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総  括 
 

2013 年度は、新たな人材を確保しながら事務局

の実施体制を整え、受託 10 年目となった「外務省

NGO 相談員事業」や 7 年目の「環境省・四国環境

パートナーシップオフィス（四国 EPO）」企画運営業

務を安定的に実施することができ、当団体の強み

であるネットワーク力を活かして、四国内の NPO、

教育関係者、メディア、企業、行政、一般市民など、

多様なアクターと連携しながら、持続可能な社会

づくりの一端を担うことができた。具体的には、官

民、民々連携を進める中間支援の立場を活かして、

情報の受発信や相談サービスの提供を行いつつ、

市民性の育成、市民社会の構築に努めた。 

「持続可能な開発のための教育（ESD）」の普

及・啓発・実践については、2003 年に取り組み始

めて以来、本年度でちょうど 10 年目の節目を迎え

た。そこで、今年度、全国で展開した環境省「環境

教育 ESD モデル事業」の四国地域の展開につい

て当団体が受託できたことを機に、全国 EPO 組織

との連携を図りながら「四国地域の ESD」の普及

啓発、広報に注力することができた。この事業を通

して、四国全域の学校関係者と NPO に向けて、過

去最大の「ESD の発信」を行うことができた。ESD

事業の成果のひとつとしたい。 

事業実施途中は、さまざまな制約もあり、困難な

局面もあったが、結果、新居浜市全体で ESD を推

進する新居浜市教育委員会と ESD 理解促進のた

めの協力関係を構築でき、愛媛大学や NPO 法人

えひめ 311 と松山市立東雲小学校との協働により、

東雲公園の未利用地を活用する環境教育（国際

理解や防災に関する学習・実践を含む）を実践で

きたほか、徳島県阿南市、香川県善通寺市、高知

県香美市など新規 ESD の掘り起こしや、新たな

ESD ネットワーク構築につなげることができた。 

モザンビーク「銃を鍬へ」平和支援事業について

は、回収された武器がアートとして生まれ変わり、

平和学習で活用する動きが活発化した。国立民族

学博物館の企画展示「武器アート展（2013 年 7～

11 月、当団体は特別協力）」は、過去最大規模の

武器アート展示となり、博物館関係者や一般社会

に向けて広くモザンビークの平和構築をアピール

することができた。また、この展示がきっかけとなり、

松山市内でも観光名所の「坂の上の雲ミュージア

ム」においても展示することができた。愛媛県と松

山市所有の武器アートを初公開・初展示できたこ

ともあり、注目を集めることができた。 

同時に民博が招へいしたモザンビーク人アーテ

ィストたちと大阪・松山市民の交流・対話も非常に

印象深いものとなった。新玉・東雲小学校児童との

親睦・交流も深めることができた。 

また、6 月に開催された第 5 回アフリカ開発会

議参加のために来日したゲブザ大統領と東京で面

談、愛媛トヨタ自動車株式会社より寄贈された車

両の贈呈式に駐日モザンビーク共和国大使館の

マラテ特命全権大使が参加されるなど、モザンビ

ークに関わる政府要人との面談・意見交換の場が

あったことで官民連携を深めることもできた。 

モザンビーク訪問は、2013 年 8～9 月と 2014 年

3～4 月の 2 回で、同行した中学生、高校生、大学

生、教員たちはそれぞれの視点でモザンビークの

現状を視察し、当団体が支援するシニャングァニ

ーネ村の訪問を通じて、モザンビークや NGO 活動

について理解を深めることができた。 

他方、フェアトレードカフェ＆雑貨「WAKUWAKU」

の運営は飲食の販売が芳しくなく、2013 年 6 月ま

でで営業を見合わせた。 

最後に、この 1 年間、共に汗を流し、運営に意

見を出し合い、動いたスタッフ・理事・監事・顧問の

皆様、協働・協力してくださった多数の関係者の皆

様、温かく見守り、応援・参加してくださった会員や

ボランティアの皆様に心より感謝を申し上げたい。 

カニマンボウ！（シャンガーナ語で「ありがとう」） 

代表 竹内よし子 
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Ⅰ．国際協力事業 

1. モザンビーク海外支援事業 

 

【モザンビークにおける活動】 

 

① 縫製訓練プロジェクト 

 シニャングァニーネ村において、住民約 10 名を対象に

縫製訓練、商品開発、販路開拓、販売を行った。年度前

半に、地域内のサトウキビ加工工場の賃上げにより、受

講者が工場労働に流出したため、年度後半は放課後の

学生を主な対象に訓練を実施した。本プロジェクトは

2014 年度も継続して実施する。 

 

② 大洪水緊急支援活動 

 2013 年 1 月下旬に発生したモザンビーク南部の大

洪水による被災者への緊急募金による支援活動を

実施した。現地事務所では、10 月下旬に復興資材

（農業資機材）を購入し、 モザンビーク赤十字社へ寄

贈した。農業資機材については、被災地の中心都市

であるショクウェイ周辺のコミュニティでモザンビーク

赤十字が運営する倉庫で保管し、使用を希望する農

民には低料金（メンテナンス費）で貸し出しを行うこと

で、被災地の農業の復興を支援している。 

 

③ モザンビーク訪問 

 2013 年 8～9 月、竹内よし子（代表）および高山莉菜

（インターン）の 2 名、2014 年 3～4 月、竹内よし子

（代表）、山下貴史（アルバイト・インターン）、正会員 5

名、計 7 名がモザンビークを訪問し、「ESD スタディツ

アー」としての実施を検討した。 

 2013 年 11 月に愛媛トヨタ自動車から寄贈された

車両 3 台をキリスト教評議会（CCM）「銃を鍬へ」プ

ロジェクトへ受け渡す寄贈式を松山で行った。車

両 3 台は、2014 年 1 月に輸送して 3 月に到着、3

月 27 日には CCM にて寄贈式を行うことができ、

現地でシニャングァニーネ村訪問を行う際に活用

することができた。 
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 CCM と意見交換を実施し、今後の活動の転換・展

