平成29年度 平和首長会議行動計画に基づく取組実施都市等一覧
（実施予定を含む）
平成30年1月10日現在
１

海外加盟都市等の取組
国

アルゼンチン

オーストリア

実施日

都市・団体
イトゥサイン
ゴ

ウィーン

8月11日

8月6日

内容

～ 8月30日

原爆展（サダコと折鶴ポスター展）を同
市立歴史博物館で開催する。

, 8月9日

広島・長崎の原爆犠牲者を追悼する催し
をウィーン中心部で行う。8月6日の広島
の追悼行事は、午後6時から8時30分まで
灯籠流し等を行う。8月9日の長崎の追悼
行事は平和の塔周辺で午後8時から行
う。

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

サラエボ

6月21日

サラエボ市は戦争犠牲者への追悼行事と
して、広島で被爆した石の贈呈を受け
た。贈呈式は、サラエボ市長、「ひろし
ま・祈りの石の会」代表者出席のもと、
ボスニア・ヘルツェゴビナ国立博物館で
行った。

ブラジル

サントス

4月5日

地元の小学校で、平和と文化を学ぶ授業
の一環として、折鶴を作成した。

ブラジル

サントス

4月12日

復活祭を記念する学校行事の中で、平和
を願い折鶴を作成した。

ブラジル

サントス

8月9日

～ 8月17日

・サントス市が「核兵器廃絶に向けた努
力を記念する日」と定めている8月9日、
ブラジルに移民し・帰化した画家・彫刻
家である大竹富江氏の作品修復記念行事
を行った。
・サントス・サッカークラブのメンバー
とともに折鶴ワークショップを行った。
・「核兵器廃絶と平和の実現を目指す」
をテーマとしたイベントを行った。
・NGOによって、1万6千羽の折鶴が届け
られ、スタジアムに展示された。
・広島・長崎（サントス市の姉妹都市）
の原爆犠牲者を悼み、1分間の黙祷を
行った。
・文化・平和・非暴力をテーマとする
フォーラムの第1回目が開催し、平和文
化構築に関する専門家デイヴィット・ア
ダムス氏による講演が行われた。
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（22ヶ国57都市・団体）
リンク

http://sarajevo.ba/gradsarajevo-na-svecanosti-uzemaljskom-muzeju-preuzeokamen-mira-izhirosime/?lang=en

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/Activities_Sant
os_Aug2017.pdf

国

カナダ

カナダ

オーク・ベイ

オークベイ

カナダ

オタワ

フランス

AFCDRPフラン
ス平和首長会
議

フランス

実施日

都市・団体

アロンヌ

内容

リンク

5月17日

市長によって、2017年8月6日、9日それ
ぞれをヒロシマ・ナガサキ・メモリアル
デーとすることが宣言された。この宣言
は、地元で核兵器廃絶運動を行っている
ジョナサン・ダウン医師の提案。

https://www.oakbay.ca/sites
/default/files/Hiroshima%20
and%20Nagasaki%20Memorial%2
0Day%20August%202017.pdf

8月5日

同市市長による被爆イチョウ二世の苗の
植樹を行った。植樹式には、原爆投下時
捕虜として長崎で被爆し、唯一存命して
いるカナダ人男性、バンクーバー地域で
活動する平和団体の代表等が出席した。

8月9日

オタワ市内の平和活動家で構成する市民
団体が、市内を流れる運河の河岸におい
て広島・長崎の原爆犠牲者を追悼する行
事を実施した。参加者によるスピーチ、
音楽演奏の他、灯籠流しなども行われ
た。グローバルサバイバル医師団、国際
連合協会、マインズアクションカナダ
等、数多くの反核・平和団体から代表者
が集まった。

9月22日

AFCDRPフランス平和首長会議はガブリエ
ル・ペリ財団主催の平和シンポジウムに
参加した。このシンポジウムは同財団が
１年にわたって実施してきた平和セミ
ナーの締めくくりとして開催された。

