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８月の猛暑から一転豪雨また猛暑へと気候もめまぐるしく変わり、文字通り「気候

変動」を体感させられます。９月になって幾分暑さも和らいできましたが、皆様にお

かれましてはいかがお過ごしでしょうか。いつもサーバスの活動にご協力いただきあ

りがとうございます。 

さて、対面ではほとんどサーバス活動ができない状況ですが、E メールや Zoom な

どを通じて、国際サーバスからの連絡や会員の皆様からの SDGs（Sustainable Development Goals 持

続可能な開発目標）に関するエッセイ、名所の紹介、平和活動の報告などが寄せられています。ますま

す猛威を振るう新型コロナウイルスの脅威の中、またまたステイホームを余儀なくせざるを得ない状況

ですが、この会報が皆様の余暇のお供となれれば幸いです。 

今回の会報は、次の内容でお届けします。 

 

 

 

          

N S 

国際サーバス（ SI) は、国際非政府組織（ international non-governmental 

organization (iNGO)）として登録することを 2011 年以来、望んできました。

そのためにはある国を通じて登録手続きをする必要があり、これまで数か国で

試みましたが実現しませんでした。この度、スイスを通じた登録の準備ができ

ました。その手続き上、国際サーバスの会則を一部変更する必要があり、国際サーバス

は、臨時国際サーバス総会を 2021 年 7 月に Zoom 遠隔会議で開催し、８月 1-15 日に遠隔投票を行っ

て変更するとの連絡が各国にありました。日本サーバスでは本部役員で相談の上、賛成の投票をしまし

た。会則の変更の主な事項は、以下の 2 点です。 

（１）SI の役員の任期は 1 年とする（スイス国の民法に沿うため。これまで 3 年であったが、再選は可
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能である）。 

（２）SI が解散するときには SI の銀行口座にあるファンドは、スイスに登録された志を同じくする免

税の機関に寄付される。SI メンバー国間での分配は許可されない。 

・・・ 

 

 

 N S 

 

最新の国際サーバス会報 Servas International News BulletinVol.21  No.2/2021 が

国際サーバスウェブページ（下記の URL）に掲載されています。その会報の中で SDGs に関

連した 12 ページの’Climate Emergency’をご紹介します。国際サーバス会報の他の記事に

ついては次の日本サーバス会報で紹介する予定です。 

https://www.servas.org/sites/default/files/uploads/news/newsletters_bulletins/si_news_bulleti

n_sinb_eng_vol_21_no_2_2021_0.pdf 

 

CLIMATE EMERGENCY 気候の緊急事態 

Jeanne Devine, Brita Schmitz, 国際サーバス NY 国連代表 

 

６月５日は環境保護の自覚とアクションを促すために国連が定めた「世界環境デー」です。 

海洋汚染、過剰人口、地球温暖化から生じている環境問題への自覚を高める日です。 

 

What is happening?(何が起こっているか？) 

気候変動は地球の温暖化によるものである。 

What is causing it？(その原因は何か？) 

https://www.servas.org/sites/default/files/uploads/news/newsletters_bulletins/si_news_bulletin_sinb_eng_vol_21_no_2_2021_0.pdf
https://www.servas.org/sites/default/files/uploads/news/newsletters_bulletins/si_news_bulletin_sinb_eng_vol_21_no_2_2021_0.pdf
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化石燃料(石炭、石油、天然ガス)を燃やしてできる温室効果ガス(GHC)の増加として次のものが挙げ

られる： 

・82%  車や家庭、会社、電力会社などから排出される CO2 

・10%  天然ガスや石油産業から排出されるメタンガス 

・5％   農業により排出される亜酸化窒素、加えて木々がなくなることによる CO２吸収のロス 

War and preparation for war (戦争と戦争の準備)に関して 

これらも資源の無駄遣いと環境破壊をもたらし、気候危機を引き起こす主な原因である。例えば、軍

用機は世界中のジェット燃料の 4 分の１を消費する。核兵器の支出 1050 億ドルを含む世界の軍事支出

は 2 兆ドルであり、これは気候変動の緩和に使われるべきである。 

Consequences?  A huge increase in natural disasters（その結果? 自然災害の激増) 

