
Volgograd city               

In 2015 only one participant from Volgograd could attend International youth conference for 

peace in the future   (IYCPF) and I am extremely happy and very proud that I Was invited as an  

ex-participant this year. I sincerely wish that more youth from Volgograd city could take part in this 

great conference.  

IYCPF is one of the most efficient ways to show how marvelous people from all over the world 

are. It creates very positive and agreeable conditions for youth to communicate and make friendships. 

Moreover, it gives a huge priceless pack of knowledge to share. I’ve taken part in IYCPF several times 

and each conference proved me stronger and stronger the importance of all aims and goals of the 

conference: the importance of awareness about different cultures, feeling free to communicate with 

people from every corner of the Earth, understanding the importance of peace and horrors of wars; and 

the last but not least, everyone can do many things to spread these ideas. 

This time my aim, as for an ex-participant, was to help other participants not to be aside, to be 

more active and decisive. It is a school of communication in some way. Needless to say, at the end of 

the conference most of the participants have changed! They became inspired and full of will to create. 

Concerning my impressions of IYCPF I need much more than this single paper. In general, it 

was absolutely fantastic. International youth conference for peace in the future will be forever in my 

heart. 

 

ボルゴグラード市 

今年ボルゴグラード市から青少年国際平和未来会議（IYCPF）に参加できたのは一人だけでし

た。OB として招待されて、嬉しく光栄に思いました。ボルゴグラード市からもっと多くの若者

が参加できればいいとつくづく思います。 

IYCPF は、世界中から集まった青少年がいかに素晴らしい考えを持っているか知らしめる効果

的な方法です。参加青少年がコミュニケーションを図りながら、友情を築くために最適な土壌を

作ります。また、参加青少年が共有できる知識の貴重な源にもなります。 

私は数回、IYCPF に参加したことがあります。参加する度に、会議の目的と目標の大切さが

益々明らかになってきました。その目的、目標といえば、異文化を知り、意識することの重要

性、世界中の人々とコミュニケーションを図る自由、平和の大切さと戦争の恐ろしさを理解する

ことを促進することです。また、こういった概念を広めるために、誰にでもできることがあると

いう考え方を普及させることです。 

今回の会議への参加にあたって、OB として自分の目的は、他の参加者が傍観者の立場ではな

く、積極的に果敢に活動するように支援することでした。ある意味では、「コミュニケーション

教室」でした。いうまでもなく、会議の終わりまでに、ほとんどの参加者の態度が変わりまし

た！刺激を受けて、「創造していこう」という意欲に満ちていました。 

IYCPF の感想を伝えるのに、一枚の紙ではとても足りません。本当に素晴らしかったです。

IYCPFは一生私の心に留まっていくことでしょう。 

 

 

 



Montréal City 
 

For the second time in the conference’s history, the City of Montréal was participating to the 

International Youth Conference for Peace in the Future. I had the privilege to be the only representative of 

this year’s delegation. It was an honour for me to return to Japan for a second time, but this present trip 

was more about learning and discuss about peace with other young people from across the globe. As a 

member of the Montreal Youth Council, I was there to represent the City of Montréal, a Hiroshima’s sister 

city.  

In a world where everything came to a global scale, where each and every one of us need to 

participate into the evolution of the humanity, the preservation and emancipation of it, the existence of the 

conference is not to reconsider. The importance of having such a forum regrouping people from different 

countries, culture, and perspectives, is truly the key of success of the IYCPF. This is probably why 10 

years after its foundation, the conference is still in place and never stopped growing into involving more 

youths.  

Hiroshima is today a beautiful city and has a rich culture, and a strong history filled up with less 

cherishes memories that today are to be learned from. The atomic bomb that landed on Hiroshima on 

August 6th 1945 created a big hole in the Japanese nation for years and now it helps the people of 

Hiroshima and other advocates of the abolition of nuclear weapons to tell a story that never needs to be 

reproduce anywhere in the entire world.  

The schedule of IYCPF 2015 was filled up with many cultural activities, and also some discussion 

sessions among the groups of participants. The most impressive and touching event was doubtless the 

Peace Memorial Ceremony, held on the fateful date of August 6, at the same hour of the tragic event. The 

emotion that I felt from the crowd transmitted a very humble reaction to what happened 70th years ago and 

make me realise how preoccupant the actual nuclear situation is, and why I should act now.  