9月

今年9月に平和首長会議に加盟した同市
は、加盟を記念して平和コンサートを開
催した。ひろしま平和大使である美帆シ
ボ氏を招き、同市市長に加盟認定証を手
http://www.mayorsforpeace.o
渡した。
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_France_activities_
また、同市は「平和文化賞」を創設し、
Sep-Oct2017.html
平和推進に貢献した団体を表彰すること
としており、今年は「平和の仲介者」と
いうテーマでプロジェクトを実施した中
学校に贈った。
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http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_AFCDRP_activity170
922.html

国

フランス

実施日

都市・団体

シャレット・
シュールロワ
ン

9月21日

国際平和デーを記念して、紛争下で起き
る女性に対する暴力をテーマとした映画
上映会を行った。コンゴ民主共和国にお
いて戦争の犠牲となった女性のドキュメ
ンタリーが上映され、約150人の市民が
参加した。

ショワシー・
ル・ロワ

9月21日

フランス

ジャンティイ

9月15日

フランス

ゴンフレヴィ
ル・ロル
シェール

グリニー

リンク

1997年からの加盟都市であり、平和首長
会議フランス支部の副会長である同市
は、国際平和デーを記念して、戦争の犠
牲者であり、平和構築の中心的役割を果
たす「女性」をテーマに展覧会を開催し http://www.mayorsforpeace.o
た。
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_France_activities_
また、今夏、同市は「サダコ」の物語を Sep-Oct2017.html
子供に学んでもらい、平和のために折鶴
を作るワークショップを実施した。完成
した千羽鶴は近日中に広島に送付する予
定。

フランス

フランス

内容

～ 9月30日

http://www.mayorsforpeace.o
同市の図書館で「サダコと折鶴展」を開
rg/english/whatsnew/activit
催した。主に中学生を対象としたガイド
y/171018_France_activities_
ツアーも実施した。
Sep-Oct2017.html

毎年実施している国際平和デー記念行事
の一環で、平和をテーマとした子どもた
https://afcdrp.com/jip2017ちの合唱発表、平和のための行進、パレ
gonfreville-lorcher/
スチナ・ガザ地区についての講演を実施
した。

9月21日

9月20日

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_France_activities_
Sep-Oct2017.html

, 9月28日

平和首長会議理事都市であり、平和首長
会議フランス支部の会長都市を務める同
市は、国際平和デーの前日、平和文化推
進をテーマとした行事を初めて実施し、
http://www.mayorsforpeace.o
平和のモザイク画披露、子どもたちによ
rg/english/whatsnew/activit
る詩の朗読や合唱、とうろう流しなどが
y/171018_France_activities_
行われた。
Sep-Oct2017.html
また、9月28日には子どもを対象とした
平和のためのマラソンレースを初めて実
施し、数百人の小・中学生が参加した。
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国

フランス

フランス

フランス

フランス

実施日

都市・団体

グリニー

ラセラン

マラコフ

マラコフ

内容

リンク

10月1日

平和首長会議フランス支部において会長
を務めるグリニー市では、平和と連帯の
ための10キロマラソンレースを実施す
る。レース参加者が支払う登録料は、ユ
ニセフへの活動への支援に充てられる。 http://grigny91.fr/2017/07/
グリニー市は、8月に長崎市で行われた 31/10km-de-la-paix/
第9回平和首長会議総会において新たに
理事に就任している。

10月4日

フランスの南西部に位置する同市では、
身近なことから平和を考えるプロジェク
トを実施した。市内を走るバスが落書き
で汚されることがしばしばあったため、
バスに平和のメッセージを描いたとこ
ろ、落書きがなくなった。同市市長が同
様の問題で悩む自治体の参考になれば
と、平和首長会議フランス支部のウェブ
サイトでこの取組について紹介してい
る。

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_France_activities_
Sep-Oct2017.html

9月21日

アートを通じて平和を推進する芸術家に
よる展覧会を開催した。この展覧会は
1980年代から開催されており、平和文化
を推進する同市の取組の中でも主要な位
～ 10月14日
置を占めている。今年は、関連プログラ
ムとして平和文化に関するトレーニング
コースや、同市図書館において平和を
テーマとした読書会も実施した。