2000～2009 年の自然災害の報告件数は 7348 件: 44%洪水、28％

暴風雨、8％地震、6％熱波・寒波、5％地すべり、5％干ばつ、3％山

火事 

100 万人の死者、3 兆 US ドルの損害。(これらの災害のうち 90％

は気象と気候に関連付けられている。毎年 5200 億 US ドルの出費で

ある。) 

Who is impacted？ All of us!!!  (誰が被害を被るのか？ 私たちみんなです！！！) 

 気温上昇、海面上昇、山火事、暴風雨、それに砂漠化は、男女平等、貧困、飢餓、生物多様性の損失、

食料、水の不足、転住に影響を及ぼす。 

 どの地域でも女性や女の子は男性と比較にならないぐらい大きな影響を受けている。 

 世界中で 2 億 5800 万人の移住者たちが、主に気候崩壊のために自分の生まれた国以外の場所に居住

している。 

 気候変動は国際的な平和と安全への重大な脅威である。これは政治的な不安、暴力そして大量の移住

者を生み出す。 

It is time for action！The Climate Crisis is endangering life itself! (行動を起こす時だ！気候危機は

生命自身を脅かしている！） 

 各国政府、企業、市民社会、若者、学会人は協働しなければならない。私たちは災害が減少し、平等

が保証され、自然と調和していけるグリーンな未来を創造するテクノロジーと資源を持っているのだ。 

What Servas members can do about climate change? (サーバス会員が気候変動についてできること

は？)： 

・いろいろな情報を得る。最後に挙げ

ているリストを参考に 

・公園や自然の中で時間を過ごす。地

球に感謝する。 

・エネルギーの使い道に敏感になる：

消費を抑え、リサイクルや再利用を

行い、プラスティックを排除し、エネルギー効率のよい製品を使う。 

・交通機関にも気を遣う：歩く。公共交通機関を使う。可能なところでは電気自動車を買う。 

・自然食を食べる：地産地消、肉や乳製品は少なめ、農薬や除草剤を避ける。 
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・活動に参加する：地方自治体や国の役人と話し合い、炭素削減のプランを求める。気候変動のため

に活動している地方の委員会に参加する。 

Take actions with international organizations working for a greener world (よりグリーンな世界を

目指し働く世界的な組織とともに行動を起こそう) 

www.350.org / www.Greenpeace.org / www.unep.org UN Environment Program 

World Wide Organization of Organic Farmers, 

WWOOF.org; volunteer, free room/board, learn about organic farming. 

Volunteers for Peace, vfp.org, 3000 projects in the world; nominal charge for room/board. 

・・・ 

 

 

 

（１）「質の高い教育をみんなに」（SDGｓ 4番目の目標） 

N Y 

 

 みなさんは Coursera というサイトをご存じでしょうか？こ

れは、世界中のいろいろな大学(アメリカの有名大学・東京大学

等)や Google・IBM といった企業等が多様な教育コースをオン

ラインで開講するオンライン教育サービスサイトで、誰でもど

こからでもインターネットを通じて学ぶことができるものとなっています。 

 提供コースは、栄養学・経済学といったものから大学卒業資格コースといった本格的なものまで多種

多様なコースが提供されており、金額もコースの内容に応じて無料のものからそれぞれ設定されている

という感じでした。 

 私は、その中でも無料で提供されている経済学の 1 コースを受講したのですが、題目ごとに動画をみ

て、それに対する課題を解いていくといったようなもので、無料とは思えないほど濃い内容のものでし

た。 

 近年、いろいろなところで耳にする「SDGs」ですが、その中の 1 つに「質の高い教育をみんなに」

という目標の基に「2030 年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教

育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。」というゴールが掲げられてい

ます。今回ご紹介した、Coursera をはじめとした、オンライン教育サービス等が普及することで、世界

中のどこからでもアクセスができ、みんなが質の高い教育を受けられる世の中がどんどん広がっていっ

たらいいなと思った経験となりました。 

【参考】 
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Coursera:< https://ja.coursera.org/> 

