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～北九州ESD活動～

北九州ESD協議会
5

持続可能な社会とは

絵の出典: ESD-J

環境と社会と経済の
バランスがとれた社会のことです

北九州ESD協議会
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「持続可能な社会」を

実現するために

国連が

「持続可能な開発のための

教育の10年(2005-2014)」
を推進しています。

北九州ESD協議会
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「持続可能な開発のための教育

(Education for Sustainable Development)」は、

略して 「ＥＳＤ」

イー・エス・ディー
です。

北九州ESD協議会
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ESDに含まれる教育

ESDはさまざまな分野
の教育を含みます。

ひとつの課題について
学習することによって
いろんな分野の教育に
総合的に取り組んでい
きます。

絵の出典: ESD-J

北九州ESD協議会
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ESDが行われる場
学校
市民センター
生涯学習センター
職場
家庭
市民活動の場など

あらゆる教育の場に
おいて、行います。

絵の出典: ESD-J

北九州ESD協議会
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子ども、大人、
先生、生徒、
大学、研究機関、
企業、マスコミ、
NPO/NGO、
地域団体、行政など

あらゆる立場の人たち
が、共に学びあい、行
動します。 絵の出典: ESD-J

ESDを行う人

北九州ESD協議会

18出典: ESD-Jより一部変更

ESDが進める学習方法
過去を学ぶ → 現在を分析し、過去から学び、

                             未来を創る
講義形式     → 体験・対話・協働形式

画一的 → 多様

「教える－学ぶ」という上下関係 → 
           共に学ぶという協働関係

知識を得る → 知識を得て、行動する

北九州ESD協議会
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• 問題を感じる
• 問題について考え、分析する
• 問題解決のために、学ぶ
• 問題解決のために、行動する
• 多様な価値観を認める
• 知識や経験を共有する
• 行動を広げ、つながっていく
   ことが、できる人を育てること

ESDがめざすこと
北九州ESD協議会
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公正で持続可能な社会（＝世界の環境首
都）」の実現をめざして、市民1人ひとりが、
持続可能な開発という概念を理解し、達成す
るための実践活動が行えるように、あらゆる
教育や活動に持続可能な社会づくりの概念
を取り入れ、北九州方式の『ESD』を構築し、
国内外へ発信する。

北九州ESDのビジョン

北九州ESD協議会
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北九州ESDの10年(2005～2014)の 
活動と最終目標 

北九州100万 
市民が 

ESDを実践 

ESDについて 
理解と普及 

ESD推進のため
のパートナー 
シップづくり 

現在の教育や 
活動のESD化と 
北九州方式の 

ESDの開発と普及 

北九州ESDを 
国内外へ発信 

北九州ESD協議会
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北九州ESD協議会のメンバー
• 学校
• 大学・研究機関
• 教育機関・施設
• NPO・NGO
• 地域団体
• 企業
• 国際協力機関
• 行政
など50団体(2007年7月現在)

北九州ESD協議会

31

• 国際連合大学高等研究所が推進しています。
• 地域の学校、社会教育機関、高等教育機関
のネットワークをつくり、ESDを広めようとす
るものです。

• また、世界中のRCEのネットワークを通して、
ESD に関するグローバル学習空間（Global 
Learning Space）を創造することを目標とし
ています。

RCE（地域の拠点）

北九州ESD協議会
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世界のRCE

西ハリスコ

ラゴス

カノ

サマラ

ノースイースト

Creias-Oeste 

グラッツ・スティア モントリオール

北部中央テキサス広域圏
ヨルダン

グランド・ラビッズ

クリチバ

サスカチュワン

ナイロビ広域圏

クワズル・ナタール

マカナ・東ケープ郊外

キルギスタン

スコーネ

ガーナ 

アイルランド

サドベリー広域圏

トロント

 

 バルセロナ

 
 
 

出典： 国連大学

北九州ESD協議会
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北九州ESDのモットー

かっこよく

楽しく

無理なく

北九州ESD協議会























































年　度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

役　員

代 表 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ 　寺坂　カタヱ

副 代 表 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子 　三隅　佳子

同 上 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦 　高宮　俊諦

同 上 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁 　鶴田　暁

同 上 　近藤　倫明 　近藤　倫明 　近藤　倫明 　近藤　倫明

同 上 　鹿田　磨樹 　鹿田　磨樹 　関　宣昭 　関　宣昭

同 上

監 事 　坂本　武司 　坂本　武司 　島　嘉範 　島　嘉範 　島　嘉範 　高原　義弘 　高原　義弘 　高原　義弘 　高原　義弘

監 事 　宮下　緑 　大島　陽子 　杉山　唯 　末川　紀美惠 　堺　真美 　北野　久美 　北野　久美 　北野　久美

地域ネットプロジェクト

リーダー 　北野　久美 　北野　久美 　北野　久美 　土井　智子 　土井　智子 　土井　智子 　土井　智子 　土井　智子 　土井　智子

サブリーダー 　熊井　一博 　熊井　一博 　熊井　一博 　津田　潔 　津田　潔 　熊井　一博 　熊井　一博 　熊井　一博 　熊井　一博

同 上 　土井　智子 　土井　智子 　土井　智子 　後藤　加奈子 　後藤　加奈子 　上永　陽一 　上永　陽一 　上永　陽一 　上永　陽一

同 上 　服部　祐充子 　服部　祐充子 　服部　祐充子 　服部　祐充子

同 上 　樋上　禎子

調査研究プロジェクト

リーダー 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之 　三宅　博之

サブリーダー 　江藤　郁子 　江藤　郁子 　江藤　郁子 　北野　久美 　北野　久美 　北野　久美

同 上 　細井　陽子 　細井　陽子 　細井　陽子 　細井　陽子 　細井　陽子 　細井　陽子

同 上 　川島　伸治 　川島　伸治 　川島　伸治 　川島　伸治 　川島　伸治

広報プロジェクト

リーダー 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ 　原賀　いずみ

サブリーダー 　櫃本　礼二 　櫃本　礼二 　窪田　浩治 　加地　祐毅 　黒木　正基 　徳永　晶子 　徳永　晶子 　徳永　晶子 　徳永　晶子

ユースプロジェクト

リーダー 　森山　真一 　森山　真一 　酒井　莉沙子 　北島　楓 　松尾　諭 　松尾　諭

同 上 　小辻　英彰

歴代役員・運営委員一覧

    運営委員会委員































だよりだより
K i t a k y u s h u  E S D  C o u n c i l  N e w s  L e t t e r

ESDとは、「持続可能な開発のための教育」を意味する英語Education for Sustainable Developmentの頭文字をとったものです。
北九州地域では”未来パレット”のニックネームの下、教育機関・市民団体・企業・行政などからなるネットワーク組織、北九州ESD協議会が活動しています。

2009年9月1日発行
北九州ESD協議会

vol.4SEPTEMBER 
2009

未来パレットだよりVol.4 ●SEPTEMBER 20091

九州海外協力協会
http://www.joca-kyushu.or.jp/

検索詳しくは JOCA九州

（写真・原稿：九州海外協力協会 田中富美代）
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「まちづくり、人づくり、地球づくり」をテーマに上記のフォトライブラリーを
現在作成中です。 また、ESDに関する出前講座も実施しています。環境首都・北九州市には、「市民の環境力が不可欠です。

北九州ESD協議会のメンバーはこの環境力を育む一翼を担っています。

環境首都・北九州市におけるESDの位置づけ

未来の日本の食糧は
？

小倉南区井手浦の畑
で田植え体験が行わ

れ、いろんな世代の人
たちが参加

をし、田植えを通して
交流しました。これか

らの日本の食糧は自
然を通して

次世代に伝えていく
ことにより支えられ

ていくことでしょう。

特定非営利活動法人
シニアネット北九州

http://www.motta
inai.or.jp/

検索

詳しくは シニアネット北九州

科学は人の未来のために
持続可能な未来を築くためには、人々の英知による科学技術の進歩とそれら
の社会への導入は不可欠。自然エネルギーの普及もその一つです。写真は北
九州市若松区にある九州最大規模の出力のJ-POWER響灘太陽光発電所。