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171018_France_activities_
Sep-Oct2017.html

10月26日

平和首長会議副会長都市であり、フラン
スにおけるリーダー都市である同市は、
市職員や組合関係者、NGOスタッフ等を
対象とした平和文化に関する講習会を開
催した。参加者は、広島・長崎の原爆被
害について学ぶとともに、それぞれの活
動分野において平和文化を普及させる方
法について考えた。

ドイツ

ベルリン

8月6日

広島・長崎の原爆記念日にあたり追悼行
事を実施し、約200人が参加。行事の模
様は地元のTV局に取材され、数回にわた
り放送された。

ドイツ

ダルムシュ
タット

9月1日

市内に「ヒロシマ・ナガサキ広場」がで
きるのを記念してセレモニーを行う。
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https://afcdrp.com/formatio
n-decouvrir-culture-paixoutil-developpement-humainlocal/

国

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

実施日

都市・団体

フュルト

ドイツ支部

ドイツ支部

ハノーバー

内容

リンク

同市公園の復活教会東緑地にある広島平
和祈念碑前で、同市市長、柳秀直日本総
領事、市民等や平和を願う人々が各地か
ら集まり、広島長崎原爆慰霊を行った。

8月6日

ドイツ平和首長会議が提唱する「フラッ
グデー」にあたり、ドイツの多くの加盟
都市の市庁舎に平和首長会議の旗が掲げ
られた。フラッグデーは、1996年7月8日
に、核兵器使用の威嚇でも国際法に違反
するとの勧告的意見を国際司法裁判所が http://www.mayorsforpeace.o
発表したことを記念し、核兵器廃絶及び rg/english/whatsnew/activit
世界恒久平和への願いを込めて旗の掲揚 y/170720_Flag_Day_2017.html
を行うもので、第6回目を迎えた今年の
フラッグデーには、平和首長会議副会長
都市であるハノーバー市の呼びかけで
240の都市が参加した。

7月8日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region副会長都市ハノーバーをはじめとする平
Hannover/Politik/Politische
和首長会議ドイツ支部の加盟都市は、
-Gremien/Mayors-forICANのノーベル平和賞受賞記念行事を授
Peace/Aktivit
賞式が行われる12月10日に実施する。
äten/Friedensnobelpreis-fü
r-ICAN

12月10日

国連が定める「国際平和デー」を記念
し、9月21日、平和首長会議の副会長都
市であり、ドイツにおけるリーダー都市
である同市の高校において、「ノーモ
ア・ヒロシマズ」と題したイベントが行
われ、高校生や市民約100人が参加し
た。
http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
被爆者の証言ビデオ上映のほか、今夏広 y/171018_Hannover_IDP.html
島市と長崎市を訪問した同市副市長から
の報告や、昨年インターンとして平和首
長会議事務局の業務に従事した若者から
のプレゼンテーション、高校生による
ディスカッション等が行われた。

9月21日

https://goo.gl/photos/wiKSn
fTkKeHpuX5x8

ドイツ

ケルン

8月6日

, 8月6日

https://goo.gl/photos/P2qtN
GGy3M2GxkuF9
広島・長崎の原爆犠牲者を追悼する行事
として、平和のためのサイクリング、灯
https://goo.gl/photos/GtK5v
籠流しなどを行った。
d51c1YxW6Eq9
https://goo.gl/photos/UkhYF
DMmjtaJ8C286
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国

実施日

都市・団体

ドイツ

ランゲン

7月31日

～ 8月10日

ドイツ

レイン・エル
フト・クライ
ス

7月3日

～ 7月10日

ドイツ

シュトゥット
ガルト

ギリシャ

アテネ

内容

7月31日～8月10日、市庁舎において核戦
争防止国際医師会議（IPPNW）作成のポ
スター展「世界のヒバクシャ」を開催
し、期間中約250人が見学に訪れた。同
市は、平和首長会議が取り組む被爆樹木
の普及活動に賛同しており、広島市の被
爆イチョウから採取された種を育て、市
内各地に植樹する予定。7月31日のポス
ター展開会式において、被爆イチョウの
育成を委託する3団体「ヘッセハウス財
団」「ランゲン園芸協会」「ランゲン
Ginkgo Haus」に対し、ランゲン市長か
ら種の贈呈が行わた。今後、この3団体
によって苗になるまで育てられた後、ラ
ンゲン市内の公園、共同墓園、ウォルフ
スガルテン城の植物園等に植樹される。

