こども環境学会2019年大会（九州）

『こどもにやさしいまちの居場所』
■期日： 2019年5月17.18.19日（金・土・日）
■会場： 九州工業大学戸畑キャンパス（戸畑区仙水町1-1 ）

（みんなが笑顔になる居場所に溢れた「こどもにやさしいまち」のイメージ：作画：九州工業大学建築デザイン研究室 A.H.）

■主催：公益社団法人 こども環境学会
■共催：北九州市、九州工業大学
■後援：福岡県、北九州市教育委員会他
■大会主旨：

「こどもにやさしいまち（CFC：Child Friendly City）」という言葉を、 行政施策等で
よく見聞きするようになりましたが、一方で、今年、小中高校の「いじめ」件数（約
44000件）が過去最多となったことや、学校が把握する自殺者数が前年度を上回っ
たこと、また、保育園等のこども施設の誘致に反対する多くの世論等、我国のこども
の成育環境はCFCどころか、むしろ、「こどもに冷たく、厳しいまち」になっているよう
にも思えます。
今こそ、CFCが地域の未来につながるという意義を皆が理解し、日本の社会に
あったその進め方やそのための多様な居場所を具現化していくことが、こどもたちの
成育環境の向上だけでなく、SDGsも含めた持続可能な地方都市の創生、日本の未
来における豊かな社会の構築にとても重要なのではないでしょうか？
本大会では、CFCの欧米やアジアの最新事情について、イギリスからHannah
Wrightさん、中国から沈瑶先生をお招きし、『世界の都市づくりにおける、こどもにや
さしいまちの事例』をご紹介いただくと共に、シンポジウム1では、北九州市長や都城
市長、武雄市長にもご登壇いただきながら、皆さんで日本のこらからの、『SDGsも含
めたこれからの持続可能な地方創生のための都市ビジョンとこどもにやさしい成育
環境や居場所のあり方』について議論を深めたいと思います。そして、シンポジウム
2では、『これからこどもにやさしい子育て環境とは？』、分科会では、多様な視点か
らの『こどもにやさしい居場所』について話し合っていきたいと思います。
今年で設立15周年を迎えるこども環境学会は、あそび、教育、保育、医療、福祉、
生活、文化、コミュニティーなど、多様な専門分野の叡智を結集して、こどもたちの成
育環境の向上のために、実践および研究を真摯に取り組んできております。
是非、九州初の本大会で、なるべく多くの方々にもご参加していただき、会員、地
元市民、行政等、皆で「こどもにやさしいまち」、そして、その「居場所」について議論
していきたいと思います。（詳細はＨＰ(http://www.children-env.org/)の【2019年大
会（九州）】をご覧ください）
実行委員長：佐久間治
こども環境学会会長： 五十嵐隆（国立成育医療研究センター理事長）
大会委員長： 仙田満（こども環境学会代表理事/東京工業大学名誉教授）
大会委員 ： 小澤紀美子（東京学芸大学名誉教授）
當本ふさ子（学会事務局）
実行委員長： 佐久間治（こども環境学会理事/九州工業大学大学院教授）
実行副委員長：山下智也（北九州市立大学准教授/箱崎きんしゃいきゃんぱす代表）
実行副委員長：岩丸明江（北九州子育ち・親育ちエンパワメントセンターBee理事）

■開催概要：

【5月17日（金）】：エクスカーション
①関門海峡クルーズ+門司港レトロ ②こどもにやさしい保育環境
【5月18日（土）】
：基調講演（会場：九州工業大学記念講堂：1960年清家清設計）
『世界の都市づくりから学ぶこどもにやさしいまちの居場所』
Hannah Wright（都市計画家、CFC研究家、オランダ在住）
沈瑶（中国湖南大学准教授）
：シンポジウム１
『SDGsも含めたこれからの持続可能な地方創生のための都市ビジョンと
こどもにやさしい成育環境や居場所のあり方』
パネリスト：北橋健治（北九州市長）, 池田宜永（都城市長）
小松政（武雄市長） コメンテーター：三上健（日本ユニセフ協会）
進行：仙田満（こども環境学会代表理事、東京工業大学名誉教授）
：ポスターセッション, 学会賞受賞者講演
：懇親会（会場：鳳龍会館：1961年清家清設計）
【5月19日（日）】
：シンポジウム2『これからのこどもにやさしい子育て環境とは？』
パネリスト：汐見稔幸（保育学会会長）, 大豆生田啓友（保育学会副会長）
コメンテーター：北野久美（北九州市保育士会会長）, 村上順滋（北九州市
私立幼稚園連盟会長） 進行：山田眞理子（子どもと保育研究所ぷろほ 所長）
：分科会『こどもにやさしいまちの居場所』 ①～③
①【まちづくり編】まち・地域づくりと居場所
②【こころとからだ編】こころとからだの居場所
③【あそび環境編】これからのあそび・まなびの居場所
：ワークショップ
①大学のもりの工作研究所 ②積み木と箱であかりのワークショップ
：ポスターセッション他
（本大会は、（公財）北九州観光コンベンション協会からの協賛を得ております）

