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会長 就任 あいさつ
NPO 法人目黒ユネスコ協会 会長 爲季 繁
去る 5 月 23 日、令和 3 年度第 2 回理事会において、会長に互選されました爲季でござい
ます。
未熟者ではございますが、宮下前会長のあとを受けて、会員及び役員の皆様のご指導・ご協力を頂きながら任務を全う
したいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
現在、世界では新型コロナウイルス感染症のパンデミックが収まっておりません。東京も 3 回目の緊急事態宣言が 6 月
20 日に解除されたもののリバウンドが懸念され、まん延防止等重点措置に移行して現在に至っております。ワクチン接種も
進んでいますが、当面これまで通り、外出自粛、マスク着用、手指消毒、3 密回避などの感染予防対策をしながらの生活が
続きます。
コロナ禍で、私たちのユネスコ活動の多くが対面を前提としていたことを改めて再認識させられました。協会の会議等が
制約され、また苦労して企画・準備した多くのイベントなどが、キャンセルを余儀なくされました。
このため対面でない活動方法を模索して、チャリティコンサートに代わる「めぐろルンルンライブ」をオンライン配信し、また
日本語教室では、学習者の要望に応えてオンラインレッスンを始めました。協会の HP に「ユネスコチャンネル」を新設し、
「こどもまつり」に、地元目黒区小学校のクラブ活動の発表や在京ミャンマーの子どもたちのご挨拶など、沢山の元気な笑顔
を載せています。東日本大震災から 10 年、気仙沼市との支援・交流活動を振り返り、現地の小学校などからの感謝の映像
も心に響きます。ぜひ一度ご視聴いただければと思います。
コロナ禍収束の決め手のワクチンが、高齢者から順次接種が進んでいます。できるだけ早く多くの人々が接種を完了し
てコロナ禍がおさまり、我が国の経済社会が回復するとともに、対面も含めたユネスコ活動が少しでも早く再開できることを
願っています。
私どもの活動は、地道ながらもたゆまず継続し、ユネスコ精神の普及を通じて国際交流や国際理解を進め世界平和の実
現に多少なりとも貢献すること、そして芸術文化活動を通じて地域文化の発展に貢献することを目指しています。
協会の良き伝統を受けつぎ、デジタル技術も活用しつつ、会員の皆様の熱意を結集して、現在のニーズに対応したユネ
スコ活動を楽しく進めて行けたらと考えております。よろしくお願い致します。

令和 3 年度目黒ユネスコ協会通常総会 書面開催のご報告
①令和 2 年度事業報告案、②決算案監査報告、③令和 3 年度事業計画案、④予算案、⑤新理事・監事候補者名簿、他
以上の審議事項に反対意見が無く、異議なく承認されました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
【2021-2022 年度役員一覧】会長：爲季 繁、副会長：望月 昇・加藤光子・小村惠子・柿崎安里、事務局長：久富美智子
次長：(会計)谷澤眞知子・(名簿)梶谷恵子、理事：秋枝シュザンヌ・入江陸太郎・今井正行・雲野右子・大前眞理子
荻原恵子・倉田 茂・斉藤眞澄・佐藤研治・新多広江・鈴木純夫・中島佳子・幡野 豊・濱岡位久子・林多香子
山田峰子 （24 名）、 監事：岡田幸子・宮崎富美子 （2 名）
【各事業委員長】

研修：斉藤眞澄、交流：濱岡位久子、青少年：柿崎安里、日本語教育：加藤光子
支援：小村惠子、芸術・文化：鈴木純夫、広報：林多香子

目 次：会長就任挨拶・役員一覧/1P、日本語教室・TEATIME/2P、自主語学講座/3P、お知らせ/4P
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日本語教室・オンラインレッスン
日本語教室ではコロナ対策として、昨年秋から
ZOOM を利用したオンラインレッスンを開いていま
す。1 クラス 3～6 名、レベル A～F までの 11 のクラ
スが開かれ、総参加者は 60 名ほどです。時差の都
合がつくようでフランス・パリからの参加者もいます。
当初は画面が固まったり、突然消えてしまう人も
いたりとハプニングもありましたが、3 期目に入り、だ
いぶリラックスしながら授業を楽しめるようになってき
ました。今では学習者が宿題の発表に画面共有で写真や動画を見せてくれたり、自宅をビデオ紹介してくれたりします。
教師側からの一方的な提示だけではなく双方向のコミュニケーションが取れるという点は、オンラインならではの利点かも
知れません。今回 F クラスの学習者が感想を寄せてくれたので、ご紹介します。

