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高崎 ユネスコ
○教育・科学・文化の発展
に努めよう

○民族間の疑惑と不信を除

れだけの作品を生み出せる児

ました︒

童生徒の皆さんの力量の高さ
を改めて認識することができ

が︑今年も無事に開催されま

高崎ユネスコ国際児童画展
した︒コロナウイルス感染防

より︑イタリアのモンテレッ

︒
た

モンテレッジオ村児童の作品

止ということで児童画展のお

ています︒今回はキャンプ中

キャンプに同行していただい

の皆さんには︑例年は青少年

援して下さいました︒ACT

の学生さんが感染症対策で支

ティアサークルACTの4人

今回は高崎経済大学ボラン

さわしい展示内容となりまし

ジォ村に関する本や資料も置
かれ︑国際児童画展の名にふ

展示スぺ‑スにはモンテレッ

14点︑会場で披露されました︒

4年生の作品が

付で行った寺子屋募金への協

今年度は目黒ユネスコ協会
会長︑宮下晶子様のご厚意に

ジオ村の2

健康調査表の話人

力額は17715円でした︒

5日間の絃入場者数は二三
五七名でした︒また同時に受

止のため︑入場時の手指の消
毒や健康調査表への記入︑さ
らに検温など︑種々の感染防
止策を取ったうえでの開催で
した︒また︑コロナ禍での児

童生徒の皆さんや指導する先
生方の負担軽減を図るために︑
出品数を削減するなどの事前
の配慮も行いました︒その結
果︑小学校からは拙点︑中学

校からは踊点︑合計で㈱点
(昨年は1227点) が出品

されました︒例年にも増して
どの作品も素晴らしく︑会場

内からは ﹁上手だねえ ﹂
﹁凄いねえ!﹂などの賞賛の
声があちこちから聞こえてき
ました︒家庭学習の時間が長
く︑学校の授業が十分に受け
られない環境下であるのにこ

手伝いをして下さいました︒
受付周辺の混雑が大変緩和さ

ンプ以外の場面でも協力をお

れ助かりました︒今後もキャ

願いできたらと強く思いまし

︒
た

高経大ボランティアサークルの皆さん(中央:会長)

作品を経営する参観者

高崎ユネスコ協会

んじよう
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○世界を友愛と信頼の絆で
結ぼう

曝]
○すべての人間の尊厳を重
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ユネスコ会員綱領

○心の中に平和の守りを固
めよう

こう
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かもしれません︒しかしながら︑

﹁この十年は苦難の道だった

歩みを傭厳したいと思います︒

ここで︑高崎ユネスコ協会の

用が︑より一層求められる所以
で
す
︒

活課題である生きる力の教育作

ネスコカ﹂という青年前期の生

く響き亘ると︑どよめきが起こりました︒

創立五十周年記念式典でのオープニングセレモニーは新鮮で
し
た
︒
そして︑高崎ユネスコ協会の理念ともいえる ﹃治に居て︑平
和を忘るな︒﹄ が画面に投影され︑ナレーションが会場に声高