＊上記概要は、現在検討中のものであり、変更になる可能性もあります。今後、 詳細が決まり次第、 HP等でご案内いたします。

こども環境学会 2019 年大会（九州） 参加申込書
大会へのお申込みは、こども環境学会のホームページからが便利です。
こども環境学会の

こども環境学会 2019 年大会を福岡県北九州市で開催いたします。会員の方も会員外の方も是非ご参加いただきますようよろしくお願い
ＨＰはこちらから
いたします。お申込み方法は次の 3 通りです。
1. こども環境学会のホームページ（http://www.children-env.org/）からのお申し込み
2. 本参加申込書に印をつけ、合計金額をご記入の上、FAX（03-6441-0563）によるお申し込み
3. 本参加申込書に印をつけ、合計金額をご記入の上、郵送（下記お問い合わせ先まで）によるお申込み
参加費を指定の銀行口座へお振込の上、5 月 7 日（火）までにお申込頂くと事前扱いとなります。
尚、会員外の九州地域の県民以外の方と会員外の学生はお申込みのみ事前に行い、お支払は当日受付にて現金でお支払ください。
※エクスカーションへの参加は 5 月 7 日まで、一時保育のご利用を希望される方は 4 月 30 日までにお申込みください。
※エクスカーション及び懇親会は大会参加者が対象です。
※5 月 8 日以降にお申込の方や、5 月 7 日までにお申込みいただいても 5 月 8 日以降のお振込や当日現金でのお支払の方は当日扱いの金額になります。

●５月 17 日(金) エクスカーション参加事前申込

※下記に＜エクスカーション＋大会＋懇親会＞の合計金額記入のこと

参加コースに✓をつけてください

振込額合計

□Ａコース（関門海峡クルーズ＋門司港レトロ）
▼見学先：小倉砂津港(12:30)→巌流島経由、門司港行→
旧門司三井倶楽部（門司港レトロ事業・ショートレクチャー）
→門司港駅→旧大阪商船→海峡プラザ→大連友好記念館
→旧門司税関→門司港レトロハイマート展望台
→自由解散（17:30 予定）
▼集合：12:30 小倉砂津港フェリーターミナル
（北九州市小倉北区浅野 3-10-31）
▼定員：30 名（申込順）▼参加費：5,000 円（フェリー代・保険料含）

□Ｂコース（こどもにやさしい保育環境）※貸切バスで移動
▼見学先：小倉駅→れんげの花保育園→長野緑地 もりのいえ
→徳力団地幼稚園→清和幼稚園→小倉北ふれあい保育所
→小倉駅（17:30 予定）
▼集合：09:45 小倉駅
▼定員：40 名（申込順）
▼参加費：5,000 円（お弁当・お茶・保険料含）
※アレルギー等でお弁当不要な方は右欄に✓を付けてください⇒

円

振込先： みずほ銀行自由が丘支店 普通預金 2560885
公益社団法人 こども環境学会
シャ） コドモカンキョウガッカイ
フリガナ
お

名 前

会 員 種 別

□

住

所

□正会員 □準会員 □団体会員 □賛助会員
□学生会員 □会員外（一般・九州地域の県民の方以外）
□会員外（一般・九州地域の県民の方）□会員外（学生）
〒

※参加証送付先

●５月 18 日(土)・19 日(日)
大会・懇親会・ワークショップ・一時保育申込
TEL:

該当欄に✓をつけてください
連

●大会

□
□
□
□
□

正会員、準会員、団体会員、賛助会員 5,000 円（当日 5,500 円）
学生会員

FAX:
E-mail:

3,000 円（当日 3,500 円）

会員外（一般：九州地域の県民の方以外） 6,000 円（当日 6,500 円）

所

属

会員外（一般：九州地域の県民の方）

資料代として 1,000 円

入 会 希 望

会員外（学生）

資料代として 1,000 円

（会員外で入会

□ こども環境学会に入会を希望する
（入会すると会員料金でお申込みできます）

希望する場合）

※HP から入会できます。また当日受付でもご入会できます。

※障がいのある方、こども（高校生以下）はすべて無料です。
※会場にて対応が必要な場合は事前にお知らせください。
※九州地域の県民の方、一般学生の方も、大会申し込みは必要です。
大会申し込み無しでもご参加いただけますが、
資料がお渡しできない場合がありますので、ご了承ください。

●懇親会（5 月 18 日(土)18:30～

□

絡 先

通

信 欄

於：九州工業大学鳳龍会館）

会員・会員外とも

5,000 円（当日 5,500 円）

●ワークショップ

□「積み木と箱であかりのワークショップ
～北九州の工場夜景観のつくりかた～」
（要事前申込・当日払い）
▼日時：5/19(日) 作品製作 10:00～13:00／作品鑑賞 13:00～15:00
▼定員：約 20 名 ▼対象：小学生 ▼参加費：300 円（LED 照明１個の費用）
＊参加希望人数を右欄に記載してください ⇒（
）名

□

「大学のもりの工作研究所」(下記の時間帯で随時・自由参加)
(参加随時自由ですが、資料等の準備のため、希望者は✓をお入れください)
▼日時：5/18(土)10:30～17:00（材料探しツアー 14:00～15:00）
5/19(日)13:00～17:00（材料探しツアー 14:00～15:00）
▼対象：だれでも ▼参加費：こども無料、大人 300 円（当日払い）

●一時保育（4/30 締切）
▼利用料金：300 円／1 人・１時間（要事前申込・当日払い）
▼対象年齢：6 ヶ月児以上 ▼定員：10 名（申込順）
▼ご利用希望日に✓をつけてください。
利用時間帯、人数、年齢、性別等、事務局よりご連絡いたします。

□
□

5 月 18 日(土) 09:30～18:30
5 月 19 日(日) 09:15～16:15

問合せ先（事務局）
〒106-0044 東京都港区東麻布 3-4-7 麻布第 1 コーポ 601
TEL : 03-6441-0564
FAX : 03-6441-0563
e-mail : info@children-env.org
URL : http://www.children-env.org/