During the discussion sessions that included all tens of participants, we gave our personal and 

regional perception about the use of nuclear weapon, the importance of prohibit the use and dismantling 

the production of it, and more importantly how to involve more and more people into this movement that 

we all are part of, promoting peace.  

          In the IYCPF 2015 Hiroshima Appeal, we proclaim that we need to do whatever we can to help us 

promote of message and be able to involve more youth into the IYCPF and into the giant project of 

promoting peace. Through many tools, including social networks, web, and other communication devices, 

the abolition of nuclear weapon and the promotion of peaceful world will closer than it never been before. 

The IYCPF is definitely an actor into making young people realize the responsibility they have towards 

their future and the peaceful future of humanity.  

 

 

モントリオール市 

 

モントリオール市の青少年国際平和未来会議（IYCPF）への参加は、今年２回目となりました。今

年のモントリオール市代表は私だけでしたが、光栄に思いました。2度目の訪日でしたが、今回は世

界中の若者と一緒になり、平和について話し合い、学ぶための旅でした。私はモントリオール市の

青年議会のメンバーとして、広島市の姉妹都市であるモントリオール市の代表として参加させてい

ただきました。 

グローバル化が進んでいる今日の世界では、私たちそれぞれが人間性の発展や保持、解放に参加

しなければなりません。そういった世界だからこそ、IYCPFの存続について疑問の余地はありませ

ん。IYCPFの成功の要因は、正に、異なった国や文化、考え方の人々が集まれるフォーラムだという



ことです。１０年間継続しているし、今も参加する若者が年々増えつつあるのも、このことが要因

でしょう。 

現在の広島は、綺麗な街です。豊かな文化と共に、不幸な過去を持つ街です。その思い出から、

私たちは学ぶべきです。１９４５年８月６日に広島に投下された原子爆弾は、長年埋めることがで

きなかった大きな穴を日本に残しました。また、その原子爆弾は現在、広島市民や核兵器廃絶を提

唱する他の人たちが語り続けている、「世界中のどこでも二度と繰り返さない」というメッセージ

の中心になっています。 

IYCPFの日程は様々な文化的活動で一杯でした。また、参加者同士のディスカッションも設けられ

ました。まぎれもなく、最も感動的な行事といえば、８月６日の原爆が投下された時間に行われた

平和記念式典でした。式典の参列者から伝わってきた感情から、７０年前に起こったことに対して

とても謙虚な反応を感じたと共に、現在も核兵器の問題が大きな課題となっていることに気付き、

私も直ぐに行動すべきだと痛感しました。 

全ての参加者が貢献したディスカッションでは、核兵器の使用や核兵器廃絶の重要性について、

色々な角度から話し合いました。また、更に重要なことに、私たちが全員メンバーとなっているこ

の平和推進運動に関わる人の今後の増やし方についても、討論しました。 

ヒロシマアピールでは、私たちのメッセージを更に広げ、IYCPFに参加する青少年を更に増やし、

平和推進という巨大なプロジェクトに関わっている人を益々増やす努力の必要性を主張しました。

ソーシャルネットワークやインターネット、様々なコミュニケーション端末を活用していくと、核

兵器廃絶と平和の世界の実現が益々身近なものなると確信しています。青少年が自分の未来と人類

の平和な未来に対して持っている責任に気付くためには、IYCPFは間違いなく重要な役割を果たして

います。 

 

 

     
 

 



Bangkok City 

 

We, the youth delegation from Bangkok, Thailand have participated in International Youth 

Conference for Peace in the Future 2015 held during August 4 – 14, 2015 in Hiroshima, Japan, and are 

hereby writing our response to the program.  

The primary purpose of International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) is to 

create peace and unity in the future, in which, we strongly agree that this could be useful and would make 

a step upon the world. Young generations are the heart for future days because they are ones who will 

become adults and can create great changes to the world. If we plant the sense of unity and peace inside 

each youth, this can affect lots of decisions that will come up. Not only peace needs to be born from inside, 

it involves understandings and agreement with other people’s perspectives. Friendship and connection can 

also play an important role. Young ones don’t have friends for gain; they don’t think about economic 

profits, money and power when they are friends with someone. This creates true friendship, ones that you 

will not be able to find it easily when you grow up. We found this an absolutely important thing; 

friendship. 