7月8日

8月6日

ヒロシマ・デーに、ギリシアのサラミス
島において、市民グループによって核兵
器廃絶及び通常兵器の軍縮を求める行事
を開催する。

インド

インパール

8月6日

ヒロシマ・デー記念行事を開催した。イ
ンパール市長、現地の大学教授、印日友
好協会会長等列席の下、原爆犠牲者追悼
のための黙祷、子どもが描いた平和の絵
コンテスト入賞作品表彰式、参列者のス
ピーチ等を行った。

アイルランド

ダブリン

8月6日

ダブリン市ロードメイヤー代理、日本大
使館からの代表者を迎え、ヒロシマ・ナ
ガサキデー記念行事を開催する。

イタリア

・ノアレ
・ミラーノ
・スピネーア
・サルツァー
ノ

, 8月6日

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/170913_activity
_Langen.html

平和首長会議原爆ポスター展を実施し
た。

市庁舎前で育てられている被爆二世のイ
チョウの前でイベントを開催した。この
イチョウは将来的に市内の公園に植樹さ
れる予定。

8月5日

リンク

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
イタリアの四市がヒロシマ・デー記念行
y/data/2017/170802_Events_L
事を実施する。
oc_Hiroshima.pdf
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国

イタリア

実施日

都市・団体

チェルヴィア

5月31日

～ 6月5日

内容

広島の被爆者である白石多美子さんがイ
タリアを訪問し、平和首長会議加盟都市
のチェルビア市を訪れた。
チェルビア市滞在中、白石さんは同市の
学校で被爆証言を行ったほか、市議会議
員や市民との交流会、イタリアの建国記
念日行事等に出席し、広島のメッセージ
を伝えた。また、同じく平和首長会議加
盟都市であるラヴェンナ市を訪問した。

リンク

https://www.youtube.com/wat
ch?v=nUppyWbGCJA
http://www.teleromagna24.it
/attualita/cervia-unasopravissuta-alla-bomba-dihiroshima-ai-magazzini-delsale-video/2017/06/

http://www.comunecervia.it/
citta/notizie/notizia/id72-anniversario-del-lanciodella-bomba-atomica-19452017.html
イタリア

チェルヴィア

8月8日

広島・長崎の原爆投下72周年記念行事を
http://www.cervianotizie.it
実施する。
/articoli/2017/08/05/acervia-un-laboratoriogratuito-dedicato-al-72anniversario-del-lanciodella-bomba-atomica.html

イタリア

チェルヴィア

10月18日

6月に広島の被爆者である白石多美子さ
んを受け入れた同市の学校は、白石さん
とスカイプで繋ぎ、約30人（小学5年生
約20人、先生・関係者約10人）に対して
被爆体験証言をしてもらう。

イタリア

チェルヴィア

11月22日

10月18日に引き続き、同市の学校は、広
島の被爆者である瀬越睦彦さんとスカイ
プで繋ぎ、被爆体験証言をしてもらう。

8月6日

ウェリントン植物園において、広島・長
崎の原爆記念日にあたり追悼行事を行
www.hdwn.webs.com
う。広島市長・長崎市長のメッセージを
同市の大学生が読み上げる予定。

ニュージーランド

ウェリントン

ニュージーランド

ウェリントン

8月7日

平和首長会議リーダー都市である同市
は、広島・長崎の原爆投下から72周年を
記念し「Tumanako（マオリ語で『希
望』）」と題した子供の絵の展示会を実
施する。市内外から平和や核兵器廃絶を
テーマとした作品を募集し、展示会を行
うこのプロジェクトは今年で3回目。今
年は同様の取組がオークランド市、ハッ
トシティ市でも行われる。

