
主催：子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき実行委員会
（事務局団体 かわさき子どもの権利フォーラム）

フォーラム2021
子どもの権利条約

in かわさき

20川崎市子どもの権利に関する条例施行20年記念

11月6日 13:30～17:00（受付開始 12:30～）土

7日 9:30～16:30日

会場１：川崎市生活文化会館てくのかわさき（川崎市高津区溝口1丁目6-10）
会場２：川崎市立下作延小学校 （川崎市高津区下作延5丁目19-1）
会場３：川崎市子ども夢パーク （川崎市高津区下作延5丁目30-1）

会場 ：川崎市男女共同参画センターすくらむ21（川崎市高津区溝口2丁目20-1）

11月6日 13:30～17:00（受付開始 12:30～）

参加に関する注意事項
 受付や会場入口で手指のアルコール消毒をお願いします。
 発熱等、風邪症状のある方は会場での参加をご遠慮ください。
 会場参加時は必ずマスクの着用をお願いします。
 プログラム内容や時間の変更が起きる場合もあります。スタッフの指示に従ってください



実行委員長 山田雅太
私と「子どもの権利」のかかわりは、20年余り前の「川崎市子どもの権利に関する条例」の策

定時までさかのぼります。条例策定中は、子ども委員会の子どもたちと条文の言葉を考えたり、
おとなからの「権利＝わがまま論」にどう応えるかと意見を交わしたりして、条例の中に子ども
の言葉が反映されるように努力しました。条例策定の最後に子どもたちとまとめた「おとなが幸
せに」というメッセージは、今では母子手帳にも載せられるほどの有名な言葉となりました。
あれから20年、全国を見渡せば「子どもの権利条例」を策定した自治体も50を超えるようにな

りました。国も「子ども基本法」の制定や「子ども庁」の設立などの動きを見せ始めています。
全国に先駆けて創られた「川崎市子どもの権利に関する条例」をもう一度見つめ直し、「子ども
の権利」の理念を全国の皆さんと考え合ういい時期が来たと思っています。
「子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき」は、多くの全国の子どもたちと結び、子ども

たちの意見が飛び交う川崎らしい子どもたち中心の大会ができればと考えています。

実行委員長 前川友太
私は、これまで小学校1年生の時から地域の子ども会活動にも参加しており、今では役員として

活動しています。また、４年生の時に子ども会議に参加してから今まで、子ども会議にも参加し
ています。
子ども会議といっても、川崎市内には３つの子ども会議の種類（中学校区・行政区・市）があ

りますが、そのどれにも参加した経験があります。その経験を通じて感じたのは、「子どもの声
を真剣に聞き、それを実現しようとしてくれる大人がたくさんいる」ことでした。素晴らしい大
人がたくさんいることは、川崎市の魅力だと、私は思っています。この魅力は、子どもの多様な
参加を保障していることの表れであります。もちろん、子ども会議以外にも子どもの権利条例に
基づいた活動をしている団体は他にもたくさんあります。
フォーラムを通して、この魅力を全国・世界へ発信することが委員長としての仕事だと自負し

ているところです。今、子どもも大人もお互いの強みを生かして、会議をしてきました。子ども
と大人がタッグを組んで川崎らしさをつめこんだフォーラムを創り上げていきます。

こども実行委員長 尾知永
このフォーラムを、川崎の子どもたちと地域、子どもたちを大人たちをつなぐような場にした

いです。その間の架け橋に私たちがなりたいと思っています。

こども実行委員長 福井聖太
一人ひとりに権利を知ってもらい、考えてもらうきっ

かけとなるようなフォーラムにしたいです。そして、ス
ローガンにあるように、にじいろの未来につながってい
くことを願っています。

実行委員長からのごあいさつ
ようこそかわさきへ！！



子どもたちが安心安全に暮らせるように世界で決めた「子どもの権利条約」をもっとたくさんの
人に知ってもらうため、年に1回、全国各地で1993年から毎年開催されています。フォーラムを通
して「子どもの権利条約」の実施・普及やこども支援に取り組む個人・NGO/NPOなどの団体交流、
自治体との協力連携をすすめています。