    Youth from all over certain parts of the world came and gathered at the same location, Hiroshima, 

Japan for the sake of peace. We spent time together days and nights creating a strong bond of friendship 

and understandings of peace around us. It was beautiful how each nation and culture was shared to each 

other through the communication and living routine. We all shared different ideas and perspectives along 

the program at the dining table, while walking along the streets or lobby areas during our free time.  From 

being awkward strangers, asking names and likes all day, we finally were comfortable around these 

strangers that we called “friends”. As we have said earlier, this led to true friendship that could last 

lifelong. Who knows, your friend now could be a country’s Prime Minister in the future. An ordinary boy 

now could become a billionaire, or even the shy one could become a famous news reporter. Until there, 

we are friends, and there is connection all over. We can lead the world and help each other with tough 

issues that we face, and these are powers of connection. 

    Lastly, we would like to thank you IYCPF for giving us such a memorable and great experience, 

together with Bangkok Youth Center (Thai – Japan) for selecting us as participating delegates. Peace will 

always be in us, and I pledge to spread them to those around us. 

 

 

バンコク都 
 

８月４日から１４日まで広島にて開催された青少年国際平和未来会議（IYCPF）２０１５に、タ

イ・バンコクの若者代表として参加してきました。ここで、感じたことなどを語っていきたいと思

います。 

IYCPF の第一の目的といえば、平和と団結の未来を築くことです。それは有益で、世界に影響を与

えることだと私たちも考えています。未来は若い世代の手の中にあります。なぜなら、若い世代が

これから大人になり、世界に大きな変動をもたらすことのできる世代だからです。青少年たちの中

に「平和」や「団結」の意識を育てていくと、その意識が大人になったときの決断などに影響を与

えるでしょう。でも平和とは、一人の人間の中でのみ育つものではありません。相互理解や他人の

考え方を受容することも含まれています。また、友情や絆も重要な意味を持ちます。青少年は、損

得を考えて友達を作るのではありません。友情は利益やお金、影響力などに基づいたものではあり

ません。つまり、青少年の友情は真の友情です。大人になったら、なかなか見つけることのできな

い友情です。そのような友情はとても大切なことだと感じました。 

平和のため、若者が世界中から広島に集まりました。生活を共にし、強い絆やお互いの平和に関

する深い理解を築くことができました。日常生活や日々のコミュニケーションを通してそれぞれの



国や文化のことを知り合うことができたのは素晴らしいことでした。食事をするとき、街を歩くと

き、ホテルのロビーで集まったときなどそれぞれが、それぞれの考え方や意見を交わす機会になり

ました。最初はお互いに名前さえ知らず、落ち着かないような、少し気まずい雰囲気でしたが、そ

の内その「他人」が「友人」になり、心地良い雰囲気ができました。上にも書きましたが、その友

情は一生続きそうな、真の友情です。今の友達が将来、首相になるかもしれません。今の普通の若

者が将来、億万長者になるかもしれません。少しおとなしい若者が将来、有名な記者になるかもし

れません。そのときでも、私たちは友人で、世界中に絆があります。そうした私たちは世界のリー

ダーシップを取り、難しい問題を共に乗り越えることができます。つながりの力です。 

  最後になりますが、IYCPF が一生記憶に残る、素晴らしい経験を与えてくれたことに対して、選

抜してくれたバンコク青少年センター（タイ・日本）と共に感謝の気持ちを述べたいです。私たち

の中には、平和はいつまでも残ります。その平和を周りの人たちへと広げていくことを、誓いま

す。 

 

 

 



Malakoff City 

 

I had the honor to be the representative of the city of Malakoff (France) and for the French 

Association of Cities, Departments and Regions for Peace (AFCDRP) at the 10th International Youth 

Conference for Peace in the Future, held in Hiroshima from 2015 August, 4th to 14th . 

The context of the conference was particularly appropriate to have a reflection about our role, as 

young people, in promoting peace. We participated to the commemoration ceremony of the 70th 

anniversary of the bombing. The ceremony took place on August 6th, at the exact hour of the bombing 

and it was one of the most intense moments of the whole conference. The atmosphere at this moment, 

exactly 70 years after the city had been completely destroyed by the atomic bomb, was an opportunity 

to think deeply about the future of peace, in a world where there is still more than 15 000 nuclear 

weapons, which is enough to destroy the entire planet just as Hiroshima had been. 

But Hiroshima is not only a symbol we have to remember. The way the peace is thought in 

Hiroshima is an example that had a large impact on the thoughts we shared during the conference. We 

had the opportunity to visit the peace museum, we listened to a bombing’s survivor testimony, we 

collected signatures for carp’s streamer and participated in many Japanese traditional activities. Thus, 

it was the occasion to be inspired and to have a more precise understanding of this culture of peace.  