日本語教室担当会員

荻原 恵子

楽しい時は、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ユネスコ
で日本語の勉強を始めることにしてよかったです。もう二年以上
秋の途中から冬と春の F クラスに参加しま
した。コロナの影響で、全部のクラスがオンラ

経ちました。先生たちのおかげで、たくさん日本語を覚えました。
日本語の勉強を手伝って下さってありがとうございました。
Minna Hagberg（ミンナ・スウェーデン）

インになりましたが、すぐ慣れてきて、毎週楽
しみにしていました。たまに、仕事や用事があ

2020 年の秋からユネスコ日本語教室に参加しています。授業中

って、クラスに出られませんでしたが、先生は

先生はとても丁寧に話して、文法を教えてくれるだけではなく、日本

いつもメールで優しくレッスンの内容や宿題を

の伝統的な文化や名所なども教えてくれました。いろいろ勉強にな

教えていただいて、いつも感謝しています。

りました。

KANG LEI（カン・中国）

日本語を勉強できることだけじゃなくて、出ら
れるクラスでいつもお二人の優しい顔をして

1。日本語で話すチャンスがないので、このクラスで勉強したりおし

いる先生たち、仲のよいクラスのメンバーとお

ゃべりしたりのがとてもよかったです。 2。先生に文法と言葉を教え

会いできることを楽しみにしています。

ていただいて役に立ちました。 3。毎週 勉強したのが日本語の感

Naomi （ナオミ・シンガポール）

「TEA

覚を忘れずにとてもよかったです。

Shin Jiwon（シン・韓国）

TIME」

【世界文化遺産】：「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産に登録の見通し
世界文化遺産への登録を目指している北海道と青森県、岩手県、それに秋田県に点在する「北海道・北東
北の縄文遺跡群」について、ユネスコの諮問機関イコモスは世界遺産への登録がふさわしいとする勧告をま
とめました。これにより、ことしの世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しとなりました。
【ユネスコ豆知識】ユネスコ加盟 70 周年
ユネスコは日本が戦後最初に(昭和 26/1951 年)加盟した国連機関です。令和 3/2021 年は日本のユネス
コ加盟 70 周年にあたります。 教育、科学及び文化の協力と交流を通じた国際平和と人類の共通の福祉
の促進を目的としたユネスコは、平和を求める日本にとっての希望であり、国内外において着実にユネス
コ活動を広げてきました。日本のユネスコ加盟 70 周年を記念し、ユネスコを通じた日本の取組をより多く
の方々に知っていただくために記念ロゴマークを作成しました。 （図左）
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★自主語学講座 ★国際理解・国際交流など、ユネスコ運動推進の一助として、活動しております。
お願い：新型コロナ感染防止のため、語学教室が急遽延期中止になる場合があります。ご了承ください。ご参加
＆見学希望される場合は必ず事前に協会メール宛（ Email：meguro@unesco.or.jp）お問合せお願いします。

韓国語（中級）

リュ エ リン

柳

愛 林 先生

フランス語 (初級)

あ き えだ

秋枝シュザンヌ先生

フランス語（初中級）

ドイツ語 (初級)

伊藤クロード・アンヌ先生

イザベル・ゴイ先生

昨年お迎えした先生の５

テキストは“Amical

初中級のテキスト『EN SCENE

緑が丘文化会館
火：10:00〜11:30
担当:小泉政夫
開講から３年半になりますが、

回の授業で、先生の明るさ

ement plus”を使ってい

Ⅱ』で学んでいます。アルザス

初級テキストを反復しゆっくり

ます。フレンドリーにフ

出身で、明るく親しみやすい先

と進化しています。先生には

ランス語と フラ ンスの

生のもと、とてもアットホームなク

個々のレベルに応じて適切に

文化を学んで、歴史や時

ラ ス で す 。 Petit à petit,

対応いただいていますので、

秋の開講を待っています。 事問題も分 り易 く勉強

l'oiseau fait son nid. 努力す

新規にいつでも参加可能で

れば事は成就する。現在満席

す。9 月再開後の見学を歓迎

上目黒住区センター

目黒区民センター社会教育

金：月３回 18：40～20:10

館

担当：中村

正

と落ち着いたご指導に魅
了されました。

ZOOM クラス

水：10:30～12:00

木：9：30～11:00

担当：山田峰子

担当：雲野右子

します。

します。

スペイン語（初級）

英語 (初級)

