
 

１．年 齢 ・10 代：2 人・20 代：6 人・30 代：8 人・40 代：25 人・50 代：36 人・60 代～：31 人 

 

 

２．この講演会をお知りになった方法はどれですか。 

  複数回答有 

・知人：56 人・チラシ：27 人・新聞･情報誌：0 人・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･ﾒｰﾙ：3 人 

・その他：21 人（ステーション：３人、職場：3 人、フェイスブック：3 人、本会の会報誌：1 人、

歌川さんブログ：1 人、民生委員：2 人、親：1 人、YWCA からのお知らせ：1 人） 

 

 

３．「子どもの権利条約の紹介」はいかがでしたか。 

・よく理解できた：56人 ・理解できた：44人 ・理解できなかった：4人 ・全く理解できなかった：0人 ・無回答：4人 

   ＜理由＞ 

   ・権利条約はまぁ知っており、わかりやすかった。 

   ・パワーポイントでわかりやすくまとめてあり、説明される声色も聞き取りやすかったです。話される

スピードも、どの世代にも聞き取りやすかったと思います。 

   ・スライドを使ってゆっくり分かりやすく説明されていたので、理解しやすかったです。 

   ・少々関心があったから。 

   ・ハルちゃんの語り口調でわかり易かった。 

   ・仕事をする上でも時々条約を見直しています。キャラクターが説明するという形がとても良かったで

す。 

   ・スライドがわかりやすかったため、配布資料があると助かると思いました。 

   ・丁寧だったから。 

   ・子どもに権利条約があるという当たり前に感じていたことだけれども、当たり前でもない現実の中で

出来てきたのだと理解しました。 

   ・わかり易いＤＶＤでした。子ども達にも見せたい。 

   ・カードブックでもう一度確認します。 

   ・４つのパートに分けて説明してくださったので、大まかにわかりました。紹介者の話し方も優しいお

声で気持ち良く聞けました。 

   ・子どもさんの目線で伝えてもらったので、理解しやすかった。 

   ・話が分かりやすくまとめてあって、理解しやすかった。 

   ・わかりやすく、権利の意義を理解できた。 

   ・生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利とわかり易くまとめた点。子どもによるナレー

ション。 

   ・よく検討をして、キャラクターに話させる手法だったので、かみくだかれてわかり易かった。また、

ユニセフさんのカードブックも楽しい。 

   ・条約があっても一般に浸透していない。もっと家庭の中に入っていくような行政の仕事がほしい。 

   ・子どももわかるように話してくれたので。 

   ・理解できなかったので、帰宅後カードブックをよく読みます。 

   ・子どもの権利条約の中身の理解までにはならなかった。 

   ・わかりやすい言葉でなげかけてくれたのが良かった。 

   ・わかりやすい内容でした。（同回答２人） 

   ・４つの原則と４つの大別される権利の対応がわかりづらいです。 

   ・子どもの視点で説明してくれてわかりやすかった。 

   ・以前研修会で学んでいたから。（よく理解できた。）（同回答２人） 



   ・分かりやすいように工夫されていた。 

   ・イラストを使って子どもにも理解できる内容になっていた。 

   ・シンプル化したことが効果的。 

   ・語りながらの説明で、とても分かりやすかったです。 

   ・勉強になりました。 

   ・スライドも分かりやすかったし、冊子もいただいたから。 

   ・学校の福祉系の授業で基本的なことは学びましたが、改めて丁寧に説明していただき、学び直すこと

ができました。 

   ・とても分かりやすい内容でした。スライドもナレーションもとても良かったです。 

   ・ナレーションがわかりやすかった。 

   ・わかりやすくパワーポイントにまとめていて、とても良かった。 

   ・アニメ化されていて、喰いつきやすかった。 

   ・説明の映像がわかりやすかった。 

   ・わかりやすい言葉で、スライドを使っての説明が良かった。 

   ・プレゼンがわかりやすく良かった。ナレーションもステキでした。 

   ・イラストを使用したスライドショーで説明が丁寧だったため。 

   ・声が可愛くてよく聞き取れました。 

 