子どもの権利条約が国連で採択されて30年、日本が批准して25年が経過しました。日本で初めて
子どもの権利の総合条例として制定された「川崎市子どもの権利に関する条例」も施行されてから
2021年度で20年を迎えます。この20年で子どもを取り巻く環境は、どのように変わってきたので
しょうか。
川崎市でつくられた子どもの権利条例の仕組みを共有し、子どもたちの「遊ぶこと、学ぶこと、

生きること、守り・守られること、参加すること」の大切さや子どもとおとなが共に「自分らしく
幸せに生きる」ことについて考え合いたいと思います。

開催趣旨

子どもの権利条約フォーラムとは

5月からはじまった、子どもグループの会議。
子どもたちは、そもそも子どもの権利条約とは？
フォーラムってどんなことをするの？というところから
話し合いをはじめました。フォーラムが終わって参加してくださったみんなにどうなってほしい
のか、ということを重点的に話あっていくなかで決まったのが、
「手を取り合って、にじいろの未来へ笑顔で歩もう！」というスローガンです。
子どもたちからたくさんの出たキーワードは大きく2つにわけることができます。

ひとつは、「老若男女」や「みんなで」といったフォーラム参加者を示す言葉です。もう一方は、
「笑顔」や「差別なく」、「仲良し」などといったフォーラム参加者がフォーラムに参加してどん
な状態になってほしいのかを示す言葉です。こうしたキーワードを組み合わせてできたのが今回の
スローガンです。
「手を取り合って」の部分には、フォーラムの参加者が手を取り合って、子どもの権利について

発信を協働しよう！コロナ禍で参加者が少ないかもしれない。でも、参加者同士が手を取り合うこ
とで、子どもの権利についての輪を少しずつ広げていきたい！という意味を込めています。
「にじいろの未来へ笑顔で歩もう」は、子どもの権利を知ることで一人ひとりが笑顔になり、生

きやすい社会になることを目指しています。一人ひとりが思い描くにじいろの未来に向けて、子ど
もの権利の大切さを広げていくスタートとして、今回のフォーラムを位置付けたいと思います。

大会スローガン

「手を取りあって、にじいろの
未来へ笑顔で歩もう！」は
子どもグループからのメッセージ！



11月6日（土） 受付開始12:30

11月７日（日） 受付開始12:30

9:30～11:30 分科会/午前の部

13:00~15:00 分科会/午後の部

15:30~ クロージング
各分科会の報告
子どもグループからの報告
教育長挨拶
次回開催都市からのメッセージ

13:30～ オープニングセレモニー
川崎の歌姫・桜井純恵と児童合唱団なかよしくらぶ の歌など

川崎市長挨拶
基調報告「川崎市子どもの権利条例20年を迎えて」
山田雅太（実行委員長/かわさき子どもの権利フォーラム代表）

14:50～ 全国の子どもたちと語ろう「子どもたちが語る子ども参加のいま」
全国の子ども活動団体とオンラインで対話
コーディネーター
前川友太（実行委員長）
林大介（子どもの権利条約ネットワーク事務局長）

出演団体（予定）
川崎市子ども会議、多摩区地域教育会議、川崎市青少年育成連盟、
こどものまちミニカワサキ、YTK（横丁楽しくしよう会）、
青森市子ども会議、NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン、
特定非営利活動法人こどもNPO、
子どもの権利条約フォーラム2020in南砺実行委員会、
子どもの権利条約関西ネットワーク、奈良市子ども会議、
特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

