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子どもの権利 条 約 フォーラム 2011 in広島
実行委員長 渡部朋子
本日は、子どもの権利条約フォーラム 2011in 広島にご参加いただきありがとうござ
います。
2011 年 3 月 11 日、子どもたちの命と尊厳をおびやかす大変な出来事が、東日本でおこりました。地震，
津波，そして原子力発電所の事故が私たちの暮らしに与えた影響は計り知れず、未来をどう描いていけばよい
のか手探りの状態が続いています。本フォーラムはこのような状況の中、ここ広島で開催されます。
1945 年 8 月 6 日、一発の原子爆弾によって廃墟と化した広島は、国内外の多くの人びとのご支援と市民
のたゆまぬ努力で復興を遂げ、水と緑に恵まれた美しい都市として蘇りました。廃墟の広島の中で、子どもた
ちは明るく、漫画「はだしのゲン」の主人公のように、逆境を乗り越え逞しく未来を切り拓きました。そんな
ヒロシマの子どもの象徴が「原爆の子の像」です。子どもたちは涙を笑顔に変える力を持っていると思います。
東日本大震災後の日本において、全ての子ども達がかけがえのない子ども時代を安心して過ごし、未来に夢
や希望を持てるような「しあわせなまち」について、子ども達と一緒に考えてゆきたいと思います。多くの皆
さまがご参加くださり、活発な議論と交流が生まれ、連携の輪が拡がることを心から願っております。
最後になりましたが、本フォーラムの開催に当たりご協力いただきました皆様に、この場をお借りして御礼
申し上げます。

子どもの権利条約

は、

大きくわけて次の 4 つの子どもの権利を守るように定めています。
そして、子どもにとっていちばんいいことを実現しようとうたっています。

１ 生きる権利

３ 守られる権利

・防げる病気などで命をうばわれないこと。

・あらゆる種類の虐待（ぎゃくたい）や

・病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

搾取（さくしゅ）などから守られること。
・障害のある子どもや少数民族の子どもなどは
とくに守られることなど。

２ 育つ権利

４ 参加する権利

・教育を受け、休んだり遊んだりできること。

・自由に意見をあらわしたり、

・考えや信じることの自由が守られ、

集まってグループをつくったり、

自分らしく育つことができることなど。

自由な活動をおこなったりできることなど。
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こ

「子どもも おとなも しあわせな まちづくり」を
《後援してくださったみなさん》
広島法務局
広島県 呉市
廿日市市

竹原市

安芸高田市

広島県教育委員会
呉市教育委員会

尾道市

府中市

江田島市

三次市

大崎上島町

庄原市
神石高原町

広島市教育委員会
竹原市教育委員会

三原市教育委員会

尾道市教育委員会

府中市教育委員会

三次市教育委員会

庄原市教育委員会

大竹市教育委員会

廿日市市教育委員会

安芸高田市教育委員会

江田島市教育委員会

府中町教育委員会

坂町教育委員会

安芸太田町教育委員会

熊野町教育委員会
大崎上島町教育委員会

神石高原町教育委員会
広島県社会福祉協議会
広島弁護士会
中国新聞社

大竹市

広島市社会福祉協議会

広島県小児科医会
ＮＨＫ広島放送局

広島ホームテレビ

中国放送

広島テレビ放送

テレビ新広島

《呼びかけ》子どもの権利条約ネットワーク
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後援メッセージ
広島弁護士会

会長

水中

誠三

さん

本フォーラムは、１９９３年（平成５年）以降、年に一度、全国各地で開催されてき
たもので、この度、広島の地で開催されることを嬉しく思います。
近年子どもを巡る環境が悪化し、支援を必要とする子どもが増えつつありますが、わが
国には子どもの権利について定めた基本法がないため、地方公共団体が個別に子どもへの
支援に取り組んでいるのが現状です。
そうした中、広島弁護士会では、子どもの権利委員会を中心に、非行・犯罪に陥った子
どもへの支援、子どものためのシェルターの設立、子どもの権利条約の精神に基づいた条
例の制定を求める活動などを行ってきました。
本フォーラムの目的は、子どもの権利の重要性をアピールし、分科会などで提起された問題に関係機関と民
間団体が協力して取り組むことで子どもの権利の確立を目指すことにあり、当会はその趣旨に賛同しています。
本フォーラムを通して、子ども同士、子どもとおとな、官民の交流が促進され、子どもの権利条約の理念に
則った「まちづくり」が実現されることを願います。

広島県小児科医会

会長

桑原

正彦

さん

古来、わが民族には、子どもを愛しみ、育む、習わしが、どこの民族よりも強くあった
ように思います。
瓜食（は）めば 子ども思はむ
栗食めば ましてしのはゆ いずくより
来たりしものぞ眼交（まなかい）に

