
平和市長会議ニュース（2012年 9月）第 33号 

 

平和市長会議加盟自治体の皆様 

 

平素より平和市長会議の活動にご支援・ご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

平和市長会議の近況をお知らせします。 

 

＜＜今号の内容＞＞ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

◆第 8回平和市長会議総会に向けたアンケート送付のお知らせ 

◆国内加盟都市会議開催のお知らせ 

◆9月 21日国際平和デーに記念行事を開催し、世界平和祈念の輪を広めましょう！ 

◆第 20回核戦争防止国際医師会議（IPPNW）世界大会の開催 

◆加盟都市の活動紹介コーナー（埼玉県川口市、東京都府中市、ロシア・ボルゴグラード市、イギリス・マン

チェスター市） 

◆加盟都市 5,000突破を記念する原爆ポスター展を開催しましょう！ 

◆「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動を展開しましょう！ 

◆先月の平和市長会議会長訪問（新連載） 

◆平和市長会議加盟自治体数: 154か国・地域 5,400自治体 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆第 8回平和市長会議総会に向けたアンケート送付のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和市長会議は、第 8回総会を来年 8月 3日（土）から 6日（火）までの日程で広島市にて開催する予定で

す。総会開催準備の参考とさせていただくため、9月 6日付で加盟各都市にアンケートを送付させていただき

ました。御多忙中大変恐縮ですが、9 月 26 日（水）までに郵送、ファックス又は電子メールにより御回答い

ただきますようお願い申し上げます。なお、アンケート用紙は、下記の平和市長会議のホームページからもダ

ウンロードできますので、御利用ください。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆国内加盟都市会議開催のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 平和市長会議では、昨年度、国内における取組の充実を図るため、初めての国内加盟都市会議を広島市で開

催しました。この会議には、全国から 88自治体・131名（うち首長 41名）の参加を得て、「核兵器禁止条約」

の交渉開始を求める加盟都市を挙げた市民署名活動の展開などを盛り込んだ「第１回平和市長会議国内加盟都

市会議総括文書」を採択して閉会しました。このたび、第２回平和市長会議国内加盟都市会議の開催日程等が

決定しましたのでお知らせいたします。 

日程：平成 25年（2013年）1月 17日（木）、18日（金）の 2日間 

場所：長崎市内 

詳細につきましては、内容が固まり次第、別途ご案内させていただきます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆9月 21日国際平和デーに記念行事を開催し、世界平和祈念の輪を広めましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和市長会議理事都市のモントリオール市では、9月21日（金）正午に、世界平和を祈念し「Minute of Silence 

– Moment of Peace（1 分間の黙祷－平和のひととき）」等の行事を行うとともに、平和市長会議加盟都市の

みなさまへも 9 月 21 日（金）正午に共に黙祷を行うなど記念行事の開催を呼び掛けています。ぜひ、記念行

http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html


事を開催し、世界平和を祈念する輪を広めましょう。なお、広島市でも、被爆者団体のみなさん、生協のみな

さん、広島女学院高校の生徒さんたちと共に、核兵器廃絶と世界恒久平和を祈念し、原爆死没者慰霊碑の前で

1 分間の黙祷を捧げます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆第 20回核戦争防止国際医師会議（IPPNW）世界大会の開催 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 第 20回核戦争防止国際医師会議（IPPNW）世界大会が、8月 24日（金）から 26日（日）まで広島市で開

催されました。日本を含む 45カ国から約 500人の医師や研究者が集まったこの大会は、核兵器廃絶に向けた

取組についての幅広い議論を行い、原発事故などによる新たな被爆者を出さないことなども盛り込んだ「ヒロ

シマ平和アピール」を発表して閉幕しました。次回大会は、2014年にカザフスタンの首都アスタナで開かれ

る予定です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市の活動紹介コーナー 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＊埼玉県川口市では、7 月 21 日（土）から 25 日（水）まで、「川口市平和展」を開催しました。戦時中の実

