度はお

する大役が控えており︑オー

区の仲間の皆さんをサポート

また︑関東ブロック・ユネ

ル群馬で成功させるため具体

スコ活動研究会

群馬が十月

祝いづくしで進めます︒

算案﹂が乗本会計からそれぞ
れ提案され︑満場一致で承認
されました︒
続いて増尾教育長からご祝

泉ユネスコ協会も一翼を担い︑ トします︒日ユ協からは提案

的な実行計画の詰めがスター

ユネスコ精神に基づいた種々

研究会を盛り上げていきたい

辞をいただき︑本協会に対し︑ に高崎市で開催されます︒大
の活動が継続され︑所期の目

と考えています︒

的なテーマ内容を要望され︑

型の課題で︑次へ継がる意欲

的が達成されるようにと︑期

会・研修視察の三行事は今年

外青年交歓研修会・運営研修

は群ユ協の年間行事の中で海

日程はコンパクトにとなかな
待を込めたお話がありました︒ 今年度も︑皆様の絶大なる
ご協力をお願い申し上げます︒ か難しいことです︒予算面で
最後に︑清水副会長の閉会

の言葉で終了いたしました︒
今年度の本協会主催事業は
昨年度と概ね同じですが︑違

度は休み︑予算を関ブロに廻

なされました︒

岡田監査から﹁監査報告﹂が

﹁会計決算報告﹂が︑そして

があり︑次に乗本会計から

﹁平成二十五年 度 事 業 報 告 ﹂

長泰弘理事を選出し進行され

次に議事に入り︑議長に神

未来へつなぐためにみなさん

を振り返り︑実績を称賛し︑

ち上げ︑築き上げた二十年間

年となります︒先人たちが立

の会員皆様に支えられ早二十

大泉ユネスコ協会は︑多く

とです︒

一月に文化むらで開催するこ

念事業︑式典を平成二十七年

二十周年記念の年であり︑記

会長の話も登録にむけての熱

遺産登録が濃厚な時であり︑

遺産群が六月のドーハで世界

り︑折しも富岡製糸場と絹の

議会の関口会長より挨拶があ

トし︑群馬県ユネスコ連絡協

手をとって﹂の斉唱でスター

ように︑ユネスコの歌﹁手に

会が開催されました︒例年の

り前橋市中央公民館で定期総

五月九日︵金︶午後二時よ

や会費を出し合いの運営です︒

ます︒一人ひとりがアイデア

ンティア精神で支えられてい

す︒運営は会員の会費とボラ

中心に幅広く活動も盛沢山で

て︑世界遺産︑寺子屋運動を

の平和を願う崇高な行事とし

で構成され︑主な行事は世界

は十二ユ協 ソ
+ロプチミスト

群馬県ユネスコ連絡協議会

すことになりました︒

以上の議案が一括審議され

とご一緒にお祝いをしたいと

﹃限られた予算で知恵は無限﹄

最初に︑中本事務局長から

ました︒

満場一致で承認されました︒

い想いが伝わってきました︒

次に﹁役員改選案﹂が提案さ
れ︑新役員が決定しました︒

折しも﹁富岡製糸場と絹産

思います︒

次に今年度の﹁事業計画案﹂ いは︑大泉ユネスコ協会発足

感謝申し上げます︒

本協会へのご貢献に心から

ら挨拶があり︑平成二十五年
度の事業達成に対してのお礼
と︑新年度事業へのご協力の

in

そう思いながらの総会でした︒

お願いがありました︒

in

もう一つのビッグイベント
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大泉ユネ ス コ 協 会

周年を迎えます︒当

恵 先生

周年を記念

記念誌の発行
当協会は︑
年のあゆみ︑中・高

周年記念事業に対

礼を申上げます︒

だきました多くの皆様に御

し︑協賛金の御協力をいた

尚︑

席をお願い申し上げます︒

周年記念式典への御出

会員の皆様へ

発行します︒

など多彩な内容の記念誌を

校生を対象とした事業活動

綴る

し︑専門部会活動や写真で

20

ありがとうございました︒

Ｈ
◆第

年

回

月３日︵月︶

今年の夏は︑異常気象が続

いた︒近隣の館林市では︑猛

暑日 日︑最高気温 ・５度︒

熊谷市では︑猛暑日

日︑最

高気温 ・８度︒大泉町の公

的な気象記録はないが︑ほぼ

世代間交流意見発表会

時〜町公民館

同様だっただろう︒耐えがた

日︵土︶

いが︑生活に根ざした改善は

だ︒環境対策が叫ばれて久し

する天災は地球環境への警鐘

人命や財産が失われた︒多発

市街地の裏山が崩壊し︑尊い

間で２１７㎜の降水量となり︑

も多発した︒広島市では三時

い暑さだ︒▼また︑集中豪雨

月４日︵木︶

回 大泉町こども

年

午前
Ｈ
◆第

分〜

音楽フェスティバル
午後１時

年１月

︵後援︶文化むら
Ｈ

◆大泉ユネスコ協会

進んでいない︒▼古来︑日本

周年式典

午後２時〜文化むら
年１月

人は︑自然と共生し︑海や山

Ｈ

〜

日︵日︶

◆大泉町児童生徒作品展

年

月〜

年２月末

︵後援︶文化むら
Ｈ

◆書きそんじハガキ・

キャンペーン

ンカーテンは三年目となった︒

大震災を契機に始めたグリー

ことから一歩づつ︒▼東日本

とは︑容易ではない︒出来る

われた生活理念を取り戻すこ

みに感謝をささげてきた︒失

・森に神を見出し︑自然の恵

日︵水︶

創立

17 39

創立 周 年 記 念 事 業 の 概 要
大泉ユネスコ協会は今年創立
時︑国際化が進展する中︑特に大泉町は外国人居住者

記念講演会

率が県下一という現実の中で先輩諸氏の先見性と熱意

年の歩みの節目

で設立されました︒
ここに
●演

題

を記念し開催される事業に

結城

現状と課題︵仮︶﹂
師

大学教育・

施︑その結果に基づき︑地

児童の実態調査を企画・実

員会との共同研究で不就学

結城先生は大泉町教育委

ター教授 ︒

支援機構教育基盤セン

群馬大学

●講師紹介

●講

﹁多文化共生に関する

日 土(︶

ついて御案内申上げます︒

年１月

記念事業
◆日 時
平成
午後２時〜
◆会 場
大泉町文化むら
展示ホール
◆プログラム
一︑オープニング・アトラ
クション

域との協働活動や施策立案

30

17

21

25

27

２曲

を展開︒その後も﹁多文化共
生研究プロジェクト﹂﹁多文
化共生社会の構築に貢献す
る人材の育成﹂等々︑研究

11

12 10

20

20

実践を重ねてきております︒

20

38

26

10
26

16

12

・町内中学生の合唱

及び﹁手に手をとって﹂
二︑式典開式

他

①主催者式辞
②顕彰
③来賓祝辞

「設立総会の模様」
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