世界平和大使

2018年秋

文屋座国際セミナー

プレム・ラワットさん
広島講演会
心の平和による世界 平 和 。
広島から世界の未来 へ
シンプルなことばで、
平和へのメッセージを
世 界 中 に 伝 え つ づ け る 平 和 の 大 使・
プ レ ム・ラ ワ ッ ト さ ん に よ る
広島で初めての講演会です。
◉スペシャルゲスト

コーチング界の第一人者
京都造形芸術大学教授・副学長

◉総合司会

10/13㊏
2018（平成30）

13：30〜16：30（受付12：30〜）

参加費

「わもん」創始者

本間 正人さん

薮原 秀樹さん

広島国際会議場

フェニックスホール
(広島平和記念公園内) 電話：082-242-7777

www.pcf.city.hiroshima.jp

一
般 10,000円
学生優待
3,000円（高校生〜大学院生。受付にて学生証をご提示ください）
小中学生 無料 一般の方が保護者として小中学生を同伴されるときは、小中学生をご招待いたします。

その場合、
座席指定になります。
お子さんのお名前と学年を明記してお申し込みください。

※チケット送料1件につき360円。
価格は税込。
同時通訳イヤホン付き
（英→和、和→英）、全席自由席（一部ご招待席・優待席）
です。

お申込み方法は
裏面を
ご覧ください。

NHKEテレの人気番組「猫のしっぽ カエルの手」
でおなじみのハーブ研究家

ベニシアさんの心の師匠

わたしがラワットさんに出会ったのは、20歳のころのこと。それ以来ずっと、彼のシンプルな
真実の言葉は、
わたしの心に響きつづけています。人生には、
ときに難しい時期がありますが、
そんなときも彼の言葉はわたしの心を支えてくれました。
みなさん、広島での講演会にご参
加ください。
わたしも楽しみにしています。
ベニシア・スタンリー・スミスさん（京都 大原在住・ハーブ研究家）

主催＝プレム・ラワット日本事務局・合同会社文屋／共催＝一般財団法人 わもん財団
後援＝広島県・広島県教育委員会・広島市・公益財団法人広島平和文化センター・広島市教育委員会・
中国新聞社・朝日新聞広島総局／協力＝株式会社大和出版

http://www.e-denen.net
文屋 検索

しあわせは、おだやかな心に宿る。
人はみな、生まれながらにして、
心に平和を抱いて生きている。
「世界平和の大使」
で人道支援家のプレム・ラワットさんは、
この心の平
和のメッセージを、世界中から招かれて話しつづけて52年になります。
1970年代前半に初来日されてから今まで、
ラワットさんは、
人類の永久平
和の聖地HIROSHIMAで講演会を開くことを、
強く願ってこられました。
会場は、
平和記念公園にある広島国際会議場です。
原爆ドームを望み、
広島平和記念資料館に隣接する平和都市HIROSHIMAのシンボルです。
スペシャルゲストとしてお迎えする本間正人さんは、
日本のコーチング界
の第一人者です。
2016年秋にはご自身が教授・副学長をおつとめの京都
造形芸術大学にラワットさんを迎えて、
学生を対象にした講演会を実現す
るなど、
ラワットさんとの信頼の絆を養ってこられました。
また、
総合司会を担う薮原秀樹さんは、
「聞く力」
を徹底的に磨くコミュニ
ケーション術である
「わもん
（話＋聞）
」
の創始者です。
薮原さんは2015年
秋の東京講演会と2016年の名古屋と東京での講演会で司会をつとめる
など、
ラワットさんが厚い信頼をおく人物です。
今回も、
ラワットさんの熱望を
受けて、
会の取り仕切りをお引き受けくださいました。