物資料に加え、平和市長会議に関する情報や加盟認定証、平和市長会議 5,000都市突破記念原爆ポスターなど

の展示を行いました。川口市による平和展の開催は、今年で 25回目を数えます。 

 

＊東京都府中市では、7 月 31 日（火）から 8 月 6 日（月）まで、および 8 月 17 日（金）から 30 日（月）ま

で、市内 2か所で「平和展」を行い、東京都空襲関連資料などの展示を行いました。 

 

＊ロシア・ボルゴグラード市では、8 月 6 日（月）、スターリングラード攻防戦パノラマ博物館において平和

記念式典を行いました。現地時間 8 時 15 分から開催された式典には、ボルゴグラード市長、市議会議員、ボ

ルゴグラード市及び広島市名誉市民、大学生や高校生も参加しました。市長は、「1945年に起きた悲劇は、決

して忘れられることはない。世界平和を確立するための努力を、我々は決してやめることはない」とスピーチ

で述べました。式典に合わせて、平和市長会議 5,000都市突破記念原爆ポスター展も開催されました。 

 

＊イギリス・マンチェスター市では、8月 9日（木）に、マンチェスターシティ・センターにおいて、「広島・

長崎被爆 67 周年記念式典」を行いました。広島市、長崎市による平和宣言が読み上げられたのち、原爆で亡

くなった人々や、この 67 年間の紛争などによる犠牲者を悼んで、マンチェスター市長により花輪が捧げられ

ました。黙とうに続いて、数編の被爆詩の朗読も行われました。 

 

平和市長会議ホームページの活動紹介コーナーでも、加盟都市のみなさんの平和活動を紹介しています。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/membercity/index.html. 

 

＜＜貴自治体の平和活動の情報をお知らせください＞＞ 

平和市長会議ホームページの「加盟都市の活動」コーナーに掲載する情報をお待ちしています。 

貴自治体のホームページにリンクする形でご紹介しますので、記事のタイトル、英語版の有無、リンク先等

の詳細を、次のアドレスにご連絡ください。 

▼E メール: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市 5,000突破を記念する原爆ポスター展を開催しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和市長会議では、加盟都市 5,000突破を記念した原爆ポスター展を、国内外の加盟都市をあげて取り組ん

でいます。 

9 月 21 日（金）は「国際平和デー」です。この機会に是非、皆様の自治体でこのポスター展を開催してい

ただき、市民の皆様に核の問題や平和について考えるきっかけにしてもらえれば幸いです。 

 

 ＊国際平和デー 国連が毎年 9 月 21 日を「国際平和デー」と定め、世界の停戦と非暴力の日としてすべて

の国と人々に取組を働きかけています。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/membercity/index.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/ecbn/projects/poster/index.html.  

 

※ポスター概要：標準サイズ A２版、18枚＋参考情報１枚 

※この原爆ポスター展は、昨年 11 月にスペインのグラノラーズ市で開催した第８回理事会及び今年１月に開

催した国内加盟都市会議において、加盟都市 5,000突破を記念して、全加盟都市を挙げて新たなポスター展

を開催することとした決議に基づくものです。 

 

この原爆ポスター展は、NPT 再検討会議第１回準備委員会の開催に合わせて、準備委員会場となったウィ

ーン国際センタービルおよびウィーン市庁舎にて、4月末から 5月にかけて全加盟都市での開催に先がけて開

催されました。現在、新宿区（東京都）や堺市（大阪府）、ドイツのラティンゲン、トルコのネウシェヒール

など、200を超える自治体がすでに開催、もしくはこれから開催する予定です。 

 

なお、6月 7日付のメールで各都市のポスター展に関する検討状況について照会させていただいていますが、

未回答の都市におかれましては、返信いただきますようよろしくお願いします。 

また、ポスター展を開催された都市におかれましては、開催結果報告書の提出をお願いします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動を展開しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2020 年までの核兵器廃絶を実現するために最も効果的な方法は、世界のすべての国が「核兵器禁止条約」