開について検討した。HIV/AIDS や地球環境問題に

取り組む別の部署からも連携・協働の提案があり、

「銃を鍬へ」プロジェクトとどのように連携しながら事

業展開できるか、2014 年度以降、スカイプミーティ

ングなどを通じて継続審議することとした。 

 2012 年に寄贈された工業用ミシン等の活用につい

ては、時間的な制約があり、モニタリングの実施が

できなかったが、モアンバ郡マレンガーネ地域シニャングァニーネ村の縫製チームの活

動、元研修生が所属する孤児院における縫製訓練の状況を確認し、改善策等に関する

意見交換を図って、少量でもフェアトレード商品として買い取ることができるようアレンジ

したほか、愛媛大学付属高校・消費者市民教育のモデル事業との連携を深めることが

できた。 

 シニャングァニーネ村公民館建設プロジェクトについては、

実施時期や方法など建設計画について意見交換を行うこ

とはできたが、物価の上昇による資材の高騰、資金送金

のための銀行口座の開設が遅れて送金できないなど、現

地事務所の運営基盤が整わず準備を進めることが困難

だった。しかし、8 月に訪問した際、村のリーダーと村人た

ちとともに着工式は開催することができた。 

 シニャングァニーネ村の人々にとって、現在、水を飲むた

めに現れた象の生態が脅威となっており、新たな実態調

査が必要課題として浮上してきた。 

 

④ 外務省またはＪＩＣＡへの申請案件 

 2013年度については、申請に関わる現地調査等を実施可能な人員体制が整わなかっ

たため申請は行わなかった。 

 

⑤ 現地事務所の運営 

 2012年度末から引き続き、アモッセ・エリアス・シセーレ氏を事務所長、ニコラウ・ジュミ

ッセ・ルイス氏をローカルコーディネーターとして、CCM、政府関係者、支援地域、日本

関係者等との調整を行った。 

 

【日本国内における活動】 

 

① モザンビーク人研修生等受入 

 4 月 18～19 日、および、7 月 17～18 日、

オリエンタルコンサルタンツ株式会社が

実施する JICA プロジェクトの一環で、モ

ザンビークより来日する政府高官 14 名、

実務者 14 名程度の研修生を愛媛で受け
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入れ、県庁訪問、愛媛大学、道の駅「フレッシュパークからり（内子）」と「みなっと交流館

（八幡浜）」等の視察・研修アレンジを行った。 

 5 月 27～28 日、鳴門教育大学が実施する JICA プロジェクトの一環で、モザンビークより

来日する理数科教員 10 名の研修の成果・評価を行うため、新玉小学校が受け入れ先と

なってモデル授業が行われた。当団体は、新玉小学校の ESD の取組みの一環として参

加し、6 年生の授業では、今回の授業の前後でサポート・フォローを行った。 

 7 月 11～12 日、モザンビークより、ニコラウ・ルイス・ジュミッセ氏（「銃を鍬へ」プロジェクト

コーディネーター）、フィエル・ドス・サントス氏 (アーティスト)、クリストバオ・カニャバート氏

（アーティスト）が、吉田憲司氏（国立民族学博物館教授）のアレンジにより来松し、受入

のアレンジを行い、新玉小学校、東雲小学校を訪問し、モザンビーク人との交流会・ピー

スアートワークショップを開催し、松山市主催「平和の資料展」、四国 EPO 主催「エコプロ

ダクツ展」、坂の上の雲ミュージアムにおいて展示した。 

② 「第 5回アフリカ開発会議（6月 1～3日、横浜）」関連 

 「アフリカ開発会議」開催期間中、ゲブザ大統領やマ

トゥッセ大統領補佐官など政府要人と面談し、日本・

モザンビークの友好関係促進に努め、「武器アート展」

の紹介を行った。 

 

 

③ 武器アート展示・はがき作成 

 7 月 11 日より 11 月 5 日まで、国立民族学博物館においてモザンビーク特別展示が開催

され、当団体より所有する武器アートを貸し出し、7 月 13 日のワークショップでパネリスト

として参加した。 

 国立民族学博物館での展示以降、他県他市にお

ける博物館・美術館での展示についても検討した

が、開催決定には至らなかった。武器アートのは

がきを作成・販売することで普及・啓発および資金

獲得に努める予定だったが、販売の可能性に関す

る見通しが立たず、作成を中止した。 

 松山市が開催する「平和資料展」への展示協力を

行い、モザンビーク人アーティストと作成したアート作品も展示した。 

④ Panasonic NPO サポートファンド for アフリカ 2013「モザンビークにおけるコミュニティ開発支

援事業支援者拡大のためのウェブサイト整備・拡充と広報人材育成事業」 

 2012年度に引き続き、Panasonic助成事業として、ウェブサイトを活用した広報活動を効

果的に行うため、スタッフの広報力向上による広報人材の育成を図った。 

 ＨＰの更新、Facebookの活用により、新規会員・支援者の獲得を図った。 

 ウェブサイトのリニューアルによる効果について、訪問者数は、2013年3月～7月まで

（リニューアル前）の一月あたりの平均訪問者数は484、同年8月～12月まで（リニュー

アル後）は497と微増であったが、訪問者一人あたりのサイト内の平均滞在時間は、リ

ニューアル前、144.75秒、リニューアル後、236.11秒と大幅に増加した。 
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⑤ 車両輸送 

 愛媛トヨタ自動車株式会社より寄贈さ

れた車両4台の内、同社の了解を得て、

金城産業の協力により1台を売却し、

輸送費補填を行った。 

 3台の輸送費の内、モザンビークキリ

スト教評議会（ＣＣＭ)が2台分を負担

することを確認したが、4,000ドルでは

なく3,000ドルしか集められなかったため、残額は当団体が負担して輸送した。輸送に

際し、CCMのロゴマークとともに日本とモザンビークの友好を記して国旗を含めたデザ

インのラッピングを行った。 

 2013年11月25日、愛媛トヨタ自動車株式会社において、3台の車両贈呈式が開かれ、竹

本辰美副社長、マラテ駐日モザンビーク共和国大使館特命全権大使、竹内よし子が車

両寄贈証書に署名した。 

 2014年1月に出航した車両が3月に到着し、3月27日、CCMにおいて車両贈呈式が開か

れた。CCM側よりセングラーネ司教、マカモ事務局長、政府関係者等約30名が参加し、

当団体より、アモッセ現地所長、竹内よし子ほかスタディツアー参加者6名が参加した。3

台の内1台は、CCMと当団体現地事務所が管理・使用し、マレンガーネ地域における

「銃を鍬へ」プロジェクト支援およびコミュニティ開発支援で活用することを確認した。 

 

