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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■第10回平和首長会議総会を延期しました 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、第10回総会の開催について、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2020年
から二度延期し、今年8月4日（木）・5日（金）の開催に
向けた調整を行ってきました。こうした中、核保有国や
その同盟国も参加して核軍縮を進めていくための大
変重要な議論を行う場であり、これまで毎回、平和首
長会議の代表団を派遣してきたNPT再検討会議が、
同時期に米国・ニューヨーク市の国連本部で開催され
ることが3月に発表されました。 

 
平和首長会議として、再検討会議において広島・長崎の代表団による十分な発信活動を行うことにつ

いて検討した結果、同会議の会期中に総会を開催することは困難との判断に至りました。また、総会を
再検討会議の結果を踏まえて行う意義もあることから、今年10月19日（水）午後から20日（木）までの日
程に延期して広島市で開催することとしました。 

 
平和首長会議設立40周年を記念する総会となりますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたし

ます。 
 

過去の総会の様子（平和首長会議ウェブサイト）： 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/ 
  

＜＜今号の内容＞＞ 

◆第10回平和首長会議総会を延期しました 

◆平和首長会議メンバーシップ納付金にご協力をお願いします 

◆平和首長会議加盟自治体数: 166か国・地域 8,134自治体 

◆平和首長会議行動計画に掲げる取組の実施にご協力ください 

◆平和を希求する心を育てる取組の好事例を募集しています 

◆被爆樹木二世の苗木の配付事業のご案内 

◆ヒロシマ発平和関連ニュース（中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター提供記事） 

◆広島被爆者7団体が実施する「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」について 

2022 年 4 月 / 第 148 号   
  

     

平和首長会議加盟都市数 

166 か国・地域 8,134 自治体 

加盟都市数 10,000 都市を 

目指しています！ 
 

日本国内加盟自治体数：1,736 
  

（2022 年 4 月 1 日現在） 

 

 

平和首長会議の最新ニュースはこちらでチェック！ 

ウェブサイト： 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html 

フェイスブック： 
https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

ツイッター： 
https://twitter.com/Mayors4Peace 

「いいね！」をお待ちしています。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/
http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■平和首長会議メンバーシップ納付金にご協力をお願いします 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、活動の活発化と連帯意識強化を図るため、メンバーシップ納付金制度を導入し、
1自治体当たり年額2,000円の負担をお願いしています。 

加盟自治体の皆様へは、本年4月1日付けで請求書等を郵送しております。納付金の納付期限は6月
30日（木）となっておりますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 

また、納付が困難な自治体の皆様におかれましては、免除の手続きを行いますので、その旨と免除申
請の理由（予算措置なし等）をメールでご連絡いただきますようよろしくお願いします。 

納付金を負担しない場合でも、その自治体に離脱を求めることはいたしませんので、引き続き平和首
長会議加盟自治体として、市民の平和な生活を守るため、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け共
に行動していただければ幸いです。 

 
なお自治体判別のため、お振込の際には振込人のお名前の前に「全国地方公共団体コード」をご記

入くださいますようご協力をお願いいたします。「全国地方公共団体コード」の入力が難しい場合はお手
数ですが、お振込の日付と振込人のお名前を平和首長会議事務局までメールでお知らせください。 

皆様のご協力をお願いいたします。 
 
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
▼TEL: 082-242-7821 FAX: 082-242-7452 
 
 
 
 
 
＜＜貴自治体の平和活動の情報をお知らせください＞＞ 
平和首長会議事務局では、行動計画に盛り込まれている平和教育や平和文化等に関する行事等の情
報を募集しています。平和首長会議ウェブサイトの「加盟都市の活動」コーナーでご紹介します。特に、
次代の平和活動を担う青少年の育成に関する事業や、「平和文化の振興」に寄与する活動について、ご
報告いただけますと幸いです。 
 
是非、短文のご報告（最大400字程度）を写真とともに、平和首長会議事務局までお寄せください。 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
  