J POWER 若松総合事業所
http://www.jpower.co.jp/

詳しくは Jパワー

安心できる水はどこにある？
こちらはマダガスカルの田舎の小学校にある簡易
水道タンクです。子どもたちは、限られた水を毎日
大切に分け合いながら使っています。世界の人口
の1/6は安全な飲み水にアクセスできず、毎年180
万人の子が下痢で死亡しています。これから水を
使う際、私たちは蛇口の奥のむこうの子ども達の
ことを考える必要があるかもしれません。

九州海外協力協会
http://www.joca-kyushu.or.jp/

詳しくは JOCA九州

PhotoLibraryPhotoLibrary
北九州ＥＳＤ協議会では私たちの暮らしが地球
全体につながっていること、そして今が未来に
つながっていることを感じてもらうために、
フォトライブラリーを始めました。

（写真・原稿：九州海外協力協会）

（写真・原稿：Ganesha材料＆環境LinksLLP）（写真・原稿：北九州
ESD協議会）

出前講座の詳細は北九州ESD協議会のホームページ（http://www.k-esd.jp/）をご覧下さい
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「まちづくり、人づくり、地球づくり」をテーマに上記のフォトライブラリーを
現在作成中です。 また、ESDに関する出前講座も実施しています。

科学は人の未来のために
持続可能な未来を築くためには、人々の英知による科学技術の進歩とそれら
の社会への導入は不可欠。自然エネルギーの普及もその一つです。写真は北
九州市若松区にある九州最大規模の出力のJ-POWER響灘太陽光発電所。

J POWER 若松総合事業所
http://www.jpower.co.jp/

検索

安心は街のにぎわいの中に
環境先進国と言われるスウェーデン。首都ストックホルムの街なかには、大気や水質の状態の数値をリアルタイムで見ることができる塔があります。普段は数値を気にする人もなくにぎわう中に、確かな安心があるのです。

Ganesha材料＆環境LinksLLPhttp://ganeshalinks.way-nifty.com/

検索
詳しくは ガネーシャLinks

安心できる水はどこにある？
こちらはマダガスカルの田舎の小学校にある簡易
水道タンクです。子どもたちは、限られた水を毎日
大切に分け合いながら使っています。世界の人口
の1/6は安全な飲み水にアクセスできず、毎年180
万人の子が下痢で死亡しています。これから水を
使う際、私たちは蛇口の奥のむこうの子ども達の
ことを考える必要があるかもしれません。

九州海外協力協会
http://www.joca-kyushu.or.jp/

検索JOCA九州

過去を知らないと未来はつくれない
小倉に投下されるはずだった原爆は、当日の小倉上空の雲のため、長崎に投
下されたことをうけ、北九州市では、被爆者の霊を慰め平和を祈るために、こ
の碑を建立しました。予定通り投下されていたら、今のあなたはどうなってい
たのでしょう。過去と現在・未来はつながっているって気付いてください。

北九州市 http://www.city.kitakyushu.jp/

検索詳しくは 北九州市

（写真・原稿：九州海外協力協会）

（写真・原稿：Ganesha材料＆環境LinksLLP） （写真・原稿：北九州市）

（写真・原稿：Ganesha材料＆環境LinksLLP）

出前講座の詳細は北九州ESD協議会のホームページ（http://www.k-esd.jp/）をご覧下さい



北九州ESD協議会

〒805-0071　北九州市八幡東区東田2丁目5-7　東田エコクラブ内
電話（093）661-2133　FAX（093）671-7782
E-mail：info@k-esd.jp　 URL：http://www.k-esd.jp

未来パレット情報局

環境の専門家と自然住宅を得意とす
る建築家が下町の工務店とコラボし
てできた一冊。単なるエコの積み重
ねではなく、環境に働きかけ人も育
てる「広がりのあるエコ」を目指した
プロジェクトの記録。

平田 裕之・山田 貴宏 著
畑がついてる
エコアパートをつくろう
－地球を冷やすワザいっぱいの下町
プロジェクト
● 税込価格 ： ¥2,100 （本体：¥2,000）
● 出版 ： 自然食通信社
● サイズ ：21×19cm / 179P
● ISBN ： 978-4-916110-29-9
● 発行年月 ： 2008．5

「ESDの10年」中間年を迎えて
北九州ESD協議会　副代表　三隅　佳子

2005年～2014年までを国連は「ESD（Education for  
Sustainable Development）の10年」と決定し、世界中で取り
組みを進めてきました。早いもので、今年は中間年の3月31
日～4月2日まで、ドイツのボンで中間年国際会議が開催さ
れました。世界150カ国が参加し、採択された「ボン宣言」に
は、ESDの取り組みのさらなる強化・推進が唱えられました。
　北九州ESD協議会は2006年9月、44団体で発足し、現在
では多様な分野で活躍する60の団体が参加して、徐々に活
動の輪を広げています。
　平成20年12月に策定された市の基本構想・基本計画「元
気発信！北九州」プランにも、「持続可能な教育（ESD）を推
進し、あらゆる世代の環境意識を高めます・・・」と掲げられ、
活動の推進が求められています。勿論一口に環境といって
も、自然環境の保護といった面のみでなく、開発・貧困・食
料・人口・人権・平和等が含まれます。
　さて、「北九州ESDアクションプラン」では、2006～2007年

北九州市環境ミュージアムオススメの一冊

事務局

を基盤整備、メンバー間の認識を啓発。2008年～2010年は、
参画主体のネットワーク化、パートナーシップづくり、共同
研究・学習、地域内外への発信・交流。2011～2014年は、公
正で持続可能な社会の構築へ向けて、世界一環境意識の
高い市民・行動する市民を目指し、地域内外との交流・発信
を掲げています。
　その中期に当る今年度（2009年）は、バスツアー、ESD講
座、ESDカフェ、パイロットプロジェクト事業、出前講座、子
ども向け教材作成、会報誌発行、ホームページ充実、活動モ
ニタリング評価、国内外との連携、植樹祭へのESD協議会と
しての参加、グリーンリボンによる啓発等々の事業が計画
されています。そしてビッグニュースはユースチームの誕
生です。元気印の若者に乞うご期待！！地球環境・社会・人間
について真剣に考えたい人全員集合の北九州ESD協議会
です。人間と環境の相互関係を見渡しましょう。それぞれの
活動を生かしてつながり、問題解決に挑む意欲を発揮しよ
うではありませんか。  明日のため、未来に向けて。

北九州ESD協議会は、「公正で持続可能な社会をつくっていこう」という強い熱意
と行動力のある多くの方々によって設立されました。北九州ESD協議会メンバーの
ESDに対する思いや、これからの意気込みなどをリレーエッセイでお伝えします。
3回目は、北九州ESD協議会の三隅佳子副代表です。

北九州ESD協議会
ユースチームが発足しました！

リレーエッセイ
─ 第3回 ─

リレーエッセイリレーエッセイ

リレーエッセイ4回目は、（財）タカミヤ・マリバー環境保護財団の橋本潤事務局長です。

　今年の4月から、北九州ESD協議会に大学生が中心となったユース
チームが発足しました。ESDとはよりよい未来を創るための教育活動
です。ESDを実践するためには若い世代の私たちの参加が重要です。
協議会のメンバーとともに、またユースチームの仲間と一緒に、ESDに
関するイベント、セミナーなどの活動に取り組んでみませんか。何かイ
ベントを企画、主催したい人、いろんな大学の学生や市民と何かした
いという人、どんどんアイデアを出して、有意義な活動をしませんか。
環境、開発、国際理解、多文化共生、福祉、平和、人権、ジェンダーなど
の分野に興味がある人、学んでみたい人、知識やノウハウを活かす場
が欲しい人、ボランティア活動がしたい人、そして自分のまわりの社会、
日本の将来、開発途上国の生活などをよくしていくことに興味がある人
など、ぜひご参加ください。詳しいお問い合わせは事務局まで。 