16:50～ 分科会のご案内

詳しい会場地図はこちらから
Google Mapが開きます

表示されない場合は、
保存済み→マイマップ
→子どもの権利条約フォーラム
2021inかわさき 会場マップを選択

多摩川

11/7 会場３
川崎市子ども夢パーク

11/6 オープニング会場
すくらむ21

11/7 会場２
川崎市立下作延小学校

11/7 会場１
てくのかわさき

約1.0kmの距離感です 電車での移動をお勧めします

JR武蔵溝ノ口駅

東急溝の口駅

至川崎方面

至立川方面

至東京方面

会場MAP

全体スケジュール

会場１：川崎市生活文化会館てくのかわさき
（川崎市高津区溝口1丁目6-10）

会場２：川崎市立下作延（しもさくのべ）小学校
（川崎市高津区下作延5丁目19-1）

会場３：川崎市子ども夢パーク
（川崎市高津区下作延5丁目30-1）

分科会は3つの会場にわかれます！

すくらむ21
ホール

それぞれ会場が離れています
詳しい地図を参照の上お集まりください



開催形態・会場一覧
プログラム名 開催形態 会場

オープニング ハイブリッド/会場400名程度
オンライン何名でも

すくらむ21
1階 ホール

A-1 思いっきり外遊び オンライン30名 下作延小学校
3階 多目的ホール

A-2 こども食堂 ハイブリッド/会場30名
オンライン50名

てくのかわさき
2階 てくのホール＆第3研修室

A-3 障がいのある子どもの
権利 第１部

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

てくのかわさき
1階 第1研修室＆第2研修室

A-4 外国につながる子どもの
権利

ハイブリッド/会場18名
オンライン何名でも

下作延小学校
２階 家庭科室

A-5 乳幼児の権利を守る オンラインのみ20名 てくのかわさき
5階 和室

A-6 子どもと考える子ども庁
と子ども基本法

ハイブリッド/会場20名
オンライン30名

てくのかわさき
5階 第5研修室

A-7 子どもの参加を支える
仕組みづくり

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

下作延小学校
2階 図工室

A-8 学校の中の子どもの権利
学習

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

下作延小学校
3階 視聴覚室

A-9 なんでやねん！すごろく ハイブリッド/
会場＋オンライン30名

下作延小学校
1階 図書室

A-10 フリースペースえんと
こどもゆめ横丁

ハイブリッド/会場35名
オンライン何名でも

子ども夢パーク
2階 多目的ホール

A-11 子どもグループ ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

下作延小学校
2階 体育館

展示 こどものこえ ハイブリッド
動画限定公開 子ども夢パーク

P-1 社会的養護を考えて
みよう

ハイブリッド/会場20名
オンライン50名

てくのかわさき
5階 第4研修室

P-2 CAP（子どもへの暴力
防止）

ハイブリッド/会場20名
オンライン50名

てくのかわさき
4階 展示場

P-3 障がいのある子どもの
権利 第2部

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

てくのかわさき
1階 第1研修室＆第2研修室

P-4 LGBTQの子どもと学校
の生活

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

下作延小学校
2階 家庭科室

P-5 アドラー心理学 ハイブリッド/会場15名
オンライン15名

てくのかわさき
5階 和室

P-6 子どもの権利を取り巻
く「国際的」な視点

ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

てくのかわさき
5階 第5研修室

P-7 叩かない子育て ハイブリッド/会場30名
オンライン何名でも

下作延小学校
２階 図工室

P-8 知ってほしい！子ども
のSOSとその支援

ハイブリッド/会場20名
オンライン80名

下作延小学校
３階 音楽室

P-9 かるたで学ぼう！子ど
もの権利

会場のみ30名程度 てくのかわさき
1階 工作実習室

P-10 こどもゆめ横丁と
夢パーク探検

ハイブリッド/会場35名
オンライン何名でも

子ども夢パーク
2階 多目的ホール

P-11 子どもグループ ハイブリッド/会場20名
オンライン何名でも

下作延小学校
2階 体育館

クロージング 2会場で進行
ハイブリッド/会場100名程度
オンライン何名でも

下作延小学校 2階 体育館

てくのかわさき 2階てくのホール



A-１
思いっきり外遊び

「川崎中がプレーパークだ！」子どもの自由な遊びをみんなでもっともっと語ろう！
TOKYO PLAYの嶋村仁志（めだか)氏を迎え、子どもの遊びと自由、子どもの置かれている状況、
身近な場での外遊び、プレーパーク、ネットワークについて、みんなでワイガヤトークしよう！
川崎市内の活動紹介やグループワークも予定しています。

