PINK SHIRT DAY

「いじめストップ！」ワールドアクション

2021 in Kanagawa

あなたもワールドアクションに参加してください！
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新型コロナウイルスの猛威の中、長期休校や学校行事の中止などが
続き、ストレスを抱える子どもたちが増えています。2019 年度の神奈

クシャ

川県内の公立小中学校・高校・特別支援学校のいじめ認知件数は 2 万

をつけ

8,245 件（前年度比 3,139 件増）で過去最多を更新しました。 コロナ

て SN

禍での社会不安が偏見や差別、いじめへと向かい、今後更に増えるの
ではと危惧されています。ピンクシャツデー 2021 神奈川推進委員会は、

子どもや若者が生きる喜びと未来への希望を育める地域社会になる
ことを目指しています。皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

ツデー

S へア

神奈川
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」

2 月はピンクシャツデ―月間です。
SNS を ピ ン ク で 染 め て「 い じ め
ストップ！」を表明しましょう

カナダではじまったピンクシャツデー運動（いじめ反対運動）を通じて、
今こそ、「共に在る」
「見守っている」とのエールを子どもたちに送り、

2 月はピンクシャツデー月間です。

ピンク

各 SNS でも情報発信しています。フォローお願いします！

facebook.com/PinkshirtdayInKanagawa/
@DayKanagawa

pinkshirtdayinkanagawa

ピンクシャツデーキャンペーンソング

Link 〜出会えた奇跡にありがとう〜
作詞・作曲／庭瀬幸一郎
頑張っても 頑張っても上手く行かない夜
公園のベンチで ふと 見上げた空は
とても広くて
何もかも投げ出せば 楽になれるのかな？
そんなはずは無いと 分かってる
踏ん張って 食いしばって 強くありたいと
誰もが走ってる
限りある命をもらったから
僕たちは生まれて来たんだから
今がどんなに 険しい山でも
救いはあるはずと信じたい
沢山の人が生きる世界で
僕たちはこうして出会えた
同じ時代に あなたが
生まれた奇跡にありがとう
もう少し あと少し 優しくなれてたら
傷付け合う 世界より 手を取って 寄り添って
笑って過ごしたいと 誰もが願ってる

限りある命をもらったから
僕たちは生まれて来たんだから
冷たい雨も 凍てつく夜も
繋がっていればきっと大丈夫さ
沢山の人が生きる世界で
僕たちはこうして出会えた
同じ気持ちで 手を繋いで
笑える奇跡に ありがとう

2021
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庭瀬幸一郎 (Vo,G) 宇田晋也 (Vo,G)

限りある命をもらったから
僕たちは生まれて来たんだから
今がどんなに 険しい山でも
登りつめた景色を見たいから
沢山の人が生きる世界で
僕たちはこうして出会えた
同じ時代に あなたが
生まれた奇跡にありがとう
奇跡にありがとう

横浜を代表するアコースティックデュオ。就職先で出会った二

lala lalalala lala lalalala
lala lalalala lala lalalala

ル」での単独コンサートを無観客配信公演にて開催し、大好評

in
Kanagawa

人が意気投合し、2000 年 脱サラミュージシャンに転身。シ
ンプルで心地よいメロディーに物語性を重視した短編小説のよ
うな歌詞が乗り、個性的なツインボーカルで幅広い人気を得る。
2010 年からは毎年、無料の音楽フェス『ヨコハマアコフェス』
を主催。
”Song for Smile, Smiles for Children”をスローガ
ンに神奈川県の子ども支援活動へのチャリティーアクションに
も力を入れており、これからも横浜の音楽シーンを牽引する意
欲に溢れている。2021 年 1 月 11 日
「神奈川県民ホール 大ホー

ピ ンクシャツデ ー 2 0 21

を得る。2019 年、ピンクシャツデーの趣旨に賛同し、テーマ

テーマソング「Link 〜出会えた奇跡にありがとう〜」
「手をつなごう」の視聴ができます。

を発表。

㈱ダイイチ、㈱アイネット、鹿島建設㈱横浜支店、
（一社）神奈川経済同友会、神奈川県生活協同組合連合会、神奈川県生産性本部、神奈川県農業協同組合中央会、
（一社）神奈川県トラック協会、（一社）神奈川県バス協会、（一社）神奈川県タクシー協会、神奈川トヨタ自動車㈱、神奈川ロイヤル㈱、神谷コーポレーション㈱、
㈱北川不動産㈱、京濱港運㈱、京浜電設㈱、㈱高尚、㈱コウセイ、全国共済神奈川県生活協同組合、㈱そごう・西武 そごう横浜店、タカナシ乳業㈱、宝製菓㈱、
日産自動車㈱、㈱横浜岡田屋、㈱横浜ポンパドウル、横浜市教職員組合、㈱ルミネニュウマン横浜店、㈱美濃屋あられ製造本舗、
（一社）横浜西口エリアマネジメント、