もとな

懸（かか）りて 安眠（やすい）し寝（な）さぬ
銀（くろがね）も金（くがね）も玉も何せむに
まされる寶（たから）子にしかめやも
（万葉集、巻第５、山上憶良、子等を思う一首、並びに反歌）
第２次世界大戦後、日本は、日本国憲法（１９４６）公布、児童福祉法（１９４７）を制定して、子どもを
育てる基本的方針を固めました。日本人の勤勉さと優秀な能力は、間もなく、世界一の経済発展を達成しまし
た。しかし反面、心、体、家庭、社会の豊かさは、経済優先ムードに隠れてしまいまいました。最も、影響を
受けたのが、子ども達です。
今、「子どもの権利」を叫ばなくてはならないこと、そのこと自体、とても悲しいことです。しかし、今の
日本社会では、苦しんでいる子ども達が増加していることは事実です。
今回当地で、
「子どもの権利条約フォーラム・広島大会」を開催して頂くことに、賛意を表し、関係者の方々
に感謝を申し上げます。ご成功を祈ります。
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子どもの権利条約フォーラム２０１１In広島 実行委員一同
有村 博子（子どもとケータイ・インターネットを考える会）
、石黒 敬子（
（財）日本ダウン症協会広島支部
「えんぜるふぃっしゅ」）
、石田

誠（全広島教職員組合）、井上 予志栄（社会福祉と子どもの権利を考える

会）
、今中 亘、岩崎 佑紀（精神保健福祉士）
、上野 和子（ＮＰＯ法人ひろしまチャイルドラインこどもス
テーション理事長）
、岡崎 仁史（広島国際大学医療福祉学部長）
、小野塚 剛（特定非営利活動法人広島自閉
症協会理事長）、梶岡 寛（広島教育研究所）、上久保

昭二（広島ＹＭＣＡ総主事）
、川口 隆司、岸 直人

（こどけん広島）
、木元 絵美、河野 佑美、小林 亜希子、小松 保子（こどけん広島）
、眞田 右文（不登
校を考える会・広島）、眞田 恭子（社会福祉士）、澤田 裕子（日本アドラー心理学会）、重富 寛、柴田 幸
子（広島市よい本をすすめる会）
、下西 さや子（ＮＰＯ法人ＣＡＰ広島理事長）、定者 千景、定者 吉人、
杉本 麗次（広島市教職員組合（全教）
）
、辻

隆広、友川 千寿美、中田 涼太、中村

隆行（ひろしまＮＰ

Ｏセンター）
、西田 寛子（こどけん広島）
、林 律子（
「非行」と向き合う親たちの会広島：虹の会）、藤井浩
子（大阪子ども情報研究センター）
、藤本 健二（こどけん広島）
、細川 光宣（青年海外協力隊広島県 OB 会）、
本田 真陸（東京シューレ、不登校の子どもの権利宣言を広めるネットワーク）
、槇野 卓司（こどけん広島）、
松尾 真美、三浦 精子（児童文学者）、三野 美紗子、宮武 久美子（こどけん広島）
、森下 聡美、森原 あ
ゆみ、山地 美智子、山本
鰐川 幹浩

真左美、渡部 朋子（ＮＰＯ法人ＡＮＴーＨiroshima 理事長）、鰐川

華衣、

～実行委員は個人の資格で参加しています。肩書は本人の申告によるものです。～

会場のご案内

広島ＹＭＣＡ
１号館

広島県庁
バスセンター
紙屋町西

原爆ドームへ
メモリアルホール
広島平和記念資料館
東館 地下

たび館
紙屋町東
本
通

元
安
川

ＮＨＫ

袋
町

立町

もみじ銀行
まちづくり市民交流プラザ
本
アンデルセン

南４Ｆ

平和大橋
中
電
市
役
所

コンフォートホテル広島

広島市役所
国道２号線
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消防局

市社会福祉センター
２F ホール
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フォーラム日程概要
１１日（金）
１８：３０～２０：３０（開場１８：００）
ヒロシマ特別企画Ⅰ 子どもたちの未来を考える「震災・原発そして復興」
平和記念資料館 メモリアルホール にて

１２日（土）
１２：００～１５：００（開場１１：３０）
オープニング 平和記念資料館 メモリアルホール にて
１５：００～１６：００
子どもの権利条約バースデーパレード２０１１
原爆の子の像 ⇒ 元安橋 ⇒ 本通 ⇒ アンデルセン前
１５：００～１８：００ 分科会 A（A8） 平和記念資料館 １F ロビーに集合
１６：００～１８：００ 分科会 A（A１～A７） まちづくり市民交流プラザ にて
１８：３０～２０：３０
子ども交流会 広島市社会福祉センター２F ホール にて
おとな交流会 アンデルセン６F デンマークルーム にて