ニュージーランド

ウェリントン

10月5日

国際平和デーを記念し、同市と国連協会
が共催してパネルディスカッションを開
催した。
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国

都市・団体

実施日

内容

リンク

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/170913_Norway_p
lanting.html

ノルウェー

・ハルデン
・クヴィネス
ダール
・ラルヴィク
・フロン

8月26日

～

平和首長会議からノルウェーに贈られた
被爆イチョウの種が、その後苗木に育
ち、今年の8月から9月にかけ、4つの加
盟都市が植樹を行う。
植樹の第一弾は、8月26日に、ハルデン
市において行った。続く8月29日、ク
ヴィネスダール市において、国連が定め
る「核実験に反対する国際デー」に合わ
せて植樹を行った。植樹式には同市市長
のほか、多くの一般市民や学生が参加
し、音楽イベントを併せて開催した。
ラルヴィク市、フロン市での植樹は、9
月中に行う予定。

ノルウェー

オスロ

9月19日

～ 9月21日

「オスロ・アーバン・ピースウィーク
2017」を記念するレセプションで同市市
長がスピーチを行う。

パレスチナ

ベツレヘム

8月6日だけでなく、毎週日曜、世界平和
を祈りキャンドルを点灯する行事を実施
している。

ボルゴグラー
ド

8月6日

ボルゴグラード市は広島市の姉妹都市で
あることから、毎年ヒロシマデーを記念
する行事を実施している。今年も「ス
ターリングラード攻防戦」の舞台となっ
た場所にある博物館において式典を開催
し、平和のための鐘打、黙祷等を実施し
た。ボルゴグラード市副市長、元市長、
老人会メンバー、2016年青少年国際平和
未来会議参加者を含む若者たち、ボルゴ
グラード市職員等が参加した。

4月1日

http://www.radlje.si/mayors
市内の清掃活動の後、同市市長が参加
-for-peace
し、6本の被爆イチョウの木の植樹式を
行う。植樹された木には広島市から寄贈 http://www.radlje.si/doc2/n
された説明板を設置する。
ovicke/novicke-obcineradlje-ob-dravi-14-2017.pdf

9月21日

国際平和デーを記念して、同市のオル
タ・ギナルド地区にある「ヒロシマ・
http://www.mayorsforpeace.o
ガーデン」で平和と非暴力をテーマとし
rg/english/whatsnew/activit
た行事を開催した。来賓挨拶、壁画披
y/171018_Barcelona_IDP.html
露、詩の朗読、折鶴のワークショップを
行った。

ロシア

スロベニア

スペイン

ラドリェ・オ
ブ・ドラヴィ

バルセロナ
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国

スペイン

実施日

都市・団体

カタルーニャ
支部

内容

スペイン・カタルーニャ地方議会は、昨
年国連で採択された核兵器禁止条約に関
する決議に賛同し、国際社会、とりわけ
スペイン政府に対し、今年開かれている
条約交渉会議に積極的に参加するよう求
める内容の決議を行った。グラノラーズ
市を中心とする平和首長会議カタルー
ニャ支部として、この決議の趣旨に賛同
し、支援することとしている。

6月8日

リンク

http://www.parlament.cat/do
cument/bopc/221577.pdf#page
=11
http://fundipau.org/procesa-les-nacions-unides/

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/170821_Message_
Barcelona_attack.pdf

スペイン

スペイン

スペイン

カタルーニャ
支部

カタルーニャ
支部

ガヴァ

8月17日にバルセロナで起こったテロ事
件を受け、平和首長会議副会長都市であ
http://www.granollers.cat/n
るグラノラーズ市が事務局を務めるカタ
oticies/sala-deルーニャ支部が声明を発表した。
premsa/granollers-condemnaels-atemptats-dahir-iexpressa-la-solidaritatamb-les