 

４．講演について 

１）全体的に ・満足：106 人（3 人大満足） ・やや満足：２人 ・やや不満足：0 ・不満足：0 

   ＜理由＞ 

・体験と学説がリンクしていて、とてもわかりやすかったです。 

・実学からくる話は分かりやすく、力がありました。会いに来て良かったです。一般の方々だけでなく、

私のような専門職の人達にも教えてあげようと思います。 

・実体験を交えての内容でしたが、ご本人も辛いと思いますが、体験者だからこそ話せる内容もあり、

具体的でわかりやすかったです。欲を言えば、出せないスライドもあるかと思いますが、資料として

パワーポイントのスライドを資料として手元に欲しかったです。 

・多様性を理解する。 

・何となく敬遠していた世界のお話で、初めて聞く内容が多かった。 

・楽しくパワフルな語り口にパワーをもらうことができた。 

・軽快な話、ユーモア交じりの話の中に重みも感じた。 

・歌川さんの楽しい話の中に、ハッとさせられる言葉がたくさんあったから。 

・イギリスの取り組みがわかったことがよかったです。子どもを見る視点が増えました。また、子ども

達への声かけも歌川さんの言葉を自分なりにアレンジしてかけてみようと思います。 

・とても理解しやすかったです。ポイントだけでもスライドがあると助かると思いました。 

・歌川さんがとてもおもしろく話してくださり、私自身も明るく生きたいと思えたから。 

・歌川たいじさんの言葉、目からウロコのところ多々ありました。 

・歌川たいじさんのお話がとても良かったです。実体験から発せられる言葉は重い。と同時に具体的な

動きも学ぶことができました。 

・歌川さんの話がとってもわかりやすく、リズミカルで聞き入ってしまった。 

・期待以上に大変満足です。もっとあの人を強く誘えばよかった…と何人か思い浮かべました。 

・笑いあり涙ありで、それでいて色々考えさせられ、心が震えました。ライフが増えました。 

・ご自身の体験をユーモアを交えて話してくださり、とても楽しんで（涙もあり）聞くことができまし

た。 

・被虐待者という側面を持つ人の話はさすがに…と思いました。児童相談所の職員が少ないと思って



いるので、イギリスと比較した話も良かった。心理的虐待、ネグレクトが大きいということの話に同

感！ 

・辛い体験を笑いと涙を交えながら、大切なことを伝えていただいた。 

・実体験を交えながらの話が分かりやすく、聞きやすかったです。大変参考になり勉強になりました。 

・涙するところもあったり、笑えるところもあったり、有意義な時間だった。 

・お話もわかりやすく、日本に足りないこともわかったため、どういう意識で働いていくのか目標が持

てた。 

・ご自身の体験に基づくお話であり、講師の心がよく映し出されたものだった。ぐいぐいと自分の心に

入ってきた。 

・講師のサービス精神が素晴らしい。 

・大変だったんだと思ったが、それをおもしろく明るくお話された事が素晴らしいと思った。 

・講師と初めてお会いした。辛い体験をいかした今の活動に深く感謝したい。 

・ていねいなお話でした。歌川さんのお人柄が伝わってくる講演でした。 

・実体験に基づいていたので。 

・「自分を大切にする」周りの人に伝えていきます。 

・とても分かりやすい。ご自身の経験を交えて話されてて、丁寧な言葉で聞きやすかった。 

・大変分かりやすく、実感が心に伝わってきた。 

・経験されたことからの講演で、深かったです。 

・歌川さんを始めて知りました。市の図書館でたまたま手にしたチラシでした。すばらしいお話でし

た。ありがとうございました。思ったより専門的な話が聞けて勉強になりました。 

・歌川さんのナマの声が聞けたこと。 

・講師さんの当事者にしかわからない思い、それを分析して伝えようとしてくれる熱い思いが伝わっ

てきました。「話が飛んで…」とおっしゃいましたが、地球の生態系も多様性により成り立っている