　2009年6月6日（土）、7日（日）北九州市環境ミュージアムでイベント
「未来ホタルデー'09」 ～感じよう！私たちの現在（いま） 考えよう！この
星の未来～が開催され、北九州ESD協議会ではブースを出展しました。
　当日は環境ミュージアムが無料開放され、家族連れなど多くの人々
が訪れました。
　北九州ESD協議会ブースでは、訪れた人にパズルのピースに未来へ
のメッセージを描いてもらい、それぞれをパネルに貼ってつなげていき、
一つの地球をつくりました。子どもも大人も、将来の夢や地球の未来の
姿など、未来への思いを一生懸命に描き、少しでも未来のことを考える
きっかけとなりました。
　このイベントを通して、地球に優しい子どもたちが増えることを祈ります。

みんなの未来への想いが込
められたパネルは、3セット完
成し、東田エコクラブ（住所は
下記参照）にて、10月30日（金）
まで展示されています。
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北九州市環境ミュージアムの「未来ホタルデー’09 」に
北九州ESD協議会からブースを出展しました！

BOOK GUIDE

6月6日～7日

「未来へのメッセージ ～みんなの未来を描いてみよう～」

ユースチーム会議の様子完成した地球のパズル

イベント会場の様子



だよりだより
K i t a k y u s h u  E S D  C o u n c i l  N e w s  L e t t e r

ESDとは、「持続可能な開発のための教育」を意味する英語Education for Sustainable Developmentの頭文字をとったものです。
北九州地域では”未来パレット”のニックネームの下、教育機関・市民団体・企業・行政などからなるネットワーク組織、北九州ESD協議会が活動しています。

2009年12月15日発行
北九州ESD協議会
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北九州ESDバスツアー

北九州の水
いのちの源を訪ねて

北九州ESD協議会プロジェクトチーム主催プロジェクト

2009.9/26（土）開催レポート

　カルスト台地に降る雨は地表に川を作らずに、石灰岩を
徐々に溶かしながら地下に滲み込んでいきます。水は地下
を流れ、溶けた石灰岩が再び沈積し複雑な鍾乳洞を形成し
ます。やがて、その水は湧水となり麓へ流れ海へ注がれます。

　厚生労働省はおいしい水の条
件として、水温が低く、ミネラルを
適当に含み、有機物が少ないな
ど7つの要件を挙げています。森
から流れ出る紫川源流の水質は、
水温も低く有機物も少なく、井手
浦浄水場の水がおいしいのもう
なずけます。

（感想）日本熊森協会が発足以来訴え続けてきた“行き
過ぎた人工林を、水を育む自然林に”というテーマをも
とに、鱒淵ダム周辺の森を観察することにより、ESDのメ
ンバーに理解して頂けたことを嬉しく思っています。

平尾台 鱒淵ダム

紫川の源流

紫川の源流（かぐめよし少年自然の家近く）

「水は地下に流れる」

「おいしい水って？」

「植林と自然林の違いを見分ける」

　このバスツアーは、北九州ESD協議会のネットワークで各団体
がもつ知識を集結させて実施し、私たちの命の源である「水」を
切り口に、参加者に持続可能な社会づくりの必要性を伝えました。
北九州市内の自然を目で見て感じ
ることで、普段の生活を見直し、これ
からの未来を考え行動するきっか
けとなったのではないでしょうか。

ガイド：紫川を愛する会

ガイド：日本熊森協会ガイド：平尾台観察センター2

3

4

　平尾台からの伏流水
がミネラルを含んで田
んぼに流れてきます。
１年中同じ温度。お百
姓さんが愛情込めて
籾殻を焼いて燻炭にし
て土に戻します。土と
水、田んぼの命です。
それに谷間の朝夕の
寒暖の差。美味しい理
由です。

「井手浦のお米はなぜ美味しいの？」
井手浦（平尾台のふもと） ガイド：シニアネット北九州

　　　 環境学習サポーターの会

田んぼにはか
かしコンテス
トの作品が

1
ふくりゅうすい

もみがら くんたん

にじ

ちんせき

わきみず ふもと

しょうにゅうどう
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検索詳細記事はウェブにアクセス 北九州ESD協議会

　2009年9月11日（金）から14日まで（月）までの4日間、海外RCEの
取組みを学び、北九州のESD活動を海外へ発信するため、韓国・トン
ヨン市へのスタディーツアーを開催しました。

1日目　釜山
2日目　RCEトンヨンと交流・ディスカッション
3日目　トンヨン市内視察、海岸清掃
4日目　トンヨン市長表敬訪問

　今回のRCEトンヨンとの交流で、今更ですが「RCE」を意識しました。
トンヨンでは環境を切り口に、国際的な視野を持ち活動を行っていま
した。また、世界共通の課題の解決に取り組む姿勢を見て、世界共通
の課題解決は自国の課題解決に繋がっていることに気づきました。さ
て、北九州市は環境首都として世界に打って出ました。成功の鍵は教
育による一般市民の意識改革です。愛する故郷を盛り上げるため、地
道にESDを推進していこうと思いました。

　2009年9月26日（土）、北九州国際会議場にて、東アジアヘルスプロ
モーション会議にユースチームのメンバーが参加し、ESDの概念やユー
スチームの活動を紹介するポスターを作成し、発表を行いました。

　「東アジアヘルスプロモーション会議」で北九州ESDの活動を発表
して、特に感じたことは、ESDの概念や活動目的を参加者に伝えること
の難しさでした。
　ESDについては充分に理解しているつもりでも、実際に人々に説明
する場合は理解が不十分であったので、私たちがよりESDについての
理解を深める必要性を感じました。
　今回の会議に参加して、ESDの考えをヘルスプロモーションのコン
セプトである「健康な地域づくり」につなげれば、ESDの活動がより面
白くなるのではないだろうかと強く感じたと同時に、ESDの特色である
“つながり”をもっと活かして、北九州のESDを発信していきたいです。

北九州ESD協議会・調査研究チーム主催プロジェクト 北九州から海を越えて～韓国スタディーツアー～

北九州ESD協議会・ユースチーム 東アジアヘルスプロモーション会議に参加しました！

私たちの活動のテーマはThink globally, Act locally!

※RCEとは？
RCE（Regional Centers of Expertise on Education for Sustainable 
Development）とは、「ESDに関する地域の拠点」を意味する世界のネット
ワークです。ESDを推進するために、国連大学が要件を満たした地域につ
いて認定を行い、世界では北九州市を含む62箇所の地域がＲＣＥの認定を
受けています。（2009年12月現在）

※ヘルスプロモーションとは？
　WHO（世界保健機関）が1986年のオタワ憲章において提唱した新しい健康
観に基づく21世紀の健康戦略で、「人々が自らの健康とその決定要因をコント
ロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義されています。

スタディーツアー参加者・
後藤加奈子さん（東谷市民センター職員）の感想

ユースチームメンバー・
森山真一さん（北九州市立大学・学生）の感想

開発 国際
協力

環境 福祉

なぜESDをすることがヘルスプロモーションになるのか

ＥＳＤの行う活動 → 市民の健康を助ける。 → ＱＯＬが高まる。
※Quality Of Life=生活の質

健康で
みんなが
住みやすい
まちづくり

食育

医療

NPO
NGO

学校
企業

市民団体

学生団体
（ユースチーム）

ユースチームが作成した図

旅程

日
韓
が
ペ
ア
と
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て
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検索

詳しくは

新道寺小学校

検索詳細記事はウェブにアクセス 北九州ESD協議会

　2009年10月17日（土）、18日（日）の2日間、北九州市役所周
辺広場で市民・NPO・企業・学校・行政協働の環境イベント「エ
コスタイルタウン2009」が開催され、北九州ESD協議会では
ブース出展をしました。
参加者数： およそ430名（17日(土) 200名、18日(日) 230名）
出展内容： ・ パズルのピースに未来へのメッセージを描いても

　らい、ピースをつなげてひまわりの花を完成させる。
・ エルメラコーヒー（※）の販売。コーヒーを通して世
　界を考えるきっかけづくりを提案。

※エルメラコーヒー
エルメラコーヒーは、途上国の東ティモール
で生産されたコーヒー豆をフェアトレードで
輸入し、その製造に日本の障害者が加わって
作られたコーヒーで、途上国と障害者双方の
経済的自立支援を目指しています。

北九州発信！ 届け☆未来へのメッセージ （エコスタイルタウン2009にブースを出展！）

　2009年11月5日（木）に、小倉南区（平
尾台付近）の新道寺小学校にて、全校を
あげて未来パレット出前講座が行われま
した。
　対象は新道寺小学校の児童とその保
護者たちで、低・中・高学年に分かれ、協
議会による3講座を同時開催しました。各
学年とも、家にある廃材を使ったエコ工
作を通して、持続可能な社会を考える時
間となりました。

エコ工作を通して、親子で環境について考えよう （新道寺小学校で未来パレット出前講座が開催されました）

私たちの活動のテーマはThink globally, Act locally!