⑥ モザンビーク勉強会・帰国報告会の開催 

 モザンビークスタディツアー実施前後に関係者とモザンビーク人留学生や企業関係者と

ともにモザンビークの勉強会を開催した。帰国報告会の開催を通して、モザンビーク・ア

フリカ理解促進を図った。 

 

⑦ 帰国隊員 NGO 活動支援制度の活用等によるインターンの受入 

 JICAのスキームである「帰国隊員NGO活動支援制度」を活用し、モザンビーク青年海外

協力隊OVをインターンとして受け入れ、現地事務所との連携によりモザンビークにおい

てNGO活動の研修を実施する予定だったが、今年度は該当者が現れず実施できなかっ

た。但し、2014年度での参加希望者との調整は行っており、来年度、継続して検討する

こととした。 

 松山大学の学生インターン2名を受け入れ、主に資料整理とフェアトレード商品開発に

関わる研修を実施した。内1名は、四国EPOにおける研修も実施した。 

 

⑧ 公民館建設に向けたファンドレイジング 

 公民館建設のための寄付を、会員や一般向けに呼びかけた。 

 新玉小学校 5 年生が、校区内の菓子店「菓子夢」と連携してピースクッキー（寄付付商

品）を考案し、公民館建設のためのファンドレイジングを行った。400 個程度が販売され、

約 2 万円の寄付につながった。新聞にも取り上げられ、新玉小学校卒業生や保護者の

協力を得ることができた。この取り組み以外でも、学校内外で 6 年生が中心となって働

きかけており、全校児童・保護者から前述のクッキー販売以外に 7 万円を超える寄付に

つながった。 
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 東雲小学校 6 年生が、雑巾やポケットティッシュケースを作成して学校のバザーで販売

し、公民館建設のためのファンドレイジングを行った。児童 52 名が授業時間外活動で

300 個以上を手作りし、1 個 100 円で販売され、合計 3 万円以上の寄付につながった。 

 愛媛大学附属高校 2 年生が、シニャングァニーネ村の女性たちが初めて作成した「布く

るみボタン」を活用して「ヘアゴム」を商品化し、愛附祭にて販売した。また、高校生と「フ

レッシュパークからり（内子）」手芸チームの連携を機に、からりの女性グループがモザ

ンビーク「ママ・マシエネ」が作成した顔刺繍を活用したバッグを作成し、愛附祭で販売し

た。高校生は、その後、同付属小学校のバザーにつなぎ、小学生もこれらの「コラボ商

品・フェアトレード応援商品」を販売した。これらの販売収益合計約 2 万円となった。 

 愛媛県内の企業・店舗で「募金箱の設置協力」を依頼した。これまで継続して設置してく

れている店舗に引き続き協力を依頼した。他方、募金箱が古くなって破損したり、設置

協力店の事業閉鎖・移転、担当者の変更等による紛失もあり、回収不可能な募金箱も

あった。 

 

2．フィリピン大洪水支援 

 

 2013 年 8 月 22 日、フィリピンの首都マニラと 16 の地方都市で豪雨と洪水の大災害が

起こった。ＥＧＮは、ミンダナオ島での女性支援活動をしてきた経緯もあり、当団体会員

でフィリピン研究者である石井正子氏（大阪大学準教授）と相談の上、理事メールで合

意を得て、現地ネットワークＮＧＯ「バルサ・ミンダナオ」 へ寄付することとし、集まった

300 ドルを送金した。 

 バルサ・ミンダナオの Ate Bing 氏より、300 ドルは、 米 6 袋（1 袋約 50 キログラム＝

2100 ペソ、＊1 ペソ＝約 2.5 円）を購入し、1 家族に対し 6 キログラム配給したため、お

よそ 50 家族に配給ができたとの報告とお礼の連絡が届いた。 

 

3. フェアトレード普及・促進事業 

 

① カフェ運営 

 4 月～6 月までは、月～金曜日、11 時～17 時（土・日・祝日を除く）の間、アフリカ・モザ

ンビーク料理、フェアトレードコーヒー等の安心・安全な食材を使った飲食の提供を行っ

たが、人的、経営的判断により、7 月からの営業は予約申込みのみの利用に変更し、

飲食の提供を休止することとした。 

 カフェ運営業務の延長線上で研修・会議室としての利用を促進する予定だったが、前

述の通り、カフェ営業を休止すると同時にカフェにおける事務機能を強化させることとし、

外務省 NGO 相談対応のための資料整理等の整備を充実させた。 

 フェアトレード商品販売はカフェで継続した。また、「協働オフィス」において、フェアトレ

ード商品とともにえひめ 311 応援商品等の展示・販売コーナーを整備した。 

 愛媛大学附属高校と内子フレッシュパークからり・手芸部との連携による「フェアトレー

ド応援商品づくり」、ロータリークラブとの連携による「献血の後のお礼の品」にフェアト

レード応援商品を活用してもらうことができ、新規開拓を行うことができた。 
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② イベント企画・出店 

 国際協力・環境保全などの普及啓発、フェアトレードの理解促進、ネットワークづくり等

のため、各種関連イベント等への企画・出店を行った。 

 

③ NGO 相談員対応および資料貸出し・広報協力 

 外務省ＮＧＯ相談員として国際協力・交流に関する質問等に対応した。 

 国際協力関連資料の整理を行い、利用者への貸し出し、ＤＶＤなどは、視聴できる環境

を整え、活用した。 

 他団体の活動の広報等に協力し、掲示、メールでの広報協力を行った。 

 

④ ボランティア・視察等の受入 

 ボランティア数名を随時、松山南高等学校や松山西中等教育学校の高校生やオイスカ

四国研修センターの海外研修生等を受け入れた。 
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Ⅱ．環境保全事業 

 

1. 環境省「四国環境パートナーシップオフィス(四国 EPO)」 

 

①持続可能な社会の実現に向けた協働取組の支援 

 企業、学校、社会教育施設など多様な主体と

NPO との協働に向けた、交流の場やニーズ、事

例調査とマッチング機会の提供を行った。 

 ESD 情報の発信や学びの実践と見える化、四国

でのネットワークづくりを進めた。 

 ＨＰの英語版を開設。「四国のすごい」や「四国

のいいね」情報を収集し、発信を行った。 

 市町村教育委員会等への訪問によるＥＳＤの取り組み情報を収集した。 

 

②地域活性化を担う環境保全活動に関する協働取組支援 

 多様な主体との協働取組推進支援として、う

どんまるごと循環コンソーシアムの事業をサ

ポートした。 

 エコプロダクツ展に出展し、四国の協働取組

の発信を行った。 

 

