
平和首長会議ニュース（2014年 9月）第 57号 

 

平和首長会議加盟自治体の皆様 

 

平素より平和首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。 

平和首長会議の近況をお知らせします。 

 

＜＜今号の内容＞＞ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

◆小溝事務総長がカザフスタンを訪問 

◆9月 21日「国際平和デー」記念行事開催の取組 

◆マーシャル諸島の核兵器ゼロ訴訟を支持 

◆被爆樹木の苗木の配付事業及び「平和の灯」の分火事業の御案内 

◆第 4回平和首長会議国内加盟都市会議の開催について 

◆加盟都市の活動紹介（加須市（埼玉県）、逗子市（神奈川県）、橿原市（奈良県）） 

◆平和首長会議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！ 

◆8月の平和首長会議会長訪問 

◆平和首長会議加盟自治体数: 160か国・地域 6,276自治体 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

平和首長会議の最新ニュースはこちらでチェック！ 

ホームページ： http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html  

フェイスブック： https://www.facebook.com/mayorsforpeace「いいね！」をお待ちしています。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆小溝事務総長がカザフスタンを訪問 

[8月 26日～9月 1日] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

小溝平和首長会議事務総長は、８月２６日から９月１日までの間、カザフスタン共和国（アスタナ市、

セメイ市、アルマティ市）を訪問しました。 

 アスタナ市では、第２１回ＩＰＰＮＷ世界大会の全体会議「核兵器の人道的影響」に出席し、会議の冒

頭で、被爆の実相と核兵器の非人道性、平和首長会議が展開する２０２０ビジョンキャンペーンなどにつ

いてスピーチを行いました。セメイ市では、セメイ国立医科大学主催の第１０回「環境・放射線・健康」

国際会議に出席してスピーチを行うとともに、東カザフスタン州知事主催のネバダ・セメイ国際反核運動

２５周年記念行事に出席し、広島市長のメッセージを代読したほか、被爆樹木の二世であるイチョウの苗

木を寄贈し、植樹セレモニーを行いました。 

 また、アスタナ・セメイ両市に対しては、平和首長会議の未加盟都市に対する加盟の呼びかけをお願い

したほか、アルマティ市では、現地で活動する日本のＮＧＯと平和のための文化交流の必要性について意

見交換を行いました。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆9月 21日「国際平和デー」記念行事開催の取組 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace


 国連では、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この日一日敵対

行為をやめるよう呼び掛けています。今年の「国際平和デー」のテーマは「人民の平和への権利」です。 

 平和首長会議でもこの趣旨に賛同し、昨年策定した平和首長会議行動計画の中に「全ての加盟都市に対

し、9月 21日の「国際平和デー」に記念行事を行うよう呼び掛ける」ことを盛り込み、本年は 6月 23日

に配信した『平和首長会議ニュース（2014年 6月）第 54号』により全加盟自治体へ 100日前メッセージ

を送付しています。 

 また、昨年に引き続き、岐阜県高山市から加盟自治体に対し、この国際平和デーが平和について改めて

考えるきっかけとなるよう 9月 21日正午に一斉鐘打を行っていただくよう依頼がありました。 

 つきましては、各加盟自治体におかれましても、国際平和デーの記念行事の一環としてこの取組への御

協力を御検討いただければ幸いです。なお、この呼び掛けに御協力いただいた自治体におかれましては、

開催の日時、場所、概要等を高山市（担当部署：市民活動推進課）及び平和首長会議事務局にお知らせい

ただきますようお願いいたします。 

 

▼高山市からの依頼文 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2014/Sep21_peaceday/Request_from_Takayama_City.pdf    

▼高山市役所市民活動推進課 Eメール：shisui@city.takayama.lg.jp  

 担当：下垣内（しもがいと）様 

 

▼平和首長会議事務局からの依頼文 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2014/Sep21_peaceday/Request_from_MfP.pdf  

▼平和首長会議事務局Eメール：mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

＊次号の平和首長会議ニュースで記念行事・取組の内容をご紹介いたします。 

  