ことを引き合いにされ、ヒトを１種の生物として冷静にとらえられているのだなと。説得力が増しま

した。 

・笑いを交えながらデータに基づいた信頼できるお話と、自分の体験に基づいた心に響くお話がたく

さんでした。 

・とても話がわかりやすくて面白かった。 

・問題は当事者だけでなく「社会にある」ということをつくづく感じた！名言をたくさんいただけまし

た。 

・知り合いがすさまじい虐待にあい、何とか生き延びたものの精神を病んでいます。今日のお話を伝え

つつ、繫がりを大切にしようと思います。「親をうらんでる歌ちゃんは本当の歌ちゃんじゃない…」

というお話には希望がもてました。 

・聞きにきて良かったです。辛いことなのに、講演していただき有難うございました。 

・少しずつ理解し始めている状況です。 

・自分の体験が根茎にあるから。 

・映画を見て興味を持った方だったので、「あのシーンはこういうことか…」など感じました。コミュ

ニケーション力がある人がレジリエンスが高いわけがわかりました。 

・話がわかりやすい。被虐待児・いじめを受けた子どもの気持ちがよくわかる。 

・内容が豊富なので時間が足りない気がした。 

・自分自身の体験を踏まえた話で理解できました。逆境を乗り越える力のある人の特徴は、（自身に）

あてはまることがたくさんあり、何かうれしくなりました。 

・楽しめた。自分の祖母や子どものことを思い出した。 

・自分の体験からくるお話とても心にひびきました。高３の孫がひきこもり不登校。今の学校は卒業で

きず、休校して通信制の学校にいく。心の問題はひしひしきました。 

・会場がわかりにくかったので、もっと詳しくアナウンスして欲しかった。 



・とても心に響いた。 

・映画も見ました。私もサバイバーです。最後の自分を大切にする…これにつきます。私も今、こうし

て市民活動ができるかを考えると、自殺願望や父親に対するうらみ、自責的な感動から自己肯定感を

持てるようになるまで、私自身言われていたことすべてをしていました。じっくり話が聞けた。 

・感動的でとても勉強になりました。ありがとうございました。 

・生きていくには人と人のつながりが大切。そしてどういう仲間、地域の人達と出あえるか？！が豊か

に生きていけることにつながると思った。考えてみると私には逆境を乗りこえやすい人の特徴がい

くつかあった！！だから今がある。 

・ユーモアあるトークがとても面白く、また共感でき、来てよかった！！と満足しました。もっと聞き

たいくらいです。 

・被虐待児の方から貴重なお話を聞くことができ、虐待サバイバーの方の気持など、具体的に知ること

ができ、とても有意義でした。 

・とても分かりやすく、面白く、ためになったから。 

・とても興味深い内容でした。ありがとうございました。 

・「僕はブタじゃない」と声にだせたこと、言うきっかけをくれたばあちゃんがいたこと、共感的他者

が１人でもいることの大切さを思いました。 

・実体験を踏まえて筋道立てての話に説得力がありました。感激しました。 

・ユーモアを交え具体的に、しかも自己開示で自分の心をグイグイと問い直された。 

・体験に基づいて説得力があったから。 

・笑えるところや自身の体験を話してもらえたこと。 

・映画のシーンと重ねながら、スーッと話が入ってきました。笑顔あり、涙するところあり、考えるこ

とが多くあり、ライフが２ポイントはもらえた気がします。 

・歌川さんの体験を通したお話は、説得力があり引き込まれた。 

・歌川さんの講演は３回目です。涙が出ますが、知ることも大切だと思いました。 

・保育士として子どもと関わるときにどうしてもまわりと一緒にできない子ども、ステップファミリ

ーの子どもへの対応に悩んでいたのですが、その子自身をみとめ、保護者の悩みにも目を向けなけれ

ばならないなぁと再認識しました。私自身が多様性をもって対応できるようにならなければと思い

ました。 

 