１３日（日）
９：３０～１２：３０（集合９：２０）
ヒロシマ特別企画Ⅱ 「ヒロシマ」ミニツアー
平和記念資料館 １F ロビーに集合
１０：００～１２：００ 分科会 B（B1～B７）
B１～B４ まちづくり市民交流プラザ

にて

B５～B７ 広島 YMCA１号館 にて
１０：００～１５：００ 分科会 B（B８～B１２） 広島 YMCA１号館

にて

１３：００～１５：００ 分科会 C（C1～C１０）
C１～C４ まちづくり市民交流プラザ

にて

C５～C１０ 広島 YMCA１号館 にて
１５：００～１６：３０ 全体会
まちづくり市民交流プラザ マルチメディアスタジオ にて
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ヒロシマ特別企画Ⅰ

オープニング
○１２日（土）１２：００～１５：００（開場１１：３０）
○平和記念資料館 メモリアルホール にて
司会 岡山玄時雨（山陽高校２年）
・実行委員長のあいさつ
・「Ｉ ＰＲＡＹ」の子どもたちによるパフォーマンス
・基調講演「子どもも おとなも しあわせな まちづくり」木下勇さん（千葉大学・教授）
～１０分間の休憩～
・子どもたちによる意見表明＆意見交換（ファシリテーター：木下勇さん）
富山の子どもたち
川崎の子どもたち
東京シューレの子どもたち
川西の子どもたち「ムッピーの人権紙芝居２」
広島の子どもたち ひろしま国ジュニアライター、岩嵜つかささん
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子どもの権利条約
バースデーパレード２０１１
子どもの権利条約は１９８９年１１月２０日に国連総会で
全会一致で採択され誕生しました。そこで、誕生日にはちょ
っと早いですが、１１月１２日の午後３時から、子どもの権
利条約のバースデーを祝って、みんなでパレードします。
オープニング終了後、『原爆の子の像』をめざして移動、
爆心地に最も近い橋『元安橋』からスタートして、広島一の
繁華街、『本通』を東へ向かい、被爆建物の『アンデルセン』
前までのコースです。
ひろしまこどもマーチを歌ったり演奏したりしながら楽し
く歩きましょう。

これはぼくらの叫びです
これは私たちの祈りです
世界に平和をきずくための
1958 年 5 月 5 日（こどもの日）
広島平和をきずく児童・生徒の会

被爆当時、帝国銀行広島支店
爆心地から 360ｍ

-7-

こ

け ん り じょうやく

ひろしま

子どもの権利条約フォーラム２０１１in広島

分科会Ａ
１２日（土）１６：００～１８：００

※A8 分科会「碑フィールドワーク」は時間・場所ともに異なります。
ご注意ください。

A１ まちづくり市民交流プラザ

マルチメディアスタジオ（北６F）

はだしのゲンが見たヒロシマ（渡部久仁子）
ドキュメンタリー映画『はだしのゲンが見たヒロシマ』を観る。
「ゲンは僕自身なんです。
」被爆当時６歳
だった漫画家・中沢啓治が広島で語るヒロシマ。世界中で読まれている漫画『はだしのゲン』に託した想い、
次世代に伝えたいメッセージとは。
（聴覚障がい者日本語字幕付）是非ご覧ください。

A２ まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーA（北４F）

不登校の子どもの思い（本田真陸・東京シューレ）
みなさん、こんにちは！私たちは、
「不登校の子どもの権利宣言を広めるネットワーク」です。権利宣言
を多くの人に知ってもらいたいです。また、会場の皆さんとディスカッションをしたいと思います。ぜひ参
加してください。

A３ まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーB（北４F）

東日本大震災と子どもたち（細川光宜・青年海外協力隊広島県 OB 会）
青年海外協力隊 OB を中心とした、石巻市 渡波小学校での支援活動の報告と避難所に流れ着いたガレキ
から子どもたちが作ったアート作品の展示。大人の目から見れば悲しみと絶望の象徴だった震災のガレキが、
子供たちの創造力により希望の象徴に変わりました。当日は、ガレキアート作り体験ワークショップも行い
ます。
講師 細川 光宜 （青年海外協力隊広島県 OB 会 事務局長）

A4 まちづくり市民交流プラザ

会議室 A＆B（南３F）

「聞く」から「聴く」へ～お父さん・お母さんのための傾聴講座
（中澤恵子・NPO 法人めぐろチャイルドライン(ひろしまチャイルドライン)）
あなたは子どもの話をちゃんと聴いていますか？ワークやロールプレイを通じて、自分の傾向や様々な考
え方を体験的に学び、子どもへの対応の幅を広げて、親子のコミュニケーションをよりよいものにしていき
ましょう。
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A５ まちづくり市民交流プラザ