【現在予定されている取組例】 

（国内）・高山市（岐阜県） 一斉鐘打 

    ・広島市（広島県） 広島市及び広島平和文化センター職員、広島県原爆被害者団体協議会、広島

県生活協同組合連合会、広島女学院高等学校ほか 3校の代表が原爆死没者慰

霊碑に献花し、正午に参加者全員で原爆死没者慰霊碑に 1分間の黙祷を捧げ

るとともに、職員が平和の鐘を鳴らし、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を

祈念する。黙祷に合わせ、参加者の代表が「2020年までの核兵器廃絶を！」

という平和首長会議の横断幕を掲出する。 

（海外）・フリマントル市（オーストラリア） 西オーストラリア地域平和首長会議加盟都市会議の開催 

（9月 21～22日） 

    ・ベルコデーヌ市（フランス） 平和集会（馬のパレードや子ども市議会議員によるオリーブの木

の植樹を含む） 

 ・ショワシー・ル・ロワ市（フランス） 20年前のルワンダ虐殺の犠牲者を追悼する展示 

詳細（フランス語）

http://www.choisyleroi.fr/fre/La-ville/News/Journee-internationale-

de-la-paix 

 ・ラ・クルヌーブ市（フランス） 平和団体と協力しての『平和を生み出す芸術』と題した展示

（9月を通して）及びパレスチナ情勢に関する討論会等 

 ・マラコフ市（フランス） 平和団体と協力し、恒例となった『平和のための芸術家』展が 10月

8日まで 1か月間、市長者、公立図書館、商業施設等数か所を巡回す

るほか、10月 10日の議員、市職員、組合員を対象とした 1日研修

等、様々な行事を予定。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2014/Sep21_peaceday/Request_from_Takayama_City.pdf
mailto:shisui@city.takayama.lg.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2014/Sep21_peaceday/Request_from_MfP.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.choisyleroi.fr/fre/La-ville/News/Journee-internationale-de-la-paix
http://www.choisyleroi.fr/fre/La-ville/News/Journee-internationale-de-la-paix


詳細（フランス語）

http://www.ville-malakoff.fr/agenda/fiche/artistes-pour-la-paix/section/17

88.htm?cHash=9604caefb9f42449ad3cd406cd7607bb 

・ヴィトリー・スールセーヌ市（フランス） 西サハラ及びパレスチナへの連帯を示し、9月 16

日にドキュメンタリー映画の上映後、公開討論会を開催するととも

に、9月 21日に平和を願って、鳩 1000羽を放鳥する予定。 

   詳細（フランス語） 

http://afcdrp.blogspot.fr/2014/09/journee-mondiale-de-la-paix-2014

-vitry.html  

 

その他、多くの自治体で記念行事が予定されています。貴自治体からの情報をお待ちしております。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆マーシャル諸島の核兵器ゼロ訴訟を支持 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1946年～58年の 12年間にわたる米国の 67回の核実験により、広島型原爆 1.7個相当分の核爆弾が毎

日爆発したのに匹敵するほどの核爆発にさらされたマーシャル諸島共和国が、本年 4 月 24 日、事実上の

核保有国を含む核兵器保有全 9か国に対し、核不拡散条約（NPT）に基づき誠実に核軍縮交渉を行う義務

を履行するよう求める訴訟を国際司法裁判所及び米国連邦裁判所に起こしました。 

平和首長会議は、この核兵器ゼロ訴訟をサポートする団体のひとつとなっています。 

詳細は以下のウェブサイトで御確認ください。 

▼関連情報及び核兵器ゼロ支援のオンライン署名（「核兵器ゼロ」 ウェブサイト） 

http://www.nuclearzero.org/jp（日本語） 

http://www.nuclearzero.org/ （英語） 

＊英語版ページには、この訴訟のサポート組織として平和首長会議のロゴが掲載されています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆被爆樹木の苗木の配付事業及び「平和の灯」の分火事業の御案内 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、昨年の第 8回平和市長会議総会において策定された行動計画の具体的取組である被

爆樹木の苗木の配付事業及び「平和の灯」の分火事業を、今年度から開始しました。 

8 月、国内では、南島原市（長崎県）と玖珠町（大分県）にアオギリとクスノキをそれぞれ各一本ずつ

配付し、南島原市は 8月 9日に、玖珠町は 8月 12日に植樹式を行いました。 

 被爆樹木の苗木又は「平和の灯」の受け入れを希望される場合、所定の申請書を E メール又は FAX に

て事務局までお送りください。 

 

※ 被爆樹木の苗木には、配付本数に限りがあるため、万一不足することになった場合には翌年度以降

の送付となりますので、あらかじめ御了承ください。 

※ 当該事業は、通年で行っているため特に申請期限はありません。また、当該事業は、来年度以降も

継続して実施しますので、来年度以降の受け入れについても、是非御検討いただければ幸いです。 

 

▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

▼FAX: 082-242-7452 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆第 4回平和首長会議国内加盟都市会議の開催について 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://www.ville-malakoff.fr/agenda/fiche/artistes-pour-la-paix/section/1788.htm?cHash=9604caefb9f42449ad3cd406cd7607bb
http://www.ville-malakoff.fr/agenda/fiche/artistes-pour-la-paix/section/1788.htm?cHash=9604caefb9f42449ad3cd406cd7607bb
http://afcdrp.blogspot.fr/2014/09/journee-mondiale-de-la-paix-2014-vitry.html
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平和首長会議では、国内における取組の充実を図るため、平成２３年度から毎年度、国内加盟都市会議

を開催しています。平成２３年度と昨年度は広島市で、平成２４年度は長崎市で開催しました。 

今年度は、８月１３日付けの Eメールにて御案内したとおり、長野県松本市において第４回目となる国

内加盟都市会議を開催いたします。 

出欠の御回答をしていただいていない自治体の皆様におかれましては、Eメールで送付した案内に添付

しておりました「出欠等連絡票」によりお早目に御回答ください。一人でも多くの皆様の御参加を心より

お待ちしておりますので、出席について、是非とも御検討くださいますようお願い申し上げます。 

 

日程：平成 26年 11月 10日（月）、11日（火） 

場所：ホテルブエナビスタ「グランデ」（長野県松本市本庄１-２-１）等 

※詳細については、８月１３日付けの案内を御確認ください。 

 

▼国内加盟都市会議のこれまでの実施状況はこちらから御確認いただけます。 

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

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市の活動紹介 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

*加須市（埼玉県） 

加須市の平和活動の取り組み 

 加須市では、「加須市平和都市宣言」を平成 23年 3月 1日に制定し、平和の尊さや核兵器の廃絶などを

広く伝えていくために、毎年 5 月に開催される市民平和祭の式典時において、市民の中から選ばれた 16

名により平和都市宣言の唱和を行っています。また、市民に平和の大切さについて考えていただく機会と

して、原爆被害等の戦災の写真や、戦争体験者が描いた絵画の展示を行っています。毎年 8月の終戦記念

日の前に「平和を考える写真展」を加須市勤労者福祉協議会との共催により開催し、平成 26 年度は 7 月

30日～8月 1日まで、加須市役所 1階の市民ギャラリーで開催されました。 

▼詳細記事（加須市ウェブサイト)  

http://www.city.kazo.lg.jp/cont/s151000/d011300/index.html  

 

*逗子市（神奈川県） 

2014ずし平和デー［2014年 8月 21日～24日］ 

 逗子市では、ずし平和デー実行委員会との共催で平和デーを毎年開催しています。2014ずし平和デーに

おいても、非核平和などの活動をしている市民団体が企画を持ち寄り、映画会・ライブなどを開催しまし

た。逗子市は 8月 23日に、2010年ピースメッセンジャーが受け取った「被爆アオギリ 2世」の苗木を記

念植樹するとともに、「～中学生と語る平和と未来～ピースメッセンジャー広島派遣報告と映画『アオギリ

にたくして』」を行いました。 

▼詳細記事（逗子市ウェブサイト)  

http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hisho/heiwa/2014heiwaday.html  

 

*橿原市（奈良県） 

平和への取り組み 

 橿原市では、昭和 61 年に市議会にて「非核・平和都市宣言」を決議し、その趣旨を踏まえ、橿原市仏

教会の協力のもと、広島・長崎の原爆投下日時に「平和の鐘」を鳴らしています。また、夏休み期間中、

平和への願いを込めた折鶴を折っていただくための「平和の折鶴」ブースを設置しており、本年度は 8月

1 日から橿原市立図書館及びこども広場に設置しました。折鶴は千羽鶴の形で、市内の小学校の協力によ

り、広島平和記念公園に届けています。更に、平成 26 年度橿原市平和祈念事業として、本年度は、長崎

市から借りた原爆被災資料の展示と橿原市内小学生による平和作品展を 7月 30日から 8月 5日まで実施

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/jpmeeting/index.html
http://www.city.kazo.lg.jp/cont/s151000/d011300/index.html
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/hisho/heiwa/2014heiwaday.html


しました。 

▼詳細記事（橿原市ウェブサイト)  

https://www.city.kashihara.nara.jp/kikaku/shisei/heiwa/index.html 

 