２）内容は   ・よく理解できた：88人 ・理解できた：20人 ・理解できなかった：0 ・全く理解できなかった：0 

    ＜理由＞ 

・ご自分の体験、情報をお話に入れて話されたことは、大変理解しやすかった。 

・笑いあり涙あり、良いお話を聞けました。虐待を受けた子ども達は大人に対して当たりが強いです。

職員のライフもガリガリけずってきます。今日のお話で私のライフは回復しました。 

・お話が図を使って丁寧だった。ご自身の経験をベースにされていて。 

・本で読んだだけではわからなかったことがすごく伝わってきたので、話を聞けてよかった。歌川さん

のファンなので、近くで見れて声までかけてもらって感動しました！！ありがとうございまし

た！！ 

・虐待を受けた方が自らお話されたということで、当事者の心のうちが少しわかりました。知ることが

できたのがとてもよかったです。 

・これから市役所に就職し、健康福祉を希望しています。もし、配慮していただいた時に、今日の講演

会で学んだことをいかしていきたいなと思ったから。 

・この短い時間ではもったいないなと思えました。 

・濃い内容でまだまだ深く聞きたいと思いました。 

・ご本人の体験＋日本の現状そして対策まで、深く広くお話いただき、今日來ることができて本当に良

かったです。面白くためになり、深い講演でした。 



・歌川さんはとても美しいです。 

・歌川さんの知識の多さに驚きました。 

・自分を大切にする人は他人からも大切にされるという割れ窓理論は、話を聞きながら本当にそうだ

と共感できました。 

・これからまた大人になっていく自分にもとても為になる内容だった。 

・自分の心を磨くことができた。心を動かされた。 

・虐待はわたしたち一人一人が、社会が防ぎ、子どもを守っていくのだと理解できた。 

・虐待サバイバーの心理的変化や孤立化など。 

・日本人と日本社会は実は冷たいという事をはっきりと言われた。社会とその構成が虐待の温床とな

っているということで、その変革が必要だと理解しました。 

・今、虐待・ＤＶ・セクハラ etc 本当に女性子どもの差別的事件が多く、女性の権利がないがしろにさ

れる社会に不安ばかりである。さらに改憲で９条、２４条他が変えられるとますます「家」制が色濃

くなり、更に「女性子どもが男の、家のために」状況にならないよう皆が声を大にしていくことが必

要だと思う。 

・被害体験だけでなく、おとな（親）の側、立場について、助けることも伝えてくれた。 

・虐待されている子どもに気がつけるよう、知識を増やしていきたいと思いました。 

・心理的虐待の心のケアが大事であるということ、日本はイギリスに比べるとかなり児童福祉士が少

ない。 

・ご自分の体験、情報をお話に入れて話されたことは、大変理解しやすかった。 

・歌川さんのように強くなれるか分かりませんが、少しでも今日きいたことを周りに伝えていこうと

思いました。 

・歌川さんの一生懸命なお姿にすっかり引き込まれました。Ａ４の用紙がメモでいっぱいです。キーワ

ードがたくさんありました。私もやっぱり、親を救わないと！国がしっかりお金を出さないと！と思

います。つらい人が多すぎます。 

・いろいろな事柄を引き合いに、例にされるので、わかりやすかったです。 

・１つ１つのセクションが短い言葉にまとめられていた。歌川さんのイラストがたくさん見れて、それ

も場面に合わせてわかりやすかった。 

・今自分の仕事で勉強している内容と同じだった。 

・子どもを救うには、親という立場も、この日本の考え方を見直すべきなのだと。少しずつ学んでいき

たいと思いました。有難うございました。 

・「非行」と向き合う親たちの会をやってます。親は皆、バッシングを受けた経験があります。改めて

親たちの会を続ける意味、力を得ました。 

・サメとアメンボとか、ネアンデルタール人とサピエンスとか、例を用いて共感する力が大切なのが良

くわかりました。 

・家庭の中、学校や職場、地域様々な中で起きている虐待・いじめの認知、認定～とらえ方のヒントが

ありました。 

・もう少し体験と理論を整理して訴える方法もあると思った。 

・歌川さんの話術がすごい。 

・自身の体験を交えて、今困っている人へのメッセージや周りの接し方が理解できた。 

・テーマが一貫していたのでわかりやすかった。自分を大切に、仲間をつくる、一つ一つの体験を大切

にする。多様性を大事にする。 

・自分を大切にすることが大切だと改めて思いました。 

・歌川さんの孤立や虐待に対する熱量は強く感じることができました。色々な話を沢山伝えてくださ

ったのですが、話の振り幅が大きく確信部分への理解に辿り着くまでにいたることができませんで

した。 

・ご自身の経験と数学的な情報等を交え、わかりやすく、勉強になりました。 



・孤立させないために、子どもと関わる仕事をしている者としてはアンテナを高くしておきたいと改

めて思いました。 

・周りがどう動けばいいのか、何から始めればよいのか分かったのが収穫でした。 

・虐待をしてしまう人への支援をしないと問題は解決できない…という視点についてとても共感しま

した。 

・日本人の冷たさ、恥の文化、凝集性の高さを考えるとき、震災大国であること（脈々と震災ストレス

にさらされてきた）と関係があるのかと考えが広まった。 

・豊かでした。大満足です。 

・パワーポイントの内容に関心を強く引きつけられた。 

・話し方が良かったと思う。 

・自分の人生、自分で悩んで選択していこうとあらためて思いました。 

・時には笑い等を取り入れてくださり、実際のデータを持ったお話は理解しやすかった。 

・笑いを交えて話してくださるので。 

 

 

