平成２５年度
第２回 栄区セーフコミュニティ推進協議会
日時：平成２５年７月２２日（月）１２時４５分から１３時２０分まで
場所：栄区役所新館４階８号会議室

１

議題
（１）認証式典及びレセプションの開催概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１

（２）国際フォーラムの開催概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２

２

分科会からの報告事項
「さかえっ子体操」（仮）の普及について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３

３

その他
広報よこはま栄区版 ９月号 セーフコミュニティ特集の掲載について

資料１
栄区セーフコミュニティ認証式典及びレセプション
１

開催概要

開催趣旨
栄区出身の世界的太鼓ドラマー ヒダノ修一さんプロデュースによる小中学生参加の記念式典
を開催し、セーフコミュニティを次代を担う子どもたちに伝え、栄区の未来につなげていきます。
また、ＷＨＯ（協働センター）関係者の方々を歓迎し、親善を深めるとともに、栄区内でセー
フコミュニティ活動を推進していただいている皆さまからメッセージをいただき、認証取得をご
一緒に祝う場として、レセプションを開催します。

２ 開催概要
（１）主催：栄区役所、栄区セーフコミュニティ推進協議会
（２）日時：10 月 5 日（土）13:00～16:30 （レセプション 18:00～）
（３）会場：栄公会堂講堂（600 席）
（４）全体プログラム
【第１部】
◆13:00～13:10 開会、栄区長挨拶、ＤＶＤ放映（栄区の取り組み紹介）（10 分）
◆13:15～13:35 認証記念講演Ⅰ（20 分）
ル・パイ氏 （アジア地域ＳＣ認証センター 公認コーディネーター）
◆13:40～14:00 認証記念講演Ⅱ（20 分）
チョウ・ジュンピル氏 （アジア地域ＳＣ認証センター センター長）
◆14:10～14:30 ヒダノ修一氏プロデュース 子ども達とのセッション（20 分）※別紙参照
～トイレ休憩・調印式準備など～（20 分）
【第 2 部】
◆14:50～15:30 調印式（関係者・他都市紹介を含む）（40 分）
・合意書への署名（尾仲栄区長及び磯﨑連合町内会長）
・認証旗を中心に写真撮影（※セーフコミュニティ推進協議会委員 全員のご登壇）
◆15:40～16:20 太鼓ドラマーヒダノ修一：スーパー太鼓セッション（40 分）
◆16:30～17:00 閉会、退場
【レセプション：スポーツセンター第２体育室（150 名程度）】
◆17:15～
受付開始
◆18:00～19:30 レセプション
※連合町内会長の皆様や各分科会代表者をはじめ、関係者の皆様から、認証取得や今後の取
り組みなどについて、メッセージを頂きたいと思います。
３

その他
◆分科会の取り組み等のパネル展の開催
日時：10 月 1 日～10 月 13 日
場所：栄区役所本館１階 ※10 月 5 日は栄公会堂、10 月 6 日はあーすぷらざで実施

資料２

栄区セーフコミュニティ国際フォーラム
『世界で安心・安全なコミュニティづくりに貢献する女性たち
～こどもの笑顔あふれるコミュニティを目指して～』企画案
１

開催趣旨
栄区がセーフコミュニティ認証都市として、今後さらに取組を拡充していくため、グローバルな舞台で安
全・安心なコミュニティづくりに貢献している方・団体が集うフォーラムを開催します。
海外で活躍する方・団体の取組や想いを共有することで、コミュニティの安全・安心を支えることの大切
さを改めて発信するとともに、栄区内にとどまらず、世界の安全・安心にも寄与する人材輩出の願いを込め
て実施します。
２

開催概要
（１）主 催 ：
（２）日 時 ：
（３）会 場 ：
（４）テーマ ：

３

栄区役所 共催：（公財）横浜市男女共同参画推進協会
10 月 6 日（日）13：00～17：00
あーすぷらざ映像ホール（125 席）
「世界で安全・安心なコミュニティづくりに貢献する女性たち」