国際連合広報センター: 

<https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/> 

 

・・・ 

（２）SDGs 私の場合 

K N 

はじめに SDGs を意識したのは、我が家に来るビジネスマンの胸に付けられている虹色のリング・バ

ッヂでした。 

「持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals」の具体的な目標 17 を色で表した物だったの

です。 

それ以来、町から配布された SDGs 表を居間の壁に貼りました。 

抽象的に感じたこの目標も取りあえず 17 の目標が示されたことで、自分の問題になりました。 

１）気候変動に具体的対策を(13 番目の目標) 

ここ数年の夏の暑さは異常だと誰しも思っています。地球温

暖化だと皆言います。 

私は何をしていますか？ 

〇 生ごみを出さない。生ごみは全てコンポストに入れ、EM

菌（ボカシ)を加え土に帰す 

〇 レジ袋、割りばし、紙コップ等を使わない 

〇 マイカーはハイブリット。次は電気自動車に 

〇 新聞紙、全ての紙類はリサイクルに  皆さん実行しているささやかな事ばかりです 

アイドリングストップ法(弱者を除いて)ができれば、もっと前進！車が捨てられない田舎住まい者 

もっともっと良いアイデアがありますよね。 

２）貧困をなくそう、飢餓をなくそう（2 番目の目標） 

給食でかろうじて栄養バランスが取れている児童の話を聞

きますが、私の町にも困窮家庭があります。個人情報を得

るのが難しいので今は町の社会福祉協議会を通じて Food 

Bank に協力しています。 

仲間がいるのでまとまった物品・資金の援助ができます。 

３）質の高い教育をみんなに（4 番目の目標) 

2021 年 1 月に 17 才の中国人少年が日本に来ました。縁

あってその少年の日本語指導と高校入試勉強に取り組んで

います。事情があって母親は彼を国に残し、10 年以上前か

ら日本に来て働いています。各地で働き、6 年前から私たち

の地域に来て、2019 年に駅前で小さな中華料理店を引き継

ぎました。そこへ息子を呼び寄せたのです。2 月 7 日、人伝に息子の高校編入を私に尋ねてきました。 

(現在、町の国際交流協会会長) 

会ってみると向学心のある少年でした。それから現在まで毎日 1 時間 30 分、どこかで時間を取り、

https://ja.coursera.org/
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
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彼の日本語と高校入試問題に取り組んでいます。県の教育課ともパイプが繋がり、指導いただきなが

ら、2022 年 3 月の県立高校入試に帰国子女枠で挑みます。 

ここへもコロナ禍の深刻な直撃があり、現在母親は店を閉め、他県に働きに出ています。 

母子ともに幸せになってほしいです。 

 

17 の目標は全て自分と結びついています。 

先ずは私から一歩を～ですが、更にパートナーシップで思いを力に変えていくことが大切でしょう。  

 

・・・ 

 

 

 

 

新型コロナ避難地での発見 ～栃木市のご紹介～ 

 Y H 

 私の自宅は横浜市ですが 2020年 12月から栃木

県栃木市で新型コロナ避難生活を送っています。

基礎疾患があり大都市の喧騒の中では危険なの

で親族に呼ばれ自然の多い所にしばらく滞在す

ることにしました。市街地の周りは田園地帯で近

くに広い公園も多く日々ウォーキングを楽しん

で健康生活を送っています。 

 