５．特に関心をお持ちになった事柄がありましたら、ご記入ください。 

・多様性の説明 

・国と市と児相の話はとても共感できました。力不足、人手不足な現場なので、数の力で変えていって

欲しいです。 

・虐待の根源にあるのは、女性蔑視の社会ということ。人と人の間に成功の鍵があるということ。 

・孤独にしないということ。今後自分がどのように関わっていくことが出来るか、深く考えさせられ

た。 

・イギリスの取り組み…自分でも調べてみたいと思いました。虐待（身体的な）を受けやすい場所や虐

待を受けた子どもの反応について。 

・虐待を受けた子ども、心に傷を負った子どもたちを孤立させない。 

・虐待サバイバーのこと。虐待の連鎖を止めること。 

・洗脳された時のこと。洗脳から開放された時のこと。 

・映画を見たいと思います。 

・児童虐待について。 

・自分を大切にする。 

・心折れている人に、自分を大切にすることの大切さを伝えること、自分も自分を大切に生きること、

そして大切な人と出会うことが大切だなと思いました。 

・イギリスなど先進国の事例。自分の身近でも少しずつやっていけないかと思います。 

・自分を愛する力 

・虐待からのサバイバルに関心を持ちました。「アプリ」になるほど～と感じました。 

・虐待された子どもに「何をされたのか？」とは聞かずに「どんな風に傷ついたの？」と聞くというと

ころ。 

・現実と向き合うが、目をそらしても大丈夫というところ。 

・変化していく大切さ。 

・変われることが逆境力であること。 

・いじめや虐待を受けている子にとって、何をされたかよりも、どんな風にどれだけ傷ついたのかが大

事だということが心に残りました。周りに孤立している人がいないか気づく力を育てていきたいで

す。 

・洗脳される（脳内アプリに左右されている）。孤立しないように友人を作ったり、お互いに声を掛け

あってつながることが大事。 

・日本社会についての認識を持って、イギリス・リーズ市の児童保護のための早期支援（ネグレクトを



重視している）を参考にしたいと思いました。何をされたかではなく、どんなふうに傷ついたのかが

重要。 

・１８９、出来ることをやりたい。 

・児童福祉司が少ないこと、これから増やそうとしていること、日本はプロがいないこと。増えるとい

いせあう。増やして欲しいです。 

・逆境をどう乗り越えていくか。 

・自分を知っている人からの「ことばの力」が人生を変える。 

・心の持ち方、人とのつきあい方。 

・虐待は親を救うことが必要。虐待の原因は女性蔑視。 

・違った視点を持つことに気付けました。 

・虐待サバイバーへの支援。（同回答３人） 

・ばあちゃんとキミツくんタイショ―との友だち作りができるようになったことです。 

・虐待防止するにはどうするのか、活動する方法について。 

・逆境力についてもう少し考えたいと思いました。 

・親子関係の切れてる人達にとても希望がもてました。たくさん学ぶことがあり、ありがとうございま

した。 

・シングルマザー、ステップファミリー、親の貧困、継父の虐待、薬物依存、虐待の背景にあるのだと