分科会 11/7（日）9:30～11:30

主催：川崎市内の各区で活動する外遊び・プレーパーク団体

A-２ こども食堂

この分科会では、川崎市内や神奈川県域での先駆的事例等の紹介をし、
コロナ禍前との比較や、今後の在り方等について意見交換会を開催します。
また、こども食堂(こども食堂・地域食堂等を含む)について、子ども食堂を利用するこどもや保護
者にアンケート調査を実施します。

主催：かわさき子ども食堂ネットワーク

豊かな地域療育を考える連絡会
ダンウェイ株式会社
心花（放課後等デイサービス）

A-３ 障がいのある子どもの権利第１部

①保護者・支援者・学校の三者がともに活動する「豊かな地域療育を考える連絡会」の経過と
現在の活動 ②一人ひとりの可能性を信じて、子どもから大人まで切れ目のない支援を行う
ダンウェイの取組 ２つの事例をもとに、特別な配慮を必要とする子どもたちの支援のあり方、権
利保障をめざす関係者や機関のつながりについて考え合いたいと思います。

主催：豊かな地域療育を考える連絡会、ダンウェイ株式会社
心花（放課後等デイサービス）

豊かな地域療育を考える連絡会
ダンウェイ株式会社
心花（放課後等デイサービス）

A-４
外国につながる子どもの権利

在日韓国・朝鮮人との共生のまちづくりに長年取り組んできた川崎。
ニューカマーの増加により「多文化」化が進む中で、幼児期から学齢期、思春期の子どもたちや大
人になった彼・彼女らに向き合ってきた様々な実践から、外国につながる子ども達が「ここにいて
もいいんだ」と思える環境を地域社会に作っていく手がかりを考えます。

主催：外国につながる子どもの権利分科会世話人会

豊かな地域療育を考える連絡会
ダンウェイ株式会社
心花（放課後等デイサービス）

A-５
乳幼児の権利を守る

保護者と一緒に考える子どもの権利
「イヤは子どもの成長！ 気持ちによりそってイヤイヤ期を乗りきろう！」2歳頃に必ずやってく
る子どもの「イヤイヤ期」。イヤイヤ期あるある、困ったこと辛いこと、どうやったら乗りきれ
る? 子育て中の臨床心理士さん(3児のママ)と一緒に話して考えていきましょう!

主催：NPO 法人ままとんきっず、心花(川崎市・児童発達支援)

豊かな地域療育を考える連絡会
ダンウェイ株式会社
心花（放課後等デイサービス）

A-６ 子どもと考える子ども庁と子ども基本法

「子ども庁ってどんなことするの？」「子ども基本法って必要なの？」
「それらができるなら、私たち子どもにとってこんなものであってほしい！」今、国を中心に議論
されている子どもに関する新たな制度・政策について、子どもの権利の視点から、当事者である子
どもたち自身を中心に意見交換をします

主催：広げよう！子どもの権利条約キャンペーン

てくのかわさき
2階てくのホール＆第3研修室

てくのかわさき
1階第1研修室＆第2研修室

下作延小学校
２階家庭科室

てくのかわさき
5階 和室

てくのかわさき
5階第5研修室

下作延小学校
3階多目的ホール



A-７
子どもの参加を支える仕組みづくり

子どもの権利条約には４つの権利の柱があり、その４番目に『参加する権利』があります。川崎
市では、条例を基に設置された子ども会議が、子ども参加の中心を担ってきました。分科会では、
これまでの子ども会議を振り返りながら多様な形での子ども参加を推進し、子どもの声をまちや
世の中に生かす仕組みづくりを考えていきます。

主催：川崎市内子ども会議担当グループ

A-８
学校の中の子どもの権利学習

川崎市の子どもの権利条例策定時に、どのように子どもたちと権利学習を開発したのかを紹介する
とともに、20年経った現在、学校でどのような教材を使い、どのように「権利学習」が行われて
いるかを紹介します。また、学校で行われている人権オンブズパーソンや人権擁護委員による人権
教室の内容についても紹介します。

