
◇日 時 ＝ ０６年１０月１日（日） 開演１２:３０～終了１６:1５ （開場12:00）
＊庄野俊哉氏（東海テレビ）による「いのちの朗読」もあります。

◇場 所 ＝ ウィルあいち ウィルホール （愛知県女性総合センター 名古屋市東区上竪杉町１）

＊地下鉄名城線「市役所」駅２番出口 東へ徒歩10分。公共機関をご利用下さい。

◇参加者 ＝ 一般公開 生徒・学生 500円 一般 1000円

◇申込方法 ＝ 入場チケットの事前購入要 → 裏面の購入方法をご参照下さい

◇後 援 ＝ 愛知県教育委員会、 名古屋市教育委員会、 日本を美しくする会、 志ネットワーク・青年塾、

愛知県倫理法人会、 （社）実践人の家、 （財）修養団、 致知出版社、 養心の会、 素行会、

（財）がんの子供を守る会東海支部、 ２１世紀クラブ、 キリン福祉財団

◇主 催 ＝ いのちをバトンタッチする会 （ 非営利団体 http://hm7.aitai.ne.jp/~inochi-b/ ）

＊〒471－0868 豊田市神田町1-8-8 鈴木中人方 電話・FAX 0565－31－4399 inochi-b@hm7.aitai.ne.jp

◇講 師 ＝ 島袋 勉 氏

「 夢をあきらめない 」 80分

◇講 師 ＝ 岩城 正光 氏

「 子どもの笑顔のために

～ 内なる子どもに気づくこと 」 80分
1963年沖縄県生。列車事故により両足切断・高

次脳機能障害を負う。04年、義足でホノルルマラ

ソンを完走。義足のランナーとして全国を講演。

㈱ラシーマ 代表取締役

NPO法人チャレンジド 理事長

著書「義足のランナー」（文芸社）

講述録「夢をあきらめない」（養心の会）

1954年愛知県生。弁護士。子どもの虐待防止と

家族の支援活動に長年携わる。市民活動と共に

家族再調整に向けた司法福祉に取り組む。

子どもの虐待防止ネットワーク・あいち理事長

厚労省社会保障審議会児童部会専門員

共書「虐待ー気づくこと、できること」（農文社）

共著「児童虐待ものがたり」（赤石書店）

http://www2.ocn.jp/~capna/
テレビ「アンビリバボー物語」で紹介!

第２回大会 IN 愛知
『広げよう！いのちの授業』

いのちの授業
＝ 親子で、いのちの大切さを語り合いましょう！ ＝

いのちを大切にする家庭、地域、社会を築きます

・

http://hm7.aitai.ne.jp/~inochi-b/
http://hm7.aitai.ne.jp/~inochi-b/
http://hm7.aitai.ne.jp/~inochi-b/


《「広げよう！いのちの授業」第2回記念大会 参加申込書 》

『入場チケットの購入方法』

◇次の2つの方法で、チケットを事前にご購入下さい （申込先着順。定員800名）

A：世話人より直接購入

①チケット販売をお願いしている世話人が、チケットをご紹介します。

②世話人より、チケット代金と引き換えにチケットを直接ご購入下さい。

B：事務局に申込み購入 ･･･ 振込先 郵便振替口座 00880-2-85294 いのちをバトンタッチする会

①「参加申込書」を事務局にFAX下さい。 ②チケット代金をお振込み下さい

③ 事務局にて、入金確認後、チケットを代表申込者に送付致します。(送付後の代金の返金はご容赦下さい)