を締結することです。「核兵器禁止条約」とは、核兵器の製造、保有、使用等を全面的に禁止する条約です。 

その早期実現を目指し、昨年 11月の平和市長会議理事会及び今年 1月の第 1 回平和市長会議国内加盟都市

会議において、条約の交渉開始等を求める市民署名活動を加盟都市を挙げて展開することが決定されました。 

今年４月 30 日までに集まった 478,303 筆の署名は、オーストリア・ウィーンで NPT 再検討会議第 1回準備

委員会ピーター・ウールコット議長に、松井一實平和市長会議会長（広島市長）より手渡しました。今後集ま

った署名については、適宜国連に提出します。 

昨年 11 月の理事会及び今年１月の国内加盟都市会議の決定を受けて、広島市では、市役所本庁舎と区役所

庁舎の１階ロビーに署名コーナーを設置したほか、市主催行事の場などにも署名コーナーを設置して、署名活

動に取り組んでいます。 

全加盟都市を挙げて積極的に署名活動を展開しましょう。（署名はインターネットからも可能です。） 

 

なお、6月 6日付のメールで各都市の署名への取組状況について照会させていただいていますが、未回答の

都市におかれましては、返信いただきますようよろしくお願いします。 

 

▼署名用紙（PDF） 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_jp.pdf. 

▼オンライン署名 

https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/jp/form.htm. 

▼関連情報：広島市の市民署名活動の展開 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1333414321137/index.html. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆先月の平和市長会議会長訪問 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 先月 8月、松井一實平和市長会議会長は次のようなゲストの訪問を受け、平和市長会議の取組や加盟要請へ

の協力をお願いしました。 

8月 5日（月）アメリカン大学・立命館大学一行 

       ティボル・トート包括的核実験禁止条約機関（CTBTO)準備委員会事務局長 

8月 7日（火）全米市長会議代表団 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/ecbn/projects/poster/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_jp.pdf
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/jp/form.htm
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1333414321137/index.html


美帆シボ フランス平和自治体協会顧問 

       イラン NGO「化学兵器被害者支援の会」一行 

       マルタ・リディア・セラヤンディア駐日エルサルバドル共和国大使 

8月 20日（月）核戦争防止国際医師会議（IPPNW)バイク（自転車）ツアー一行 

8月 21日（火）ローラン・ボヴェ バス・ノルマンディ州議会議長 

▼関連情報：広島市/日々の動静－2012年 8月 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1343794144728/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和市長会議加盟自治体数: 154か国・地域 5,400自治体 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

皆様のご理解とご協力により、今月 88 都市が新たに加盟し、平和市長会議の加盟自治体数は 9 月 1日現在

で 5,400自治体（154か国・地域）となりました。 

このうち日本国内では、未加盟の自治体に加盟要請書を送付した結果、秋田県男鹿市など新たに 73 自治体

が加盟し、国内の加盟自治体数は 1,232自治体です。 

海外については、マダガスカルから初めての平和市長会議加盟自治体となる、アンチラベが加盟しました。

またフランスからは、同国の加盟都市マラコフ市の呼び掛けにより、3都市が加わっています。 

引き続き近隣未加盟自治体や姉妹都市への働き掛けなど皆様のご支援をよろしくお願いします。 

▼9月 1日付新規加盟自治体一覧 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1209_jp.pdf.  

▼加盟自治体マップ 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/membercity/map.html. 

 

 

＊＊＊ 本メールニュースに関するご意見、お問合せ、 

連絡先変更等は下記までご連絡ください＊＊＊ 

平和市長会議事務局  

〒730-0811 広島市中区中島町 1－5 

（公財）広島平和文化センター 国際部 平和連帯推進課 

TEL:082-242-7821 FAX:082-242-7452  

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1343794144728/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1209_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/membercity/map.html