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_jp.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■平和首長会議加盟自治体数: 166 か国・地域 8,134 自治体 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

4月1日付で、2014年9月以降最多となる70自治体が加盟し、加盟自治体数は8,134都市となりました。
加盟促進に関する皆様のご協力に心から感謝申し上げます。新たに加盟した国・地域と内訳は以下のと
おりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4月1日付新規加盟自治体一覧(PDF) 
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2022/newmembers2204_jp.pdf 
 

加盟都市数一覧(国・地域別) (PDF) 
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_jp.pdf 
 
  

国名 
新規加盟 
都市名 

合計 備考 

アルゼンチン ゴドイ・クルス 101  

コロンビア ネイバ 17  

ドイツ 
アルテンベルゲ等 

58都市 
788 

副会長都市及びリーダー都市であるハノーバ
ー市の呼び掛けや、ウクライナ情勢を受け同
国の加盟都市が平和首長会議の旗を掲揚す
る連帯行動を行ったことへの反響により加
盟。 

オランダ 
ベルゲン（リンブルフ州）等 

8都市 
168 同国のベルゲン市等の呼びかけにより加盟。 

スペイン エイバル 398  

スイス ビール／ビエンヌ 24 同国のベルン市の呼び掛けにより加盟。 

平和首長会議では、核兵器のない平和な世界の実現に向けた大きな潮流をつくるため、
10,000都市加盟を目指し、加盟拡大に取り組んでいます。海外の姉妹・友好自治体で、平和首
長会議に未加盟の自治体がある場合は、是非加盟の呼び掛けにご協力をお願いします！ 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2022/newmembers2204_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_jp.pdf
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■平和首長会議行動計画に掲げる取組の実施にご協力ください 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

昨年7月にオンラインで開催した第12回平和首長会議理事会において、「平和首長会議行動計画
（2021年-2025年）」が策定されました。この行動計画に掲げられた、世界恒久平和の実現に向けた取組
の推進にご協力ください。 

 
「平和首長会議行動計画（2021年－2025年）」（PDF）： 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_jp.pdf 
 

行動計画に基づく取組（平和首長会議ウェブサイト）： 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■平和を希求する心を育てる取組の好事例を募集しています 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議事務局では、自治体、学校、NGO等、様々な実施主体による平和教育の取組事例を
「平和首長会議ニュース」やウェブサイトで紹介することにより、そうした活動の広がりを促進していくため、
各加盟都市において実施されている平和を希求する心を育てる取組の好事例を募集しています。 

 
これまでにお寄せいただいた取組事例をウェブサイトに掲載しています。他都市の事例を参考にして、

より多くの都市に平和教育の取組を広げていただければ幸いです。 
 

平和を希求する心を育てる取組の好事例の紹介コーナー（平和首長会議ウェブサイト）： 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_edu_examples.html 

 
また、事例募集は引き続き行っておりますので、随時情報提供をお願いいたします。いただいた取組

事例は随時ウェブサイトでご紹介する予定です。 
 

▼書類提出・問い合わせ先： 
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  TEL: 082-242-7821  FAX: 082-242-7452 

 

  

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 

早期締結を求める署名活動に 

取り組んでください 

 

「広島・長崎講座」の普及に 

ご協力ください 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_edu_examples.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_poster.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_poster.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_petition.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/hnpc/hnpc_top.htm
http://www.mayorsforpeace.org/jp/hnpc/hnpc_top.htm
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■被爆樹木二世の苗木の配付事業のご案内 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 平和首長会議では、行動計画に沿った取組として、被爆樹木
二世の苗木の配付を行っています。小・中学校の平和学習での
活用や公共施設の改修にあわせた記念植樹など、平和のシン
ボルである被爆樹木二世の育成を通じて、市民の平和意識の
醸成に取り組んでいただきますよう、ご検討をお願いします。 
 