 栃木市は、栃木県南部の人口 16万人の都市で、

東京から東武鉄道日光線の特急で約 1時間、日光へは 40分の位置にあります。楽しく魅力ある街な

のですが、現在、栃木県にはサーバス会員がおられず知らない方も多いと思うので少し紹介させて

頂きます。 

 江戸時代には江戸との舟運と日光へ向かう宿場町で商業が栄え、市街地には現在も蔵造りの家屋

が並ぶ街並みが保存されており「小江戸」と呼ばれています。また廃藩置県の後 13年間県庁所在地

だったので明治からの建築遺産も残っていて見どころが多く街歩きが楽

しめます。 

 栃木市は江戸時代に京都の朝廷から日光東照宮に毎年向かう例幣使の

街道上にあります。中山道を高崎から分かれ足利、栃木、鹿沼を経て日光

に向かう街道で、西国の大名が東照宮に参るのにも使われ賑わっていたよ

うです。栃木市の近辺のこの街道筋にも見どころがあります。 
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 鹿沼では、ユネスコ無形文化遺産にも登録された動く陽明門とも

いわれる絢爛豪華な彫刻屋台が見ものです。秋祭りに彫刻屋台 26台

が街を勇壮に練り歩きます。鹿沼には日光の陽明門の彫刻師が多く

住んでおりその技術を引き継いでいるそうです。彫刻屋台は見るだ

けでも圧巻です。＜clickし 3Dを見て下さい＞ 

彫刻屋台について | 鹿沼秋まつり公式サイト (buttsuke.com) 

 足利は、史跡としては日本一古い学校の「足利学校」が有名ですが、近年日本一を見ようとして

多くの人が訪れるのは「足利フラワーパーク」です。年中色々の花が

ありますが、4 月後半に来られる時は 2m 近く垂れ下がった紫、白、

黄色の「大藤」を是非見て行って下さい。 

 海外からのトラベラーの訪問先として「日光」は定番ですが、日光

への行き帰りに途中下車してこれらの町に寄ってみると日本の文化

をより深く楽しめると思います。私が今後受け入れるトラベラーの

方々には隠れた見どころとしてお勧めして行こう思っているところ

です。 

・・・ 

 

広島長崎平和の鐘 今年も伊勢は常照寺さんで 

I M 

Hiroshima marks 76th atomic bomb anniversary urging end to nuclear deterrence 

Ringing the bell throughout Japan after a silent prayer at 8:30 a.m., on August 6 the time when 

an atomic bomb was dropped on Hiroshima 76 years ago. 

After having rung the bell at the Jyosho-ji Temple, Ise, Mie, Japan, we saw a picture-story show 

about Hiroshima disaster and listened to the story of Ise Air Raid by an 86-year-old woman at 

my house. 

総勢、16 人で鐘をついた後、我が家で広島を描いた「ちっちゃい声」の紙芝居の実演、86 歳の

Y さんの空襲体験のお話をきいて平和の大切さを話し合った。 

5. 東海北陸支部会員の 8.6 平和活動 

 

 

3．SDGs に関するエッセイ 

 

3．SDGs に関するエッセイ 

 

https://www.buttsuke.com/yatai/
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 ・・・ 

 

 

 

 

N S 

新型コロナウイルス感染拡大が始まって１年半、皆様の旅行願望も、コロナ禍の中で、あきらめた

り、国内の行けるところに少しずつ行ってらっしゃったり、オンラインで海外の場所を巡っていらっ

しゃるというところでしょうか。こればかりは終わりが予想できませんね。国内旅行のヒントになる

ようにおすすめの名所を Y さんに紹介していただきました。実は私自身、まだ日本で行ったことがな

い栃木の紹介を IT 委員長で、お忙しい中、お願いいたしました。ぜひコロナ後に行ってみたいと思い

ます。SDGs のエッセイの方も皆さんいろいろ実践されているのだなあと感心いたしました。      

Coursera は私も受講しています。無料で好きな部分だけを受講できるので、大変手軽で、英語の勉強

にもなりますよ。コロナ禍の時間を有効に使うのに大変便利だと思います。 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

・・・ 
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