「広げよう！いのちの授業」第17回大会
10/2(土) リアル会場 ＆ オンライン

女将、教師、記者、小説家、
コーラスらが本気で語らう集い

子どもに、一番大切にしてほしいものはなんですか？
あなたにとっても、一番大切なものはなんですか？
もし失ったとき、一番涙するものはなんですか？

いのちのメッセンジャー

いのち―です。
いのちを大切してほしい！
その思いは、あなたの大切な人の心に届いてくれます。
いのちを大切にする心は、「生きる力」となってくれます。
今、心揺れる、孤独な時代と言われます。
「いじめ、虐待、自殺がなくならない」「生きることがつらい」「どうし
て自分だけが…」「人の心はどうなっているのだろうか？」「いのちの
大切さ、生きている素晴らしさをどう伝えたらよいのだろうか？」
そんな戸惑い、心揺れる声も聞きます。
大丈夫です！
いのちをみつめるとき、本当に大切なことに気づき、生きる力・笑
顔・幸せが芽吹いてくれます。
このセミナーは、そんな思いを、ワイワイ・ガヤガヤ・ウルウルと語ら
います。「いのちのエール」となりますように！

小出 朋子
老舗肉料理店「丸小」の
女将。不妊治療8年、授
かった娘は重度障がい
だった。女将・母として、笑
顔と感謝を全国に届ける。

山田 貞二
岐阜聖徳学園大学准教授。
公立学校や教育委員会
など教師一途に歩む。道
徳教育の名人として全国
に知られる。

山本 恵子
NHK名古屋放送局報道部
副部長。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。

Gospel=M Select いのちの歌を届けます

鈴木 中人

志賀内 泰弘

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。

ベストセラー作家、「プチ
紳士・プチ淑女を探せ！」
運動代表。誰もが幸せに暮
らせる世の中を目指し「い
い話」「give and give」を
全国に発信。

・日 時／ 202１年10月2日（土） 13：00～16：30予定
・リアル会場 ＝ ウインクあいち大会議室1002（名古屋駅 歩8分)、定員80名、12：30開場
オンライン ＝ Zoom方式（視聴のみ、ビデオオフ）、 定員100名、12：５０開場
・入場料／ 学生500円 一般3000円 （事前予約要）
■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

お申込方法、コロナ対応等は
裏面を参照ください

■入場チケットの購入方法
◇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）

②事務局に、参加申込書をFAX、又はメールをしてください

・リアル会場は、収容能力の50％で運営

③入場チケット代金をお振込みください
・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

④入金確認後、チケットを送付いたします

・マスク着用、会場入口での検温、手洗いを
お願いします。
＜リアル会場開催が困難な場合の対応＞
・事務局判断により、オンラインでの開催と
なります。
・リアル会場チケットを購入された方々には、
Zoomコード等をご案内します。

・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（9月28日までに）
・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

新型コロナウイルス
感染対策等について

・詳細は、適宜当会「公式サイト」を参照。

「いのちの授業」第１7回大会 参加申込書

申込者名

参加区分

申込日

・

リアル会場（定員80名）

・

月

日

オンライン（Zoom、視聴のみ、ビデオオフ・ミュート、定員100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

代金

ご連絡先

総額

円

学生

名×500円、

住所

〒

一般

名×3000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

鈴木 竹仁

㈱MMP 代表取締役
〒443-0013 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢13-19

羽原 篤史

梅村 清春

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

竹内 恵司

(学)鶴嶺学園 理事長
〒254-0046 神奈川県平塚市立野町1-1

日比野 良太郎

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

田中 法生

観泉寺 住職
〒167-0035 東京都杉並区今川2-16-1

平石 博

螺澤 七郎

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

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

深谷

加藤 太伸

㈱瀬戸大同 代表取締役
〒489-0984 愛知県瀬戸市北山町101

堤

泰喜 菊武幼稚園 園長
〒486-0913 愛知県春日井市柏原町1-60

藤井

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

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

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

夏目 英二

堀田 由浩

小林 由美子

小林書店
〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町2－3－17

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

佐藤 誠

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

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

橋本 佳子

山本 孝弘

富山県

猿渡 清司良
愛知県名古屋市

鈴木 篤

㈱武田ライフ 代表取締役
〒465-0025 名古屋市名東区上社5-1701

愛知県一宮市

〒512-0934 三重県四日市市川島町5930-109

㈱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
(合)みやこや 代表取締役
〒484-0086 愛知県犬山市松本町2－63

㈲グリーン

〒949-5414 新潟県長岡市飯塚1212

昇 ㈱ヤマニ物産 代表取締役社長
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町1-3
徳充

〒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
希望クリニック 院長
〒450-0003 名古屋市名駅南1-19-27

〒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
日本講演新聞 中部支社長
〒880-0911 宮崎県宮崎市田吉6207-3