主催：子どもの権利学習推進の会
（元川崎市教育委員会人権・共生担当者 田中・三ツ木・山田）

A-９ なんでやねん！すごろく

あそびながら子どもの権利条約を知ろう～子どもだって言いたいことある！言っていいんだ～
2019年の分科会でお披露目した「なんでやねん！すごろく」は、実践を積み重ね、2021年改良版
が完成！すごろくという遊びを通して、子どもの権利条約を知る機会を提供します。
子ども（自分）という存在をポジティブに捉え、権利主体として力を取り戻し、
みんなで意見を出し合いましょう！

主催：子どもの権利条約関西ネットワーク

A-10
フリースペースえんとこどもゆめ横丁

学校外の多様な学びと育ちの場である公設民営の「フリースペースえん」の成り立ちとその活動内
容を紹介します。また、夢パーク三大イベントのひとつ〝こどもゆめ横丁“への見学・体験を行い
ます。店構えや売りものなどすべて子どもの手でつくられた子どもの
〝やってみたい”が詰まったお祭りをお楽しみください。

川崎市子ども夢パーク

A-11 子どもグループ

カフェのようにくつろいだ雰囲気の中で、子どもの権利について話し合いませんか？
この企画は、フォーラム実行委員会のこどもグループが実施します。かわさきのこどもたちと、話
せる機会です！おとなもこどももぜひぜひ参加していただけるのをお待ちしています！

主催：子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき子どもグループ

展示 こどものこえ
「こどものこえ」は、「ＮＰＯ法人プレーパークせたがや」が運営する
４プレーパークに常駐するプレーワーカーが、遊び場の何気ない日常で耳にした子どもの声の中か
ら、心に残ったものをひろいあつめたものです。様々なメッセージを投げかける子どもの声を、
子どもがそこでみせる姿や表情を写した写真とともに展示します。

下作延小学校
２階 図工室

子ども夢パーク
2階多目的ホール

下作延小学校
３階 視聴覚室

下作延小学校
1階 図書室

下作延小学校
2階 体育館

子ども夢パーク



P-１
社会的養護を考えてみよう

「社会的養護、里親って何を指すか、また何をしているかわかりますか？」
里親は個人宅で、施設は集団生活の中で育て、18歳で自立を促す児童福祉制度です。皆さんと
「自分に親がいなかったら？」を想像しながらワークショップしたいと思います。そこで大事に
なるのが「子どもの権利」です。「自分がもつ権利」について考えてみましょう！

分科会 11/7（日）13:00～15:00

主催：早稲田大学里親研究会、ふらっと南湖（茅ヶ崎市）

P-２
CAP（子どもへの暴力防止）

「かわさき子どもの権利条例」と共にCAP（Child Assault Prevention子どもへの暴力防止）プ
ログラムが採用され、川崎市内の小中学校で実施しています。今回の分科会では「子どもの権利」
を中心に、おとなが繋がることで子どもを暴力の被害者にも加害者にもしないために、当団体が
行ってきた取り組みを紹介します。

主催：認定NPO法人エンパワメントかながわ

P-３
障がいのある子どもの権利第2部

障がいのある子どもの保育・療育・教育を「共に育つ」ことから取り組んだ実践を紹介します。①
50年間統合保育に取り組む桜本保育園の実践。②療育センターではない新しい家庭訪問療育の実践。
③医療ケア児が居住区内の小中学校に通い、看護師配置を実現した保護者の実践。新たな「医療的
ケア児支援法」についても話します。

主催：地域相談支援センターさらん、桜本保育園

P-４ LGBTQの子どもと学校の生活

同性愛者、両性愛者、心と体の性が一致していない、自分の性がわからない、
などのセクシュアルマイノリティの子どもたちは３～５％いると言われています。学校生活の中
で、自分の認識と合わない男女別を強いられることで苦しんでいる子どもたちもいます。性の多様
性について理解し、LGBTQについて打ち明けられたら、どう対応するのがよいのかなど皆様と一
緒に考えます。 ゲスト：鈴木愛子弁護士