Moreover, the diversity of academicals, cultural and historical backgrounds and the number of 

countries represented helped us to understand the importance of being open-minded and ready to learn 

from other perspectives in order to promote peace. The Hiroshima Appeal, produced to conclude the 

conference by a common work, reminds the role of mutual understanding and acceptation of diverse 

cultures and histories. 

The conference was the occasion to talk about solution for peace enforcement, such as education 

and raising awareness, but also by an ongoing will to live together in a society. Group discussions 

were also an opportunity to share our respective conceptions of peace, and to agree that peace is not 

only an objective to reach out, but also a way of living and a situation in which people do not fear any 

social, economic, physical or environmental threat.  

The experience we had in Hiroshima transformed our vision of the world and our conception of 

peace promotion. Personally, I can testify that this conference reinforced my feeling that youth is 

responsible for the future of peace. I strongly believe the IYCPF is one of the way to make young 

people realize of this important responsibility, and to empower them in this commitment.  

 

 

マラコフ市 
 

私はフランスのマラコフ市とフランス平和首長会議（AFCDRP）の代表として、２０１５年８月

４日から１４日まで広島で開催された第１０回の青少年国際平和未来会議（IYCPF）に参加させ

ていただき、光栄です。 

青少年が平和を推進する役割について考える会議で、有意義なテーマだと思います。最も感動

的な一時といえば、８月６日、原子爆弾が投下されたその時間に開催された、被爆７０周年の平

和記念式典への参列でした。広島が原子爆弾により破壊されてからちょうど７０年が経ったその

瞬間に居て、これからの平和をじっくり考えさせられました。世界にはまだ１５０００発以上も

の核兵器が残っています。広島のように都市ではなく、地球を壊滅するほどの力です。 

ただし、広島は記憶にとどめておくべき単なるシンボルではありません。広島で捉えられてい

る平和の概念は、IYCPF の参加者の意見交換に大きな影響を与えたと思います。平和記念資料館

を訪れ、被爆者の話を聞き、鯉のぼりの運動をし、様々な日本の伝統も体験できました。IYCPF

は、刺激を受けて平和文化をより深く理解する機会でもありました。 

また、異なった学歴や文化、歴史などを持った若者が多くの国々から集まったことも重要なこ 



とだったと思います。色々なものを受け入れるオープンな態度や自分と違った視点から見た意見

を受け入れることの大切さを改めて理解できました。会議のまとめとして作成されたヒロシマア

ピールは、相互理解や多様な文化や歴史を受け入れる事の重要性を主張しています。 

また、IYCPF は教育や意識を高めることなどの平和を実現するための対策について話し合う機

会にもなりました。社会で共に生活していくために必要な意思についても話し合いました。ディ

スカッションでは、平和について討論しました。平和とは、目指すべき目標だけではなく、生き

方でもあり、社会的・経済的・体力的・環境的に脅迫のない状態でもあるということで、意見が

一致しました。 

広島で経験したことのお蔭で、世界を見る視野も、平和推進の意識も、変わりました。個人的

なことですが、IYCPF に参加して、これからの平和は若者が担わなければならないという意識が

更に強くなりました。IYCPF は、若者にこの重要な役割に気付かせる方法の一つで、平和推進を

推進する力を与える方法でもあると確信しています。 

 

 

 

 



Santos city 

 

The teachings I got this Conference will be  

with me all my life and I will try to share everything  

that was collected good with my peers (especially in 

 Brazil). 

On the first day I came to Japan, I get an  

overall difference of cultures and behaviors. All were 

 educated, there was not even a piece of paper on the  

floor. 

I was greeted by a young Japanese woman 20 years called Risa Matsumoto and have realized 

how it would be well received on the spot, his kindness and attention to me is something that'll take 

forever. 

Culture shock was such that I thought I was on another planet, all politicized and educated. I 

did not see animals on the street, beggars and dirt (despite the city being entertaing over 1 million 

people at the time). 

Upon arriving at the hotel I found that there were about 70 young people from different parts 

of the world in search of one dream (of peace), I made friendships and amazing contacts and among 

them stood three: François (young board member of Montreal - Canada); Marcal (young activist of 

Catalonia-Spain) and the Japanese Daisuke Tsuruda (also belonging to the young Board of 

Hiroshima). 

