フォーラム
「子どもを虐待・ネグレクト・いじめから守るには
～日本とノルウェーの経験と実践」 開催のご案内
関係者各位
ノルウェーは、子どもの権利を擁護し、その声を代弁する「子どもオンブッド」制度を世界に先駆けて１９８
1 年に発足した国です。子どもオンブッドの来日を記念し、５月１６日（金）午後２時３０分よりノルウェー王
国大使館内アークティック・ホールにて、日本子ども虐待防止学会後援のもと、フォーラム「子どもを虐
待・ネグレクト・いじめから守るには～日本とノルウェーの経験と実践」を下記の通り開催します。

子どもの虐待、ネグレクト、いじめは日本とノルウェーの両国で深刻な問題となっています。ノルウェーの
子どもオンブッドであるアンネ・リンブー氏は、このフォーラムにおいてオンブッド発足の背景、ノルウェー
での対策と実践、他の専門機関との連携などにつきお話します。国連の子どもの権利条約にも謳われ
ている通り、いかに子どもの意見を尊重し、社会参加を促すかについても取り組みをご紹介します。その
後、弁護士の坪井節子氏に日本の事情を解説いただき、意見交換いたします。モデレーターは、原宿カ
ウンセリングセンターの信田さよ子氏にお引き受けいただいています。
この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。

記
■開催日時：２０１４年５月１６日（金）１４：３０開始 （１４：００開場）
■会場: ノルウェー王国大使館アークティック・ホール （駐車場はありません）
東京都港区南麻布５－１２－２ 最寄り駅：東京メトロ日比谷線広尾駅
http://www.norway.or.jp/Embassy/contact/
■言語：日本語・英語 同時通訳付き
■参加費：無料

■当日のプログラム（予定）
14:30
14:35
14:40
15:00
15:15
16:20

オープニング挨拶
信田さよ子氏によるイントロダクション
アンネ・リンブー ノルウェー子どもオンブッドによる講演
坪井節子氏によるお話
ディスカッションと質疑応答
クロージング挨拶

■登壇者プロフィール
アンネ・リンブー Anne Lindboe
小児科医。虐待と暴力に関する警察コンサルタント、国立公衆衛生研究所などを経て２０１２年から
子どもオンブッドを務める（任期６年）。
坪井節子
弁護士。社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長として東京初のシェルターを設立、運営してい
る。
信田（のぶた）さよ子
原宿カウンセリングセンター所長として、DV、児童虐待、ひきこもりなどに悩む人々のカウンセリン
グに取り組んでいる。
■主催：ノルウェー王国大使館 後援：日本子ども虐待防止学会
■参加申し込み（定員１００名）
セキュリティおよび会場座席数の関係上、事前申し込み制とさせていただきます。
お手数ですが、５月１３日（火）必着で、emb.tokyo.info@mfa.no 宛てにメールでお申し込みください。
※メールの件名欄に、「５月１６日フォーラム参加申し込み」とご記入の上、ご氏名・ご所属（および
部署/タイトル）・連絡先 e-mail アドレス をお知らせください (英日両方の表記でお願いします) 。
追って結果をお知らせいたします。

皆様のご参加をこころよりお待ちしております。
ノルウェー王国大使館
担当： 広報部 伊達（だて） akd@mfa.no

Dear Sir/Madam,
The Royal Norwegian Embassy with the support from the Japanese Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect (JaSPCAN) has the pleasure of inviting to the Forum “Measures to counteract
children’s neglect, abuse and bullying. Experience sharing from Norway and Japan” Friday 16 May at
14:30 at the Royal Norwegian Embassy.
The Form takes place in connection with the first visit to Japan of the Norwegian Ombud for Children, Ms
Anne Lindboe. The purpose of the Forum is to share views and experiences on how to counteract abuse,
neglect, and bullying, and through examples show how these cases can best be followed up. Moreover,
how the different institutions providing services for children and youth best can collaborate and
coordinate measures, and how we best can ensure children’s participation and influence in the society, as
stated in the UN Convention on Children’s Rights.
The Forum will be opened with a Lecture by the Norwegian Ombud for Children, Ms Anne Lindboe, and
followed with remarks by Ms. Setsuko Tsuboi, and flowed by a panel discussion. The Forum will be
moderated by Ms. Sayoko Nobuta.

Program: (Doors open at 14:00, Simultaneous interpretation will be provided)
14:30: Welcome
14:35: Introduction by Moderator, Ms Sayoko Nobuta
14:40: Keynote by Norwegian Ombud for Children, Ms Anne Lindbo.
15:00: Reflections and remarks by Ms Setsuko Tsuboi
15:15: Panel discussion and Q&A
16:20: Closing remarks
Panelists:
- The Norwegian Ombud for Children, Ms Anne Lindboe
- Ms Setsuko Tsuboi
Due to capacity and security reasons, a registration is necessary to attend the forum. Please send an email to emb.tokyo.info@mfa.no for registration by indicating your name, affiliation, title, and contact email address. Please write “5/16 forum registration” on the title of your e-mail.
Deadline: Tuesday, 13 May 2014
We keenly look forward to your presence.
Royal Norwegian Embassy, Tokyo