＜＜貴自治体の平和活動の情報をお知らせください＞＞ 

平和首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。広島・

長崎の原爆記念日にちなんだ行事のほか、貴自治体の戦災等に関する記念日や終戦記念日の行事、国際平

和デー、その他、平和に関する様々な事業の情報をぜひお知らせください。 

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 

 

▼加盟都市の活動（平和首長会議ウェブサイト） 

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

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和首長会議原爆ポスター展を開催しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、加盟都市の 5000 突破を契機として、平和首長会議原爆ポスター展に国内外の加盟

都市を挙げて取り組んでいます。 

現在までに新宿区（東京都）や堺市（大阪府）、ロンドン市（イギリス）、ボルゴグラード市（ロシア）、

カブール市（アフガニスタン）など、250を超える自治体がポスター展を開催しています。 

8月、次の国内自治体が原爆ポスター展を開催しました。 

・三次市（広島県）   7月 18日～8月 31日 

・下呂市（岐阜県）   7月 31日～8月 15日 

・草津市（滋賀県）   8月 1日～8月 31日 

・三郷市（埼玉県）   8月 1日～14日 

・呉市（広島県）    8月 1日～14日 

・松江市（島根県）   8月 4日～12日 

・茨城町（茨城県）   8月 5日～15日 

・淡路市（兵庫県）   8月 5日～18日 

・小田原市（神奈川県） 8月 11日～18日 

・藤沢市（神奈川県）  8月 21日～28日 

 

引き続き、ポスター展の開催にご協力ください。 

※ポスター概要：標準サイズA２版、18枚 

▼ポスター展の詳細及びポスターのダウンロード： 

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

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「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、2011 年 11月の理事会及び 2012年 1 月の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。署名活動は第 8回

https://www.city.kashihara.nara.jp/kikaku/shisei/heiwa/index.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/membercity/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/ecbn/projects/poster/index.html


総会で決定した行動計画にも掲げられています。 

皆様のご協力により、2014年 9月 1日現在、1,034,219筆の署名が集まっています。 

今後とも、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。） 

▼署名用紙（PDF） 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_jp.pdf. 

▼オンライン署名 

https://www.ssl-z.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  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆8月の平和首長会議会長訪問 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 松井一實広島市長・平和首長会議会長は、8月に次のような外国人来訪者の表敬訪問を受けました。 

その際に平和首長会議の取組および加盟要請への協力をお願いしました。 

 ＊8月 4日（月） 第 23回ハノーバー・広島 YMCA国際交流プログラム参加者一行 

＊8月 5日（火） アンドレイ・タイエフ ロシア・ボルゴグラード市議会議員 

＊8月 5日（火） ドニ・コデール カナダ・モントリオール市長 

＊8月 5日（火） カーク・コールドウェル ホノルル市長 

＊8月 5日（火） アメリカン大学・立命館大学一行 

＊8月 7日（木） ミルサド・ケボ ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦副大統領 

＊8月 7日（木） イランNGO「化学兵器被害者支援の会」一行 

＊また、8月 6日（水）の平和記念式典に参列した 68か国の駐日大使等に加盟要請書を渡し、取組への

協力を呼びかけました。 

▼関連情報：広島市/日々の動静―2014年 8月 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1406883147424/index.html   

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和首長会議加盟自治体数: 160か国・地域 6,276自治体 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

皆様のご理解とご協力により、今月 70 都市が新たに加盟し、平和首長会議の加盟自治体数は 9 月 1 日

現在で 6,276自治体（160か国・地域）となりました。 

日本国内では、福島県伊達市等 14自治体（1市 12町 1村）が加盟し、国内加盟都市数は 1,505都市（加

盟率 86.4％）となりました。 

海外については、イタリアの平和団体の呼び掛けにより、７都市が新たに加盟し、イタリアの加盟都市

数が 471都市となったほか、平和首長会議副会長であるノルウェー・フロン市のトーレ・ベツビィ市長の

呼び掛けにより、5都市が新たに加盟し、同国の加盟都市数は 98都市となりました。更に、テヘラン平和

博物館の呼び掛けにより、イランの 39都市が新たに加盟し、同国の加盟都市数が 350都市となりました。

この他、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドイツ、スロバキア、アメリカからそれぞれ 1都市

が加盟しました。 

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/2014/newmembers1409_jp.pdf   

▼加盟自治体マップ 

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

平和首長会議事務局  

〒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 
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