③中間支援との連携強化 

 四国内の中間支援組織との連携や、全国的

に事業展開を行っている中間支援組織と共

催で、シンポジウムや勉強会を実施した。 

 四国各地で取り組むべき事業の普及支援とし

て、シカ害や生物多様性、とさっ子タウン、ＳＤＧs に関し、関連団体と情報交換を行い、

ホームページやフェイスブック、メーリングリスト、メールマガジン等を活用した情報発

信を行った。 

 環境系表彰制度、受賞団体情報約 100 事例を収集し、データベース化した。 

 

④環境教育等促進法実施に関する普及啓発 

 各県の環境教育取り組み先進校 17 校を訪問し、

取り組み状況調査を行った 

 イベント等に出展し、一般向けに促進法紹介の

場を設け、情報提供や助言を各県あわせて 7 箇

所で実施した。 

 環境教育教材等の情報を収集し、ＨＰ等で紹介

し、活用の促進を行った。 

 

写真：ＥＳＤ学びあいフォーラムの様子 

写真：うどん残さを使った発電設備見学 

写真：促進法に関する相談窓口の様子 
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⑤さまざまな主体が交流する機会や場の提供 

 運営委員の協力を得て、小学生親子向けに「親

子で発見！町なみ環境探検隊」イベントを実施し

た。 

 かがわＥＳＤネットワーク勉強会を開催し、多様な

主体がともにＥＳＤについて考える場の提供を行

った。 

 

2. グリーンギフトプロジェクト支援 

 

 東京海上日動火災保険㈱がＮＰＯ法人日本ＮＰ

Ｏセンターに委託して実施するグリーンギフトプ

ロジェクトの四国での事業支援を受託し、ＮＰＯ

法人砂浜美術館が東京海上日動と協働で開催

するイベントの実施支援を行った。 

 

 

3. 地球環境基金 

 

 独立行政法人環境再生保全機構が実施する四国での募集説明会や募集に係る広報、

応募団体に関する情報収集に協力した。 

 

４. 大川清掃活動 

 

 当団体は、愛媛県「愛リバーサポーター制度」に登録しており、今年度も、引き続き護

国神社前を流れる大川の清掃を年 2 回開催する予定だったが、現在、毎朝、川を清掃

するボランティアが活動していることから、川ゴミが減少して蛍が飛び始めるほどきれ

いになっており、実際の清掃活動の必要性がなくなり、休止した。 

 他方、当団体は、ＥＳＤの視点を取り入れて事業を実施することを基本としていることか

ら、今年度以降、美化・清掃活動のみに中心を置くのではなく、大川流域で「水の循環」

「水生生物と生物多様性」「川沿いのゴミ捨て習慣とお遍路道」など、環境学習・社会学

習の場として活用するニーズの掘り起こしと学校とのマッチングによりＥＳＤ的に発展的

な展開ができるよう、大川との関わり方を見直す方向性を検討した。そのため、現在、

環境学習で「大川探検」が毎年実施されている清水小学校 4 年生を対象に ESD 連携

していくことを検討した。 

 

5. 東雲公園ＥＳＤ・環境保全・学びの場づくり活動 

 

 NPO 法人えひめ 311、愛媛大学、東雲小学校、東雲町内会、松山市、松山市国際交

流センター（ＭＩＣ）との連携により、「東雲公園 ESD」の取組みの試運転を行うことがで

きた。 

写真：町なみ環境探検隊の様子 

写真：ビーチコーミングイベントの様子 
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 具体的には、東雲公園の一部をコミュニティファームとして利活用することを通じて、①

東雲小学校児童の継続的な環境学習の場づくり、②東雲町内会で新たなコミュニケー

ションが生まれるコミュニティの場づくり、③第一次避難場所指定を受けている公園を

軸とした防災・減災社会づくりに役立てることとし、複数団体が協働する取り組みとして

展開できるよう、当団体はＥＳＤコーディネーター、調整役を担った。 

 9 月以降の取り組みは、環境省 ESD 事業のモデル事業として実施することができたほ

か、愛媛大学が申請したモデル事業認定のサポートを行った。本件は環境省で採択が

決定したため、来年度以降も継続的な取り組みとして発展させていくこととした。 
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Ⅲ．教育・ネットワーク事業 

1. 講師派遣および持続可能な開発のための教育（ESD）普及・促進 

 

 総合的な学習の時間（国際理解教育・

環境教育・平和教育・人権教育）の講師、

あるいは、シンポジウム・セミナー等の

パネリストとして、小・中・高校、大学、教

員、その他（NPO、企業、行政等）からの

派遣依頼に応じて、ニーズに合った講

演・ワークショップ等を行った。特徴的な

ものとして、国立民族学博物館との展

示・ワークショップ連携、愛媛大学附属

高校との「消費者市民教育 ESD」のモデル事業実践、新玉小学校との連携により、

2014 年 1 月に愛知で開催された「ESD キックオフイベント」で分科会を担当して発

表したことなどが挙げられる。 

 

 

 松山市「平和の語り部」派遣事業、松山

国際交流協会 ESD コーディネーター派

遣制度、愛媛県環境マイスター、外務

省 NGO 相談員等、さまざまな仕組み・

制度を活用した。なお、内閣官房地域

活性化伝道師にも登録されたので、新

たな活用が可能となった。 

 2013 年度の講師派遣、研修等受入の

実績は一覧表の通りである。 

 四国 EPO の事業の一環で「ESD ノート」の作成に取り組み、実際の講義において、

どのような視点で ESD を「見える化」していけるか検討したが、ESD ノートの作成

には至らなかったため、今後、引き続き検討していくこととした。 

 環境省 ESD KID’s FES 事業において、当団体との連携による ESD を推進してい

る新玉小学校が応募して「アイデア賞」を受賞し、発表した 5 年生 1 名、6 年生 1

名が「ESD 広報大使」に任命された。 
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2013 年度講師派遣一覧表 

No. 月 日 名称/内容 場所 参加者・対象 対象人数 担当者/同行者 

1 

4 

12 愛大付属高校創立記念講演 愛大付属高校 高校生 400 

竹内よし子 

2 18 
ＪＩＣＡ・オリエンタルコンサルタンツ・モザンビーク研修

（～19 日） 
内子、松山 モザンビーク人研修生 13 

3 20 ESD 派遣・東雲小学校 
フェアトレードカフェ＆

雑貨 WAKUWAKU 
教員 1 

4 30 平和の語り部・東雲小学校 東雲小学校  小学生 52 

5 

5 

10 平和の語り部・北条朝波小学校 北条朝波小学校 小学生 10  

6 10 松山工業高校電気科 
フェアトレードカフェ＆

雑貨 WAKUWAKU 
高校生 7  

7 10 松山南高校 松山南高校 高校生 6  

8 14 高知工科大学 高知工科大学 大学生 60  

9 17 高知大学 高知大学 大学生 60  

10 20 香川大学 香川大学 大学生 197  

11 21 新玉小学校平和＋今までの取り組み 新玉小学校 小学生 2  

12 25 香川県温暖化防止活動推進センター 高松港管理事務所 一般 16  

13 27 
消費者庁「学ぶことから始めよう～自立した消費者に

向けて」 
三田共用会議所 一般 300  

14 28 新玉小学校 新玉小学校 小学生 42  

15 28 新玉小学校 新玉小学校 小学生 93  

16 

6 

4 津田中学校・平和の語り部 津田中学校 中学生 166  

17 7 高知大学・インドネシア留学生受け入れ 高知大学 大学生 4  

18 12 香川県体験型環境学習 香川県庁 一般 10  内田洋子 

19 18 環境マイスター・西条高校 西条高校 高校生 300  

竹内よし子 

20 20 新玉小学校 新玉小学校 教員 2  

21 24 ESD 派遣・東雲小学校 東雲公園  小学生 51 

22 24 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 93  

23 

7 

7 小松高校同窓会 小松高校 一般 100  

24 8 ESD 派遣・東雲小学校 東雲小学校 小学生 52  

25 9 愛大付属高校・フェアトレードについて 愛大付属高校 高校生 14  

26 11 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 93  
竹内・亀井・小元・、吉

田先生、平井先生・ 

27 12 ESD 派遣・東雲小学校 東雲小学校 小学生 52  

竹内よし子 28 13 民博・国際ワークショップ 民博 一般 100  

29 16 愛大付属高校・フェアトレードについて 愛大付属高校 高校生 14  

30 16 ESD 派遣・東雲小学校 東雲公園 小学生 51  竹内・澤上 

31 17 ＪＩＣＡ・オリエンタルコンサルタンツ・モザンビーク研修 内子、松山 
モザンビーク人 

研修生 
13  

竹内 よし子 

32 26 聖カタリナ高校 聖カタリナ高校 高校生 92  

33 27 
ボーイスカウト愛媛県連盟インスパイアジャパン 2013

（～28 日） 
大洲青年自然の家 学生・一般 92  

34 

8 

2 
新玉小学校・初心者向け ESD とユネスコスクールとし

て取り組むべき ESD 教員研修 
新玉小学校 教員 25  

35 10 ESD 派遣・愛大付属高校 愛大付属高校 高校生 14  

36 19 知事とみんなで笑顔のトーク 農林 一般 50  

37 

9 

3 ESD 派遣・新玉小学校・スカイプ 新玉小学校 小学生 93  

38 10 オイスカ講師 
オイスカ四国 

研修センター 

海外研修生、 

スタッフ 
12  

39 17 愛大附属高校・文化祭でのフェアトレード 愛大附属高校 高校生 14  

40 17 松山南高校・フェアトレード 
フェアトレードカフェ＆

雑貨 WAKUWAKU 
高校生 4  

41 20 松山南高校・フェアトレード 
フェアトレードカフェ＆

雑貨 WAKUWAKU 
高校生 6  

42 24 愛大附属高校・文化祭でのフェアトレード 愛大附属高校 高校生 14  

43 26 ESD 派遣・愛大附属高校・文化祭 愛大附属高校 高校生 14  

44 26 オイスカ講師 
フェアトレードカフェ＆

雑貨 WAKUWAKU 
海外研修生、スタッフ 12  

45 26 松山南高校 松山南高校 高校生 6  

小     計 2,822    
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No. 月 日 名称/内容 場所 参加者・対象 対象人数 担当者/同行者 