知りました。 

・攻撃者を排除しカウンセリングすることが、先進国と日本が違うことに驚きました。さらに専門機関

や人材不足についてもがっかりしてます。日本の政治体制を変える！方向性も。緊急だと思います

が、いかがでしょうか？ 

・すべて良かったと思います。関心もありましたが…。一番最後（まとめ）の逆境を乗り越えやすい人

の特徴…これに近づこうと思いました。 

・政治がもっと関心をもつように一人一人が働きかけなければ…と思う。 

・自身の経験から“虐待サバイバー”へのメッセージ。 

・ＳＳＷです。虐待サバイバーの生徒を支援しています。歌川先生の声を伝えていきたいと思います。

ありがとうございました。 

・逆境を乗り越えやすい人について、もっと宣伝してほしい。日本における公権力がいかに「人」に向

いていないか、地方自治体は現場仕事を非正規職員に委ねている。予算面や行政のあり方が変わって

いくことを願う。選挙行動を発権するべき。 

・先生の考えられない体験による講演とてもよかったです。 

・逆境を乗り越えるために自分で仲間を増やす努力が必要だと理解したのですが、人間は孤独が好き

ではないので仲間を欲すると思うのですが、多様性に対応できず、どの様にコミュニケーションを取

っていけばよいのかは不明なままです。 

・虐待を受けている子どもの心。 

・ばあちゃんが歌川さんを理解しており、最期の言葉で自分が変わっていった。自己肯定感。セルフエ

スティーム。 

・（先生の言葉の中で特に心に残った事）ひとりひとりが心を変えていく。日常のさもないことを大切

にする。逃げ場所は大人が作ってあげないと子どもには作れない。人とつながり、人に親切にする。 

・「逆境を乗り越えられやすい人の特徴」がすごく為になり、メモを取らせて頂きました。 

・今すごくＬＧＢＴのことに興味があるので、もしまた次の機会があれば、歌川さんにＬＧＢＴのお話

をきいてみたいです。 

・親への援助の必要性。電話相談ボランティアをはじめて第２の人生が変わりました。 

・逆境力が高い人の特徴。やはり変われることはすごいことだと改めて思いました。 

・弱肉強食の話がわかりやすかった。 

・「日常のさもないことを大事にする」を痛感しています。ところが私自身が何ができているのか反省。



日々のふりかえりを忘れないでいたい。 

・立ち直らせるための取り組みが体験に基づいていた。 

・虐待をストップするために親を救うことの必要性の部分が特に確認できた。 

・虐待を実際にうけた方の言葉をダイレクトに聞けてとてもショックを受けました。でも、このように

聞くことによって自分達が何をしなければならないのか、人ごとではいけなくて何かアクションを

取っていかなければと思います。そして自分を大切に、そして自分の子ども達を大切にしていこうと

心の底から思いました。 

・比較されたイギリスのことをもう少し学んでみようと思いました。 

・虐待、逆境力、いじめ 

・虐待＝ひんこん 

・自分の親の事で悩んでいる友達に、逆境力についての講演を聞いてもらいたいと思いました。 

 

 