そこには︑初代会長・松山武
郎氏の想いが時を越えて︑会員
はもとより志を同じくする関係

者に乗り移った瞬時でした︒
松山氏は軍医として戦艦武蔵
に従軍しており︑実に大らかな

ます︒そして︑高崎市立中央小

海軍を謳歌されたと伺っており
学校の校医として児童に寄り添
ってきた経緯があります︒

当時の厳格な学校指導の中に
あってもその問診には心が通っ
ややもすると︑子どもたちを

ていたとのことです︒

導くという愛情が強く︑大人の
考え方に固守したルールや数値
に囚われすぎて︑相互学習の観

点でその活動を推進することを
忘れがちになってはいないかと

の反省です︒
それだけに︑串田昭光会長が
ユネスコ青少年キャンプ活動の
実践から発露し︑提唱する﹁ユ

(

ユネスコカの醸成が

私たちは治に居て平和を忘れる
なと自戒しっつ︑現実の生活を
通して︑世界に想いを馳せて活
動をしてきました︒だから︑苦

した︒その胸の中には明日への

難と感じたことはありませんで

理念が私たちを支え︑育ててく

希望がありました︒ユネスコの

かけております︒

れました﹂と松山武郎氏は語り

そして︑高崎ユネスコ協会の
三大事業ともいえる﹁ユネスコ
青少年キャンプ﹂ ﹁国際児童画
展﹂ ﹁ユネスコ作文募集﹂が五
きました︒

十年変わることなく展開されて

どもたちには世界のことを知っ

その根底には︑会長はじめ当
時の会員各位が﹁これからの子
てもらいたい﹂との考えから︑

三大事業を提唱し︑学校の協力
を得てその推進に努めた経緯が
あります︒

国際理解が萌芽して

一九七九年の国際児童年を記

念し︑﹁明日に生きる子どもた

ちの幸せを願って﹂ の研究集会
を実施しました︒

そして︑国際理解バスをアジ
アユネスコセンター等で宿泊研
修を実施し︑二十一世紀を担う
青少年がよき国際人としての
﹁国際理解と協力﹂という広い

と報道されるなど注目を浴し

ました︒

そして︑児童生徒からは︑﹁タ

イムマシンで︑昔へ行きたいと

思ったことがあるけれど︑戦争
の時代だけはイヤだ︒﹂(小四)︑
﹃あの戦争を経験した広島・長

崎の人に︑直接あの悲惨さを聞

いてみたい︒﹄ (小六)等々の心

の叫びが聞かれました︒

動は︑創立三十年を迎え︑そし

とより関係者からも期待をもっ

視野を養うものとし︑児童はも

て受け入れられました︒

部﹂ ﹁ヤングフォーラム﹂ ﹁世

見直しが図られ︑﹁地域活動

界寺子屋運動推進委員会﹂ の設
置や﹁書きそんじハガキ回収キ

そうした中にあって︑組織の

ります︒

て︑平成の時代へと推移してお

展﹂を開催しております︒当時

同時に︑日常生活においでも
ユネスコの理念﹁心に平和のと
りでを﹂ の堅持をめざして︑公
民館との連携により﹁平和文化

の新聞には︑﹁高崎で原爆写真
信じられない広島の悲劇
展﹂
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ヤンペーン﹂といった地道な活

動が学校をはじめ︑地域団体等
の協力により展開されておりま

︒
す

さらなる発展をし

﹁半世紀の活動を継承し︑

﹁市民の旭を
活動の源泉にして三

﹁結びに︑建掛

﹁高崎ユネスコ協会はその歩み

を半世紀と進めてまいりまし

られることは言うまでもありま

言うまでもありません︒

そうした観点からも︑次代を

担ってくれる青少年の体験学習
の機会提供には自ずと力が入り︑

その成果発表の場である﹁児童
画・作文合同表彰式﹂は学校関

協力を得た一大イベントとなっ

係者ならびに関係団体の協賛と
ております︒

礼

′)¥ト;

二で∴∵ました︒

ぐの二号︑

どうもありがとう

寄稿して下さいました︒

︑¥言言¥へへ/

相原氏は高ユ協発展のために
長年御尽力下さいました︒
今回高ユ協五十周年に際して

御

㍉∵毒して弓高¥ぐ

﹃それ行け︑高崎っ子
希望の未来へ︒﹄

のと確信をしております︒

扉を力強く拓き続けてくれるも

青少年が︑そのユネスコカへの

きっと︑次代を担ってくれる

りたいと思います︒

それだけに︑ここでその歩み
を止めるわけには行きません︒
これからも︑その活力源でも
ある﹁反省と見直し﹂ に心を砕
き︑青少年への熱い思いを根底
にした活動の推進に努めてまい