All members with ideas ahead of our age and with projects that can help solve problems 

efficiently and safely. I also believe every young person present at the conference will make a 

difference in your city with the experience. 

Our struggle will not be easy, but every great journey begins with a first step! 

                      Watashi wa sorera o kesshite wasurenaidarou, arigatou Gozaimasu!!!   

  

 

サントス市 
 

この会議で学んだことは一生忘れません。得たものを同じ世代の人々（特にブラジルの若者）

に伝えるように努力したいと思います。 

日本に到着して最初の日から、文化やマナーの違いが明らかになりました。誰もマナーが良く

て、ゴミは紙一枚さえ落ちていませんでした。 

松本さんという若い日本人メンバーが迎えに来てくれました。最初から素晴らしいおもてなし

でした。松本さんの親切さと心遣いは一生忘れません。 

違う国に来たのではなく、違う惑星に来たと思うぐらい、カルチャーショックを受けました。

広島は１００万人以上もの人口を持つ都市にも関わらず、道路をウロウロしている動物やホーム

レスはいませんでした。汚れている所も一箇所もなかったと思います。 

ホテルに到着したら、世界中から広島に足を運んだ若者が７０人ぐらいいました。誰も、同じ

夢を抱いていました。その夢は、平和でした。その７０人の中で、たくさんの友人とこれからも

連絡を取り合う仲間ができました。特に仲良くなったのは、モントリオール市の一人、グラノラ

ーズ市の一人、広島市の一人でした。 

この会議はどの参加者も、若者だと思えないぐらい発展的な考え方を持っていて、効率的且つ

安全に問題を解決するためのアイディアを持っていました。また、青少年国際平和未来会議

（IYCPF）で経験したことのおかげで、全員がそれぞれの都市で影響を与えることができると確

信しています。 

私たちの歩く道のりは決して平たんな道のりではありませんが、「千里の道も一歩から」で

す。 

 



Manchester City 

 

Days of Learning, Laughing, and Peace 

When I was first invited to attend the International Youth Conference for Peace in the Future, my initial 

emotion was surprise – I couldn't believe that I had been selected out of all the students at my university. 

It became clear to me that this opportunity was perhaps a once in a lifetime chance, and it turned out to be 

one of the best experiences of my life. 

        I found the opportunity to engage with young people from countries all over the world to be one of 

the most positive and enlightening things about attending IYCPF 2015.  I came to the conference knowing 

what peace means in British culture and what kind of a consciousness British people have about nuclear 

weapons, but not knowing much at all about other countries' attitudes to peace. Through getting to know 

the other participants, I learned a great deal about conflict in their home countries, and what young people 

all over the world are doing to promote peace in their communities. It provided me with many ideas to 

take back to the UK to help spread the message of peace and the Hiroshima Appeal to the citizens of 

Manchester.  On a more personal note, I forged friendships with people that I hope will last a long time, 

and I have the IYCPF to thank for that. 

         These friendships were solidified by the chances we got to experience traditional Japanese culture 

together. I was so thankful that I was immersed in so many aspects of Japanese culture – from the 

traditional tea ceremony and visiting the local high schools to eating the local cuisine and learning to 

speak the language; we were given a full experience of what life is like in Japan. I was especially grateful 

for the chance to spend a day with a Japanese family for my homestay as they were so welcoming – they 

really personified the Japanese sense of hospitality and made me feel so welcome. 

        During the ten days I spent in Hiroshima, I learned so much more than I had ever done before about 

the concept of peace – what it means to other people, what it means to me, and most importantly, why it is 

so important that we achieve world peace and the worldwide abolition of nuclear weapons. The ghost of 

the atomic bomb still haunts the city of Hiroshima, and will continue to haunt it until its citizens can rest 

easily in the knowledge that another devastating atomic bomb will not be dropped. However, the most 

surprising and beautiful thing I observed during the conference is that rather than rebuilding their city on 

bitterness and spite, as would be so easy to do, the people of Hiroshima have rebuilt their city on a 

foundation of hope and peace. The International Youth Conference for Peace in the Future is a huge part 

of maintaining the city's message of hope, and is so invaluable in the endeavour to achieve peace and the 

abolition of nuclear weapons. I feel so lucky to have been a part of it and hope it continues for many years 

to come. 