検索

詳しくはウェブにアクセス

北九州ESD協議会

ESD出前講座では
多彩なメニューを取り揃えています。

この講座の様子は、新道寺小学校の
ホームページで紹介されています。
（ URL ： http://www.kita9.ed.jp/shindouji-e/ ）

地球規模で考え、
足元から行動しよう

北九州ＥＳＤ協議会ブースの様子

来場者のメッセージが書かれたひまわりのパズル（2日間で2セットが完成）

●低学年（１～２年生）
「もったいないことしてないかい？」講座
・実施団体：地球温暖化を考える北九州
市民の会　
・内容：家にある空き缶を使った、車のお
もちゃ作り。
子どもたちの独自の発想で、いろんな車
が誕生しました

●中学年（３～４年生）
「新聞紙でエコバックを作ろう」講座
・実施団体：シニアネット北九州
・内容：新聞紙でバック作り。
生徒たちはできあがった新聞バックをう
れしそうに持って下校しました。

●高学年（５～６年生）
「ペットボトルのリユース風車作り」講座
・実施団体：若松秋桜会
・内容：使用済みのペットボトルを使った
風車作り。
リサイクルの話を通して地球環境の現状
を考えました。



北九州ESD協議会

〒805-0071　北九州市八幡東区東田2丁目5-7　東田エコクラブ内
電話（093）661-2133　FAX（093）671-7782
E-mail：info@k-esd.jp　 URL：http://www.k-esd.jp

未来パレット情報局

（紹介者の感想）
人間の欲望が行き着くところまで行っ
てつぶれた今回の大不況、手塚先生が
見たらどんな漫画になっていたろう？
私の母は先生より１つ下です。元気に
21世紀を楽しんでいます。

手塚 治虫 (著) 

21世紀の君たちへ　
ガラスの地球を救え
● 税込価格 ： ¥460 （本体：¥438）
● 出版 ： 株式会社　光文社
● サイズ ：文庫本サイズ／208Ｐ
● ISBN ： 4-334-72288-1
● 発行年月 ： 1996.9

「わたしとESD」
財団法人　タカミヤ・マリバー環境保護財団　

事務局長　　橋本　潤

　私が初めて、ESDという言葉を聞いたのは、３年程前になります。
寺坂さんと和田さんが訪ねて来られ、お二人は北九州市でESDに取り組
む意義や目的等を熱く述べられ、特に次世代を担う子供たちにその思
いを伝えていきたいとおっしゃられていました。
　その時の私の印象として、概念としては理解出来るものの、実際に行
動に移していくことは無理だろうと感じた事を良く憶えています。
　私が属するタカミヤ・マリバー環境保護財団は、市内の水辺の環境保
全を推進している企業内財団です。
　今、北九州には私たちのような環境保全に取り組む団体の他、福祉、
人権、教育、子育て、街づくりなど、様々な分野で多くの市民がボランティ
アとして活動しています。
　しかし、それはあくまで独自の活動であり、相互の連携や情報のネッ
トワーク化が図れた上での取り組みではありません。ただ私としては、そ
れはそれで良いのではないかという思いもありました。率直に言って、
ESDという言葉が持つ概念や理念と自分たちの活動に大きな距離を感
じておりました。
　その後、「持続可能な開発」という言葉の意味を知り、「環境モデル都
市」としての北九州市の将来像を描いて行く上で、ESDの取り組みや普
及が不可欠なものであることを知り、北九州市環境局や多くの団体の

地球交遊クラブ・藤本進さんオススメの1冊

事務局

方々の賛同や支援を得て参画し、現在も副会長団体として、一員に加え
て貰っています。
　よくよく考えてみれば、それぞれの分野での活動はお互いが密接に関
係しており、バラバラの活動でも良いではないかという考え方では、そこ
には自己満足しか残らず、この北九州市の将来像を全体で捉えていく為
には、産・官・学・民が相互ネットワークを構築していかなければならな
いことは明白です。
　ESD協議会が発足して、３年が経過しましたが、現時点では、まだまだ
多くの市民が「ESD＝持続可能な開発の為の教育」って何？　といったも
のだと思います。
　しかし、ESD協議会が行っている取り組みは、今はこれで良いのだと思
います。
　一歩づつ、焦らず、粘り強く取り組み、周知していくことで、知らず知ら
ずのうちに少しづつ市民の間に浸透していくものだと感じます。
　公害を体験した私たち北九州市民にとって、都市と自然との調和や大
量消費、大量廃棄から循環型社会の構築は極めて重要なテーマです。
　市民感覚からすると、そういうものは国や地方行政の問題であって、
一市民レベルで対応できる域を超えていると思ってしまいがちです。
そうではなく、市民一人ひとりが意識し、取り組むことが大切だというこ
とを、私たちESDに関わるものが率先して、行動しなくてはなりません。
焦らず、一歩づつ。

北九州ESD協議会は、「公正で持続可能な社会をつくっていこう」という強い熱意
と行動力のある多くの方々によって設立されました。北九州ESD協議会メンバーの
ESDに対する思いや、これからの意気込みなどをリレーエッセイでお伝えします。
4回目は、（財）タカミヤ・マリバー環境保護財団の橋本潤事務局長です。

～生活のちょっとした場面で、CO2を減らそう～

リレーエッセイ
─ 第4回 ─

リレーエッセイリレーエッセイ

リレーエッセイ5回目は、北九州インタープリテーション研究会の原賀いずみさんです。

　地球温暖化防止のため
に家庭から排出される二酸
化炭素を削減するエコライ
フをさらに推進するため、
エコチェックシートにチャレ
ンジしていただける方を募
集しています。エコチェック
シートにチャレンジして応
募いただきますと抽選で
1000名様にすてきなプレ
ゼントが当たります。ぜひご
参加ください。
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「ESD」、「未来パレット」ともに、認知度は昨年度と全く変わらず、未だ
周知できていないことが判明しました。この数値は重く受け止める必
要があり、未来をつくる人づくりを推進するためにも、今後より一層の
広報活動が重要課題としてあげられる結果となりました。

昨年度にひきつづき、2009年10
月25日（日）にJR小倉駅前と複合
商業施設“チャチャタウン”で、北
九州ESD活動の認知度調査を実
施しました。この調査には、151人
の方々にご協力いただきました。

ESD認知度調査

調査結果の一部は、

Q ESD（持続可能な開発のための教育）について知っていますか？　

Q 北九州ESD活動「未来パレット」について知っていますか？　

■知っている
■聞いたことがあるが
　　 分からない
■知らない
■未回答

■知っている
■聞いたことがあるが
　　 分からない
■知らない
■未回答

14%

7%

2%

11%

79%

87%

昨年度調査

昨年度調査

7%

2%

1%

3%

11%

8%

81%

87%

今年度調査

今年度調査

▶

▶

●かえるプレスNo．32（11月15日に配布）に載っています。

〈応募締切〉平成22年3月12日（金）

エコチェックシートは、北九州市のホームページからダウンロードできます。
トップ  →  環境局  →  環境学習課  →  エコライフの推進  →  エコチェックシート

http://www.city.kitakyushu.jp

北九州市環境局環境学習課
TEL：093-582-2784　　　　担当：加茂、窪田

問合せ

抽選で
1,000名様に
すてきな
プレゼント!!
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ー第11回ー
………………………………