づけてくれたか測りしれません︒

同時に︑教育・行政関係者︑
県内客ユネスコ協会をはじめと
した関係団体の皆様のご指導と
ご協力がどれ程︑私たちを勇気

︒
た
そこには︑その活動に奔走し
た会員各位の姿があったことは

そして︑その活動には市民的

周年を契機に会員一同は声高ら
かに謳い上げました︒
ご案内のとおり︑ユネスコは

﹁世界の人々が平和を願い︑と
もに生きるためにどのような生

き方をすべきか﹂に︑そのレゾ
ンデートルを見出すことが求め
しかしながら︑崇高な理念と

られております︒

混迷の現況にあって︑その ﹁継

せ
ん
︒

その活動の継承には︑五十周

﹁広げようクユネスコの化〃

﹁悲喜

交々﹂ の様相を呈したとの言葉

年誌の執筆者の想い

する﹂との感を抱かせ︑ユネス

更なる発展への途を創立五十

支持へのシフトは欠かせません︒
同時に︑県内各ユ協はもちろ
んのこと他団体との連携が求め

高崎市立六郷小学校のユネス
コスクールへの登録︑富岡製糸
場の世界遺産登録が県民のユネ

が重なります︒

西暦二〇〇〇年は︑奇しくも
高崎市制施行百周年と高ユ協三
十一年目を迎え︑それぞれの発
展と飛躍にふさわしい出発の年

スコ熱を昂揚させる中で︑関東
ブロック・ユネスコ活動研究会

旨群馬﹂が高崎で盛大︑かつ有
意義に開催されました︒

平成二十九年十月三十一日早朝︑

碑・多胡碑・金井沢碑) が﹁世

た と呼びかけた ﹃ホームペー

コが市民により一層認知された

承と発展﹂を掲げる活動には︑
今まで以上に困難が伴うものと

覚悟を求められるかと思います︒

ユネスコカの扉を拓いて

となりました︒

その活動は︑時代の要請に応
えて ﹁総合的な学習への協力﹂
﹁世界識字年﹂ ﹁ユネスコスク
そうした活動の中にあって︑

し
た
︒

ール﹂ への取組み等も行われま

報告書 (未来の学習) で提唱さ

界の記憶﹂ に登録されたとのピ

(山上

﹁生きるための教育

パリ発より︑上野三碑

れている

ックニュースが飛び込んで来ま

まさに︑ユネスコのフォール

(﹁earn‑ng︹OBe)﹂活動でした︒

し
た
︒

市民の歓喜は
最高潮に

その歓喜の大きなうねりの輪
は︑瞬く間に上野三碑の地元は

の理解と共感活動となり︑その

特に︑平成十七年﹁富岡製糸
場と絹産業遺産群﹂ の世界遺産
登録への運動は︑時を得て県民
暫宕リスト入りと登録 (平成二

ゆきました︒

もとより︑高崎全域に広がって

そ

十六年) への途が拓かれました︒
平成二十七年十月一日の

ジの開設﹄ は︑実践活動を通し

瞬間ではなかったかと自負して

まさに︑﹁文化は都市を刺激

て地球市民を目指す決意が込め

早速︑高崎市は動きました︒

おります︒

タイムリーで︑かつ共感が得ら

上野三碑をめぐる共有﹁巡回バ
ス﹂ の運行です︒

れたものと確信をしております︒

られたもので︑市民の心に響く︑

して︑世界はひとつになりまし

巡回パスの運行が
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コロナウイルスが全世界で猛
威を振るっています︒日本もヨ
ーロッパ諸国も第二波に襲われ︑
日本国内では感染者数が10万人
を突破しました︒

この様な情勢下︑高ユ協では
今年度当初からどのような活動
ができるか模索を続けてきまし
た︒三密を避けるために︑5月
に予定されていた定期総会をや
むなく紙上総会に代替し︑8月
に計画されていた青少年キャン
プと国際理解バスの中止を余儀
なくされました︒キャンプとハ