 

 

マンチェスター市 
 

学び・笑・平和の１０日間 

 青少年国際平和未来会議（IYCPF）に参加するように招待されて最初に感じたのは、「驚き」でし

た。自分の大学に通っている数多くの学生から自分が選ばれたことが、信じられませんでした。一

生に一度の機会かもしれないな、と感じました。振り返ってみれば、人生で最高の経験の一つとな

りました。 

 私にとって、IYCPFで最も有望で刺激的なことの一つは、世界中の若者と交流する機会でした。会

議に参加する前も、イギリスにおける「平和」の意味や核兵器に対してのイギリス人の意識は知っ

ていましたが、他国の平和に関する考え方については、ほとんど何も知りませんでした。他の参加

者と知り合うことによって、その参加者のそれぞれの国における紛争について、そしてそれぞれの

地域における平和を推進する運動について、色々知ることができました。色々なアイデアをいただ



き、平和とヒロシマアピールのメッセージをマンチェスター市民に伝える運動に活用したいと考え

ています。また、個人のことですが、IYCPFのおかげで、きっとずっと続く友情をたくさん築くこと

ができました。  

 その友情は、一緒に日本の伝統文化を体験することによって、より深いものになりました。茶道

や高校への訪問、日本食、日本語など、日本文化の様々な面に触れることができて、本当に有り難

く思います。日本での日常生活を満遍なく体験したと感じました。特に嬉しかったのは、日本の家

庭での１日のホームステイでした。日本の「おもてなし」を完璧に見せてくれた、とても暖かい家

族でした。 

 広島滞在の１０日間の間、他人にとっての平和の意味、自分にとっての平和の意味など、今まで

学べなかった平和という概念について、たくさん学びました。また、何よりも世界平和の実現や核

兵器廃絶の重要性を知りました。原子爆弾の影はまた広島にあります。また、全てを破壊する原子

爆弾が二度と投下されないと、広島市民が安心できる日まで、その影が残るでしょう。 

 しかし、会議中に気付いた最も美しくて驚くべきことといえば、復興した広島市の土台です。原

爆投下後、悔しさや憎しみを土台に都市を復興させることは簡単なことだったでしょうが、広島市

の土台はそういう土台ではなく、希望と平和という土台です。広島市の「平和」というメッセージ

を維持するのに、IYCPFは重要な役割を果たしています。また、世界平和の実現や核兵器廃絶への歩

みに欠かせない存在です。私も参加させていただき、本当に光栄に思います。また、IYCPFがこれか

らもずっと続くことを期待しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kochi City 

 

Nuclear weapons pose a direct and           

constant threat to people everywhere  

around the world. Far  from keeping the peace,  

they breed fear and mistrust among nations.  

When a nation possess nuclear weapons, 

it only cause national and global  insecurity.  

Attending the International Youth Conference  

for Peace in the future, held in Hiroshima on  

August 2015, made me realize the extend to 

which a nuclear war had affected the lives of people living there.  

         We, the people of the world, must understand that cooperation with love is of utmost importance. 

The government must include improved strategies for global governance and maintain diplomatic 

relations .We must take initiative to talk and understand more about sustaining world peace by 

nullifying nuclear weapons. As an individual, what we can do, is to volunteer and organize various 

programs. Bringing awareness through simple activities among school children or helping the senior 

citizens in our community or helping the homeless, can all be a message of love without borders.  

         Peace must start from home and spread to the society and neighbors. If we live with an open 

heart and generous thoughts, people everywhere, could realize this beautiful yet powerful message of 

love. So let us join our hands to bring awareness about nuclear weapons and establish peace once and 

forever. With that said, I am obliged to take actions to spread awareness of peace from my side, being 

an ambassador of Hiroshima. 

 

 

コーチ市 

 

核兵器は絶えず、世界中のいかなる場所も直接脅威を与えています。決して平和を守るもので

はなく、国と国との間の恐怖や疑念を育てます。核兵器を所有する国は、国内外の不安感を掻き

立てるだけです。 

２０１５年８月に広島で開催された青少年国際平和未来会議（IYCPF）に参加することによっ

て、核戦争が市民に及ぼす影響の大きさを知ることができました。 

私たち世界の人々は、愛に基づいた協力が何よりも重要なことを理解しなければなりません。

それぞれの政府は、世界の統治や外交に関する政策をより良いものにしなければなりません。核

兵器廃絶により、世界平和を維持することについて、もっと話し合い、もっと理解するために、

動かなければなりません。個人として、私たちのできることは、ボランティア活動に参画し、い

ろいろな計画を立てることです。児童を対象にした簡単な活動を行うことによって意識を高めた

り、地域の老人を手伝い、ホームレスを助けたりすることは、境界のない愛の例です。平和は自

分から始まり、近所や地域に広がるものです。開いた心や寛大な考えを持って生きていけば、美

しくて力のある「愛」というメッセージが全ての人に伝わっていきます。手をつなぎ、核兵器に

対する意識を高め、恒久平和を実現させましょう。私は広島の平和大使として、平和の意識を広

めるため、自ら動いていかなければいけないと思っています。 



Granollers City  
 

What I learned and thought about IYCPF2015 .To answer this question I will try to 