研修室 A（北５F）

インクルージョンって、ほんとはどういうこと？
～特別でない特別支援教育～（小野塚

剛）

講師：落合俊郎先生（広島大学大学院教育学研究科教授）
単に一緒にいることが「インクルージョン」ではありません。特別支援教育をとおして、すべての子ども
たちが「学ぶ権利」を享受できる学校を目指しましょう。

A６ まちづくり市民交流プラザ

研修室 B（北５F）

子ども参加のまちづくり～子どもの参画の進め方の
様々なアプローチ（木下勇/吉橋久美子）
子ども参画のまちづくりはどのようなことから進めたらよいだろう？基調講演者木下勇先生（千葉大学）
をお迎えし、広島の事例「子どもをミソにまちつくり隊」の紹介を交え、ワークショップ形式で参加者の「子
ども時代のまちとの関わりの思い出」から、現代の課題を見越してその方法や方向性を考えます。
（副担当：吉橋久美子）

A７ まちづくり市民交流プラザ

研修室 C（北５F）

施設で暮らす子どもの権利
（井上予志栄・社会福祉と子どもの権利を考える会）
児童養護施設恩寵園における施設内虐待事件の裁判で原告となられた方と虐待問題について長年取材活
動を続けてこられたフリージャーナリストの方をお招きし、子どもの権利としての児童養護のあり方を考え
ます。

A８ オープニング終了後、平和記念資料館１F ロビーに集合
※１５：００～１８：００になります。
碑フィールドワーク（梶岡 寛）
平和公園内の碑を巡りながら、66 年前の「あの日」、広島で起こったこと、広島の人たちが経験したこ
とを追体験します。そして、「過ちは繰り返しません」と誓ったことと、フクシマとの関連を考えあいまし
ょう。

託児のご案内
まちづくり市民交流プラザ ラウンジ（南２F）
「にこにこベビールーム」にて託児を行います。
１日５００円の実費をいただきます。
ご希望の方は、STAFF まで！
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子ども交流会

おとな交流会
○１２日（土）１８：３０～２０：３０
○被爆建物「広島アンデルセン」
６F デンマークルームにて
・広島アンデルセンの方から、被爆建物のお話をお聞きします。
・おおいに語りあい、交流しましょう。
・６F 会場横にコート掛け、荷物置き場を作りますが、大きな荷物
は５F クロークにお預けください。

事前申し込みが必要です。詳しくは STAFF まで。
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分科会Ｂ
B１～B7 の分科会は、１３日（日） １０：００～１２：００の時間帯です。

B１ まちづくり市民交流プラザ

マルチメディアスタジオ（北６Ｆ）

子どもに対する暴力の現状と課題
－今、大人がすべきこと、子どもにできること
（森 保道・特定非営利活動法人子どもすこやかサポートネット）
子どもに対する暴力の現状を押さえた後、誰もが望んでいない子どもに対する暴力を予防するためにはど
うしたらよいか、大人は何をすべきか、子どもたちには何ができるかを、皆さんと共に考えたい。

B２ まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーＡ（北４Ｆ）

私たちが経験した不登校～子ども中心の映画上映～
（佐藤信一・東京シューレ）
東京シューレは学校外の子どもの居場所・学びの場として、不登校をはじめ様々な子どもたちが安心して
学び・育つ場となっています。この分科会では東京シューレの子どもたちが「不登校」をテーマに自主制作
した映画を上映します。ぜひご覧ください。

B３ まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーＢ（北４Ｆ）

子どももおとなも、みんなで感じよう！＜子どもの権利条約ワークショップ＞
世界がもし 100 人の村だったら～ひろしま編～
（林 大介・子どもの権利条約ネットワーク）
「世界がもし 100 人の村」だったら、世界、日本、そして広島の子どもを取り巻く状況はどうなってい
るのでしょうか？ワークショップ形式(参加型)で深めることで、
「子どもの権利」について考えていきます。
子どもとおとなが、年齢・性別に関係なく、ダイアログ(対話)を重ねる、あたたかい空間です。

B４ まちづくり市民交流プラザ

会議室Ａ＆Ｂ（南３Ｆ）

子どもの権利条約第 31 条「権利としての遊び」の実現に向けて
－国連子どもの権利委員会による「一般意見」への提言を考える
（荒田直輝・プレイソーシャルワーカー／社会福祉士）
本分科会では、子どもの権利条約第３１条の歴史的変遷を概観し、「権利としての遊び」を保障すること
の意義を深めた上で、国連子どもの権利委員会が次回取り上げる General Comment への意見、提言をま
とめることを目的としています。
- 11 -
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B５ 広島ＹＭＣＡ１号館