英語（初中級）

サリー・バタン先生

ジェフ・モーエン先生

ジェフ・モーエン先生

中目黒スクエア

中目黒スクエア

木：14：00～15：30

水 13：30～15：00

木：10:00～11:30

木：18：45～20：15

担当： 伊藤実知子

担当: 濱岡位久子

担当：谷澤眞知子

担当:佐藤研治

目黒区民センター社会教育館

中国語（初級）

劉 厦（リュウシャ）先生
上目黒住区センター

テキストは、Plaza Amigos

初級のとても親しみやす

ニューヨークでダンサーとして

教材は「ニーハオ・ニッポ

2。優しい先生の指導の下、

い楽しい雰囲気のクラス

活躍されていたジェフ先生の英

ン、振りむけば中国語」、親

スペイン語圏の文化を学ん

です。テキストは

会話は、きれいで聞き取り易い

しみやすく、初心者から、多

だり、文法を基にして文を作

「 Making Friends １ 」 を

です。そしてとても熱心に指導

少慣れた人向けです。先生

ったりして、楽しく勉強してい

使っています。

してくれます。私達は、時々懇

の楽しい指導で簡単な会話

ます。

メンバー募集中！

親会を開いて親睦を深めてい

休講中

や文法を、頑張っています。

ます。
【2021 年度受託語学講座（8/1 区報掲載）
】※参加費無料・教材費実費・緑が丘文化会館・全 15 回
① イタリア語初級講座（9/2 木 13：30～）②ドイツ語初級講座（9/7 火 10：00～）詳細 4P 参照
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〜新型コロナ感染防止のため、ご了承ください〜
下記の恒例事業は中止になりました。
【夏のつどい】
【目黒 SUN まつり】
【ユネスコバザー】
【目黒ユネスコチャリティーコンサート】
また、9 月以降の活動（日本語教室・自主語学教室、他）も
延期あるいは中止になる場合があります。
ご理解の上、ご了承ください。
最新情報は当協会の HP でご確認いただけます。

▲ 目黒ユネスコ日本語教室 2021 秋期教室

最新情報は当協会の
HP でご確認いただけます。
土曜コース 初心者クラスのみ
『みんなの日本語初級Ⅰ』を使ってのグループレッスン
日時：9 月 11 日〜 12 月 11 日(毎週土曜) 10:00～11:45
場所： 緑が丘文化会館(目黒区緑が丘 2-14-23) ※駐車場はなし
講師：目黒ユネスコ協会日本語教室担当会員
参加費：4,200 円（全 14 回） ※別途テキスト代あり
対象：16 歳以上の日本語を母国語としない人
定員：８名（先着順） ※ お子様連れ不可
申込み：当協会HP「日本語教室」の申込みフォームをご使用ください。
講座名「日本語教室土曜コース」・氏名・国籍・住所（〒を含む）
電話番号・E メールアドレスなどの連絡先を明記の上、
お申込みください。
詳細は、当協会 HP で８月１日以降にご覧いただけます。
問合せ：目黒ユネスコ協会
主催：NPO 法人目黒ユネスコ協会 共催；目黒区教育委員会

★ 受託語学教室
1.ユネスコ語学教室「イタリア語初級講座」
日時：9 月 2 日（木）〜 12 月 16 日（木） 13:30～15:30
募集人員: 20 名
(全 15 回)
会場: 緑が丘文化会館 第１研修室・第 3 研修室
講師: シモーナ・マリアーニ 氏(イタリア文化会館イタリア語講師)
2.ユネスコ語学教室「ドイツ語初級講座」
日時：9 月 7 日（火）〜 12 月 21 日（火） 10:00～12:00
募集人員: 20 名
(全 15 回)
会場: 緑が丘文化会館 第１研修室
講師: イザベル・ゴイ 氏 （ベルリッツ ドイツ語講師）
申込み（両講座共通）： ハガキ、FAX または当協会 HP の
申込みフォームで講座名、住所（〒を含む）・氏名・電話番号
を明記の上、お申込みください。
締め切り：8 月 20 日（金）（必着） ＊区報 8/1 号掲載予定
＊応募多数の場合は抽選。結果は全員にご連絡します。