スは︑本協会が特に力を傾けて
いる二大行事なので︑本当に残
念でした︒
国際児童画展とユネスコ作文
は︑小中学校の教員と児童生徒
の負担軽減と安全を図りながら
実施することになりまた︒

今年度︑高ユ協では事務局長
をはじめ︑計6人の役員の変更
がありました︒それぞれの抱負
や短期間ではありますが活動の
状況を綴っていただきました︒
写真は今までの活動の記録や資
料です︒

乞

高ユ協に関わってきて
貴幸

高崎ユネスコ協会事務局長

山崎
令和2年度から前任の岡部事
務局長さんよりバトンタッチを

した山崎です︒新米ですので︑
皆様方に美味しく炊いていただ
ければ幸いです︒実は︑個人的
には︑本会の会計監査の役で8
年が経ちました︒従って︑全く
の無関係からのスタートではあ
りませんが︑詳細についての全
般的な活動等への関与について
は初心者マークが付いています︒
ご承知のように︑今年度は

大自然の中で過ごす青少年キャンプ

﹁自粛﹂を旨として﹁新型コロ
ナ感染予防対策﹂を最優先と考
え︑現状を鑑みて今何ができる
のかを見極めて行動することが
肝心と思っています︒また︑
﹁自粛﹂が﹁萎縮﹂にならない
よう心して活動することが求め
られています︒

そこで︑本会は︑串田会長を
中心にして︑理事各位をはじめ︑
行政 (特に高崎市防犯・青少年
課) や関係諸機関︑諸団体︑賛
助者︑会員の皆さんの協力や支

援が必要です︒さらに︑本会の
スローガンにあります﹁つなげ
よう・深めよう・広げよう ユ
ネスコの心
地域に根ざした
活動の継続・発展を通して ﹂
の具現化に努力していくことが
重要です︒
﹁活動の継続・発展﹂ の必要
性と難しさを理解しているから
こそ今年度コロナ禍であっても
可能な限り事業活動に挑んでい
るわけですが︑残念です︒本年

協力をいただいております︒そ
の他の事業活動においでも︑活
動の縮小や形態の変容を考慮し
て具体的な取り組みの実現化を

今後とも﹁報・連・相﹂は密

図っているところです︒

ていきましょう︒

にして︑美味しく﹁調理﹂をし

ユネスコスクール

北関東・群馬県幼稚園

第一号は高崎から

普及部長 五十嵐潔幸

この度︑高崎ユネスコ連絡協
議会普及部長を拝命しました五
十嵐潔幸です︒もとより浅学非

才の身ですので︑皆様どうぞ︑
ご指導・ご鞭握の程お願い申し

担当者は﹁歯の治療は当たり前

のことで︑起案はまだ文部科学
省内にあります︒環境教育で申
請してください︒﹂とのことで

した︒幸い︑六郷小は︑群馬県
が推進している﹁尾瀬学校﹂第

ら﹁ユネスコスクール﹂登録の

一号として活動していたので︑
尾瀬学校を中核とした環境教育
で申請すると︑ユネスコ本部か

し
た
︒

通知が平成二十二年度に届きま

令和二年度の総会後に︑串田
会長から﹁幼稚園のユネスコス
クール群馬県第一号を高崎市か
ら出したい︒﹂とご指示を頂き︑
私が偶然にも高崎商科大学森本
純生理事長兼学園長を存じ上げ
ており︑串田会長・山崎事務局