organise and summarise all my thoughts, feelings and experiences about the whole IYCPF. 

First of all, I think it is very important to be grateful whenever one has the possibility to 

participate in an international event, specially if Peace is the main topic. 

The world needs events like this to be done, but my objective here is to explain what I 

thought about the IYCPF, and as I undestand it, very good and bad things. 

First of all, we have to undestand that what happened in Hiroshima was something related 

to such a big armed conflict, the World War II. That conflict brought many injustices which are 

still present in our lifes. Work based on historical memory is known to have good results in terms 

of education and sensibilisation, and  the IYCPF does a great job providing a good knowledge of 

what happened in Hiroshima. 

The IYCPF has a strong focus on nuclear issues, we know that, but given the possibility to 

gather a big group of young people interested in Peace, I think the organizers could consider 

offering different kind of teachings related to Peace and Conflict Studies. 

Understanding Peace not only as the absence of war, but a way of life and state of mind. 

Peace has not to be understood as a goal or something to achieve in the future. Building peace 

implies a positive approach to conflicts. We need to undestand conficts as something positive 

because they are the greatest possibility to learn and grow both as an individual and a community. 

I think the IYCPF needs to explore new ways of teaching from different perspectives. Sandly, we 

are having armed conflicts all around the world, and all of them are very complext and different 

among them, and they also seem to be very difficult to solve or transform. 

I also think that the network needs to be improved. Topics on discussions could me more 

complex and the feedback after the conferences could also be better. 

Last but not least, I think that the IYCPF could bring a long term plan of action which we 

did not plan. Talking about peace is wonderful, discussing and creating knowledge is needed, but 

In my opinion work has to be done in the field. I would love to see how all the actions we 

planned together come to reality and have an impact to siciety. 

I would like to finish up with my brief commentary reminding that this is just a 

constructive amount of ideas, and the intention of this text is pure, willing to provide a humble 

and positive point of view. 

 
 

 

グラノラーズ市 
 

青少年国際平和未来会議（IYCPF）で考えたこと、感じたこと、経験したことを整理して、まとめ

てみたいと思います。 

まず、国際規模の行事、特に平和に関連している行事に参加する機会を得たことを、感謝すべき

だと思います。IYCPFのような行事は世界にとって必要なものです。 

ここで、IYCPFについて感じたこと、また良いところと良くないところについて私の考えを説明さ

せていただきたいと思います。  

もちろん、広島で起こったことは第二次世界大戦という大きな戦争に関連している出来事である

ことを理解する必要があります。その戦争は、今も日常生活に影響し続けている数多くの不正をも

たらしました。歴史的な記憶に基づいた教育はよい成果をもたらすと評価されます。IYCPFにより提

供される、広島で起こったことについて学んだ情報はとても有意義なものでした。 

IYCPFは核兵器が主な焦点の一つであることは分かっていますが、平和に関心のある大勢の若者が

折角集まっているので、核兵器のみならず、平和や紛争に関する他の幅広い課題に触れる機会もあ

れば良いのではないかと思います。 



平和とは、「戦争のない状態」を意味するだけではなく、生き方と考え方でもあります。平和

は、目指すべき目標や将来に達成すべきことと考えてはいけません。平和を築くというと、対立に

対する積極的なアプローチを意味しているように思われがちですが、個人や地域社会が成長するた

めの重要な機会であるという意味では、対立は悪いことではありません。 

IYCPFでは、色々な視点から教えるための新たな方法を見つける必要があるかと思います。残念な

ことに、世界の様々な場所では紛争が続いています。それぞれ異なった事情であっても、どの紛争

も複雑で、解決し難そうです。 

IYCPFのネットワークも改善すべきだと思います。ディスカッションのテーマをもっと深いものに

すると良いと思います。また、会議終了後のフィードバックももっと充実したものにする必要があ

ります。 

最後ですが、重要なポイントです。ディスカッションのトピックにはなりませんでしたが、IYCPF

の長期活動計画を立てるべきだと思います。平和について話し合うのは素晴らしいことであり、知

識を得ることはもちろん必要です。しかし私は、実際の活動も必要不可欠であり、参加者が一緒に

考えた活動が実際に実現されると、社会にどんな影響を及ぼせるか、是非とも見てみたいと思いま

す。 

上記の考えは全て前向きな提案をするつもりで述べさせていただいたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wellington City  