２０８教室

子どもを暴力から守るために～おとなのための CAP ワークショップ
（宇原 中林・NPO 法人 CAP 広島）
ＣＡＰとは、Child Assault Prevention（子どもへの暴力防止）の略です。子どもがさまざまな暴力（い
じめ、痴漢、誘拐、虐待、性暴力など）から身を守るためには、子どものまわりにいるおとなの私たちに何
ができるのでしょう・・・参加者の皆さんと一緒に考えるおとなのためのワークショップです。

B６ 広島ＹＭＣＡ１号館

２１１教室

勇気づけ育児・アドラー心理学のすすめ
（澤田裕子・日本アドラー心理学会所属学習グループ）
アドラー心理学の育児プログラムでは、賞罰でなく勇気づけて子どもを育てることをおすすめしています。
このワークではその育児法をご紹介しながら、「おとなが変わる事で子どもに権利行使の主体になってもら
おう、そのためには？」を考えていきたいと思っています。

B７ 広島ＹＭＣＡ１号館

３０７教室

子どもとケータイ
（有村博子・子どもとケータイ

インターネットを考える会）

ケータイ・インターネットは便利さや楽しさと背中合わせに、危険と出会うリスクもあります。子どもた
ちの生の声を聞いて、学んで、交流して、大人も子どももメデイアに振り回されず、上手に使いこなす方法
を身につけていきましょう。シンポジウムを広島大学の難波博孝教授がコーディネートします。ケータイ会
社３社にも参加を呼びかけています。おもしろい会になりそうです。

お弁当を申し込まれた方へ
♪お弁当は、申し込み時に登録された午前中の分科会会場でお渡しします。
♪お弁当の引換場所は
まちづくり市民交流プラザ…北４F ギャラリー前広場
広島 YMCA１号館…１F ロビー
♪引換場所では、申し込んでおられる方のお名前をおっしゃって下さい。
♪お弁当がらは、１３時までに、引換場所にお持ちください。

♪申し込まれていない方には、お弁当は用意していません。ご了承ください。
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B８～B１２の分科会は、１３日（日） １０：００～１５：００の時間帯です。

B８ 広島ＹＭＣＡ１号館

１F ロビーと３０３教室

子どもといっしょにつくるまち（定者吉人）
子どもとおとなが、お互いの思いを尊重し合うところから、すてきなまちが生まれます。そんなまちをつ
くる第一歩として、子どもとおとなが、いっしょになって、楽しい企画を考えています。ぜひおいでくださ
い。
❤弾き語りライブ・・・十輝

❤みんなで考えよう しあわせなまち

❤弾き語りライブ・・・ゆうじ

❤○×クイズ

❤ライブペインティング・・・ＩＫＥＫＯ＆結那

❤みんなで歌おう「ひろしまこどもマーチ」

❤バルーニング・・・ピエロ

❤カラーボールあそびとカプラ

子どももおとなも、みんなあそびにきてね！

B９ 広島ＹＭＣＡ１号館

２０２・２０３教室

親子であそびの広場
（河野佑美 三野美紗子

森下聡美・NPO 法人ひゅーるぽん）

子どもたちの大好きなあそびを楽しむ会場です。ベイブレード対戦、バトルスピリッツ対戦、ちょっと懐
かしいベーゴマ、ビーズのアクセサリーやシュシュづくりなど、親子で子どもたち同士で楽しみましょう。
自慢の My カードや My ベイなどをもって、集合だー。他にも用意してるし、自分があそびたいものを持っ
てきてもいいよー。アクセサリーづくりは、実費で 100 円程度負担をお願いします。

B１０ 広島ＹＭＣＡ１号館
親子でアート展（鰐川華衣

２０１教室
松尾真美・NPO 法人ひゅーるぽん）

広島や世界の子どもたちが制作した作品の並ぶ、楽しく元気な会場です。子どもたちならではの楽しい作
品や、外国の子どもたちの作品に出会ってください。きっと絵を描きたくなります。そこで、ハガキに互い
の似顔絵やメッセージを描き展示する「親子で手紙」も行います。終了後は、ポストに投函してみなさんに
お届けします。(切手代 50 円は、自己負担でお願いします

B１１ 広島ＹＭＣＡ１号館

３１２教室

絵本の世界へいらっしゃい！
（槙野卓司 宮武久美子・絵本の読み聞かせＷＧ）
「ヒロシマから届けよう 笑顔のちから」を分科会テーマとして開催します。読み聞かせるというよりも、
参加者とともに読み合うことに主眼を置いて、子どもも大人も楽しめる空間を演出します。まぁ来てみんさ
いや！
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B１２ 広島ＹＭＣＡ１号館

１Ｆロビーにて受付

親子でサイクリング （川口隆司

森脇竜一・NPO 法人ひゅーるぽん）

親子で自転車に乗って色づく街をのんびりサイクリングで楽しみませんか？この「親子でサイクリング」
では川の街広島を楽しむ二つのコースを用意しました。往復２時間程度のコースなので、小学校中学年ぐら
いから参加可能です。
（持ってくるもの）乗り慣れた自転車、飲料
※小雨決行ですが、雨天の場合は中止となります。