リレーエッセイ

リレーエッセイ12回目は、若松秋桜会　久永　恵美子さんです。

　北九州ＥＳＤ協議会は、「公正で持続可能な社会をつくっていこう」とい
う強い熱意と行動力のある多くの方々によって設立されました。北九州
ESD協議会メンバーのESDに対する思いや、これからの意気込みなどを
リレーエッセイでお伝えします。
11回目は、地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝博子さんです。 南小倉小学校の皆さんとの

学びあい学びあい
（ユースプロジェクト活動）

絵：あけぼの愛育学園
学童保育クラブ

『リオ＋20　～私たちの望む未来～』

「青い空を見上げて」

地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝　博子

　2012年9月29日（土）小倉北区藍島で、北九州市立南小倉小学校の5年生児童46名を対象に、本協会ユ
ースプロジェクトのメンバーである大学生が企画した自然体験プログラムが実施されました。このプログラ
ムは日本環境教育フォーラムの助成事業をうけたもので、緑豊かな島探検のアクティビティや、海岸のゴミ拾
いなどを通して、自然と人間の共生というテーマについて考え会う一日となりました。また、9月24日（月）の
事前学習には、本会のメンバーである北九州インタープリテーション研究会が「藍島」の魅力を布絵シアター
で紹介した後、大学生がフォトランゲージを使った授業を行うなど、持続可能な未来を生きる人たちへの
ESD授業が展開しています。

　2年後のサッカーワールドカップ・4年後のオリンピック開催と、今世界中が熱いまなざしを注ぐ天
地ブラジルのリオデジャネイロで、この6月「国連持続可能な開発会議」が開催された。これに参加す
るため私は8人の仲間とともに、40時間の時をかけ地球の裏側迄いったのである。
　今回の会議では、本会議を軸に政府・国連・市民・NPOなどによるワークショップなど498のサ
イドイベントが開催。環境問題や貧困・雇用・水・エネルギーなど地球上の様々な課題をそれぞれ
の置かれた環境の中で、テーマである「私たちの望む未来」へと開いていく取り組みが展示されたり、
意見交換の場であったり、主張の場であったりと、参加者は非常に熱心にアピールしていた。
　言葉の壁はあっても、参加している人達が真剣に訴えている姿は、活き活きと輝き、未来に向かっ
て進んでいこうとする決意が胸に響いてきた。
　3日目、昼食後、食堂の一角に現地の5人の女性たちが座り込んでワークショップをしていた。「えー
何これ？」日頃からリユース工作をしている私は興味津々。周りの棚に陳列されたたくさんの作品は、
広告のチラシや新聞紙を材料にしたネックレスやバック、かごなど・・・これって以前私たちも作っ
たよねー・・・特に驚いたのは、缶のプルタブで作られたバックやブレスレット。なんと商品として売
られている。結構高い値段がつけられている。日本では売れるのかなー？
　彼女たちの作品に魅せられて私も輪の中に入った。「新聞紙でバラの花」「飴の袋でちょうちょ」を
作るとみんなびっくり。自分たちの作品と一緒に飾ってくれた。
　言葉は通じなくても、心は繋がる。忘れられないできごとだ。15年間こつこつと活動を続けてきた
ことがまちがいなかったとしみじみ思った瞬間だった。
　「私たちが望む未来」といっても、一人一人が主体者となり、草の根レベルで『「周囲に希望の波動を
広げる存在」であり続けられる人々をどれだけ育てていくか』を主眼において教育を進めていく事・
そして「私たちが創る未来」へと繋いでいく事が大切である。

ESDとは、「持続可能な開発のための教育」を意味する英語Education for Sustainable Developmentの頭文字をとったものです。
北九州地域では“未来パレット”のニックネームの下、教育機関・市民団体・企業・行政などからなるネットワーク組織、北九州ESD協議会が活動しています。

CSR: (Corporate Social Responsibility）
企業の社会的責任

（株）タカミヤ

その活動は、①北九州市域内の河川の美化・清掃事業
　　　　　　②河川愛護団体への助成事業
　　　　　　③水辺の自然と青少年とのふれあい事業
　　　　　　④水生生物の生態研究及び保護・育成事業
　　　　　　⑤海域の水産資源保護増殖及び海岸線の環境美化事業
　　　　　　⑥シンポジウムなど多岐に亘ります。

　また、毎年４月に北九州市の中心を流れる紫川で行われている、鮎放流祭(M-CAP)連絡協議会主催(Murasaki river Come back 
Ayu Project)では、会社をあげて協力を行っており、多くの市民が集まる北九州の春の風物詩に成長しました。

　株式会社タカミヤは、昭和24年10月北九州小倉の紫川常盤橋の袂に開業しました。
会社が大きくなるにつれて、地域への恩返しの意味を込め、環境美化活動等に取組みました。
創業者の急逝後、現社長髙宮俊諦は平成５年「財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団」
（現在は公益財団に移行）を設立しました。

企業CSR

北九州市域内の美化・清掃活動 河川愛護団体との協力及び支援事業

その他付帯事業

北九州市域内の美化・清掃活動 河川愛護団体との協力及び支援事業

その他付帯事業

 「煙を星空に変えた町」といえ
ば、北九州市。公害克服の歴史
は、企業で働いてきた市民の歴史
でもあるのです。
そんな歴史を子どもたちに伝え
るために生まれた紙芝居は、北九
州ESD協議会のメンバーでもあ
る北九州市環境ミュージアムの活
動の中から生まれました。
持続可能な地域づくりを学ぶた
めのためにESD学習の教材とし
て最適です。1冊150円。環境ミュ
ージアムで購入できます。

広報プロジェクト　○○○○
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北 九 州
市は公害克服の実績と

環境国際協力により、国内外か
ら高い評価をうけています。
このことは、市民の『環境力』を高め、環境
政策推進の原動力となり、現在、資源循環、地
球環境、エネルギーや、少子高齢化問題までとり
こんだ「環境未来都市」づくりに活かされています。
産業分野でも水や廃棄物などをはじめとする都市
管理システムをビジネスに活かそうとしています。
リオ+20にむけて北九州サスティナビリティ研究
所がまとめた１２の北九州のグリーン経済事例
は、「知のストック」であり、私たちの資産といえ
ます。
１００年以上にわたる先人の足跡の上に築
かれた、「持続可能な北九州」を世界に
発信していかねばなりません。
東田にたつと、その思いが強く
なります。

ESDの
基本的な考え方の一

つとして、“持続可能な社会づ
くり”のための“担い手づくり”とあ
ります。その“人の根っこの育ち”に関わ
っているものとして、乳幼児期の保育の観
点で、ESDをとらえています。他者との関係性、
社会の第一歩、自然環境の認識等いずれも園
生活で培う事の出来る「生涯にわたって持続す
る生活」そのものです。
　野菜や草花の栽培からは命のつながりを、
友達との関係性の中で思いやりを、認めてく
れる保育者の存在で不思議さに感動する気
持ちも伝えることができます。学び合いの
出来る集団～この保育の場での経験こ
そが自己肯定観をはじめとする人育
て、人育ちの一歩であると考え実
践しているところです。

いわゆる
「無縁社会」の進行ととも

に、持続可能性が深刻な問題となっ
ていましたが、特に東日本大震災は、この課

題の重要性を大きくクローズアップしました。
この課題に対応するひとつの戦略的な方向は、より
身近な、コミュニティの再生から始めることです。そのた
めには「コミュニティ・サロン」などの身近な居場所づくり
や「ふれあいネットワーク」・「いのちをつなぐネットワーク」
など、既存のネットワークの見直し・強化が必要です。そしてそ
のベースには「新しい市民社会」の形成がなければなりませ
ん。1０年ほど前から、市民セクターの自立化と「新しい公共空
間」の形成の必要性を叫び、「協働」の必要性を説いてきたの
はこのためです。
もちろん、こうした試みの基底には、現今の状況に対する
市民一人一人の危機意識の共有と行動がなければなり
ません。これなくしては「持続可能な北九州の地域コ
ミュニティ」を再生することができないことは明ら
かです。
そしてそのためには、「シチズンシップ教
育」すなわち＜政治的市民＞育成が、北
九州市においても重要な課題であ
ると思います。