長・私で︑森本理事長・中村幼

上げます︒
さて︑ユネスコと私の関わり

ました︒幼稚園のユネスコスク

﹁ユネスコスクール群馬県

稚園長にお願いし︑ご承諾頂き
代

左の写真は︑高崎商科大学理
事長兼学園長室 (令和二年六月
十日) で︑創始者佐藤夕子 (タ
ネ) 先生の写真を前に︑右から

ております︒

クール﹂ に高いご理解があり︑
幼稚園は︑現在申請に向け動き
出し︑一方高崎商科大は高崎ユ
ネスコとの連携事業を希望され

けていらっしゃり﹁ユネスコス

ールは︑全国で約二十回程であ
り︑登録されれば群馬県並びに
北関東第一号となります︒
森本理事長は︑SDGSピン
バッジを日本で初期の頃から付

は︑平成二十二年六郷小勤務時

小・中学校第一号︑北関東の小
学校第一号﹂ の登録の執務をさ

せていただいたことにあります︒

当時︑県・西部・市教委担当

指導主事から︑﹁ユネスコスク
ールについて直接文部科学省と

﹁国際理解バス﹂が既に中止を
余儀なくされました︒しかし︑

学校でやりとりしてくださ
い︒﹂とご指示頂きました︒平

度前半の事業活動の目玉でもあ
りました ﹁青少年キャンプ﹂︑

なお︑﹁国際児童画展﹂ や

すでに来年度へのアフターフォ
ローをしています︒

た︒しかし︑平成二十一年度の

てください︒﹂ということでし

い大規模校で︑歯の治癒率が100
%と高いのでこの経過をまとめ

成二十年度は文部科学省の担当
者は﹁六郷小は児童数八百人近
﹁ユネスコ作文集﹂ については︑
今年度も小中学生からのたくさ
んの応募を期待するとともに︑
各校の校長先生︑教頭先生︑担
当主任会の先生方の絶大なるご
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山崎貞幸事務局長︑串田昭光会
長︑高崎商科大学森本純生理事
長兼学園長︑私です︒

ESDの推進と
清水

哲夫

ユネスコの活動
ESD推進部長

コロナ禍による社会的な自粛
の中︑ユネスコの活動もほとん

どできない状態ですが︑そのよ
うな中で︑ESDの推進につい
て取り組んでいくことがとても
難しくなっています︒
しかし︑ESDについてもう

の特続可能な社会への取り組み

一度考えてみることは可能です︒
ただでさえ学校教育自体が制限
されている中ですが︑ユネスコ

球自体を一つの生命体のように
捉えることの大切さについても
言われてきています︒コロナ禍
や地球温暖化は︑地球自体を一
つの生命体として捉えた場合︑
ある水準を超すとその生命自体
の存続を危うくしてしまいます︒

私は︑持続可能な社会を考える
時︑地球自体の存続があっての
ことであり︑そのための社会活
動が︑もっともっと意識されな
くてほならないと思います︒
そのための教育を︑そしてそ
の教育環境づくりをユネスコ活
動の柱の一つとして︑皆様方と
共に取り組んでいきたいと思い
ます︒

仕合せ
世界寺子屋運動推進委員会

委員長 中島千恵美

世界寺子屋運動は︑昨年の二
〇一九年に三十周年を迎えた︒
この事業には全国一六六のユネ
スコ協会が参加︒書きそんじハ
ガキ︑未使用切手・テレフォン
カード︑金券など三︑九七三万
円 (二〇一八︑二月から翌年八
月まで) が寄せられた︒その善
意は四四か国一地域で五三の寺
子屋を建設︑二二一万人を超え
る人たちに教育の機会を与えた
と報告されている︒
それでは何故世界寺子屋運動
が三十年もの間︑継続されてき
たのか︒正に﹁すべての人に教
育を﹂という≡一口である︒

二

世界遺産活動︑未来遺産運
動

三

減災教育と自然災害発生後
の教育支援

一世界寺子屋運動

賛同し︑﹁教育を通じた平和の
普及﹂を目指し︑地道に草の根
運動を続けている︒その一つが
世界寺子屋運動である︒
市内の学校・園のハガキやテ
レカなどの善意は︑毎年︑小学
校では五入校中およそ三十校前
後︑中学校は二六校中十五校︑
幼稚園は八回中六回である︒市
民から三百枚ほどのご寄付もあ
る︒今後さらに︑共に仕え合う
﹁仕合せ﹂を広めていきたい︒
更に左記の教育活動を継続し︑
平和な世界の貢献に繋げる︒