8月18日

12月1日

～ 12月2日

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171215_Challenges_for_Coe
平和首長会議副会長都市であり、カタ
xistence_and_Peace_i
ルーニャ地域におけるリーダー都市であ n_Cities.html
る同市は、マドリード市で開催された会
議「都市における共生と平和の実現を目 http://wp.granollers.cat/al
指して」に参加した。同会議はスペイン caldesperlapau/2017/12/04/e
地方自治体連盟 (FEMP)と平和首長会議 l-vicepresident-dalcaldesカタルーニャ支部の支援により開催され per-la-pau-participa-aた。
madrid-a
-la-jornada-reptes-per-laconvivencia-i-la-pau-a-lesciutats/

9月21日

平和首長会議カタルーニャ支部の後援を
受け、被爆樹木二世のイチョウが植樹さ
れている同市の図書館において国際平和 http://www.mayorsforpeace.o
デー記念行事を開催した。日本の民話や rg/english/whatsnew/activit
俳句の朗読、折鶴ワークショップが行わ y/171018_Gava_IDP.html
れ、60人余りの子どもたちと市民が参加
した。

「都市における暴力と共生・平和のため
の教育を考える国際フォーラム」を開催
し、約70ヵ国から3500人以上が参加し
た。都市が直面する様々な暴力と、そう
した暴力の根絶につながる共生・平和教
育について、自治体の首長を中心とする
関係者が議論した。

スペイン

マドリード

4月19日

英国

ブラッド
フォード

8月6日

～ 4月21日

ブラッドフォード市ロードメイヤーが広
島市の平和宣言を読み上げる他、詩の朗
読や音楽演奏を実施する。

9/12

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/170512_activity_Madrid_Wo
rld_Forum.html

国

実施日

都市・団体

内容

英国

エジンバラ

8月6日

合唱、詩の朗読、スピーチ、折鶴ワーク
ショップなどを実施する。

英国

グラスゴー

8月6日

市内公園においてヒロシマ・ナガサキ
デー記念行事を実施する。

リンク

英国

リーズ

8月9日

http://www.leedsquakers.org
.uk/resources/Hiroshima%20N
ナガサキデーを記念し、朗読、黙祷、合
agasaki%2072nd%20anniversar
唱等を行う。
y%20flyer%20draft02[11378].
pdf

英国

ロンドン

8月6日

英国国会議員、ロンドン市副市長などが
参列し、朗読や合唱を行う。

英国

マンチェス
ター

8月6日

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
ヒロシマ・ナガサキ原爆犠牲者追悼行事
y/data/2017/170802_H&N_72nd
を実施する。
%20Anniversary_Manchester_f
lyer.pdf

英国

マンチェス
ター

9月12日

http://www.manchester.gov.u
5月22日にテロ攻撃を受けた同市に、
k/news/article/7770/manches
ニューヨーク市から、2001年にNY同時多
ter_to_receive_a_survivor_s
発テロを生き延びた樹木の二世が連帯の
eedling_from_911_memorial_a
証として寄贈された。
ndamp_museum

英国

英国

マンチェス
ター

オールダム

10月5日

4月6日

平和首長会議副会長都市であり、英国・
アイルランドにおけるリーダー都市であ
るマンチェスター市は、10月に以下の平
和関連行事を実施した。
- 英国による最初の核実験から65周年を
記念し、核実験に関わり、健康被害など
を訴えている元英国軍兵士などによる式
典を実施
- マンチェスター市に拠点を置く対人地
～ 10月18日
雷撲滅運動を展開するMines Advisory
Groupがノーベル平和賞を共同受賞して
20周年になることを記念し、式典を実施
- 被爆樹木を通じ子どもたちに平和を学
んでもらう「プロジェクトG」の一環と
して、同プロジェクトに参加している小
学校のこどもたちが、今後取り組んでみ
たい平和活動についてのアイデアを出し
合うワークショップを実施

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171108_Manchester_events.
html

「オールダム・ピース・タイムズ」第9
号を発行。被爆者が同市を訪問し、広島
の被爆樹木の種を蒔く行事についての報
告等。

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/170413_Oldham_P
eace_Times_Issue%209.pdf
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国