フォーラム in 広島
缶バッジをどうぞ！
広島の実行委員会が、「子どもも

おとなも

しあわせな まちづくり」を願って、缶バッジを
作りました。

なんと ￥100～!
おみやげに、どうぞ！

ヒロシマ特別企画Ⅱ
「ヒロシマ」ミニツアー
広島平和記念資料館見学をした後、被爆者の被爆体験講話を聴き、
平和記念公園巡りをご体験いただくミニツアーです。

当日参加も OK です！
日 時

11 月 13 日（日）
AM 9:30～PM 12:30
（※ AM 9:20 に資料館 1F に集合）

場 所

広島平和記念資料館，平和記念公園

参加費 無料（※ 資料館入館料 要）

【所要時間：3 時間（予定）】
9:30～

広島平和記念資料館見学

11:00～
被爆体験講話を受講
（於：国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 研修室）
12:00～12:30 平和記念公園巡り

広島平和記念資料館見学後、被爆者・岡田恵美子さんの被爆体験講話を聴き、平和記念公園巡りを体験
いただくミニツアーです。戦争や原爆を知らない被爆３世世代の学生や若者が案内人を務めます。
＊参加される方は、資料館入館料 大人（大学生以上）50 円／小・中・高生 30 円が必要になります。
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分科会Ｃ
１３日（日） １３：００～１５：００

C1 まちづくり市民交流プラザ

マルチメディアスタジオ（北６Ｆ）

子どもの権利条約新議定書
（森田明彦・子どもの権利条約ＮＧＯグループ日本）
国内での救済手続きを尽くしても権利回復が実現しなかったとき、被害者である子ども自身が国連子ども
の権利委員会に救済申立できる制度がまもなく誕生します！分科会では、この新制度に関する情報を皆さん
と共有した上で、子どもに優しい通報制度を実現するために何が必要か、皆さんと話し合ってみたいと思い
ます。

C2 まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーＡ（北４Ｆ）

ワークショップ「アジアの子どもと子どもの権利」
（藤井浩子・子ども情報研究センター フォーラム広島チーム）
遠くの町へ出稼ぎにでる子ども、家の手伝いをして学校へ行けない子ども。アジアには困難な状況の中で
暮らす子どもがたくさんいます。子どもの権利条約を知ることで社会を変えていく子どもたちもいます。み
んなで考えてみましょう。

C3 まちづくり市民交流プラザ

ギャラリーB（北４F）

子どもシェルター（相川裕一朗・広島弁護士会）
全国で５番目の子どもシェルター、ピピオ。今年４月の開設から半年がたち、既に多くの子どもが巣立っ
ていきました。その中で見えてきた課題や、子どもとの直接のやりとりを通して、子どもへの支援のあり方
を考えます。
講師：鵜野一郎（特定非営利活動法人ピピオ子どもセンター理事長）
平谷優子（同センター理事）
中村健太（弁護士）

C4 まちづくり市民交流プラザ

会議室Ａ＆Ｂ（南３Ｆ）

カクヘイキのない未来は可能？（辻隆広・歴史教育者協議会他）
子どもたちには平和に生きる権利がある。それなら、カクヘイキについて知る・意見を言う・未来を変え
る権利を保障する場を作りましょう。ヒロシマ・フクシマから核兵器廃絶を子どもたちと一緒に考えます。
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C5 広島ＹＭＣＡ１号館

２０８教室

昔ばなしとこどもの権利（三浦精子・児童文学者）
保護されるべき幼い子どもたちが、いつの時代も幸せだったとは限りません。取りまく大人たちの環境に
翻弄され、まっとうに生きることが脅かされてきました。グリム童話に語り継がれてきたお話を楽しみなが
ら考えます。
三浦精子さん（児童文学者）
山形県米沢市出身。福島大学教育学部卒。1965 年同人誌「子どもの家」に参加。創作・評論・
研究をこなす。広島修道大学非常勤講師を経て、現在広島文教女子大学非常勤講師。原爆児童文学集
全３０巻刊行委員長。
（汐文社）日本児童文学者協会広島支部代表。著書「ヤン一族の最後」
（汐文社）
共著「はじめて学ぶ日本の絵本史」Ⅲ（ミネルヴァ書房）他。

C6 広島ＹＭＣＡ１号館

２１１教室

ヒロシマで考える子どもの権利と原子力
（喜多野由希・子どもと原子力研究）
子どもたちのいのちと未来に深い関わりを持つ原子力。その影響については様々な議論がありますが、現
実に被ばくに苦しむ人々、避難した子ども、留まる子ども、子どもを守るため取組む人等の思いを受け止め、
子どもの権利条約に照らして考えていきます。
問題提起：大河内秀人（江戸川子どもおんぶず）
ゲスト：吉野裕之（子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク）
コーディネーター：喜多野由希