㈱髙島屋横浜店、ジョイナス、横浜モアーズ、シァル横浜、（一社）横浜みなとみらい 21、㈱ありあけ、明治安田生命保険（相）横浜支社、安室商事㈱、
（一財）
横浜市安全教育振興会、（福）神奈川県共同募金会、（公財）神奈川新聞厚生文化事業団、神奈川県遊技場協同組合・神奈川福祉事業協会、
東日本旅客鉄道㈱横浜支社、横浜高速鉄道㈱、日本赤十字社神奈川県支部、（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、㈱大川印刷、よこはまコスモワールド、
江の島シーキャンドル、（宗）大船観音寺、横浜ワールドポーターズ、（一社）藤沢青年会議所、
（一社）ここから未来、（特非）ジェントルハートプロジェクト、
（特非）
フリースペースたまりば、（特非）CAP かながわ、（特非）ファザーリングジャパン、横浜 YMCA（他匿名・個人多数 /2 月 10 日現在）

主 催 : ピンクシャツデー 2021 神奈川推進委員会
事務局：認定 NPO 法人 神奈川子ども未来ファンド
〒 231- 0001 横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 6F NPO スクエア内
TEL ＆ FAX ： 045-212-5825（火〜金 10：00 〜 18：00）
E-mail：info@kodomofund.com

https://pink-shirt-day-kanagawa.com/
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FSC® 森林認証紙、ノン VOC インキ（石油系溶剤 0％）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されたグリーン
プリンティング認定工場にて、印刷事業において発生する CO₂ 全てをカーボンオフセット（相殺）した「CO2
ゼロ印刷」で印刷しています。

神 奈 川

物語の始まりはカナダ。男子生徒がピンクのシャツをからかわれ、いじめにあいました。その翌朝。二人の
上級生の「ぼくらもピンクのシャツを着ていじめストップを！」との提案に賛同した生徒たちがピンクのシャ
ツや小物を身につけて登校し、校舎はピンク色に。いじめストップにつながったそうです。以降、２月最終
水曜日をピンクシャツデーとし、世界 70 ヶ国以上のワールドアクションとなっています。
物語の続きは神奈川で。ストーリーにあなたのアクションを加えてください。

協賛・協力

ピンクシャツデー 2022 in 神奈川にもぜひご参加ください。あなたのアクション、お待ちしています。

i n

ピンクのシャツや小物を身につけて、あなたも「いじめストップ！」の意思表示を‼

ソング「Link 〜出会えた奇跡にありがとう〜」
「手をつなごう」

パ ネル
展示

2021 年

2 月24 日 水 13 : 00-18 : 00

新 都 市プラザ （ 横 浜 駅 東 口 地 下 2 階 ）

ピンクシャツデー in 神奈川の公式サイトができました！

https://pink-shirt-day-kanagawa.com/

テーマソング「Link 〜出会えた奇跡にありがとう〜」「手をつなごう」の視聴、チャリティグッズの購入もできます。
主

催：ピンクシャツデー 2021 神奈川推進委員会・認定

後

援：神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜市、横浜市教育委員会、川崎市、川崎市教育委員会、藤沢市、藤沢市教育委員会、神奈川県人権擁護委員連合会、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、
神奈川県弁護士会、神奈川県行政書士会、公益社団法人神奈川県医師会、公益社団法人神奈川県歯科医師会、
公益社団法人神奈川県薬剤師会、
公益社団法人神奈川県病院協会、
公益社団法人神奈川県看護協会、日本赤十字社神奈川県支部、一般社団法人神奈川県経営者協会、
一般社団法人神奈川経済同友会、
一般社団法人神奈川県商工会議所連合会、
神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、一般社団法人横浜銀行協会、
神奈川県生産性本部、神奈川県農業協同組合中央会、
公益社団法人神奈川観光協会、
公益社団法人横浜貿易協会、一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会、
公益社団法人神奈川県産業資源循環協会、
一般社団法人横浜青年会議所、神奈川県生活協同組合連合会、
連合神奈川、かながわ教職員組合連合、横浜市教職員組合、神奈川県民生委員児童委員協議会、一般社団法人横浜市安全教育振興会、
神奈川県PTA協議会、横浜市PTA連絡協議会、
神奈川県子ども会連絡協議会、横浜市子ども会連絡協議会、公益財団法人神奈川県スポーツ協会、一般社団法人神奈川県バス協会、一般社団法人神奈川県トラック協会、
一般社団法人 神奈川県タクシー協会、神奈川新聞社、毎日新聞社横浜支局、読売新聞東京本社横浜支局、
日本経済新聞社横浜支局、産経新聞社横浜総局、
東京新聞横浜支局、
ｔｖｋ、
NHK横浜放送局、FMヨコハマ、学校法人神奈川大学
（2021年2月10日現在）

NPO 法人神奈川子ども未来ファンド

※当推進委員会は「かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金対象事業」の協力で運営しています。
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ごあいさつ