持続
可能

な北
九州
の未来 ～ ジェンダー平等の実現 ～

今年
（2012年）6月、リオデ

ジャネイロで開催された「国連
持続可能な開発会議（リオ＋20）」で、
UN Womenは、持続可能な開発の三つの
柱―社会の発展、経済の開発、環境保護―を実
現するためには女性の尽力、声、リーダーシップ、
参画が非常に重要であると主張し、ジェンダー平等
と女性のエンパワーメントは持続可能な開発の根幹
であることが確認されたのです。
　国では、今年6月「女性の活躍促進による経済活性
化行動計画」（～働くなでしこ大作戦～）が関係閣僚会
議で取りまとめられ、雇用の場での男女平等が一層
進められることになりました。
　北九州市でも男女共同参画社会を目指す取り組
みは積極的に進められていますが、まだ課題が
山積です。持続可能な北九州の未来のために
は、男性にとっても、女性にとっても、また将
来世代にとっても、生き易く活力ある社
会、即ちジェンダー平等社会の実現こ
そが、欠かせない必須条件ではな
いでしょうか。

「
北九

州Ｅ
ＳＤ
協議会

」は地域づくりの人材バンク！

　私は
H23年度から、６０歳以上

のメンバーの自主的な勉強会（国
際情報同好会）で企画を担当しています。

この会の定員は３６名で、年間３８回（２時間/
回）,多彩な分野の講師のお話を聴講しています。
ＥＳＤ協議会の会員の方々にも講師をお願いしたり、
講師を紹介して頂いています。
お陰様で「毎週の講義が楽しみ！」という声とともに、
元気な年長者集団になって来ました。
これらの活動情報は北九州市立年長者研修大学校
（穴生学舎）や八幡西区ボランティア連絡協議会の研修
計画にも活かされています。
私は、熊西市民センターに勤務していますが、同セン
ターの「生涯学習市民講座」をより魅力あるもの
にするために、ＥＳＤ協議会の各会員との連携を
更に深めていきたいと考えています。
ESD協議会は地域づくりの人材バンク！
お互いのネットワークを活かした
“協働”　の輪を広げることを心掛
けています！
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私のＥ
ＳＤへの想い
今 年 の

夏は例年になく暑く、子
供達が水道全開で水遊びをする

姿を見かけました。私は九州の大河筑
後川のそばで育ち、水に助けられ苦しめら
れてきた経験があります。
水の大切さは身にしみているのですが、子供達に
どのように大切さを伝えればよいか、いつも心の片
隅にあります。
省エネやスマホ時代にと思われる方も多いかもしれ
ません。地域の言い伝えや教訓の中に、地域での経験
が脈々と生きているように思われます。
私の企業現役時は、公害問題に直面し、原点に戻り
活動を見直さねばならなかった経験があります。
このような一人一人の経験が、公害克服のプロ
セスに結びつき、咋今の環境技術となってい
るのです。
私はＥＳＤ活動は、言い伝えや教訓を、
経験を交え次世代に伝えて行くこ
とだと思っています。
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」

北九州市環境ミュージアム
館長

中 薗　哲

北九州市保育士会
会長

北野　久美

社会福祉ボランティア大学校
校長

山崎　克明 北九州ＥＳＤ協議会
副代表

三隅　佳子

北九州ＥＳＤ協議会
広報プロジェクト

金子　良憲

北九州市環境学習サポーター
福岡県地球温暖化防止活動推進員

熊井　一博
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現するためには女性の尽力、声、リーダーシップ、
参画が非常に重要であると主張し、ジェンダー平等
と女性のエンパワーメントは持続可能な開発の根幹
であることが確認されたのです。
　国では、今年6月「女性の活躍促進による経済活性
化行動計画」（～働くなでしこ大作戦～）が関係閣僚会
議で取りまとめられ、雇用の場での男女平等が一層
進められることになりました。
　北九州市でも男女共同参画社会を目指す取り組
みは積極的に進められていますが、まだ課題が
山積です。持続可能な北九州の未来のために
は、男性にとっても、女性にとっても、また将
来世代にとっても、生き易く活力ある社
会、即ちジェンダー平等社会の実現こ
そが、欠かせない必須条件ではな
いでしょうか。

「
北九

州Ｅ
ＳＤ
協議会

」は地域づくりの人材バンク！

　私は
H23年度から、６０歳以上

のメンバーの自主的な勉強会（国
際情報同好会）で企画を担当しています。

この会の定員は３６名で、年間３８回（２時間/
回）,多彩な分野の講師のお話を聴講しています。
ＥＳＤ協議会の会員の方々にも講師をお願いしたり、
講師を紹介して頂いています。
お陰様で「毎週の講義が楽しみ！」という声とともに、
元気な年長者集団になって来ました。
これらの活動情報は北九州市立年長者研修大学校
（穴生学舎）や八幡西区ボランティア連絡協議会の研修
計画にも活かされています。
私は、熊西市民センターに勤務していますが、同セン
ターの「生涯学習市民講座」をより魅力あるもの
にするために、ＥＳＤ協議会の各会員との連携を
更に深めていきたいと考えています。
ESD協議会は地域づくりの人材バンク！
お互いのネットワークを活かした
“協働”　の輪を広げることを心掛
けています！
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私のＥ
ＳＤへの想い
今 年 の

夏は例年になく暑く、子
供達が水道全開で水遊びをする

姿を見かけました。私は九州の大河筑
後川のそばで育ち、水に助けられ苦しめら
れてきた経験があります。
水の大切さは身にしみているのですが、子供達に
どのように大切さを伝えればよいか、いつも心の片
隅にあります。
省エネやスマホ時代にと思われる方も多いかもしれ
ません。地域の言い伝えや教訓の中に、地域での経験
が脈々と生きているように思われます。
私の企業現役時は、公害問題に直面し、原点に戻り
活動を見直さねばならなかった経験があります。
このような一人一人の経験が、公害克服のプロ
セスに結びつき、咋今の環境技術となってい
るのです。
私はＥＳＤ活動は、言い伝えや教訓を、
経験を交え次世代に伝えて行くこ
とだと思っています。

「
持
続
可
能
な
北九

州の
未来
に向けて～子どもの今が日本

の
明
日
～
」

北九州市環境ミュージアム
館長

中 薗　哲

北九州市保育士会
会長

北野　久美

社会福祉ボランティア大学校
校長

山崎　克明 北九州ＥＳＤ協議会
副代表

三隅　佳子

北九州ＥＳＤ協議会
広報プロジェクト

金子　良憲

北九州市環境学習サポーター
福岡県地球温暖化防止活動推進員
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北 九 州
市は公害克服の実績と

環境国際協力により、国内外か
ら高い評価をうけています。
このことは、市民の『環境力』を高め、環境
政策推進の原動力となり、現在、資源循環、地
球環境、エネルギーや、少子高齢化問題までとり
こんだ「環境未来都市」づくりに活かされています。
産業分野でも水や廃棄物などをはじめとする都市
管理システムをビジネスに活かそうとしています。
リオ+20にむけて北九州サスティナビリティ研究
所がまとめた１２の北九州のグリーン経済事例
は、「知のストック」であり、私たちの資産といえ
ます。
１００年以上にわたる先人の足跡の上に築
かれた、「持続可能な北九州」を世界に
発信していかねばなりません。
東田にたつと、その思いが強く
なります。

ESDの
基本的な考え方の一

つとして、“持続可能な社会づ
くり”のための“担い手づくり”とあ
ります。その“人の根っこの育ち”に関わ
っているものとして、乳幼児期の保育の観
点で、ESDをとらえています。他者との関係性、
社会の第一歩、自然環境の認識等いずれも園
生活で培う事の出来る「生涯にわたって持続す
る生活」そのものです。
　野菜や草花の栽培からは命のつながりを、
友達との関係性の中で思いやりを、認めてく
れる保育者の存在で不思議さに感動する気
持ちも伝えることができます。学び合いの
出来る集団～この保育の場での経験こ
そが自己肯定観をはじめとする人育
て、人育ちの一歩であると考え実
践しているところです。