今年度においても、すでに多くの加盟都市から配付の申請
をいただいております。ありがとうございます。引き続き申請を
受け付けておりますので、是非ご検討いただければ幸いで
す。なお、この事業は、通年で行っているため特に申請期限
はありません。 

 
また、被爆樹木二世を活用した取組（植樹式や啓発活動を行ったり、平和教育の教材として活用した

例など）がありましたら、是非事務局にご報告ください。このメールマガジンや、平和首長会議ウェブサイ
トの「加盟都市の活動」コーナーでご紹介します。 

 
▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
▼TEL: 082-242-7821 FAX: 082-242-7452 
 

被爆樹木二世の苗木の配付申請書、事業紹介パンフレット印刷用データ等のダウンロード： 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_tree.html 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■ヒロシマ発平和関連ニュース(連載第 90 回) 
[中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター提供記事] 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３月２１日にサクラが開花宣言となり、平和記念公園や周辺でも４月上旬まで、桜吹雪と共に春の訪れ
を実感することができました。新型コロナ禍のため、大勢で集まって和やかに花見を楽しむことは今年も
できず、感染収束も相変わらず見通せません。それでも、花の美しさを味わうことができるのも平和であ
ってこそ、と気付かされます。 
 

広島では、ロシアがウクライナに侵攻して以来、「戦争反対」の声を被爆者と市民が次々と上げていま
す。理不尽極まりない市民の犠牲を知るほどに打ちひしがれ、怒るとともに、「ウクライナが旧ソ連の核
兵器を放棄したから侵攻された」「日本も核兵器による守りが必要」といった、核兵器被害の実態につい
て無知としか言いようのない議論が出てきていることに危機感を募らせています。平和を訴える私たちの
努力は、正念場にあります。市民も、報道機関も。粘り強く発信していかなければなりません。 

 
関連記事は次のアドレスで読むことができます。 

 
被爆者ら「戦争要らない」 ウクライナ侵攻 原爆ドーム前で抗議 
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117296 
 
南方留学生の遺族墓参り 被爆のユソフさん弟の孫、佐伯区の寺に 証言聞き「帰国し伝えたい」
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117954 
 
被爆の苦難や復興 歌に 広島市出身ミュージシャン 茂村泰彦さん 日米市民 惨状共有願う
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117994 
 
米兵捕虜調査の森さんに謝意 大使が面会「勇気ある行動」 
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117973 
 
被爆遺構展示館が開館 旧中島地区の痕跡伝える 
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117960 
 

被爆樹木二世の苗木を 
育ててください 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_tree.html
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117296
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117954
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117994
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117973
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=117960
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_tree.html
http://www.mayorsforpeace.org/jp/vision/initiatives_tree.html
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ロケ地広島に輝き 「ドライブ」アカデミー賞 「モノクロ」の印象覆す 撮影・観光 追い風期待 
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118008 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
■広島被爆者7団体が実施する「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」 

について 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

核兵器禁止条約は昨年1月22日に発効し、現在60か国が批准しています。日本政府の署名・批准は、
平和首長会議が目指す「核保有国を始め全ての国がこの条約に参加」するための道づくりとなるもので
す。 

 
広島被爆者7団体が推進する「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」にご協力くださ

い。 
 

「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名」署名用紙 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/syomei.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊＊＊このメールマガジンに関するご意見、お問合せ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 平和首長会議運営課 
TEL: 082-242-7821 FAX: 082-242-7452  
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
 
 
 
平和首長会議メールマガジンの最新号やバックナンバーは、次のアドレスからご覧いただけます。 
http://www.mayorsforpeace.org/jp/statements/newsflash.html 
 
【平和首長会議公式ＳＮＳアカウント】 
 
〈ツイッター〉                       〈フェイスブック〉  
https://twitter.com/Mayors4Peace         https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 
 
フォロー、拡散、「いいね」、コメントをお願いします！ 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118008
http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/syomei.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/statements/newsflash.html
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace

