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趣意書
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当協会は、国連ユニタール広島事務所の国内支援団体として、効果的なファンドレイジン

グにより、国連ユニタールの研修事業拡充を支援し、さらに多くの海外研修生を広島へ招

聘することで、広島地域の活性化を図り、平和都市広島のメッセージを世界に届けること

を目指します。また、地域密着型のイベントや研修を実施し、地域への貢献と国連ユニタ

ールの認知度向上を目指します。

我々は次の活動を展開します。

　　（1）スポーツと平和

　　（2）SDGsと教育

　　（3）女性のエンパワメント

上記の活動を展開するため、次の事業を行います。

　　		　　　①	 　海外スポーツチームを招聘した研修・国際試合

				　②	 　スポーツ関連イベント

　　　③	 　児童生徒向けワークショップ

　　　④	 　海外研修ツアーの企画催行

　　　⑤	 　シンポジウム

　　　⑥	 　企業向け研修事業

　　　⑦	 　平和構築の普及啓発に関わるコラボ製品開発と販売事業

上記の活動・事業を展開、充実、発展させるためには、皆様方の温かいご協力とご

支援をここに津房する次第であります。

つきましては、以上の趣旨をお汲み取りの上、ご協賛を賜りたく、お願い申し上げ

ます。

令和二年二月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　国連ユニタール協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　大島　賢三



ごあいさつ

　世界には、紛争や内戦、貧困、開発の遅れなど様々な困難

を抱え、国づくりと発展に日夜取り組む中で、国際社会から

の支援を必要としている国が多数あります。社会を築き、支

え、動かしていくために不可欠な支援の一つが人材育成であ

り、このため国連組織の中で研修事業に特化し独自の役割を

担っているのが国連訓練調査研究所（UNITAR、ユニタール）

です。1963年の設立以来、支援対象国の中堅リーダー、専門

家、若手実業家など多様な人材に対し、世界各地で実践的な

学習と経験の機会を提供してきました。

　国連ユニタール広島事務所は、ジュネーブ、ニューヨーク

に次ぐ3番目の事業拠点として2003年に誕生しました。原爆

の被害を乗り越え、平和都市として復興を遂げた広島の経験

と教訓を背景に、特に紛争後の復興と平和構築、軍縮、持続可能な開発目標（SDGs）に重点を置

き、精力的に研修事業を展開しております。海外研修生に、広島のイメージを忘れることなく、そ

れぞれの国の復興と発展をめざすことへの希望を伝えてきました。

				ユニタールを日本で応援してくださる皆様の思いが結実し、2019年10月、一般社団法人「国連

ユニタール協会」が設立される運びとなりました。ユニタール本部と覚書を締結し、国際平和の理

念の推進に貢献していく所存です。ユニタールをより多くの皆様に知っていただき、SDGSの理念で

ある「誰一人取り残さない（LEAVE	NO	ONE	BEHIND）」に沿って研修機会の拡大を後押しすること

により、意義ある活動が、広島から日本、そしてアジアはじめ世界の地域へと広がっていくよう、

微力を捧げ努力して参ります。これから先、「スポーツと平和」「SDGsと教育」「女性の権利」の

3つの柱のもと、地域密着型のイベントをユニタールと共同で実施して参ります。

				日本の皆様とユニタールとの橋渡しに役立つことができるよう努力して参りたいと考えており

ますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

一般社団法人国連ユニタール協会

								理事長　大島　賢三
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応援メッセージ
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この度、一般社団法人国連ユニタール協会が設立されまし

たことを、心よりお慶び申し上げます。

			御存知のように、広島は1945年、原子爆弾によって壊滅

的な被害を受けましたが、世界中からの御	支援と人々のた

ゆまぬ努力によって、廃墟からの復興を果たすことができま

した。この歴史的な背景により、広島は復興への確信と信

念，将来への希望を感じていただける場所であると考えてお

り、広島県では、平和な社会の創造に役立てていただくこと

を期待し、広島の歴史的背景を活かした国際平和貢献を行っ

てまいりました。

　ユニタール広島事務所が、平成15年に、中国・四国地方唯一の国連機関として開設されて

以降、今日まで世界中から多くの方々が広島を訪れ、様々なスキルアップのための知識・技

術はもとより、被爆の実相や復興のあゆみを学び、平和と希望のシンボルとしての広島を世

界に発信していただいており、本県もこの活動を支援しています。

　ユニタール広島事務所の活動の成果を地域に還元することを目的とした支援組織の設立に

より、ユニタール広島事務所の活動がより多くの方々に支えられ、さらに活発化していくこ

とは，誠に意義深く、広島の国際平和拠点づくりを進めております本県としても、大変心強

く感じています。

				また、国連ユニタール協会の活動を通じて、中国・四国地方唯一の国連機関であるユニ

タールが、県民の皆様にとって、身近な存在と感じていただくことで、国際貢献の輪が広が

っていくこと、さらには、ユニタールの人材育成の知見が地域に還元されることで、持続可

能な世界の繁栄と国際平和の実現のために、我々と共に行動いただく人々の輪が広がってい

くことを期待しています。

　終わりに、一般社団法人国連ユニタール協会のますますの御発展と、関係の皆様の御活

躍、御健勝を心より祈念いたしまして、御挨拶といたします。

広島県知事　湯崎　英彦
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人財育成のプロフェッショナル

～1965年の設立以来、研修事業に特化した国連機関とし

て、世界各国の人財育成・開発を支えています。～

ジュネーブ、ニューヨークについで2003年に設立された国

連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所は、紛争後の

復興／平和構築、軍縮、持続可能な開発目標（SDGs）など

を柱に、アフガニスタンや南スーダン、イラクなど、世界

中の若きリーダーたちに研修を行ってきました。

原爆の惨禍から平和都市として現在の美しい街へ復興を遂

げた広島の姿は、苦難に直面する途上国の研修生に未来へ

の大きな希望をもたらしています。

ユニタールとは
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「平和を実現するための段

階ごとに必要となる支援が

あることが分かった」

これは、国連ユニタールの

事業内容を聞いた人からよ

く聞かれる感想です。

国際的な支援というと、物

資や医療といったハード面

での支援を思い起こす人が

多いかもしれません。

しかし、日本の復興が物語

るように、国が成長してい

くには、その国で、リーダ

ーシップをとれる人や、新

しいビジネスに挑戦する人

財というソフト面の支援も

必要になります。

国連ユニタールは、人財育

成を通して持続可能な開発

のための国の基盤を作るこ

とを目標としています。

国連ユニタール協会の会員

として、国連ユニタールの

事業を支援するということ

は、世界の人財育成に貢献

することであり、ひいては

世界の平和の実現に貢献す

ることにつながります。

ユニタールとは

国連ユニタール	=	世界の人財育成	

						を支援										の支援

人財育成の	
プロフェッショナル
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国連ユニタール協会とは

ユニタール唯一の公的支援団体

		 団体名：一般社団法人　国連ユニタール協会（UNITAR	ASSOCIATION）

		 設立日：2019年10月17日

		 国連ユニタールとの覚書締結日：2020年2月21日

							目的：国連訓練調査研究所が実施する紛争後の復興/平和構築、軍縮、SDGsやそ

　　　の他持続可能な繁栄に関連したイベントに関する取組みの重要性を広く一

　　　般に広報し、国際平和の理念の推進に寄与する。（定款より）

理事長　　大島　賢三	

理　事　　勝又　美智雄	

理　事　		湊　		晶子	

理　事　　上田　みどり	

理　事　　池田　秀雄	

監　事　　山本　新太郎	

事務局長　	島津　	準子

役員・事務局：
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ユニタールと地元の皆様をつなぐ
窓口へのニーズの高まり

国連ユニタールでは、これまでも地域貢献活動として、90

件以上の公開セッション及び100件近くの広島事務所長や

スタッフの講師派遣を実施してきました。

しかし、本部が海外にあること、そもそも国連機関である

ことから、中々地域のニーズに即した動きをしづらい状況

が続いてきました。

当協会では、ユニタールと地元の皆様をつなぐ窓口とし

て、地元の皆様にニーズに迅速かつ柔軟な事業活動を実施

していきます。

日本における	
人財育成	
	

国連ユニタールが、開発

途上国の支援を行うのに対

し、当協会は日本における

人材育成に重点を置いた事

業を実施します。国連ユニ

タールの世界中に広がる人

的ネットワークや知見を活

かし、日本に住んでいなが

ら、国際的な視野や交流を

広げる機会を皆様に提供し

ます。

協会設立の背景
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今後の主な予定
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　　以下の3つの柱を中心に事業を企画運営していきます。

☞スポーツと平和

スポーツは、心身強化を図るだけではなく、ハンディキャップの有無・国籍・宗教・年

齢に関わらず、多様な人々の心を一つにする力を持つ。多様な人々を尊重し、共同して

いく社会を作るものです。

ユニタール協会では多様な人々を巻き込んだスポーツイベントを実施する予定です。

☞SDGsと教育

SDGs対する認知度は年々高まってきています。ユニタールではSDGsに対する意識醸成を

高めるワークショップや公開セッションなどのイベントを実施していきます。

また、当協会ウェブサイトやソーシャル・ネットワークを通したSDGsに関する投稿を実

施する予定です。

☞女性の権利

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思において社会のあらゆる分野における活

動に参画することは、社会を活性化させるとともにダイバーシティ社会を作るために重

要なことです。ユニタールでは主に経済分野での女性のエンパワーメントに着目し、事

業を実施する予定です。



国連ユニタール協会

会員も随時募集中！

賛助会員年会費

▹個人会員：	3,000円（1口～）

▹法人会員：10,000円（1口～）

ニュースレター、オリジナルバッジ、特別研修（法人会員様のみ）等多数特典あり　

（詳しくはウェブで）

登録はこちら⇒

https://www.unitar-a.join-us/

18



国連ユニタール協会

会員も随時募集中！
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一般社団法人国連ユニタール協会事務局

住	所：〒 7 3 0 - 0 0 11 　広島県広島市中区基町5 - 4 4　 5階

T E L 	 :  0 8 2 - 5 5 5 - 0 8 1 6

F A X 	 : 	 0 8 2 - 2 11 - 0 5 11

Email : www.unitar-a.jp

Web		:	info@unitar-a.jp 