主催：なないろほたる 田園調布学園大学番匠研究室

P-５ アドラー心理学

育児や教育を通じて、子ども自身が権利という概念を意識でき、主体的な権利行使の援助ができる
ような働きかけとは何か。そのことをアドラー心理学の育児プログラムを通じて、子どもの自己肯
定感や、その人それぞれに合った社会への参加意欲を育むことを目的に、ディスカッションをとり
入れたワークショップを行います。

主催：アドラー心理学学習グループ・ルマーキタ

P-６ 子どもの権利を取り巻く「国際的」な視点

2019年1月の国連・子どもの権利委員会における「第４回総括所見」を踏まえたその後の実施状況、
コロナ禍における子どもの権利保障に関する国際的な動向、海外における子どもの権利条約実施法
等、子どもの権利条約および子どもの権利保障について、国際的な視点からとらえることを通して、
日本国内における課題を浮き彫りにします。問題提起
平野裕二：子どもの人権連代表委員、子どもの権利条約ネットワーク運営委員

主催：子どもの権利条約ネットワーク

てくのかわさき
４階 展示場

てくのかわさき
5階 第４研修室

てくのかわさき
1階 第1研修室＆第2研修室

下作延小学校
２階 家庭科室

てくのかわさき
5階 和室

てくのかわさき
5階 第5研修室



P-7 叩かない子育て

叩くだけでなく、怒鳴る、無視するといったいわゆる「不適切な養育」が子どもの心と体にどんな
影響を及ぼすのかを様々な研究結果から紹介します。また、実際の子育てで、誰しもが感じるイラ
立ちや怒りなどの激しい感情とどう折り合えばいいのか？
その具体的な対処法について学びます。

主催：認定NPO法人国際子ども権利センター（シーライツ）園田、増田

P-8 知ってほしい！子どものSOSとその支援

児童虐待が増加し続ける中、私たちには何ができるのか。保育・教育現場において子どもの小さな
SOSに気付き、適切な支援に繋げるためのヒントとして、子どもへの具体的な支援の方法、川崎市
の児童虐待の現状や里親制度の取り組みについてお話しします。

主催：かわさき里親支援センターさくら

P-9
かるたで学ぼう！子どもの権利

みんなは子どもの権利について知ってる？みんな権利があって、自分で選択もできるし、自分の意
見を言うことだってできるよ。イヤな時はイヤと言っていいし、疲れたら休んでいい。
かるたを使ってみんなが持っている子どもの権利について学んでみよう！
小・中学生のみなさん、ご参加お待ちしています！

主催：文京学院大学 甲斐田万智子ゼミ、
認定NPO法人国際子ども権利センター（シーライツ）

P-10 こどもゆめ横丁と夢パーク探検

子ども主体のお祭り「こどもゆめ横丁」への見学・体験を行いつつ、
その成り立ちとこのお祭りを支える子どもの企画運営グループ〝YTK(横丁楽しくしよう会)”の取
り組みを紹介します。コロナ禍においてどのようにしてこのお祭りを実現しようとしてきたのか。
昨年からコロナ禍でも開け続けてきた子ども夢パーク全体の探検も
お楽しみください。

主催：川崎市子ども夢パーク

P-11 子どもグループ

フォーラムのスローガンである『手を取り合ってにじいろの未来へ笑顔で歩もう』を全国各地です
るために、こどもグループメンバーと具体策について話し合いませんか？子どもの権利についての
考え方をどうやって広げていくのか、フォーラムで話し合ったことを忘れないために何ができる
のか参加者の皆さんと話し合うのがこの分科会です。

主催：子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき子どもグループ

下作延小学校
２階 図工室

下作延小学校
３階 音楽室

下作延小学校
2階 体育館

てくのかわさき
1階 工作実習室

子ども夢パーク
2階多目的ホール



すくらむ21

てくのかわさき
(川崎生活文化会館)