６．今後の活動への期待、その他、ご意見･ご感想等がございましたらご記入ください。 

・すばらしい講演会を開催していただきありがとうございました。ほんとうにすばらしかったです！ 

・本日は貴重な講演会に参加できる機会をいただきありがとうございました。 

・これからの社会に、子ども達のためにとても必要な事をされていると思います。福岡にいるためなか

なか活動に参加できませんが、熊本の未来ある子ども達のために、これからも末永い活動を応援して

おります。 

・発足当初からのメンバーのお顔を見てとても嬉しかったです。今後も一緒にがんばります。 

・３０周年おめでとうございます。今日の企画もとてもよかったです。今後のご活躍を期待していま

す。 

・今日のようなためになるお話がまた聞きたいです。また歌川さんの話を聞きたいです。 

・すばらしい講演会でした。いつもありがとうございます。また声をかけていただけたら幸いです。 

・毎年このような買いがあると勉強になります。 

・貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。 

・このような講演会を開いていただいたことに感謝します。 

・講演会とても良かったです。ありがとうございました。 

・歌川さんをよんでいただき、ありがとうございました。 

・今日の講演会は本当に来て良かったです。ありがとうございました。 

・これからもがんばってください！ 

・良き学びの機会ありがとうございました。ますますのご活躍を祈念申し上げます。 

・今日はこのような講演の場をご提供くださりありがとうございます。会で行われている学習プログ

ラムがより多くの場で生かされていくことをお祈りします。 

・身近な支援の域の長い活動をされていること、また啓発（講演会やワークショップ）をされているこ

とに敬服しています。 

・３０周年おめでとうございます。すばらしい講演会をありがとうございました。これからも自分の出

来ることで、いじめ、虐待を減らすことに力をそそぎたい。 

・聴きにきてよかったです。 

・今からも社会の中にある情報を提供してほそいです。 

・このような会を開催していただきありがとうございました。 

・もっと男性の参加者が増えればよいと思った。（本日の講演）人権テーブル３０周年おめでとうござ

います。 

・とても貴重な講演会でした。ありがとうございました。また参加したいです。 

・とても大切なご活動だと思います。今日は学びの場をありがとうございました。周りに伝えていきた



いと思います。 

・このような機会を頂きありがとうございました。 

・とても良い講演会でした。勉強になりました。 

・今回の講演会はすごく良かったです。また期待しています。 

・子どもの権利条約カードブックの使い方「アラカルト」みたいなのを知りたいです。 

・大変心に響きました。考えさせられることがたくさんありました。参加できて良かったです！！ 

・今日はありがとうございました。これからのご活躍を期待しております。 

・今後も啓もう活動継続してください。 

・とてもいい講演会をありがとうございました。知人から情報をいただいての参加でしたが、知人に感

謝です。 

・大変な活動をされていると思います。いろんな人を巻き込みながら運動を広げていってほしいです。 

・未来の社会は今の子ども達が作り上げていくことを考えると、子ども達が親や大人からどのように

接さられるかがキーだと思います。児童虐待のニュースを多く耳にする昨今、貴法人のような組織が

子ども達の権利を守る大切さ重要さを訴えていることを知ってうれしく思いました。 

・すごく宣伝がたりないと思う。広報などもっとやってほしい。 

・すばらしい講演会を企画して頂きありがとうございました。今後も子どもの人権についての企画を

お願いいたします。 

・企画ありがとうございました。あとで歌川さんと話をすることが楽しみです。 

・また、どこかで先生の講演をお聞きしたいと思います。 

・昔々、当事者の子供だったので、現代のこういった活動のことを知ることができて良かったです。自

分自身も周囲の子供たちへ目を向けようと思います。 

・リーフレットを拝見してとても素敵な法人と感じました。この活動を様々な人に知ってもらいたい

と思いました。 

・続けるということが未来につながることだと思います。活動素晴らしいです。 

・今後とも益々活動を拡げていって下さい。素晴らしい講演会でした。 

・３０周年おめでとうございます。素晴らしい講演会を企画していただき、ありがとうございました。 

・採択と共に３０周年をむかえた人権テーブルの活動をこれからも応援しています。 

・本日は貴重な講演会を企画していただきありがとうございました。 

・講演会の企画・準備等ご苦労さまでした。参加してよかったです。 

・ステキな企画でした。ありがとうございました。 

・頑張ってください。 

・今日は貴重な講演をありがとうございました。初めて熊本まで運転しました。 

 

 