事務局行 FAX 0565-31-4399

私たちも大会を応援しています！
㈱アイチテクノ 代表取締役

〒465-0064 名古屋市名東区大針1－357

木全 智枝子 （有）ｱﾋﾞﾘﾃｨｰ 代表取締役

〒491-0844  一宮市八町1－11－2

中居 正博 ㈱レガート 代表取締役

〒515-0064 松坂市五反田町2丁目1326-7

赤川 章 赤川土地家屋調査士事務所

〒471-0851 豊田市樹木町2-2-1

熊田 栄 ㈱クマダ 代表取締役

〒456-0054 名古屋市熱田区千年1-7-14

長瀬 英司 （有）ポピー名城 代表取締役

〒451-0031 名古屋市西区城西5丁目22－28

浅倉 溢朗 ㈱経真 相談役

〒440-0016 豊橋市牛川町北台40-3

黒田 孝夫 ㈱黒田ﾓｰﾀｰ商会 代表取締役

〒512-8048 四日市市山城町690-14

長瀬 光一 ㈱ナイスリフォーム 代表取締役

〒509-0132 各務原市鵜沼西町4－25

安藤 友治 安藤建築㈱ 取締役会長

〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字長田41

近藤 香代子 いまじん本山

〒464-0821 名古屋市千種区末盛通り5-12

中根 淳子
愛知県名古屋市

岩間 正文 三菱記念病院 小児科

愛知県東海市

榊原 秀光 秀和運輸（有） 代表取締役

〒470-2105 東浦町大字藤江字南栄町1－80

新美 文二 ㈱コムライン 代表取締役

〒472-0026 知立市上重原町東八鳥33-4

上江洲徹也 ㈱上洲書店ﾋﾞｼﾞﾈｽ館代表取締役

〒901-2126 沖縄市浦添市宮城6-1-20

坂部 誠 坂部建築 代表

〒470-1216 豊田市和会町山神東分60

羽原 篤史 ㈱テクア技研 代表取締役

〒444-2134 岡崎市大樹寺3丁目9-14

江場 康雄 ㈱エバ 代表取締役

〒468-8540 名古屋市天白区古川町46

杉浦 鈴与 ㈱ノーブル 取締役

〒470-0373 豊田市四郷町東畑25-1

平松 美枝子 ㈱ツツイ 専務取締役

〒510-0953 四日市市小古巣東2丁目9－53

大久保 守晃
愛知県豊橋市

杉浦 三代枝 スギ製菓㈱代表取締役社長

〒447-0857 碧南市大浜上町3丁目85-1

藤浦 武 藤塗装工業㈱ 代表取締役

〒447-0042 碧南市中後町1丁目33

大塚 祥吉 （有）オオツカ 代表取締役

〒463-0072 名古屋市守山区金屋2－186

竹内 政美
〒486-0927 春日井市柏井町5-113-2

松尾 隆徳 東洋電機㈱ 代表取締役会長

〒480-0393 春日井市神屋町字引沢1－39

大村 光明 ㈱ﾀﾞｲｺｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ代表取締役

〒464-0004 名古屋市千種区京命2丁目6番7

竹中 義雄 ㈱竹中電機 代表取締役会長

〒447-0856 碧南市宮後町3-58

丸田 徹 ㈱真珠漬本舗 代表取締役

〒519-0602 三重県度会郡二見町大字江269

岡部 清次郎 ㈱ﾂｰﾘｽﾄｱｲﾁ 代表取締役

〒486-0844 春日井市鳥居松町4－124

田中 義人 ナカヤマグループ 代表取締役

〒509-7201 恵那市大井町630-1

八木 勇達 ㈱八木 専務取締役

〒486-0953 春日井市御幸町2－6－23

加藤 景司 ㈱加藤製作所 代表取締役

〒508－0011 中津川市駒場447-5

㈱ダイセーエクスプレスシステム

〒491-0922 一宮市大和町妙興寺千間堂66

山口 幹夫 ㈱ホワイト商会 代表取締役

〒441-8011 豊橋市菰口町3-8

加藤 太伸 ㈱瀬戸大同 代表取締役

〒489-0984 瀬戸市北山町101

辻 宏夫 ㈲辻安全ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 代表取締役

〒490-1402 海部郡十四山村五斗山2-8-1

山中 勲 ㈱スーパーやまのぶ 代表取締役

〒471-0027 豊田市喜多町2丁目50番地

（五十音順）

区 分 該当に○をご記入下さい ・ 個人.家族.友人 ・ 団体 （名称： ）

代表 ご芳名 （ふりなが＝ ） お申込日＝０６年 月 日

申込者 ご住所 〒

電話 FAX

メール

チケット 総額 円

代金 内訳 ◇生徒･学生 名 × 500円/１人 ＝ 円.  ◇一般 名 × 1000円/１人 ＝ 円