いわゆる
「無縁社会」の進行ととも

に、持続可能性が深刻な問題となっ
ていましたが、特に東日本大震災は、この課

題の重要性を大きくクローズアップしました。
この課題に対応するひとつの戦略的な方向は、より
身近な、コミュニティの再生から始めることです。そのた
めには「コミュニティ・サロン」などの身近な居場所づくり
や「ふれあいネットワーク」・「いのちをつなぐネットワーク」
など、既存のネットワークの見直し・強化が必要です。そしてそ
のベースには「新しい市民社会」の形成がなければなりませ
ん。1０年ほど前から、市民セクターの自立化と「新しい公共空
間」の形成の必要性を叫び、「協働」の必要性を説いてきたの
はこのためです。
もちろん、こうした試みの基底には、現今の状況に対する
市民一人一人の危機意識の共有と行動がなければなり
ません。これなくしては「持続可能な北九州の地域コ
ミュニティ」を再生することができないことは明ら
かです。
そしてそのためには、「シチズンシップ教
育」すなわち＜政治的市民＞育成が、北
九州市においても重要な課題であ
ると思います。
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未来パレット情報局

未来パレットだよりVol.12　●NOVEMBER　2012未来パレットだより Vol.12　●NOVEMBER　2012

ー第11回ー
………………………………

リレーエッセイ

リレーエッセイ12回目は、若松秋桜会　久永　恵美子さんです。

　北九州ＥＳＤ協議会は、「公正で持続可能な社会をつくっていこう」とい
う強い熱意と行動力のある多くの方々によって設立されました。北九州
ESD協議会メンバーのESDに対する思いや、これからの意気込みなどを
リレーエッセイでお伝えします。
11回目は、地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝博子さんです。 南小倉小学校の皆さんとの

学びあい
（ユースプロジェクト活動）

絵：あけぼの愛育学園
学童保育クラブ

『リオ＋20　～私たちの望む未来～』

「青い空を見上げて」

地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝　博子

　2012年9月29日（土）小倉北区藍島で、北九州市立南小倉小学校の5年生児童46名を対象に、本協会ユ
ースプロジェクトのメンバーである大学生が企画した自然体験プログラムが実施されました。このプログラ
ムは日本環境教育フォーラムの助成事業をうけたもので、緑豊かな島探検のアクティビティや、海岸のゴミ拾
いなどを通して、自然と人間の共生というテーマについて考え会う一日となりました。また、9月24日（月）の
事前学習には、本会のメンバーである北九州インタープリテーション研究会が「藍島」の魅力を布絵シアター
で紹介した後、大学生がフォトランゲージを使った授業を行うなど、持続可能な未来を生きる人たちへの
ESD授業が展開しています。

　2年後のサッカーワールドカップ・4年後のオリンピック開催と、今世界中が熱いまなざしを注ぐ天
地ブラジルのリオデジャネイロで、この6月「国連持続可能な開発会議」が開催された。これに参加す
るため私は8人の仲間とともに、40時間の時をかけ地球の裏側迄いったのである。
　今回の会議では、本会議を軸に政府・国連・市民・NPOなどによるワークショップなど498のサ
イドイベントが開催。環境問題や貧困・雇用・水・エネルギーなど地球上の様々な課題をそれぞれ
の置かれた環境の中で、テーマである「私たちの望む未来」へと開いていく取り組みが展示されたり、
意見交換の場であったり、主張の場であったりと、参加者は非常に熱心にアピールしていた。
　言葉の壁はあっても、参加している人達が真剣に訴えている姿は、活き活きと輝き、未来に向かっ
て進んでいこうとする決意が胸に響いてきた。
　3日目、昼食後、食堂の一角に現地の5人の女性たちが座り込んでワークショップをしていた。「えー
何これ？」日頃からリユース工作をしている私は興味津々。周りの棚に陳列されたたくさんの作品は、
広告のチラシや新聞紙を材料にしたネックレスやバック、かごなど・・・これって以前私たちも作っ
たよねー・・・特に驚いたのは、缶のプルタブで作られたバックやブレスレット。なんと商品として売
られている。結構高い値段がつけられている。日本では売れるのかなー？
　彼女たちの作品に魅せられて私も輪の中に入った。「新聞紙でバラの花」「飴の袋でちょうちょ」を
作るとみんなびっくり。自分たちの作品と一緒に飾ってくれた。
　言葉は通じなくても、心は繋がる。忘れられないできごとだ。15年間こつこつと活動を続けてきた
ことがまちがいなかったとしみじみ思った瞬間だった。
　「私たちが望む未来」といっても、一人一人が主体者となり、草の根レベルで『「周囲に希望の波動を
広げる存在」であり続けられる人々をどれだけ育てていくか』を主眼において教育を進めていく事・
そして「私たちが創る未来」へと繋いでいく事が大切である。

ESDとは、「持続可能な開発のための教育」を意味する英語Education for Sustainable Developmentの頭文字をとったものです。
北九州地域では“未来パレット”のニックネームの下、教育機関・市民団体・企業・行政などからなるネットワーク組織、北九州ESD協議会が活動しています。

CSR: (Corporate Social Responsibility）
企業の社会的責任

（株）タカミヤ

その活動は、①北九州市域内の河川の美化・清掃事業
　　　　　　②河川愛護団体への助成事業
　　　　　　③水辺の自然と青少年とのふれあい事業
　　　　　　④水生生物の生態研究及び保護・育成事業
　　　　　　⑤海域の水産資源保護増殖及び海岸線の環境美化事業
　　　　　　⑥シンポジウムなど多岐に亘ります。

　また、毎年４月に北九州市の中心を流れる紫川で行われている、鮎放流祭(M-CAP)連絡協議会主催(Murasaki river Come back 
Ayu Project)では、会社をあげて協力を行っており、多くの市民が集まる北九州の春の風物詩に成長しました。

　株式会社タカミヤは、昭和24年10月北九州小倉の紫川常盤橋の袂に開業しました。
会社が大きくなるにつれて、地域への恩返しの意味を込め、環境美化活動等に取組みました。
創業者の急逝後、現社長髙宮俊諦は平成５年「財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団」
（現在は公益財団に移行）を設立しました。

企業CSR

北九州市域内の美化・清掃活動 河川愛護団体との協力及び支援事業

その他付帯事業

北九州市域内の美化・清掃活動 河川愛護団体との協力及び支援事業

その他付帯事業

 「煙を星空に変えた町」といえ
ば、北九州市。公害克服の歴史
は、企業で働いてきた市民の歴史
でもあるのです。
そんな歴史を子どもたちに伝え
るために生まれた紙芝居は、北九
州ESD協議会のメンバーでもあ
る北九州市環境ミュージアムの活
動の中から生まれました。
持続可能な地域づくりを学ぶた
めのためにESD学習の教材とし
て最適です。1冊150円。環境ミュ
ージアムで購入できます。

広報プロジェクト　○○○○
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未来パレットだよりVol.12　●NOVEMBER　2012未来パレットだより Vol.12　●NOVEMBER　2012

ー第11回ー
………………………………

リレーエッセイ

リレーエッセイ12回目は、若松秋桜会　久永　恵美子さんです。

　北九州ＥＳＤ協議会は、「公正で持続可能な社会をつくっていこう」とい
う強い熱意と行動力のある多くの方々によって設立されました。北九州
ESD協議会メンバーのESDに対する思いや、これからの意気込みなどを
リレーエッセイでお伝えします。
11回目は、地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝博子さんです。 南小倉小学校の皆さんとの