The International Youth Conference for Peace in the Future 2015 presented participants with 

an amazing opportunity to meet other likeminded young people from all over the world, and to learn 

about peace and share their ideas of peace with the other participants.  

The intake portion of the program allowed participants to learn from the Hiroshima story and 

the message of peace that one can take from the history of Hiroshima and the experiences of the city.  

The opportunity to visit many significant sites, and to talk to those with first-hand experience, 

including a survivor of the atomic bombing, was a truly moving and humbling experience. It allowed 

participants to begin a deeper process of thinking about peace, and how they could influence their city, 

nations and societies once they returned home after the conference.  

The program also allowed participants to experience the Japanese culture first hand, in an 

immersive way. This one of the aspects that I found extremely valuable, and very memorable. The 

opportunity to stay with a Japanese family, and reflect upon the differences, and similarities of 

cultures, was an amazing opportunity.  

Creating the Hiroshima Appeal 2015 was a process that allowed me to hear from other 

participants about their ideas of peace, and how we can positively affect change in our communities in 

order to create a more peaceful world. It was interesting to hear from other participants around their 

experiences, and how a common theme was that when young people are involved in the peace process 

and movement, the whole experience is a stronger one, with longer lasting outcomes.  

I feel extremely privileged to be the first participant from Wellington City to take part in the 

IYCPF. I hope that Wellington City has the opportunity to send participants to IYCPF in future, and 

that the message of peace we created at IYCPF 2015 is spread far and wide in our communities, cities, 

and countries. The Hiroshima Appeal 2015 that was created during the conference by participants 

contains an enduring message about how we can encourage peace in our cities.  

As part of IYCPF 2015, I feel I have made friends for life. The opportunity that IYCPF 

presents is so very amazing, and I hope that it continues to bring young people together from around 

the world, long into the future. 

 

 

ウェリントン市 
 

青少年国際平和未来会議（IYCPF） 2015は、同じ意思を持っている世界の若者たちに出会

い、共に平和を学び、平和に関する考え方をシェアする、という素晴らしい機会を参加者に与え

てくれました。  

会議の「インプット」の部分では、参加者が広島の歴史から、そしてその歴史や現在の広島を

知ったことによって得られた「平和」の意識について色々学びました。平和に関して重要な場所

を数多く訪れたり、実際に被爆された方の話を聞くことは、本当に涙を誘うような、頭が下がる

ような経験でした。その経験によって、参加者がより深く平和について考え始めたと思います。

また、帰国後の活動についての話にもつながりました。 

また、直接日本の文化に深く触れる機会もありました。それは、私にとってかなり価値のある

もので、記憶に残る経験でした。日本人の家族の家に泊まり、文化の類似点と相違点を考えるこ

とも、素晴らしい経験でした。 

ヒロシマアピール２０１５を作成する過程では、他の参加者の平和に関する考えを聞き、平和

な世界を築くため、地域において積極的に実現できる変革の例を知ることができました。他の参

加者の色々な経験を聞くのは興味深いものでした。また、有意義なことに、平和運動に若者が関

わっていると、その運動がより強くて、成果がより長く続くものになる、という共通点がありま

した。 

ウェリントン市から IYCPFに初めて参加する代表になり、とても光栄に思っています。将来に 



も、ウェリントン市の青少年が参加できるといいと思います。また、IYCPF２０１５で創り上げ

た「平和」のメッセージがそれぞれの参加者の地域や都市、国で広く広がっていくことを望んで

います。参加者が会議中に作成したヒロシマアピールには、都市における平和を促進する方法に

ついての永続的なメッセージが含まれています。 

IYCPF 2015の参加者として、一生続く友情を築けたと思います。IYCPFがもたらす機会は本当

に素晴らしいものです。これからもずっと、世界中の若者が集える場になり続けることを望んで

います。 

 

 

 
 

 

 