C7 広島ＹＭＣＡ１号館

３０７教室

お金の心配をせずに学べる世の中に（小林一成・広私教）
教育は子どもたちの輝く未来をつくります。それは社会の責任です。２０１０年、国公立高校は授業料が
無償になりましたが、私学等は学費負担が残ったままです。この分科会は「経済的理由で行きたい学校へ行
けない」ということがない社会をつくるために、どうすれば良いかを考えていきます。

C8 広島ＹＭＣＡ１号館

３１０教室

生まれようとするいのち～出生前診断を考える～
（石黒敬子・（財）日本ダウン症協会権利擁護委員）
医療技術の進歩は、治療への期待と同時に出生前診断の動きを加速させています。障害の有無と人生の
幸・不幸は対極にあるわけではありません。子どもたちのいのちの出発について、現在の動きを学びながら、
参加者同士互いの想いに耳を傾け、対話することで考えてみたいと思います。
担当：石黒敬子（財）日本ダウン症協会
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C9 広島ＹＭＣＡ１号館

２０９教室

日本の子どもが世界の子どものためにできること～
児童労働・子ども兵士・児童買春の現状～
（天野フェイス冬樹・(特活)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン）
12 歳の少年によって設立された子どもによる子どものための国際協力団体です。分科会では、子どもの
権利を奪われた世界の子どもの現状を映像を通じて紹介し、私たちにできることを考えるアクティビティを
行います。

C10 広島ＹＭＣＡ１号館

３０９教室

里親家族への支援について～今日求められている実践課題を中心に
（加茂陽・県立広島大学名誉教授）
里親家族への支援が社会的な課題となっています。この分科会においては、子どもおよび里親間の相互発
達という視点から、有効な家族支援の方向性を議論します。

全体会

１３日（日）１５：００～１６：３０

まちづくり市民交流プラザ

マルチメディアスタジオ（北６F）

実行委員長のあいさつ
分科会報告 発言
来年度開催地から

Special thanks！
子どもといっしょにつくるまち がはは塾のみなさん
十輝さん、ゆうじさん
ライブペイント【IKEKO】さん
絵本の世界へいらっしゃい！ 沖野智子さん、中前富子さん、脇本由紀子さん
親子でサイクリング 広島大学サイクリング部のみなさん
表紙 ひゅーるぽんキッズ組のみなさん
挿絵 石黒結那さん
印刷・発送作業 梶岡寛さん
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私たちは、「子どもの権利条約フォーラム 2011in 広島」を応援します！
志賀兼允・高濱正一・今谷桂子・杉本麗次・田中利典・北川保行・井村誠・石田
誠・三木田育代・松井久治・松井昌重・熊谷謙次郎・別府正己・石川まゆみ・伊
田忠司・福永智彦・藤田圭子・川野美都子・寺本和男・高浜和子・柴坂和彦・梶
岡寛・福場省二・福場孝江・小田みどり・小松保子・林律子・中本雄一・友川千
寿美・高畑牧・東かなた・澤野重男・脇本由紀子・佐々木潤子・木村雅子・江崎
勝之・大内理枝・丸井鷹羽・もとしげこ・大津恵・吉尾孝枝・細田敏勝・ぎどら
ととらら・かぶらとりさり・鰐川つくし・鰐川はる・木元絵美・ル・メイダンス
カンパニー潮伸子・三木啓彰・吉田文子・芳村佐奈枝・重富寛・谷美緒・上野和
子・西本桂子・山本真左美・竹村郁子・森井孝子・大歳歩・羽鳥智裕・渡部久仁
子・谷口直子・上野照子・Keimi&KianBeck・楠忠之・髙橋信雄・小西ヒサ子・
岸本英子・吉田真理子・妹尾珠代・渡邊清子・有村博子・東山良子・杉原寿美子・
勝矢良子・こうすけアッキー・山本律子・子ども応援団・奥田郁江・大谷美晴・
村井裕美・松井典子・三宅幸子・寺本政美・竹下恵子・砂田達成・田中惠子・光
成京子・小川美江子・飯室山姥・横山基晴・村上雅春・東藍子・目次ゆきこ・小
地原美保子・長妻玲子・安徳裕子・荒木悦子・平昭治・田村栄子・小林一成・西
田史絵・岡久郁子・山根由美子・倉橋ゆかり・ 木内一弘・尾中孝司・尾中映里・
高柳滋治・高柳滋美・森本七海子・武本かおり・山内克美・アドラー心理学会有
志・石黒敬子・石黒結那・喜花美鈴・安藤眞里子・塩出順子・伊達紀子・小林友
子・中水さゆみ・のいるか・近藤真子・宍戸邦夫・アドラー心理学関係者・澤田
裕子・高橋さと子・田中路子・小宮道子・田中貴子・中島弘徳・田中禎・尾中孝
司・梅崎一郎・橋本久代・山口育子・三木花子・中田信子・山口真弘・中尾伸代・
小浜昭子・下薗克子・生田洋子・林斎・上田寿世・渡辺純子・山本紀子・信政ち
え子・吉光成美・他匿名希望