英国

英国

実施日

都市・団体

オールダム

オールダム

5月9日

6月13日

英国

オールダム

7月20日

英国

オールダム

9月21日

内容

リンク

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
「オールダム・ピース・タイムズ」第10
y/data/2017/170512_Oldham_P
号を発行
eace_Times_Issue_10.pdf
http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
「オールダム・ピース・タイムズ」第11
y/data/2017/170623_Oldham_P
号を発行
eace_Times_Issue_11.pdf
http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
「オールダム・ピース・タイムズ」第12
y/data/2017/170802_Oldham_P
号を発行
eace_Times_Issue_12.pdf

国連が定める「国際平和デー」を記念
し、オールダム中央図書館において講演
会等を開催する。
http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
「オールダム・ピース・タイムズ」第13
y/data/2017/171016_Oldham_P
号を発行
eace_Times_Issue_13.pdf

英国

オールダム

10月3日

英国

オールダム

12月22日

「オールダム・ピース・タイムズ」第14
号を発行

英国

ペイズリー
※未加盟

8月6日

ヒロシマデー記念行事を行う。

英国

シェフィール
ド

8月6日

広島長崎原爆犠牲者追悼行事と「平和の
ためのピクニック」を実施する。式典で
は同市長が平和首長会議に賛同し署名を
行う。ピクニックでは、合唱・詩の朗読
などを行う。

シェフィール
ド

1月30日

シェフィールド市役所裏にある「ピー
ス・ガーデン」において平和首長会議加
盟都市として記念行事を行う。行事の中
では、学校教育の場において、子どもた
ちに平和的な問題解決を促す取組につい
て考える。

英国・アイル
ランド支部

4月1日

http://www.mayorsforpeace.o
被爆イチョウを通じて平和を学ぶ平和教
rg/english/whatsnew/activit
育プロジェクト「プロジェクトG」につ
y/data/2017/170413_Project_
いてのリーフレットを発行。
G_overview.pdf

英国

英国
アイルランド
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国

英国
アイルランド

英国
アイルランド

英国
アイルランド

英国
アイルランド

英国
アイルランド

英国
アイルランド

米国

実施日

都市・団体

英国・アイル
ランド支部

英国・アイル
ランド支部

英国・アイル
ランド支部

英国・アイル
ランド支部

4月11日

5月24日

6月6日

8月16日

内容

リンク

英国・アイルランド支部の活動報告書
「ブリーフィングペーパー第9号」を発
行。国連で開催されている核兵器禁止条
約の制定会議や、被爆者の英国訪問、3
月にロンドン市で起こったテロに対して
支部として発出した声明文等について。

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2017/170413_M4P_Brie
fing_No_9.pdf

http://www.nuclearpolicy.in
fo/wp/wp5月22日にマンチェスター市で起こった
content/uploads/2017/05/May
テロに対して英国・アイルランド支部と
ors-for-Peace-Manchesterして声明文を発出した。
statement.pdf
http://www.nuclearpolicy.in
fo/wp/wp6月3日にロンドン市で起こったテロに対
content/uploads/2017/06/May
して英国・アイルランド支部として声明
ors_for_Peace_London_statem
文を発出した。
ent_June17.pdf

8月に長崎市で開催された「第9回平和首
長会議総会」への参加や、マンチェス
ター博物館で開催したヒロシマ・ナガサ
キデー記念行事など、マンチェスター市
の活動を報告したブリーフィングペー
パーを発行した。

http://www.nuclearpolicy.in
fo/wp/wpcontent/uploads/2017/08/M4P
_Briefing_No_11_General_Con
ference.pdf

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/171219_UK&Ireland_Report_
December2017.ht
ml

非核自治体連合（NFLA)との共催でセミ
ナーを開催した。ICANのノーベル平和賞
受賞を祝うとともに、核兵器をめぐる英
http://www.nuclearpolicy.in
国の現状と自治体における平和推進につ
fo/wp/wpいて考えた。
content/uploads/2017/12/M4P
_seminar_gingko_and_Nobel_r
eport.pdf

英国・アイル
ランド支部

12月1日

英国・アイル
ランド支部

3月23日

リーズ市役所において英国・アイルラン
ド支部会議を行う。

オーランド

8月6日

反核団体「アボリション2000」を中心に
ヒロシマ・ナガサキデー記念行事を行
う。
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