◉おもな内容（変更になることがあります）
1．プレム・ラワット日本事務局
によるご報告

4．対話と質疑応答

「わもん」創始者

コーチング界の第一人者

薮原 秀樹さん

京都造形芸術大学教授・副学長

本間 正人さん

文屋座は、
書き手と読み手と作り手がつくる、
出会いと学びと語り合いの
文化サロンです。
本やネットでは体感できない、
今この時、
この場の、
ライブ
ならではの価値を、
五感を研ぎ澄まして受けとめてください。
ラワットさんと本間さん、
薮原さんの対話と、
参加されるみなさまの熱い
想いが交わり、
どんな
「化学反応」
が起こされるのか？ みなさまのご参加
を、
心より歓迎申し上げます。

課題図書

プレム・ラワットさん
1.『Pot with the Hole 穴のあいた桶』
2.『絵本あなのあいたおけ』
3.
『なりたいなぁ』
（以上、文屋）
4.
『たとえ、
今日が散々な日であった
としても……。
（
』大和出版）

2．本間正人さんの講演
3．プレム・ラワットさんの講演

◉総合司会

◉スペシャルゲスト

1.

2.

3.

4.

本間正人さん
5.『壁？』
（文屋）
薮原秀樹さん
6.『聞けば叶う わもん入門』
（文屋）

5.

6.

◉お申込方法
１. 文屋サイトでのご購入(クレジットカード・銀行振込 )

・決済またはお振込を確認しましたら、チケットを郵送いた
します。http://www.e-denen.net 文屋 検索

２. FAX、郵便でのお申し込み(銀行振込 )

・下欄のお申込み用紙に必要事項をご記入の上、文屋宛にFAX
または郵送でお送りください。
・お振込を確認しましたら、チケットを郵送いたします。

●お振込先

八十二銀行 小布施支店
普通２１７１４９ 合同会社 文屋

※受講料のお振込をもって、
お申込完了となります。
お申込日より5日以内に上記の口座にお振込ください。
お振込手数料は、
お客様のご負担にてお願いいたします。

●郵送先

〒381-0204 長野県上高井郡小布施町飯田45
合同会社 文屋
TEL: 026-242-6512

寄付チケット

３.ライブポケットからのご購入(クレジットカード・コンビニ決済)
QRコードチケット
https://t.livepocket.jp/e/e̲ew4
・ ご利用方法等詳しくはライブポケットのサイトをご覧ください。
チケ
ットのご購入には
「ライブポケット」
への会員登録が必要です。
登録
手続きは簡単で、数分で済みます。会費無料。文屋サイトからもア
クセスできます。
・ チケットの郵送はございません。当日QRコードのご提示にて
ご入場いただけます。※お振込後のキャンセル、ご返金はできません。チケ
ットをお知り合いにお譲りいただくことはできます。

参加費

一般 10,000円／学生優待 3,000円

＋チケット送料1件につき360円

※小中学生無料
（一般の方が保護者として小中学生を同伴されるときは、
小中学生をご招待いたします。
その場合、
座席指定になります。
お子さんのお名前と学年を明記してお申し込みください）
※価格は税込。
同時通訳イヤホン付き
（英→和、和→英）、全席自由席（一部ご招待席・優待席）
です。
※お振込後のキャンセル、参加費の払い戻しはいたしかねます。
チケットをお知り合いにお譲りいただくことはできます。

ラワットさんの平和のメッセージを、
一人でも多くの方々に聴いてほしい！ と願う熱心なファンのご要望におこたえして、
寄付チケットを
ご用意いたしました。
チケットは文屋が選ぶご招待客（主に学校・教育・行政関係）に贈呈いたします。
くわしくは文屋サイトをご覧ください。
http://www.e-denen.net 文屋

検索

お申込用紙

2018年秋 文屋座国際セミナー プレム・ラワットさん
「心の平和による世界平和。
広島から世界の未来へ」
お名前

お電話

参加者全員
のお名前

eメール

代表者

代表者

ご住所
代表者

〒

高校生〜大学院生。
受付にて
学生証をご提示ください

FAX：026-242-6513
（文屋）

