「広げよう！いのちの授業」第1８回大会
10/8(土) リアル会場 ＆ オンライン

教師、記者、親子らが
本気で語らう集い

「いのちの授業」新刊本 出版記念

いのちのメッセンジャー

子どもたちが、いのちを大切にしてほしい！
そう願って、たくさんの人が「いのちの授業」に取組んでみえます。

石川 雅春

現実の中で、戸惑い、悩み、壁にぶつかってもいます。

愛知県西尾市立東部中学
校校長。小学校長、中学校
長を歴任。道徳教育に取
組む。新型コロナウイルス
感染による風評被害対策
の道徳教材も編集。

子どもの心はどうなっているのか。
いのちの大切さをどう伝えたらいいか。
忙しい、やっても変わらない、空しくなる。
学校現場だけでは解決できない壁がある。
みんなはどうしているのだろう…。

山本 恵子

いじめ、自殺、虐待、凶悪犯罪、生きる実感の喪失、孤独化…。
子どもたちは、いのちの危機の中にいる。
あなたも、そう思われているのではないでしょうか。
そこで、学校現場での「いのちの授業」を考えます。
教師、親子、記者、教育者、実践者が集い、
現状や思いなどをみんなで語らいます。

玉置 崇

今の時代にこそ、「いのちの授業」の意味をみつめましょう！

安井さんファミリー
父：佑騎さんは高校教師＆野球部
監督、母：麻由美さんも元教師、長
女：優月さんは小学校4年生。家族
で、掃除を通じて地元の犬山をき
れいにする活動に取組む。優月さ
んが書いた、絵本「６さいのおよめ
さん」の感想文は、学校で優秀賞
に。親子でいのちを育む。

NHK名古屋放送局報道部
副部長、NHK解説委員。子
ども・子育て、教育、女性
活用など女性視点で取材。
アジアの若手リーダにも
選ばれる。

岐阜聖徳学園大学教授。
小中学校、文部教官、教育
委員会など一途に教育に
携わる。愛される学校づ
くり、授業づくりの達人と
して全国に知られる。

鈴木 中人

北村 遥明

いのちをバトンタッチす
る 会代表。 長女 の小児
がん発病を機に、「いの
ちの授業」に取り組む。
千校を訪問し 、 30万人
が授業に参加。

ミニコンサート

・日 時／ 2022年10月8日（土） 12：50～16：30予定
・リアル会場 ＝ ウインクあいち 小ホール１（名古屋駅 歩8分)、定員２０0名、12：30開場
オンライン ＝ Zoom方式（視聴のみ、ビデオオフ）、 定員300名、12：45開場、事前予約要
・入場料／ 学生：500円 一般：前売2500円、 当日券3000円 （リアル会場のみ、満席時はございません）
■主 催
■連絡先

NPO法人いのちをバトンタッチする会
電話 0565－31－4399
メール inochi.jugyou@inochi-baton.com

詳細、お申込方法は
裏面を参照ください

■入場チケットの購入方法

新型コロナ感染対策について
・リアル会場は、愛知県の指針により運営。
・マスク着用、会場入口での検温、手洗いを
お願いします。

◇次の通り、ご参加ください
①参加方法を選択ください。 リアル会場 or オンライン（zoom）

＜リアル会場開催が困難な場合の対応＞
・オンライン開催。当会「公式サイト」を参照。

②事務局に、QRコード、フォーム、メール、FAX等で申込ください。
・フォーム https://forms.gle/D5w1DpCcBqcPmQhh8

申込QRコード

③入場チケット代金をお振込みください

★「いのちの授業」の新刊本

・郵便振替口座 00880 -2- 85294 いのちをバトンタッチする会
・三菱ＵＦＪ銀行 豊田支店 普通 4684694
いのちをバトンタッチする会 代表鈴木中人

・学校現場で活かせる「いのちの授業」つくり
を提案する本を、9月に出版予定です。
(共著：玉置崇/鈴木中人、さくら社)

④入金確認後、チケットを送付いたします

・出版に当たり、全国の学校や教育委員会な
どへの献本、特別斡旋など「広げよう！いの
ちの授業」プロジェクトにも取組みます。

・リアル会場に参加の方 → 紙チケットを郵送
・オンライン参加の方
→ ZoomのID等をメール
・入金後のご返金はご容赦ください。
＊チケット世話人から、リアル会場チケットを直接購入することもできます。

FAX 05６５-31-4399
inochi.jugyou@inochi-baton.com
いのちをバトンタッチする会行

「いのちの授業」第１8回大会 参加申込書

申込者名

参加区分

申込日

・

＊区分に〇印

代 金

ご連絡先

リアル会場（定員200名）

・

月

日

オンライン（Zoom、視聴のみ、ビデオオフ・ミュート、定員300名）

リアル会場での開催困難時は、オンライン対応になります。詳細は、本紙「感染対策」参照

総額

円

学生

名×500円、

住所

〒

一般

名×2500円、

当会賛助会員

名×1000円

（チケット送付）

メール

電話

私たちも 大会を応援しています！
岩田 満

㈱ヤマサン 代表取締役会長
〒455-0813 名古屋市港区善進本町367

田中 義人

ナカヤマグループ 代表取締役
〒509-7201 岐阜県恵那市大井町630-1

日比野 良太郎 (合)みやこや 代表取締役

梅村 清春

愛知大学名古屋教職課程ｾﾝﾀｰ
〒453-8777 名古屋市中村区平池町4－60－6

玉井 資郎

深谷 昇

大塚 祥吉

㈱オオツカ 代表取締役
〒463-0072 名古屋市守山区金屋2－186

堤 泰喜

(公)名古屋市教育スポーツ協会
〒485-0812 小牧市城山4-15-4

藤井 徳充

螺澤 七郎

ダンフーズ㈱ 代表取締役会長
〒453-0045 名古屋市中村区藤江町4－43

冨安 徳久

㈱ティア 代表取締役社長
〒462-0841 名古屋市北区黒川本通3-35-1

藤澤 美香

加藤 太伸

㈱瀬戸大同 取締役会長
〒489-0984 愛知県瀬戸市北山町101

長尾 哲也

税理士法人ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ 代表社員
〒491-0831 愛知県一宮市森本2-26-5

松井 秀文

金丸 正徳

ﾋﾟｰｺﾝ･ﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ㈱ 代表取締役
〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘14番地

新美 達也

㈲エヌティー経営 代表取締役
〒475-0921 愛知県半田市天神町15-2

三浦 直樹

熊田 光伸

㈱クマダ 代表取締役
〒456-0054 名古屋市熱田区千年1-7-14

野々山 雅博

学生服のノノヤマ 代表取締役
〒473-0914 愛知県豊田市若林東町棚田66-1

村瀬 登志夫

猿渡 清司良

羽原 篤史

㈱ライフクリエイト研究所

愛知県名古屋市

大阪府

㈱テクア技研 代表取締役
〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺3丁目9-14

〒484-0086 愛知県犬山市松本町2－63
㈱ヤマニ物産 代表取締役
〒359-0011 埼玉県所沢市大字南永井字窪野608-1

〒503-0807 岐阜県大垣市今宿3-60-4
㈱セージツ 代表取締役
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪百々51-830

〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-28
㈱FUNE 代表取締役
〒471-0034 愛知県豊田市小阪本町6-15

岐阜県多治見市

愛知県豊田市

