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報道関係者各位

2019 年 10 月吉日

特定非営利活動法人 Dialogue

for People

PRESS RELEASE
ジャーナリスト、フォトグラファー、映像作家、ミュージシャン、
法学者、専門家等が集結してつくる、新しい形のメディア NPO

NPO 法人 Dialogue for People の設立と
記念シンポジウム開催について
特定非営利活動法人 Dialogue for People（東京都中野区、代表理事 佐藤慧、略称「D4P」）は、写真や文章、様々
な表現を用いて社会課題の発信を行うとともに、その解決に向けて人々が行動を起こす機会をつくりだすこと
を目的に、2019 年 10 月、新たにスタートいたしました。

情報発信から行動を促す
メディア NPO
世界各地での豊富な取材と多様な媒体・方法
での発信によって、伝えるだけでなく、情報

の受け取り手が社会課題の解決に向けた行動

を起こす「きっかけ」をつくる役割として、
ユニークな活動を展開します。

幅広いネットワークと

柔軟かつ継続した取材

多様な発信方法

母体が NPO になることで、ニュース性にと
らわれすぎず、いま取り組むべき問題やその
上で必要な情報は何か？を考え、取材〜発信
を行うことが可能です。継続した取材活動
の実施によって、問題の本質にさらに迫る
ことができます。

「誰にも必ず持ち寄り合える役割がある」
戦 争や差 別 、貧 困などの社 会 課 題について、現 地に足を運び 、
当 事 者 の 声 に 耳 を 傾 けながら、様 々な形 で「 伝える 」こと。
また、その解決に向けて行動を起こす「きっかけをつくる」こと。
Dialogue for People はこの 2 つに特化したメディア NPOです。
ジャーナリスト、フォトグラファー、映像作家、法学者、ミュージ
シャン、法律家、NPO 専門家。それぞれの強みを活かしながら、
未来を武力や 闘 争ではなく、
「 対 話 」で切り拓いて行くために
立ち上がりました。
境界線を越えた、平和な世界を目指して。

メディア、学術界、文化芸術、NPO 等の各種
業界で活躍する方々を理事に迎え、領域を超え
た連携・協力のもとに活動を実施します。
また、独自のネットワークを活かし、写真や
文章、映像、音楽など様々な表現手段で社会
課題の状況を発信します。

団体概要
特定非営利活動法人 Dialogue for People（ダイアローグフォーピープル）
2019 年 3 月 23 日 設立（ 2019 年 5 月 17 日 法人格取得）
代 表 理 事 | 佐藤慧
副代表理事 | 安田菜津紀、中山大輔
理
事 | 石川梵（写真家・映画監督）、在間文康（弁護士）
SUGIZO（ミュージシャン）、谷口真由美（法学者）、
堀潤（ジャーナリスト）
監
事 | 石井宏明（団体職員）、潤間拓郎（行政書士）

事業内容
所属ジャーナリスト

現地取材

執筆・メディア発信

講演会・自主企画

教育プログラム
次世代育成など

取材先
アジア：韓国、台湾、カンボジア、フィリピン、インド、タイ等／中東：イラク、シリア、

佐藤慧

Kei Sato

安田菜津紀

ヨルダン、パレスチナ等／アフリカ：ウガンダ、ガーナ、ザンビア等／中南米：グア
Natsuki Yasuda

[ 本プレスリリースに関するお問い合わせ ]
〒165-0026 東京都中野区新井 2-10-3 KS ビル 202

テマラ等／日本国内：岩手、宮城、福島、熊本、沖縄等
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特定非営利活動法人 Dialogue

11 月 10 日（日）開催 設立記念シンポジウム
「 世界を『伝える』、未来を『考える』」
当会の発足を記念し、11 月 10 日（日）にシンポジウムを開催します。設立の背景や、現在の社会
における「伝える」ことの可能性、そして「対話」を通して実現する未来について、様々なゲストと
ともにパネルディスカッションを行います。当 会の活動について広くお知らせする機会とさせて
いただきたく、ご多用とは存じますが、ぜひご取材いただけますと幸いです。
開催概要
日時｜2019 年 11 月 10 日（日）14:00 〜 17:00 （13:30 開場）
会場｜ブリット記念ホール（ 聖心女子大学 4 号館／聖心グローバルプラザ
〒150-8938 東京都渋谷区広尾 4-2-24

3階 ）
最寄り駅は東京メトロ日比谷線「広尾」駅

定員｜400 名
主催｜特定非営利活動法人 Dialogue for People
共催｜聖心女子大学 グローバル共生研究所
※入場無料・要申し込み（ウェブサイトからフォームにて申し込み）
内容
・Dialogue for People 設立の背景と活動のご説明
佐藤慧（Dialogue for People 代表理事／フォトジャーナリスト、ライター）
・パネルディスカッション「世界を『伝える』、未来を『考える』」
登壇者：石川梵（写真家、映画監督） 谷口真由美（法学者、大阪大学 非常勤講師、日本ラグビーフットボール協会理事）
堀潤（NPO 法人「8bitNews」代表、株式会社 GARDEN CEO）
モデレーター：安田菜津紀（Dialogue for People 副代表理事／フォトジャーナリスト）

Photo by Natsuki Yasuda

Dialogue for People 代表理事
フォトジャーナリスト／ライター

佐藤 慧

Dialogue for People 副代表理事
フォトジャーナリスト

安田 菜津紀

写真家、映画監督

石川 梵

法学者、大阪大学 非常勤講師、
日本ラグビーフットボール協会理事

谷口 真由美

NPO 法人「8bitNews」代表、
株式会社 GARDEN CEO

堀 潤

プレスの皆様へ
11/10 設立記念シンポジウムをご取材いただける場合、

①御社名・ご氏名 ②人数 ③映像撮影の有無
を添えて、

pr@d4p.world
まで、ご連絡いただけますと幸いです。
（当日も受け付けておりますが、資 料 準 備の都 合 上、出来るだけ予めお知らせいただ
けますと幸いです。弊会に関する取材についても、同上のアドレスにご連絡願います。）
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