川崎市高津区溝口1丁目20-1

会場案内

川崎市高津区溝口1丁目6-10

 11/7（日）のみの会場とな
ります。

 てくのかわさき会場に総合受
付はありません。

 各会場で受付しています。会
場を確認の上、直接会場へお
越しください。

 各会場入口前で手指消毒にご
協力ください。

 ホワイエに総合受付を設けます。
 11/6（土）のみの会場となります。

出入口 会場となる部屋

入
口



川崎市子ども夢パーク

下作延小学校

１階

２階

３階

４階

ＪR南武線
ＪR津田山駅

南口

川崎市高津区下作延5丁目19-1

 11/7（日）のみの会場となります。
 JR津田山駅南口を降りてすぐのとこ

ろにできた新しい門からお入りいた
だけます。

 昇降口に総合受付を設けます。受付
の案内に従い、各会場へご移動くだ
さい。

川崎市高津区下作延5丁目30-1

 11/7（日）のみの会場となりま
す。

 子ども夢パークでは「子ども夢
横丁」が開催されている予定で
す。多くの来場者が予想されま
す。

 夢パークの入り口で、フォーラ
ム参加者の受付を予定していま
すが、当日の状況で変更の可能
性もあります。夢パーク職員の
指示に従ってください。

多目的
ホール

多目的ホール
（２F）

視聴覚室

音楽室

家庭科室

図工室
体育館

図書室



主 催：子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき実行委員会
事務局団体 かわさき子どもの権利フォーラム
呼びかけ団体 子どもの権利条約ネットワーク

共 催：川崎市・川崎市教育委員会/一般財団法人川崎教職員会館/川崎市教職員組合/
一般社団法人川崎地方自治研究センター/川崎市ＰＴＡ連絡協議会/
川崎市青少年育成連盟/川崎市子ども会議推進委員会/川崎市地域教育会議行政区議長会

畔柳 努、新井 靖子、荒牧 重人、安西 巻子、飯沼 祐順、伊藤 多美恵、内田 塔子、
大井 澄子、大山 遥、小川 玲子、甲斐田 万智子、門田 啓子、カナイ クミコ、
金田 一恵、崔 江以子、喜多 明人、黒田 俊夫、小宮山 健治、櫻原 雅人、佐藤 創、
鈴木 章之、鈴木 正昭、関山 万里子、但野 文子、田中 真喜男、ツツミ サチコ、
圓谷 雪絵、中川 裕子、中野 絢斗、中村 邦彦、中村 茂、夏井 賢、西野 博之、
長谷川 敏雄、林 大介、平尾 康子、藤田 夏代、前川 友太、松本 智春、宮越 隆夫、
宮本 聡、元木 美砂、森口 奈津子、矢沢 麻里、山口 いずみ、山田 兼充、山田 雅太、
ヤマムラ セイコ、渡邊 直美

一般社団法人あおい福祉AI研究所、認定NPO法人エンパワメントかながわ、
かわさき子ども食堂ネットワーク、かわさき里親支援センターさくら、かわさき若者会議、
ＮPO法人学校安全ネットワーク、ＮPO法人めぐろチャイルドライン、株式会社ガッコム、
公益社団法人子ども情報研究センター、子どもの権利条約関西ネットワーク、
子どもの権利条例東京市民フォーラム、認定ＮPO法人こどもの里、こどもNPOはらっぱ、
ダンウェイ株式会社、株式会社ミュージック・マーケット、株式会社ユーフォリオファミリー、
広げよう！子どもの権利条約キャンペーン、少年少女組織を育てるどろんこの会、
子どもの権利条約フォーラム2020in南砺実行委員会