計１５０名
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２０１１ in 広島

木ノ原内科・小児科医院
安佐北区亀崎 1－2－30 ☎845-2232
JDS 財団法人
日本ダウン症協会広島支部

えんぜるふぃっしゅ
✾ 一人でなやまないで・・・一緒に子育て ✾
新刊・雑誌・教科書

ともに書店

代表

前保一石

広島市西区己斐本町一丁目 13-11 JR 己斐駅前
TEL・FAX(082)271-3700（代）
E-mail Tomoni-b@k2.dion.ne.jp

子どもの権利条約ネットワーク

子どもの権利総合研究所

めぐろチャイルドライン

子どもの権利条例
東京市民フォーラム

茶房 金木犀・工房

銀木犀

安佐北区大林町代田 2442－1

金

谷

法

弁護士

律
金

谷

事
圭

務
子

東区光町 1-11-5-208 ℡082-264-0600

パン工房

カントリーグレイン

http://www.countrygrain.com/

かるが医院
広島市安佐北区狩留家町 1298－1
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国際交流・協力、異文化理解をテーマにした 32 のイベントを行ないます。
大人から子どもまで、ご家族で楽しんでいただけます。ぜひご来場下さい！
日時 平成 23 年 11 月 20 日(日)
午前 10 時～午後 4 時
場所 広島国際会議場 (平和記念公園内)
《問合せ先》(公財)広島平和文化センター 国際部 国際交流・協力課 Tel 082-242-8879
ホームページもあります！ 『国際交流・協力の日』で検索！

子育て・教育 何でも相談

広島教育研究所
広島市東区光町２丁目９－２４
広島ロードビル４Ｆ
０８２－２６１－４４２３
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「教え子を再び戦場に送らない」
憲法と子どもの権利条約の精神を生かした教育の実現を！

全広島教職員組合（略称；全教広島）
〒732-0052 広島市東区光町二丁目９－２４広島ロードビル (082)264-7850

教育、子育て 何でも相談 ☎(082)261-4423
………………………………………………………………………
広島市教組 (082)264-7850 尾 道 支 部 (0848)37-5899
海 田 支 部 (0823)21-2721 三 次 支 部 (0824)62-8205
福 山 支 部 (084)954-7811 佐 伯 支 部 (0829)36-0688

このフォーラムが
子どもたちの幸せに
つながることを願って！

広島市よい本をすすめる会
柴田幸子

「子どもの権利条約フォーラム２０１１in 広島」を応援します

毛利 葉
中村隆行
松尾健司

NPO 法人子どもコミュニティネットひろしま
NPO 法人ひろしま NPO センター

センター長

理事
常務理事

環境カウンセラー

学校法人常翔学園 広島国際大学 医療福祉学部長・医療経営学部長
教授 博士（社会福祉学） 社会福祉士
岡崎仁史
★ 医療福祉学部

医療福祉学科

医療福祉コース、介護福祉コース

スクールソーシャルワーカー養成課程（社団日本社会福祉士養成校協会認定）を開設
〒739-2695 東広島市黒瀬学園台 555-36
★ 医療経営学部

医療経営学科

★ 大学院医療・福祉学研究科修士課程

〒730-0016 広島市中区幟町 1-5
医療福祉学専攻
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日本アドラー心理学会
関係学習グループ
・金沢エンカレッジの会（石川県）
・あどっ子の会（愛知県）
・名古屋アドラーフェライン(愛知県)
・岐阜アドラー心理学研究会(岐阜県)
・すずかの杜（三重県）
・京都アドラーグループ（京都府）
・丹後楽笑会（京都府）
・アドラー心理学研究会ルマー・キタ（大阪府）
・寧楽の会（奈良県）
・和歌山アドラー心理学研究会（和歌山県）
・湖西アドラー心理学研究会・NPO チッチ（滋賀）
・あるふぁの会（岡山県）
・広島アドラー心理学研究会(広島県)
・那賀みちの会（徳島県）
・高知アドラー心理学研究会（高知県）
・浜田エンカレッジの会（島根県）
・福岡アドラー心理学研究会(福岡県)
・アドラーガルテン天草(熊本県)

フォーラムの御成功をお祈りします
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