いを謳ったUNESCO憲章に

﹁人類が二度と戦争を繰り返
してはならない﹂という強い奮

識字率向上を願って

(

としでのSDGSについて考え

れば︑まさにその考えと目標が
実践されていくべき現場がそこ
にあるといえます︒
持続可能な社会を生み出すた

めの教育とその環境︑リモート
による授業も日常的に実践され
てきましたが︑その中身も問わ
れていると思います︒

今までは︑過去に人類を襲っ
た数々の出来事については︑世
界各国の人が共通して感じ取る
ことがほとんどなかったのに︑
実際にこのような出来事が起き
てしまったことにより︑人類と
いう一つの種が立ち向かってい

かなければならないことである
ことを意識したに違いありませ
ん︒たとえば︑地球温暖化につ

科学が進歩すると同時に︑地

いても︑これから人類を襲う恐
ろしい事態であることを︑コロ
ナ禍を通して一層身近なことと
して考えやすくなったと思いま

︒
す

サイエンススクール 軟膏づくりに挑戦

四 SDGS達成に向けた次世
代育成
以上︑世界寺子屋運動を推進
し︑平和な希望の未来を拓くた
めにも︑誰でも教育が受けられ
るような取組をしていきたい︒

正しく知り︑

後世に伝える

世界遺産委員会
委員長 上田 一美

るでしょう︒

ユネスコ世界遺産は︑我が高
崎ユネスコ協会員が地理的にも
心理的にも身近で︑実物に触れ
やすい恵まれた所にあるといえ

平成18年に登録された﹁冨岡
製糸場と絹産業遺産詳﹂と︑平
成29年にユネスコ世界の記憶に

登録された﹁上野三時﹂とが︑

共にすぐ近くにあるのですから︒
まして︑日本全国に十八例しか

確認されていない古代の石碑石

塔のうちの三基が高崎市内にあ
る︑﹁上野三碑﹂ときたら︑い
つでもすぐに行くことができる
手の届く近さなのですもの︒
これらの世界遺産を前にして︑
高崎ユネスコ協会では次のよう
に目標づけて関連活動を始動し

ました︒

大切に後世に伝えるー

‑遺産の価値を正しく知り︑

そして新年度︒新型コロナウ
イルス禍に見舞われて︑予定行
事がそれぞれ中止になり︑会員

令和2年(2020)11月30日(6)

第101号

個々の自発的活動を余儀なくさ
れてしまいました︒
ことと︑強く思っています︒

元の活動が可能になった時︑
今年のこの様な個人や小グルー
プでの経験が大いに生きてくる

寛容な社会を願って
防犯・青少年課 峯岸 弘和

た時のこと︒たくさんのトーテ

今年度より市役所防犯・青少
年課でユネスコを担当しており
ます峯岸です︒どうぞよろしく
お願いいたします︒
私が初めて﹁ユネスコ﹂とい
う言葉を耳にしたのは︑今から
五十年ほど前︑小学校の遠足で
埼玉県の ﹁ユネスコ村﹂ に行っ
ムポールや外国風の建物を見て︑
エキゾチックな雰囲気を感じた
ことが思い出されます︒小中学
校の教員になってからは︑児童
生徒の絵画作品を出品したり︑
担任している子がキャンプや国
際理解バスに参加したりする機
会を通して︑ユネスコ協会の活
動を知るようになりました︒
﹁ユネスコ﹂という言葉に︑広
い世界と自分とのつながりを感
じさせてもらったものです︒