■ 千羽鶴の募集
恒例の目黒区主催の「平和のつどい」は中止になりました。
当協会では例年通り千羽鶴を集め、広島市（原爆の子像）に
直接郵送することに致しました。皆様のご協力をお願いいた
します。ご協力くださる方は千羽鶴（サイズ 7.5×7.5 ㎝）を
封書で、事務局宛にご郵送ください。
締切りは 7 月 23 日頃まで。（担当 望月）

★ 初めて習う日本語
日時：9 月 7 日〜 12 月 9 日 毎週火・木曜日 10:00～12:00
（但し 9 月 23 日及び 11 月 23 日を除く）
会場：中央町社会教育館 （目黒区中央町2-4-18） さくらプラザ B1
定員：１０名（先着順）
※駐車場はなし
対象：１６歳以上の日本語を初めて習う人
講師：目黒ユネスコ協会日本語教室担当会員
参加費：3,300 円（テキスト代として）
申込み：当協会 HP の「はじめて習う日本語」申込みフォームを
ご使用ください。講座名「初めて習う日本語」・氏名・国籍・
住所（〒を含む）・電話番号・E メールアドレスなどの連絡先を
明記願います。
受付期間は 8 月 1 日（日）〜 8 月 24 日（火） ＊締め切り日厳守
保育あり：２歳以上の未就学児対象。希望者は申込み時に「保育希望」
と記し、お子様の名前・年齢・性別を明記の上、お申込みください。
＊詳細は当協会 HP で８月１日以降ご覧いただけます。
主催:目黒区教育委員会 主管：NPO 法人目黒ユネスコ協会

【訃報】 岡田 隆夫氏
スペイン語教室のお世話人としてご活躍されました。
これまでのご尽力に感謝申し上げますとともに、
心よりご冥福をお祈りいたします。
■ 新入会員 どうぞよろしく！（敬称略） 及川 美穂

太田 優枝

活動日誌 4 ~ 6 月
■ 4 / 14 (水) ショートニュース(No351)発送＆連絡会
■ 4 / 25 (日) 第 1 回理事会
■ 5 / 10 (月) 令和 3 年度通常総会書面開催
■ 5 / 23 (日) 第 2 回理事会
事務局のスタッフによる対応は
■ 6 / 26 (土) 運営会議
引き続きお休みです。
7 月以降の予定
■ 7 / 14 (水) ショートニュース(No352)発送＆連絡会
■ 7 / 31 (土) 第 3 回理事会
★ 9 / 2 (木) 初級イタリア語クラス開始
★ 9 / 7 (火) 初めて習う日本語開始
★ 9 / 7 (火) 初級ドイツ語クラス開始
▲ 9 / 11 (土) 目黒ユネスコ日本語教室 2021 秋期教室開始
■ 自主語学教室 7 講座（仏 2・西１・英 2・独１・韓１）
■
●
▲
★

目黒ユネスコ協会主催
目黒ユ協会の関連機関・団体との協力事業
目黒ユ協会の関連機関・団体との共催事業
目黒区教育委員会からの受託事業

『目黒ユネスコ協会』で検索！
最新情報も HP からどうぞ！

【編集後記】 ８月の声を聴くと私たちは悲惨な戦争の過ちを
もう決して繰り返さないために、平和への誓いを深く心に刻む
時を迎える。日本は戦後７6 年間直接の戦争当事国ではなか
ったが、こうしている現在も世界では相変わらず流血の争いが
終わらない。難民キャンプで育つ子ども達、貧困に苦しむ
人々、様々の理由で世界は今も混迷を深め、和解への道は難
しい。だが、私たちは、平和を標榜するユネスコ会員として、今
年もまた平和への活動を学び合い、大勢の仲間たちとそのた
めに出来ることを積み上げていきたい。
斉藤眞澄
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