46 

10 

1 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 93  竹内 よし子 

47 2 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 83  竹内・横田・新居・高林 

48 2 松山大学 松山大学 大学生 14  

竹内よし子 

49 3 
中島町校区別人権教育懇談会「多文化共生の視点から

考える人権」 
中島中学校 中学生 98  

50 10 松山西中等教育学校 
フェアトレードカフェ＆ 

雑貨 WAKUWAKU 
教員 4  

51 15 愛大附属高校 愛大附属高校 高校生 14  

52 17 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 83  竹内・篠崎・近藤 

53 10 ESD 派遣・松山西中等教育学校 松山西中等教育学校 教員 4  

竹内よし子 

54 20 
NPO 研究フォーラム月例報告会、大阪大学大学院の公

開授業 

大阪大学豊中 

キャンパス 
一般 32  

55 21 新玉小学校・愛知打ち合わせ 
フェアトレードカフェ＆ 

雑貨 WAKUWAKU 
教員 2  

56 22 愛光学園・人権 愛光学園 高校生 250  

57 23 小野中学校 小野中学校 中学生 20  

58 27 民博・平和学習・教材キット 民博 一般 6  

59 28 新玉小学校・モザンビークの現状 新玉小学校 小学生 83  

60 28 ESD 派遣・小野中学校 小野中学校 中学生 20  竹内・大向 

61 31 リーダー養成セミナー 
愛媛県男女参画            

共生センター 
一般 50  

竹内よし子 

62 

11 

3 
コミュニティカレッジ・モザンビーク支援活動と地域のつな

がり 

愛媛県               

生涯学習センター 
一般 60  

63 13 ESD 派遣・東雲小学校 東雲小学校 小学生 52  

64 19 愛大附属高校 愛大附属高校 高校生 14  

65 20 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 106  

66 22 聖カタリナ大学・愛媛大学・フェアトレード 
フェアトレードカフェ＆ 

雑貨 WAKUWAKU 
大学生 7  

67 22 清水小学校 清水小学校 小学生 85  

68 25 新玉小学校 新玉小学校 小学生 590  

69 26 愛大附属高校 愛大附属高校 高校生 14  

70 27 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 106  竹内・渡部・小元・山本 

71 28 愛媛若者サポートステーション 
愛媛若者           

サポートステーション 
一般 12  

竹内よし子 

72 30 第２回物部川を考えるシンポジウム 高知工科大学講堂 一般 120  

73 

12 

9 松山大学ＮＰＯ論 松山大学 大学生 100  髙山莉菜 

74 13 愛媛県教育委員会 松山工業高校 高校生 1,200  
竹内よし子 

75 17 ESD 派遣・新玉小学校・支援品受渡し 新玉小学校 小学生 93  

76 18 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 106  
竹内・渡部・泉・ 

山本 

77 

1 

13 名古屋・ウィンクあいち 名古屋・ウィンクあいち 一般 400  

竹内よし子 

78 16 NGO 相談員・阿南第一中学校 阿南第一中学校 中学生 120  

79 17 ESD 派遣・東雲小学校 東雲小学校 小学生 52  

80 22 愛媛県東予地区ＰＴＡ会員研修会 
西条市 

総合福祉センター 
教員・ＰＴＡ関係者 80  

81 

2 

3 新玉小学校 新玉小学校 教員 25  

82 12 ESD 派遣・新玉小学校 新玉小学校 小学生 83  

83 17 NGO 相談員出張サービス・西条高校 西条高校 高校生 40  

78 18 ESD 派遣・高知南高校 高知南高校 高校生 31  

84 18 ＮＧＯ相談員・高知南高校 高知南高校 高校生 31  

85 26 愛光学園・人権 愛光学園 高校生 250  

86 

3 

11 新玉小学校 新玉小学校 小学生 93  竹内・山下 

87 19 ESD 派遣・清水小学校・支援物資受渡し 
フェアトレードカフェ＆ 

雑貨 WAKUWAKU 
小学生 3  竹内よし子 

小     計 4,729    

合 計 7,551   



 
14 

 

 環境省「平成 25 年度持続可能な地域づくりを担う人材育成事業に係る ESD 環境教育

プログラムの作成・展開業務（四国地域）」を採択し、四国各県でそれぞれの地域団体

の協力を得ながら、ESD 環境教育プログラムの作成・実証を行った。各県の実証内容

は以下の通りである。 

 

【徳島県】  

私たちの暮らしと河川環境、生き物のつながり 

～水質調査から見えてきたもの～ 

対 象：阿南市立加茂谷中学校 1 年生 

内 容：加茂谷中学校の生徒を対象に、「身

近な自然と水と生き物のつながり」というテ

ーマで実証を行った。学校周辺にある那賀

川の水生生物調査や水質調査の結果、他

の流域との比較により、水質マップを作成し

水質の良否の原因と対策を考えた。自然の

水の浄化は多くの微生物群によるものが大

きく作用していることに気づき、自然界にお

ける人と社会について考え、どのようにす

れば今の水環境が持続・向上できるか、自

分にできることを考え、行動につなげることをねらいとしてプログラムを作成・実証した。

 

【香川県】 

『樹木の気持ち』とつながろう！ 

～まちも里海も豊かにする樹木のはたらき～ 

対 象：善通寺こどもエコクラブ 

内 容：善通寺こどもエコクラブ、香川大学、

EGN が協働で、善通寺五岳の里市民集いの

丘公園や善通寺市街で活動を行った。樹木

医の指導のもと、参加した児童が「こども樹木

医」になって樹木を診断することを通して、理

想の公園や、将来の善通寺の町並みを想像

し、そして樹木の働きを実感することを目指し

た。人間と自然の共生に重要な視点をおき、

実際に元気な木や、弱った木に触れて診断を

行うことで、樹木の気持ちを考えるきっかけに

なるようにプログラムを設計した。また、街の中で樹木がどのような働きをしているかを、

批判的、多面的に考えることを通じて、まちづくりについて考えることも取り入れた。
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【愛媛県】 

東雲ピカピカ ESD 

～私たちが育てるコミュニティファーム～ 

対 象：松山市立東雲小学校 2 年生 

内 容：NPO 法人えひめ 311、EGN、愛媛大

学が地域の人たちとの協働で、東雲公園の

未利用地を「コミュニティファーム」として活

用した。東雲小学校２年生がサツマイモを育

てる農業体験を通して、地域の人々とのコミ

ュニケーション能力を育む学びの場としての

創出を目指した。草引きや水やり、収穫を通

じて、循環型社会に向けた自然農法や地域

の人たちとのつながりの大切さ、また、草花

や土の中の生き物とのふれあいを通して生

物多様性の大切さに気付くようにプログラムを設計した。さらに、地域防災訓練時に育

てたサツマイモを食材で活用することで地域防災力の向上に役立てた。 

 

 

【高知県】 

物部の森のもの知り博士になろう！ 

～森林保全と生き物たちとの持続可能性を考える～  

対 象：香美市こどもエコクラブ 

内 容：物部川 21 世紀の森と水の会、香美

市教育委員会、えひめグローバルネットワー

クが協働でプログラムを作成し、香美市こど

もエコクラブの子どもたちが学びを深めた。

森林の消滅と山の崩壊につながる獣害、そ

の中でもシカによる食害の影響を学び、世界

の現状や対策も学ぶことでシカを捕獲するだ

けでなく食材として有効活用するなどの、地

域の経済活動に活用する方法・可能性を探

った。また、生きもののつながり―生態系―

の理解を進める中で、地域の経済活動や自分たちの暮らしが生態系と密接に関係し

ていることに気づき、考えを広げた。 

 

 

【四国 ESD シンポジウムの開催】 

2014 年 2 月 11 日、新居浜市市民文化セン

ターで「四国 ESD シンポジウム」を開催した。

シンポジウムには、144 名が参加し、池田満

之氏（ESD-J 副代表理事）の基調講演、四

国各県の ESD 環境教育プログラム事例の

発表、参加者によるワークショップを実施し

た。 
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2． 外務省 NGO 相談員業務 

 外務省の委託業務として、2013 年 5 月 27

日より 2014 年 3 月 29 日まで、外務省

NGO 相談員として、月～金曜日、10 時～

17 時まで、竹内よし子（正）と新居啓司（副）

の 2 名および、2 名の補助スタッフにより、

カフェと協働オフィスにおいて、相談業務に

応じた。 

 