学びあい
（ユースプロジェクト活動）

絵：あけぼの愛育学園
学童保育クラブ

『リオ＋20　～私たちの望む未来～』

「青い空を見上げて」

地球温暖化を考える北九州市民の会　秋枝　博子

　2012年9月29日（土）小倉北区藍島で、北九州市立南小倉小学校の5年生児童46名を対象に、本協会ユ
ースプロジェクトのメンバーである大学生が企画した自然体験プログラムが実施されました。このプログラ
ムは日本環境教育フォーラムの助成事業をうけたもので、緑豊かな島探検のアクティビティや、海岸のゴミ拾
いなどを通して、自然と人間の共生というテーマについて考え会う一日となりました。また、9月24日（月）の
事前学習には、本会のメンバーである北九州インタープリテーション研究会が「藍島」の魅力を布絵シアター
で紹介した後、大学生がフォトランゲージを使った授業を行うなど、持続可能な未来を生きる人たちへの
ESD授業が展開しています。

　2年後のサッカーワールドカップ・4年後のオリンピック開催と、今世界中が熱いまなざしを注ぐ天
地ブラジルのリオデジャネイロで、この6月「国連持続可能な開発会議」が開催された。これに参加す
るため私は8人の仲間とともに、40時間の時をかけ地球の裏側迄いったのである。
　今回の会議では、本会議を軸に政府・国連・市民・NPOなどによるワークショップなど498のサ
イドイベントが開催。環境問題や貧困・雇用・水・エネルギーなど地球上の様々な課題をそれぞれ
の置かれた環境の中で、テーマである「私たちの望む未来」へと開いていく取り組みが展示されたり、
意見交換の場であったり、主張の場であったりと、参加者は非常に熱心にアピールしていた。
　言葉の壁はあっても、参加している人達が真剣に訴えている姿は、活き活きと輝き、未来に向かっ
て進んでいこうとする決意が胸に響いてきた。
　3日目、昼食後、食堂の一角に現地の5人の女性たちが座り込んでワークショップをしていた。「えー
何これ？」日頃からリユース工作をしている私は興味津々。周りの棚に陳列されたたくさんの作品は、
広告のチラシや新聞紙を材料にしたネックレスやバック、かごなど・・・これって以前私たちも作っ
たよねー・・・特に驚いたのは、缶のプルタブで作られたバックやブレスレット。なんと商品として売
られている。結構高い値段がつけられている。日本では売れるのかなー？
　彼女たちの作品に魅せられて私も輪の中に入った。「新聞紙でバラの花」「飴の袋でちょうちょ」を
作るとみんなびっくり。自分たちの作品と一緒に飾ってくれた。
　言葉は通じなくても、心は繋がる。忘れられないできごとだ。15年間こつこつと活動を続けてきた
ことがまちがいなかったとしみじみ思った瞬間だった。
　「私たちが望む未来」といっても、一人一人が主体者となり、草の根レベルで『「周囲に希望の波動を
広げる存在」であり続けられる人々をどれだけ育てていくか』を主眼において教育を進めていく事・
そして「私たちが創る未来」へと繋いでいく事が大切である。

ESDとは、「持続可能な開発のための教育」を意味する英語Education for Sustainable Developmentの頭文字をとったものです。
北九州地域では“未来パレット”のニックネームの下、教育機関・市民団体・企業・行政などからなるネットワーク組織、北九州ESD協議会が活動しています。

CSR: (Corporate Social Responsibility）
企業の社会的責任

（株）タカミヤ

その活動は、①北九州市域内の河川の美化・清掃事業
　　　　　　②河川愛護団体への助成事業
　　　　　　③水辺の自然と青少年とのふれあい事業
　　　　　　④水生生物の生態研究及び保護・育成事業
　　　　　　⑤海域の水産資源保護増殖及び海岸線の環境美化事業
　　　　　　⑥シンポジウムなど多岐に亘ります。

　また、毎年４月に北九州市の中心を流れる紫川で行われている、鮎放流祭(M-CAP)連絡協議会主催(Murasaki river Come back 
Ayu Project)では、会社をあげて協力を行っており、多くの市民が集まる北九州の春の風物詩に成長しました。

　株式会社タカミヤは、昭和24年10月北九州小倉の紫川常盤橋の袂に開業しました。
会社が大きくなるにつれて、地域への恩返しの意味を込め、環境美化活動等に取組みました。
創業者の急逝後、現社長髙宮俊諦は平成５年「財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団」
（現在は公益財団に移行）を設立しました。
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その他付帯事業

 「煙を星空に変えた町」といえ
ば、北九州市。公害克服の歴史
は、企業で働いてきた市民の歴史
でもあるのです。
そんな歴史を子どもたちに伝え
るために生まれた紙芝居は、北九
州ESD協議会のメンバーでもあ
る北九州市環境ミュージアムの活
動の中から生まれました。
持続可能な地域づくりを学ぶた
めのためにESD学習の教材とし
て最適です。1冊150円。環境ミュ
ージアムで購入できます。
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出版物一覧

発行年月 在庫

実践活動報告書「私とＥＳＤ］ 2008年3月 保存のみ

実践活動事例集 2008年3月 保存のみ

北九州ESD協議会平成21（2009）年度活動報告書 2010年3月 有

アニュアルレポート2010平成22年度活動報告 2012年12月 有

アニュアルレポート2011平成23年度活動報告 2012年6月 有

アニュアルレポート2012平成24年度活動報告 2013年7月 有

アニュアルレポート2013平成25年度活動報告 2014年7月 有

アニュアルレポート2014平成26年度活動報告 2015年7月 有

アニュアルレポート2015平成27年度活動報告 準備中

参加団体データベース 2007～2015年

リーフレット　未来をつくる人づくりはじめませんか？ 2007年5月

リーフレット　北九州ＥＳＤ 2008年10月

リーフレット　北九州ＥＳＤ　世界の環境首都・北九州 2012年1月 修正版2014年8月 有

リーフレット　英語版 2012年5月 有

ESD韓国スタディツアー報告書　2007年10月 2008年3月 有

リオ＋20［参加者報告書］2012年6月 2012年8月 保存のみ

～ESDコーディネーター育成事業～
ESD未来創造セミナー報告書

2013年3月 保存のみ

～ESDコーディネーター育成並びに修了者サポート研修～
ESD未来創造セミナー報告書

2014年3月 保存のみ

北九州ESD協議会2009年韓国スタディツアー参加者報告
書　　RCE統営（トンヨン）にESDを学ぶ

2014年3月 有

北九州ESD協議会　韓国スタディツアー2010
2010夏ＲＣＥトンヨン交流記

2014年3月 有

北九州ESD協議会　韓国スタディツアー2011
ESD体験の旅

2014年3月 保存のみ

北九州ESD協議会2009年韓国スタディツアー参加者報告書
平和と命を学ぶ

2014年3月 有

韓国スタディツアー2014　ＲＣＥトンヨン交流日記 2014年3月 有

第6回アジア太平洋ＲＣＥ地域会議開催記念
「持続可能なライフスタイルに関する国際シンポジウム
～ＥＳＤの視点から～」

2014年3月 有

キュウシュウ　アジェンダ「九州ESD推進会議　宣言と提言」

九州ESD推進会議
キュウシュウ　アクション「未来へのアクション！九州地区ESD事例集」

九州ESD推進会議

『部落解放』第681号特集　ESDの10年最終年に向けて
「公正で持続可能な社会をめざして～北九州ESD協議会の取り組み」　三隅佳子　解放出版社　2013年
『環境首都－北九州市』北九州環境首都研究会編「男女共同参画は環境問題解決の鍵
～青空がほしいにこだわり続けて～」　織田由紀子・三隅佳子・吉崎邦子　日刊工業新聞社　2008年

『時代を拓く女性リーダー』　国立女性教育会館編
㈶アジア女性交流・研究フォーラムの人材育成～持続可能な開発のための教育　三隅佳子　明石書店　2008年

『市民社会からの挑戦ーESD推進12年の軌跡』　持続可能な開発のための教育推進会議
地域からー「北九州ESD協議会の12年」　三隅佳子　　みくに出版　2016年

アニュアルレポートなど

報告書

その他

　『リベラシオン』第128号 特集　地球市民としての想像力「北九州市におけるESDの取り組み」2007年

2014年8月 有

2014年10月 有
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