資料１（しりょういち）

２2

2021.10.31 大フォーラム プログラム
（じゅってん さん いち だいふぉーらむ ぷろぐらむ）
１２：３０ Zoom 参加者入室開始（ずーむさんかしゃ にゅうしつ かいし）
１２：４５ オープニング・アクト （ビデオ映像）（おーぷにんぐ あくと、びでおえいぞう）
―― NPO 法人ワンステップかたつむり国立（えぬぴーおーほうじんわんすてっぷ かたつむり くにたち）
１３：００ 開会（かいかい）のことば ――― 司会（しかい）
プログラム 1 番（ぷろぐらむ いちばん）
開会（かいかい）あいさつ ―
大フォーラム事務局長（だいふぉーらむ じむきょくちょう） 川合 千那未（かわい ちなみ）さん
プログラム 2 番（ぷろごらむ にばん）
☆連帯アピール（れんたいあぴーる）
１．長谷川 利夫（はせがわ としお）さん ―――
病棟転換型居住系施設を考える会 代表（びょうとうてんかんがた きょじゅうけいしせ
つを かんがえるかい だいひょう） ・杏林大学 教授（きょうりんだいがく きょうじゅ）
２．藤岡 毅（ふじおか つよし）さん ―――
「安永健太さん事件に学び 共生社会を実現する会」世話人（やすながけんたさんじけ
ん に まなび きょうせいしゃかいを じつげんするかい、せわにん）で弁護士（べんごし）
３．宇都宮 健児（うつのみや けんじ）さん ―――
一般社団法人 反貧困ネットワーク理事長（いっぱんしゃだんほうじん はんひんこんね
っとわーく りじちょう）で弁護士（べんごし）
４．北 三郎（きた さぶろう）さん ―――
旧優生保護法 被害者（きゅうゆうせいほごほう ひがいしゃ）・東京訴訟原告（と
うきょうそしょう げんこく）
５．天海 正克（あまがい まさかつ）さん ―――
６５ 歳問題訴訟（ろくじゅうごさいもんだいそしょう）・原告（げんこく）
６．太田 修平（おおた しゅうへい）さん ―――
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会（しょうがいしゃじりつしえ
んほうの きほんごういの かんぜんじつげんを めざすかい） 事務局長（じむきょくちょう）
７．増田一世（ますだ かずよ）さん ―――
日本障害者協議会（にほんしょうがいしゃきょうぎかい） 常務理事（じょうむりじ）
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プログラム 3 番（ぷろぐらむ さんばん）
メッセージ（めっせーじ）をよせてくださったかたがたのご紹介（しょうかい）
（１）国会議員（こっかいぎいん）のみなさま
（２）キム・ミヨン（きむ みよん）さん ―
国連の障害者の権利に関する委員会（こくれんの しょうがいしゃの けんりにかん
する いいんかい）・副委員長（ふくいいんちょう）
１４：００ プログラム４番（ぷろぐらむ よんばん）
☆リレートーク(各地からの発言) （りれーとーく、かくちからの はつげん）
１．神経筋疾患ネットワーク（しんけいきんしっかんねっとわーく）
２．新垣 正樹（あらかき まさき）さん ―
沖縄県名護市（おきなわけん なごし）、北部自立生活センター（ほくぶじりつせいか
つせんたー）希輝々（きらら）
３．兼浜 克弥（かねはま かつや）さん ――
沖縄県宜野湾市（おきなわけん ぎのわんし）地域活動支援センター（ちいきかつど
うしえんせんたー） はぴわん所長（しょちょう）
４．矢賀 道子（やが みちこ）さん ――
全国青い芝の会（ぜんこくあおいしばのかい） 会長（かいちょう）
５．岸田 茂樹（きしだ しげき）さん ――
ピープルファーストジャパン会長（ぴーぷるふぁーすとじゃぱん かいちょう）
６．吉田 明彦（よしだ あきひこ）さん ――
兵庫県精神医療人権センター（ひょうごけん せいしんいりょう じんけんせんたー）
７．市原 貴史（いちはら たかし）さん ――
弾劾裁判原告（だんがいさいばん げんこく）
８．駒沢 典子（こまざわ のりこ）さん ――
難病＝ナルコレプシー当事者（なんびょう、なるこれぷしー とうじしゃ）
９．小畑 健治（おばた けんじ）さん ――
障害福祉を考える杉並フォーラム（しょうがいふくしをかんがえる すぎなみふぉーらむ）
代表（だいひょう）
１０．野島 久美子（のじま くみこ）さん ――
埼玉障害者市民ネットワーク （さいたましょうがいしゃしみんねっとわーく）代表（だい
ひょう）
１１．里内 龍史 （さとうち たかし）さん ――
日本脳性まひ者協会（にほんのうせいまひしゃきょうかい）茨城青い芝の会（いばらき
あおいしばのかい） 会長（かいちょう）
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１２．萬谷 高文（まんたに たかふみ）さん ――
社会福祉法人 日輪（しゃかいふくしほうじん にちりん） 前橋市地域活動センター
ピアーズ（まえばししちいきかつどうせんたー ぴあーず）施設長・相談支援専門員
（しせつちょうで そうだんしえんせんもんいん）
１３．阿久澤 洋子（あくざわ ようこ）さん ――
ＮＰＯ法人（えぬぴーおーほうじん） 障害者自立生活支援センター（しょうがいし
ゃじりつせいかつしえんせんたー）ほっとたいむ 理事長（りじちょう）
１４．外山 裕一（とやま ゆういち）さん ――
福島県（ふくしまけん）、特定非営利活動法人（とくていひえいりかつどうほうじん）
あいえるの会（かい）理事（りじ）
１５．堀 楓香（ほり ふうか）さん ――
インクルネット（いんくるねっと）ほっかいどう
１６．イ・ヘングェン（い へんぐぇん）さん ――
年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会（ねんきんせいどの こくせきじょ
うこうを かんぜんてっぱいさせる ぜんこくれんらくかい） 代表（だいひょう）
ばん

１５：３５ プログラム５番（ぷろごらむ ごばん）
☆シュプレヒコール・リレー （しゅぷれひこーる りれー）
１５：５５ 閉会（へいかい）のことば ――― 司会（しかい）
１６：００ 集会終了（ごごよじ しゅうかいしゅうりょう）予定（よてい）

★みなさまへの おねがい★
とうきょうの かいじょうは、 たべたりのんだり できません。
かならず ますくを してください。

じ む き ょ く

れい

し

☆事務局より みなさまへ、お礼とお知らせ
さんどう

ことしも、たくさんのご賛同をいただき、ほんとうにありがとうございます！
さんどう

な ま え

ご じ つ さくせい

しゅうかい き ろ く し ゅ う

けいさ い

ご賛同をおよせくださいましたみなさまのお名前は、後日作成しておおくりする集会記録集に掲載します。
きろくしゅう

ないよう

けいさ い

り ょ うかい

記録集の内容は、ホームページ（ほーむぺーじ）にも掲載します。ご了解くださいませ。
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