 国際協力関連図書・資料の充実を図り、サービスの質の向上を図った。 

 毎月報告書を提出し、出張サービスを 10 回程度実施した。 

 2013 年度の相談件数は、594 件、2013 年 6 月～2014 年 3 月までの月平均件は

57.8 件、営業日 1 日あたり 2.89 件であった。 

 第 1 回（2013 年 6 月 10～11 日、東京）、第 2 回（2013 年 12 月⑤～6 日、博多）

の「NGO 相談員連絡会議」に出席した。 

 

 

 

No. 
実施 

日 

出張サービス 

依頼元 

出張

者 
企画名 形態 企画概要 開催場所 

1 10/5 

グローバルフェ

スタ JAPAN 

2013 実行委員

会 

竹内 
グローバルフェス

タ JAPAN 2013 

相談対

応、相談

員デスク 

各地域の NGO 相談員が合同でブースを設置し、

来場者の質問・相談に対応した。 

日比谷公

園（東京

都） 

2 10/20 

かがわ国際フ

ェスタ 2013 実

行委員会 

新居 
かがわ国際フェス

タ 2013 

相談対

応、相談

員デスク 

NGO 相談員空白県である香川県において、来場

者の質問・相談に対応した。 

アイパル

香川 

3 11/3 

大街道 3 丁目

まちづくり委員

会 

竹内 城山門前まつり 

相談対

応、相談

員デスク 

四国で行われているさまざまな国際協力活動、

NGO 相談員制度と ODA についての情報提供を

行うとともに、来場者の質問・相談に対応した。 

大街道

（ロープ

ウェイ商

店街） 

4 11/10 松山市 澤上 
北条ふれあいセン

ター文化際 

相談対

応、相談

員デスク 

地域で行われているさまざまな国際協力活動、

NGO 相談員制度と ODA についての情報提供を

行うとともに、来場者の質問・相談に対応した。 

北条ふれ

あいセン

ター 

5 11/23 
まつやま国際

交流センター 

竹内

小元 

国際交流市民ボラ

ンティア入門-国際

交流活動ガイダン

ス 

相談対応 

当団体の経験を活かした個別対応をするととも

に、講座に出展している他団体と連携して受講者

のニーズに応えた。 

松山市男

女共同参

画推進セ

ンター 

6 12/8 
松山市市民部

人権啓発課 

竹内

澤上 

「人権啓発フェステ

ィバル 2013」 

相談対

応、相談

員デスク 

四国で行われているさまざまな国際協力活動、

NGO 相談員制度と ODA についての情報提供を

行うとともに、来場者の質問・相談に対応した。 

松山市総

合コミュ

ニティセ

ンター 

7 1/16 
阿南市立阿南

第一中学校 
竹内 

「途上国の食事情

から環境を考える」 
講演 

授業では、途上国の食事情を紹介し、先進国が食

糧の多くを消費することによる、途上国や地球規

模での環境に与える影響について考察した。 

 阿南市

立阿南第

一中学校 

8 2/17 
愛媛県立西条

高等学校 
竹内 

「フェアトレードによ

る途上国支援を考

える」 

講演 
講義では、フェアトレード運動の取り組み事例を紹

介、ディスカッションやワークショップを行った。 

愛媛県立

西条高等

学校 

9 2/18 
高知県立高知

南高等学校 
竹内 

「国際理解教育を

とおして地球市民

としての素地を育

む」 

講演 

講義では、外国事情の紹介や地球的課題の現状

について説明等を行い、ワークショップを実施し

た。 

高知県立

高知南高

等学校 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3． 協働オフィス運営 

 第 3 森ビル 1Ｆ「協働オフィス」を、NPO 法人えひめ３１１（東日本大震災被災者支

援団体）と協働で活用した。 

 フェアトレード商品等の国際協力関連商品と、環境保全につながるエコ商品、東日

本大震災被災者支援につながる商品の販売を行うと同時に、情報の受発信を行

った。 

 協働オフィスの活用度を検討し、新たな「協働」が生まれる場として活用する企画

検討を行う予定だったが、今年度は、当団体の事務機能を協働オフィスとカフェの

2 か所に分断されていた体制をカフェに統合することとしたため、他団体との連携

については 2014 年度以降に検討することとした。 

 

4． 愛媛県中間支援組織連携 

 2012 年度、愛媛県社会福祉協議会より委託を受けた「愛媛県 NPO 等活動基盤

強化支援事業地域貢献活動参加促進事業」および「情報公開促進支援事業」の

結果、新たな中間支援組織として「NPO 法人えひめリソースセンター」が設立され、

連携していくこととした。具体的には、竹内よし子が理事を務めることとし、四国

EPO の中間支援ネットワーク構築に関する意見交換、情報交換において協力関

係を構築していくこととした。 

 報告書作成委員会が立ち上げられ、委員として協力した。 

 

5． 日本・モザンビーク市民友好協会事務局運営 

 「日本・モザンビーク市民友好協会」の事務局を担った。 

 6 月 1～3 日「第 5 回アフリカ開発会議」へ出席予定のモザンビーク代表団との懇

談会に参加し、ゲブザ大統領および代表団一行と面談した。 

 中小企業のモザンビーク進出に関して関心・関連のある企業関係者と意見交換を

行い、JICA 主催 BOP ビジネス説明会に参加して企業関係者と情報共有したほか、

2013 年 8 月にモザンビークを訪問した際、「企業見本市」の視察を行った。日本企

業からの出展は１社もなかった。 

0 50 100 150

団体設立・NPO法人格取得 
組織運営・マネージメント（人材面：人材・ボランティア等） 

組織運営・マネージメント（総務：労務・財務・会計・助成… 

組織運営・マネージメント（事業面：企画運営・事業開発等） 
組織運営・マネージメント（組織面：組織形態等） 

組織運営・マネージメント（広報面：広報・メディア等） 
組織運営・マネージメント（その他） 

NGO・NGO活動について 
国内ボランティア 
海外ボランティア 

インターン・就職相談 
スタディーツアー 

緊急援助 
募金・寄付 

フェアトレード 
国際協力イベント 

開発教育 
ソーシャルビジネス・BOP・CSR等 

外国事情 
ODA政策一般 

その他 

相談内容別 

0 50 100 150 200

NGO関係者・設立希… 

高校生以下 
学生 

行政・政府関係者 
教員 

マスコミ 
企業・労組 

会社員・自営業者 
無職・退職者 
主婦・主夫 

その他 
不明 

相談者別 
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 モザンビーク側における「モザンビーク・日本市民