本フォーラム開催の趣旨にご賛同いただき、協賛いただける方を募集しております。
報告書にお名前を掲載させていただきます。

メールにて、掲載希望のお名前、ご連絡先、住所をお知らせください。
個人 1口 3,000円（何口でも）
企業・法人 1口 10,000円（何口でも）

＜銀行＞
ゆうちょ銀行 店名：〇一九（ゼロイチキュウ）
口座番号：当座 0664293
口座名 ：子どもの権利条約フォーラム実行委員会

＜郵便振替＞
口座番号：00150-2-664293
口座名 ：子どもの権利条約フォーラム実行委員会

フォーラムの開催を応援してください！

子どもの権利条約フォーラム2021inかわさきに
ご賛同・ご協力いただいたみなさま

協賛金をお寄せいただいたみなさま（個人・団体/敬称略）

ご協力いただいたみなさま
川崎市子ども夢パーク
NECパーソナルコンピューター株式会社
横浜地方法務局川崎支局・川崎人権擁護委員協議会
株式会社川崎フロンターレ

（9月末現在）



子どもの権利条約フォーラム2021inかわさき 実行委員会

こどもグループメンバー

畔柳 努、荒牧 重人、有北 いくこ、安西 巻子、石井 愛子、稲田 光世、井原 沙羅、
内田 塔子、大城 英理子、大田 祈子、小川 玲子、尾曽 愛香、甲斐田 万智子、
金田 一恵、河本 相宇、喜多 明人、佐藤 創、佐藤 由加里、佐藤 義信、澤田 裕子、
志澤 道子、島津 早緒理、鈴木 章之、鈴木 洋一、たいえ ふみえ、高橋 徹、
高橋 布美子、高森 康広、但野 文子、舘 勇紀、田中 真喜男、圓谷 雪絵、
中村 高明、西入 博貴、西野 博之、朴 栄子、橋本 麻美、羽鳥 祥子、日吉 のぞみ、
前川 友太、松野 剛一、宮越 隆夫、山崎 信喜、山田 雅太、山田 洋志（敬称略）

国谷 月紫、原口 真貴、柴田 もも、高木 萌伽、
奥薗 結子、髙尾 知永、福井 聖太、秋元 冴香、
秋元 瀬奈、高橋 明里、志水 佳奈、野村 亜未、
森村 直生、蛯名 真由佳（敬称略）

ロゴ Rainbow Treeについて
川崎市に「子どもの権利に関する条例」が施行されて
20年。今回のフォーラム子どもグループから「手を取
りあって、にじいろの未来へ笑顔で歩もう！」という
スローガンが出されました。そんな子どもたちのメッ
セージと、この条例が20年経って大きな木に育ちつつ
ある…ということを表現したデザインです。条例に謳
われた7本の柱を七色の枝に見立てています。



１いつも笑顔で 幸せ感じる

小さな手も 大きな手も

あなたらしく

自分らしく

信じあい 助け合う

ほら

ちがいが豊かさとして響きあう

あなたが笑顔でいると

わたしも笑顔になれる

晴れた日に空を見上げたら

大切なものが見えてきた

争いの中で 笑顔は守れない

晴れの日も 雨の日も

その価値は あなたが決める

認め合い わかち合う

ほら

ちがいが豊かさとして響きあう

わたしが笑顔でいると

あなたも笑顔になれる

雨上がりの空を見上げたら

素直な気持ちになれたよ

作詞：山田雅太
作曲：中本 誠

ちがいが豊かさとして響きあう

人はひとりずつ

当たり前のように違うんだ

でも それを認め合うのは

大変なことさ

自分のほうが上だって

だれが決めているんだい

自分がダメな人間って

だれが決めているんだい

自分を自分として生きていくのさ

ほら

ちがいが豊かさとして響きあう

あなたが笑顔でいると

わたしも笑顔になれる

晴れた日に空を見上げたら

大切なものが見えてきた

えがお しあわ かん

ちいさ て おお て

じぶん

しん たす あ

ゆた ひび

ゆた ひび
ゆた ひび

えがお

えがお

ゆた ひび

は ひ そら み あ

たいせつ み

あらそ なか えがお まも

は ひ あめ ひ

かち き

みと あ あ

えがお

えがお

あめ あ そら み あ

すなお き も

２

３
ひと

あ まえ ちが

みと あ

たいへん

じぶん うえ

き

じぶん にんげん

き

じぶん じぶん い

えがお

えがお

は ひ そら み あ

たいせつ み



memo



本事業は、2021年度かわさき市民公益活動助成金、
及び公益財団法人日本教育公務員弘済会神奈川支部からの助成を受けて実施しています
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