ところで︑今年は新型コロナ
ウイルスの感染が急速に世界中

下寵の内容及び日程で子どもの幸せを考える研究集会を実施します。
コロナ感染対策は万全を期したいと葎じますので多くの方々の参棚をお願いいたします。

工 日時 令和と年1〇月と9日旧)10:○○へ「2:○○

ています︒

感染予防に細心の注意を払う
べきことは当然ですが︑自分を
含め︑周囲の誰が感染している
のかわからない不安が︑人の心
を不寛容なものに変えてしまっ
ているように思えるのです︒そ

の結果︑体調が悪いことを隠す
人︑真実を語らない人が出てし
まっているとしたら︑それはと

ても悲しいことだと思います︒
こんな時こそ︑真実を見極め
る目と寛容の心とを大切にした
いものです︒そして自国だけの
利益を追求するのではなく︑世
界中で苦しんでいる人たちの痛
みを少しでも想像して過ごした
いものです︒今のコロナ禍の世
の中では︑まさに﹁心の中に平
和の砦を築く﹂ユネスコの精神
が必要とされているように思い
ます︒

高崎市中央公民醒∴視聴覚室
高橋 宏明 先生(群馬県生涯教育センター所長)
「子ともたちよ、たくましく しなやかに」
子ともたちが、社会の変化に対応できるたくましさやしなやかさを備えた人間に苦っために
身につけるべき資質や教育について考えましょう。

2.会場
3.講師
4.演題
5.内容

に広がり︑グローバリズムの負
の側面を実感することとなりま

した︒三月以降︑これまで誰も
経験したことがないような自粛
生活が続き︑悲しいことに︑感
染した人や医療従事者へのバッ
シングや人権侵害が一部で起き
(

晴醐脚
スリランカ大使公邸

月一回の理事会等での情報交
換において︑会員の個人的活動
の様子を少し入手できました︒
それぞれの遺産の価値を正し
く知るために学習や見学をして︑
知識の確認・増幅を図る会員が
います︒資料をていねいに詳し
く読み︑認識を広げた会員もい
ます︒何度も現地を訪れてじか
に触れたり︑まわりの枯れ葉枯
れ草を拾ったりした会員も︒ま
た︑地域の子ども達に上野三碑
の見学・学習を指導している会
員は︑資料の見直しや加筆工夫
をするなどして︑次のボランテ
ィア活動に備えています︒﹁よ
みがえれー新町紡績所の会﹂に
所属している会員は︑同会配布
の資料で富岡製糸場との関連付
けをしたり地元の小中学生向け
資料を読み込んだりしたと言い
ます︒
多胡掛こて 上野三碑ボランティアと見学者の方々

潮即納靭榔割

日本国内で一時終息するかと

思った新型コロナウィルスがま
たじわりじわりと増加し出した︒

るという︒コロナ禍でも企業の

この間︑二兎を追う政府の政策
や巻で起こっている様々な事象
には首をかしげざるを得ない場
面が多々あった︒
例えば︑生命の危険やいわれ
のない偏見・差別にさらされて
きた医療従事者の年間収入が減

内部留保額が8年連続で過去最
高を記録しているという中でで
ある︒GOTO関係の諸施策で
は︑﹁我々はそもそも旅行にも
外食にも行く余裕はない﹂とい
う高齢者の方の叫びが新聞の投
書欄に掲載されていた︒
このように課題山積の中︑

NHKで続けて二つのドキュメ

ンタリー番組を観た︒パレスチ
ナとシリアの難民の窮状につい
ての緊急報告である︒もとより
最低限の基本的人権さえ奪われ

ている彼らにさらにコロナ禍が
見舞った︒一部のシリア人は自

らの臓器を売って糊口を凌いで
いる︒彼らの多くに飢餓や人格
崩壊の危機が追っているという︒
日本にいる我々にはどんな支援
ができるのか︒無力感に襲われ
る︒せめて大国間の勢力争いや

(三浦)

コロナ禍で苦しみ続ける人々の
ことを忘れてはいけないと思う︒