友好協会」立ち上げ案について、駐日モザンビー

ク大使館関係者との意見交換を行った。 

 2014 年１月に安倍首相のモザンビーク訪問時、ア

モッセ・モザンビーク所長とアーティストが安倍昭

恵首相夫人と面談し、当団体の活動と CCM「銃を

鍬へ」プロジェクトを紹介した。 

 一般財団法人世界野球推進財団と愛媛県の連携

により、2014 年 7～8 月に愛媛県松山市で開催さ

れる「世界少年野球大会」にモザンビークから少年・少女 5 名が招へいされること

となり、モザンビーク訪問時に野球交

流ができるようサポートを行った。具

体的には、2014 年 3～4 月にモザン

ビークを訪問した際、野球道具を寄贈

し、基本的な動きやルールなどの基

礎練習を行うことができるよう大学生

と大学教員のボランティアアレンジを

行った。 

 2013 年 9 月より、愛媛大学にモザンビーク人留学生が来県したため、交流する機

会を創出し、新玉小学校交流、野球交流支援などで意見交換しながら友好を深め

た。また、ポルトガル語訳ボランティア協力を得て、絵本を贈る活動に参加してもら

った。 

 

6． 四国 NGO ネットワーク（SNN）事務局運営 

 「四国 NGO ネットワーク（SNN）」の事務局を担い、四国 NGO 研修、四国 NGO ネットワ

ーク総会、JICA 四国・四国 NGO ネットワーク共催の「研修」「NGO ラウンドテーブル」

等開催に関わる活動を行い、NGO 情報をメルマガにて適宜配信した。 

 

7． コグウェイ四国 

 一般社団法人コグウェイ、コグウェイ四国が主催する「コグウェイ四国・ディスカバ

リーライド 2013」のゴールイベント(10 月 16 日)に関して、四国 EPO との連携によ

る PR、高校生ボランティアへの T シャツの貸与、飲み物の提供など運営協力を行

った。 

 

8． コミレスネットワーク四国 

 四国内のコミレス実践者がつながるゆるやかなネットワークとして、メーリングリス

トの管理・運営、情報共有を行い、全国のコミレスネットワークとの情報受発信を行

う予定だったが、カフェ運営を 7 月から見合わせることとしたため、活動を休止し、

再開のための再検討を来年度以降行うこととした。 

 愛媛県医療生活協同組合がカフェをオープンすることとなり、フェアトレードに関す

る情報提供やコミレスのコンセプトを紹介するなど協力した。 
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Ⅳ．管理運営等 

1．組織運営 

① 事務局運営 

 本部・愛媛県松山市および香川県高松市の四国 EPO 事業実施のため、フルタイムおよ

びパートタイムの人材を新規雇用しながら事務局の体制を整えた。当団体は、契約事業

を実施するためのスタッフ雇用が多く、有期雇用であるため、事務局運営の基盤強化を

図るのは難しいが、今年度は会計担当のパートタイム雇用を確保できた。 

 モザンビーク事務局は、現地所長とパートタイムスタッフで運営した。 

 

② 役員体制 

 2013 年度は、以下の役員体制とし、役員間のコミュニケーションについては、理事・監事・顧

問が東京（シンガポールへ移住）、香川、愛媛（松山・西条）在住であることから、理事メール

やスカイプを活用しながら意見交換を図った。 

  

【代表理事】  竹内よし子 えひめグローバルネットワ―ク代表理事 

【理  事】 上田  稔 上田屋食品有限会社社長、 

愛媛日露協会副会長保護司 

 岡田 奈知 翻訳・通訳家 

 常川真由美 四国 EPO所長 

 新居 啓司 えひめグローバルネットワーク 

シニアプログラムオフィサー兼事務局担当 

 山田 美緒 サイクリスト 

【監  事】 鈴木 靖彦 ＪＡ愛媛 

【顧  問】 薦田 伸夫 弁護士 

 藤本 豊實 (株)アドバンテック顧問 

 菊池 博俊 公認会計士 

 

③ 広報 

 会報は 2013 年夏号、2014 年冬号を発行する予定だったが、事務局スタッフの交代もあ

り、2014 年春号発行のみにとどまった。 

 会員へのメルマガ配信を行った。ホームページ、カフェ・ブログ、モザンビーク・ブログ、

Facebook は、随時更新した。 

 また、各種メディアの取材に応じ、新聞･テレビ・ラジオ等において EGN の諸活動、他の

市民活動の広報を積極的に行い、NPO/NGO 活動への理解や参加促進を図った。 

 

2．星岡土地売却処分 

 売却処分することを決定しているため、不動産会社を通じて売却処分するよう努めたが販

売できなかった。但し、資金調達面では、土地所有によりの担保融資を受けられるメリット

が大きいことを確認できたため、今後、中長期ビジョン検討を行う際、売却するか、保持す

るか再検討することとした。 
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Ⅴ．その他事業 

1．不動産貸付業 

松山市東雲町 5-6 の一部を「まるみ食堂」へ賃貸した。 

 

以上 
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■新聞掲載記事 

No. 
掲載 

月日 
新聞社名 題名 内容 

1 8 月 17 日 中国新聞 武器をアートに 
当団体、国立民族学博物館での企画展

「武器をアートに」についての紹介 

2 10 月 18 日 愛媛新聞 
強烈な平和 

メッセージ 

当団体、国立民族学博物館の企画展

「武器をアートに」についての紹介 

3 1 月 24 日 愛媛新聞 
児童お菓子で外国

支援 

新玉小学校ピースクッキーについての 

紹介 

4 2 月 8 日 毎日新聞 
「銃を鍬に」平和 

訴え 

当団体、坂の上の雲ミュージアムでの

「武器アート展」についての紹介 

5 2 月 10 日 読売新聞 
武器許さぬ解体 

アート 

当団体、坂の上の雲ミュージアムでの

「武器アート展」についての紹介 

6 2 月 11 日 愛媛新聞 平和願う武器アート 
当団体、坂の上の雲ミュージアムでの

「武器アート展」についての紹介 

7 2 月 16 日 愛媛新聞 地軸 
当団体、坂の上の雲ミュージアムでの

「武器アート展」についての紹介 

8 2 月 24 日 読売新聞 
経験生かし国際 

協力 
竹内よし子「がいな人」として紹介 

9 3 月 10 日 愛媛新聞 
国際平和へできる 

こと 

新玉小学校「ESD KIDS FES !!!」でアイデ

ア賞受賞について紹介 

 