手はつな
げなくて
も
心はつな
がれる

ピンクシャツデー 2021 神奈川推進員会代表
神奈川県立保健福祉大学前学長

2018 年、わたしたちが神奈川県でピンクシャツデーの活動を立ち上げたころ、県内では、福島からの避難児童へのいじめや、

「いじめストップ！」を伝えるピンク色のライトアップ
2

津久井山ゆり園、
座間で他者の生命や尊厳を軽んじる事件などが相次いで発生。
「いつまでも見て見ぬふりはしていられない」

横浜三塔

という気持ちから、ピンクシャツデーの参加者を募って走り回りました。ありがたいことに、日を追うごとに、つなぐ手が

2

22 〜

どんどん増えていき、県内の多くの企業や、黒岩祐治神奈川県知事、バンクーバーの姉妹都市でもある横浜市の林文子市長

2

24

28

も参加を表明してくださいました。一人ひとりが我がこととして声をあげて行動することが、子どもを守る大きな力になる
のだと、あらためて感じました。
4 年目となる今年は、コロナ禍によって社会全体が大きく揺さぶられ、コロナウイルスに関連するいじめも起こっていると
聞きます。いまこそ、多様性を認め合う姿勢を積極的に発信し、ピンクシャツデー運動を通して傷ついている子どもたちに、
「ひとりのいじめもあってはならない」というメッセージを伝えていきたいと思います。

神奈川県庁本庁舎（キ

ング）

2 月はピンクシャツデ―月間です。ピンクのものを身に着けて運動に参加して下さることを願っています。

特別顧問の皆様からのメッセージ（敬称略）

ン）
税関（クイー

横浜

2

横浜市長

神奈川県知事
くろいわ

はやし

ゆ う じ

黒岩 祐治

2

片瀬江ノ島周

辺

24

24

2

大船観音

神奈川県議会議長

ふ み こ

（ジャック）

開港記念会館

24

コスモワールド観覧車

しまむら

林 文子

嶋村 ただし

ピンクシャツデーの取組により、子どもた

互いを尊重し合うピンクシャツデーの取

ピンクシャツデーの取組により、社会の

ち一人ひとりのいのちが輝き、笑顔があふ

組により、よりつながりの大切さを実感

中で、信頼の輪が広がり、明るい未来に

れ広がっていくことを願っています。

する社会が広がることを願います。

繋がっていくことを願っています。
横浜市新庁舎

八景島シーパラダイス大水槽

マリンタワー

緊急事態宣言などにより、予定は変更することがあります。今年、八景島シーパラダイス、マリンタワーのライトアップはございません。写真はこれまでの様子です。

横浜市会議長
よこやま

神奈川県教育委員会教育長

ま さ と

きりたに

横山 正人

横浜市教育長

じ ろ う

こいぶち

桐谷 次郎

ピンクシャツデーをきっかけに、
誰もがい ピンクシャツデーの取組により、子ども

子どもも相互信頼を高め、関わり合える

じめを自分の事として考え、
話し合う「い

一人ひとりが温かく見守られ、安心でき

社会となることを願います。

のちの授業」
が、
より一層広まっていくこと

る場が広がることを願います。

小さなからかい。沈黙と傍観と無関心がいじめを加速させ、大切な命を奪う結果となった。
いじめストップへ。ピンクシャツデーアクションを !!
学級経営コンサルタント

を心から願っています。

与

渡邉信二氏（写真左から二番目）

神奈川経済同友会代表幹事
神奈川県経営者協会会長

神奈川県商工会議所
連合会会頭

神奈川経済同友会代表幹事
横浜銀行協会会長

神奈川県生産性本部
会長

神奈川県商工会連合会
会長

神奈川県中小企業団体
中央会会長

石渡 恒夫

上野

大矢 恭好

野村 高男

関戸 昌邦

森

当日�ンフ_2021.indd 3-4

川崎市内の中学生篠原真矢さんがいじめを苦に自死してから 10 年が経つ。当時、
教育委員会指導主
事だった渡邉信二さんは調査にあたり、真矢さんの「生」と向き合う。真矢さんのご両親宏明さん
と真紀さんは克明な調査報告に、真矢さんの日々の思いを共有することができたという。発端は

し ん や

鯉渕 信也

ピンクシャツデーの取組により、大人も

参

「いじめストップ！」へのメッセージ

孝

洋

無料オンライン・子ども未来セミナー 2020
第１回「いじめ・子どもの命を守るということ」より

いじめは、自らの生への欲望を
満たす行為によってその行く末
は、他者からの生の強奪をもた
らします。

一般社団法人ここから未来理事

篠原宏明氏・真紀氏（写真左から三・四番目）
病が⾝体を蝕むようにいじめは⼼を蝕み
ます。そして…病がやがて⽣命を奪って
しまうように、いじめの⾏き着く先も
「死」なのです
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