プログラム（予定）
出演者・出演団体

基調講演
13:00～14:00

・木山 啓子 氏
（NPO 法人 JEN 事務局長）

パネルディスカッション ・国際 NGO プランジャパン
・国際 NGO ACE
14:15～15:45
・NPO 法人 国際子ども権利センター

フォーラム総括
16:00～17:00

・栄区長
・木山 啓子 氏
・パク ナムス 氏
（アジア地域セーフコミュニティ
認証センター公認コーディネータ）

内容・ねらい
難民支援をはじめとする、世界各地での
活動から、安全・安心な暮らしを手に入
れることの困難さや大切さについて、ご
講演いただきます。
海外において、こどもたちを取り巻くコミ
ュニティの課題解決に取り組む団体から
の発表と、「安全・安心」の大切さを再確
認します。
フォーラム全体の総括として、安全・安心
なコミュニティづくりについて、今後の栄
区セーフコミュニティ活動への展望も含
め、対談を行います。

＜出演者・出演団体プロフィール＞
・木山 啓子（きやま けいこ）
ＮＰＯ法人 ＪＥＮ 事務局長。
1994 年、ＪＥＮの創設に参加。紛争中の旧ユーゴスラビア地域代表として難民・避難民
支援活動に従事。多くの緊急支援が依存をうむことに着目し『緊急事態からの自立支
援』を提唱、20 に及ぶ国と地域で支援活動を展開してきた。現在ＪＥＮは、アフガニスタ
ン、パキスタン、イラク、スリランカ、南部スーダン、ハイチ、東日本で支援活動を実施、
2012 年からは、シリアからの難民の支援活動もヨルダンで実施している。2007 年より
JANIC 理事。2011 年 4 月よりジャパン・プラットフォーム共同代表理事。2005 年エイボン功績賞受賞、日経
ウーマン誌ウーマン・オブ・ザ・イヤー2006 大賞受賞。
・国際ＮＧＯ プランジャパン
すべての子どもたちが権利を享受し、本来の可能性を発揮できる世界の実現を目指し、世界各地で活動
を展開。
女の子または女性たちへ力を注ぐこと、教育や学ぶ機会をもたらすことが、彼女たち自身だけでなく、彼
女たちの家族や地域、さらには国にとっても、貧困削減につながることが証明されていることから、次世代を
生む女の子たちが「生きていく力」を身に付けることを目指し、「Because I am a girl」キャンペーンを展開して
いる。
・国際ＮＧＯ ＡＣＥ
子どもの権利が保障され、すべての子どもが希望を持って安心して暮らせる社会を実現するため、市民と
ともに行動し、児童労働の撤廃・予防に取り組んでいる。児童労働が最も多いインドでは、子どもたちを労
働から守り、すべての子どもが学校で質の良い教育を受けられるよう支援する「子どもにやさしい村」プロジ
ェクトを実施している。
・NPO 法人 国際子ども権利センター
開発途上国の子どもたちが人身売買、買春、児童労働などの危険から身を守れるように、子どもたち自身
が自分の権利について学び、力をつけていく活動を支援している。現在はカンボジアで活動している現地
NGO の支援を通じて子ども支援を行っている。
・朴 南秀（パク ナムス）
梨花女子大学 衛生教育学部を経て延世大学大学院で博士号を授与される（衛生行政）
亜州大学医学部外傷予防地域安全向上センター（セーフコミュニティ支援・認証センタ
ー）助教授を経て、現在は協成（ヒョプソン）大学衛生管理学部に在籍している。外傷サー
ベイランス及び安全向上に関する政策評価を研究課題としており、国レベルの研究等にも
委員としてかかわっている。
セーフコミュニティ及びセーフスクールに関しては、亜州大学外傷予防地域安全向上セ
ンターに在籍以来、セーフコミュニティ支援・認証センターのディレクターとしてコミュニティの支援を行って
いる。国内のコミュニティの支援を行うとともに、セーフコミュニティ認証審査員として、国外のコミュニティの
認証審査も担当している。
また、セーフスクールにも積極的にかかわっており、セーフスクール認証審査員として、国外の学校にお
けるセーフスクール活動への助言及び審査等も積極的に行っている。

資料３

セーフコミュニティ都市認証記念「さかえっ子体操」（仮）の普及について

スポーツ・余暇安全対策分科会
座長 丸山 隆

栄区では、平成 25 年３月にセーフコミュニティ認証の内定通知を受け、25 年 10 月に認証
式及び国際フォーラムを開催する予定です。
これに合わせ、ケガ予防を目的としたコミカルで親しみやすい体操「さかえっ子体操」
（仮）
を栄区が作成し、スポーツ・余暇安全対策分科会の構成団体のイベント等で使用することで
セーフコミュニティの普及啓発のツールとして活用します。

１ 「さかえっ子体操」
（仮）の概要
（１）主な対象
小学生
（２）音楽
区民に親しみのある「栄区民音頭」をアレンジすることを検討中です。
（３）振付
振付師に依頼予定です。
２

３

「さかえっ子体操」
（仮）の演技、披露について
平成 25 年 11 月２日（土）
（雨天の場合は３日（日））
※演技を披露する団体等は栄区で調整中です。
体操の普及について
栄区体育協会、栄区スポーツ推進委員連絡協議会、栄区青少年指導員協議会など、スポ
ーツ・余暇安全対策分科会の構成団体の予防講習会や各種行事に積極的に取り入れること
で、普及の支援を行い、準備運動の推進を図る予定です。

別紙

『さかえ竹の鼓ＫＩＤｓ♪』では、10 月５日に栄公会堂で行われる栄区セーフコ
ミュニティ認証記念式典で、栄区出身の世界的太鼓ドラマー・ヒダノ修一さんと一緒
に演奏をする小・中学生を募集します。
栄区で取れた竹を使った楽器作り、唄とダンスのレッスン、栄公会堂でのコンサー
ト出演の、全３回のプログラムを行います。
栄区がセーフコミュニティ都市となる記念すべき瞬間を、一緒に盛り上げていきま
しょう！

～実施概要～
■参加対象：栄区在住の小・中学生 100 名程度
（小３未満の参加は保護者の付き添いをお願いします。）
■参加費用：３００円（保険、楽器材料費）
※８月１５日におつりの無いようにお持ちください。
■プログラム内容：プログラム全３回にご参加ください。
①栄区の竹で楽器を作ろう！
８月 15 日（木）13 時～16 時 栄区役所新館４階 ８号会議室
②楽器を演奏、コンサートに向けて唄と踊りも練習しよう！
９月 21 日（土）13 時～16 時 栄公会堂
③セーフコミュニティ認証式典 コンサート出演♪
10 月５日（土）12 時 30 分～14 時 30 分 栄公会堂
■申し込み：FAX またはメールにてお申し込みください。（詳細は裏面参照）
先着順。７月３１日締め切り。
■主催：栄区役所、栄区青少年の地域活動拠点「フレンズ☆SAKAE」
■協力：栄区こども会連絡協議会、栄さとやまもりの会
【申込みに関するお問い合わせ】
栄区青少年の活動拠点「フレンズ☆SAKAE」
TEL/ FAX：045-898-1400、Email：sakaeseisyo-nen@nifty.com
（開館日：火・水・金

14 時 30 分～19 時 30 分、土

10 時～18 時）

【全体に関するお問い合わせ】
栄区役所総務課庶務係 TEL：045-894-8430 FAX：045-895-2260
Email：sa-somu@city.yokohama.jp

ヒダノ修一（太鼓ドラマー、プロデューサー、作曲家）
2013 年春、
【世界一の太鼓演奏技術を持つ人】に選ばれ、大阪で
開催された《THE 世界一展》にてトークショーを行う。同時に、国
民的バラエティー番組【笑っていいとも！】にゲスト出演。
1989 年のデビュー、国内及び世界 32 カ国で約 2400 回の公演
を行う。現代の太鼓史に残る偉業を数多く成し遂げたパイオニアの
一人。2013 年３月「日本 ASEAN 友好協力 40 周年記念公演 in
ラオス（外務省派遣）の音楽監督を務め、大成功させた。2012 年、
国際交流基金主催「ヒダノ修一・アフリカ３カ国ツアー」を成功さ
せる。
【FIFA Ｕ-20 Women’s World Cup 2012】開会式に出演し（開会式の音楽監督も歴任）
、98 年フラ
ンス大会、02 年日韓大会と、FIFA 公式催事に３大会出場した唯一のアジア人となる。2010 年、スティービー・
ワンダーのツアーに参加。平成 24 年度改訂の、全国の中学校の音楽の教科書の編集を担当し、自作曲も掲載中。
神奈川文化賞、横浜文化賞を受賞。http://www.hidashu.com/

申込先：栄区青少年の地域活動拠点「フレンズ☆SAKAE」
・TEL/ FAX：045-898-1400
・E-Mail：sakaeseisyo-nen@nifty.com
・住 所：栄区桂町 711 さかえ次世代交流ステーション２階
・開館日 火・水・金 14 時 30 分～19 時 30 分、土 10 時～18 時

ＦＡＸ送信票
『さかえ竹の鼓ＫＩＤｓ♪』に参加します。

参加者氏名
学年
住所
電話番号
メールアドレス

