
8 月 4・5・6 日、平和をテーマにした多彩な企画であなたの参加をお待ちしています♪ 

 

継 承 と 警 鐘    ～ヒロシマのねがいを世界へ～ 
 

主催：日本生活協同組合連合会・広島県生活協同組合連合会 

 

2009 ヒロシマ虹のひろば 
※事前申し込み不要、入場無料です。多くのみなさんの参加をお待ちしています。 

日時： 2009 年 8 月 5 日（水）13:20～16:00（開場 12:30） 

会場： 広島県立総合体育館 グリーンアリーナ 

プログラム： 
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《子子どどももがが描描くく「「平平和和のの絵絵」」募募集集！！》 
 
虹のひろばで展示する「平和の絵」を募集します。  

対象は小学 6 年生までの子どもさん（未就学児含む）で、締め切りは 7 月 20 日です。 

最優秀作品（虹のひろば来場者で投票）は、来年の虹のひろば・パンフレットの表紙に採用します。

全員に参加記念品を贈呈！ 詳しくは各生協、広島県生協連にお問合せください。 

全国各地の平和活動を紹介する「出展ブース」

や、“子どもたちが描く平和の絵”の展示、核

兵器についてクイズで学ぶコーナー、“ユニセ

フすごろく”など、子どもも楽しめる体験型企

画もいっぱいです♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○C 中央公論新社 

 

証言者  中沢  啓治 さん（漫画家）

【略歴】 

●1939 年、広島市出身。1945 年 8 月 6 日、
広島市にて被爆。父、姉、弟を亡くす。 

●1963 年、終戦後、手塚治虫の「新宝島」
を読んで感動し、漫画家になることを決
意。1963 年、「スパーク 1」でデビュー。 

●自身の被爆体験を元にした代表作「はだし
のゲン」など、戦争を題材とした漫画を多
数連載。映画「かっ飛ばせ！ドリーマーズ」
の原案「広島カープ誕生物語」の作者。 

●2002 年には第 14 回谷本清平和賞を受賞。
2007 年には広島市民賞を受賞。

12:30～ 
13:20 

「出展ブース」や「展示コーナー」を見ること

ができます。 

13:20～ 
14:40 

◇オープニング 
岩田英憲さんのパンフルート演奏 

◇広島市ごあいさつ 秋葉広島市長（予定）

◇被爆の証言「はだしのゲンと私」 
中沢啓治さん（漫画家） 

虹のステージ 

14:40～ 
15：45 

 
みんなのひろば 

◇展示メインコーナー 
～子どもたちが描く平和の絵～ 

◇テーマ別企画 
 出展ブースコーナー 

～全国の生協や他団体の活動紹介～ 
 2020 ビジョンコーナー 
 うたごえコーナー 
 ユニセフすごろくコーナー  など 

15:45～ 
16:00 

合唱・フィナーレ

時間 

◇合唱  虹のひろば合唱団 
 

開 場 

 



分分科科会会      ～～子子どどもも向向けけ企企画画もも充充実実！！  親親子子参参加加ももぜぜひひどどううぞぞ♪♪～～  
  

＊ 事前に、所属の生協にお申し込みください。定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。 
ただし、碑めぐりは全国の参加者を優先しますので、ご了承ください。   

8月 タイトル 内容 （予定） 時間 会場及び集合場所 定員

被爆の証言① 15:00 広島県立総合体育館
　～感じたことを手紙に書こう ～16:30 中会議室

被爆の証言② 15:00 国立広島原爆死没者追悼
　～朗読と被爆の証言 ～16:30 平和祈念館   研修室

碑めぐり① 17:00
4日 　～平和公園内コース ～18:30
（火） 碑めぐり② 17:00

　～平和公園内・親子コース ～18:30

碑めぐり③ 17:00
　～絵碑をめぐるコース＜絵から
たどる原爆＞

～18:45

13:20 広島県立総合体育館
～16:00 グリーンアリーナ

碑めぐり④ 9:30 集合場所:旧広島市民球場前
　～被爆柳・本川小学校コース ～11:00

碑めぐり⑤ 9:30 集合場所:平和資料館
　～白神社・袋町小学校コース ～11:00 　　　　　　　東館入り口前

5日 碑めぐり⑥ 9:30
（水） 　～平和公園内コース ～11:00

被爆の証言③ 10:00 広島県立総合体育館
　～じっくり聞く被爆の証言 ～11:30 小会議室 、ミーティングルーム

被爆の証言④ 10:00 広島市まちづくり市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ
　～アニメと被爆の証言 ～11:30 マルチメディアスタジオ

ユニセフワークショップ
　～紛争について考える ― パレ
スチナの女性たちの現状から

～11:30 中会議室

碑めぐり⑦ 10:00
　～平和公園内コース ～11:30

碑めぐり⑧ 10:00
　～平和公園内・親子コース ～11:30

6日
核兵器廃絶に向けて私たちに
できること 10:00 広島県立総合体育館

（木） 　～NPT再検討会議に向けて ～11:30 中会議室

10:00 広島市まちづくり市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ
～11:30 マルチメディアスタジオ

計40

森瀧春子さん（核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代

表、平和NGOの世界的リーダー）を講師にお招きし、核
兵器廃絶のカギとなる2010年NPT再検討会議に向
けて、日本と世界の核兵器を取り巻く現状と、生協
に対しての提言をいただき、今生協として個人とし
て何をすべきか考え合います。   あわせて、イラク
の劣化ウラン弾被害の現状も、映像を交えて紹介
いただきます。

100

サダコと折り鶴の話

｢原爆の子の像｣で知られる佐々木禎子さんについ
て、同級生の川野登美子さんに、当時のお話をうか
がいます。あわせて、映像でサダコと折り鶴につい
て学びます。

100

平和記念公園内の主な遺構・慰霊碑を見学します。 集合場所:嵐の中の母子像前

平和記念公園内の主な遺構・慰霊碑を見学しま
す。小学３年生くらいに合わせた説明をします。

集合場所:嵐の中の母子像前

50

「サラーム」（パレスチナの女性を支援する会・広島市
＊現地女性たちが担う協同組合を支援）の方に、現
状と紛争解決のために必要なことについてお話し
いただきます。あわせて、ユニセフワークショップを
通じて、紛争解決について考えます。

10:00 広島県立総合体育館

平和記念公園内の主な遺構・慰霊碑を見学します。 集合場所:原爆ドーム前 20

アニメ「太陽をなくした日」を、作家・監督の前田稔
さんの解説とともに上映します。その後、約1時間、
被爆者の方のお話を聴きます。

100

今だから聞ける被爆者の方の体験談を、2会場に分
かれて、少人数でじっくりお聴きします。

各50

虹のひろば (表ページをご覧ください）

100

平和記念公園内の主な遺構・慰霊碑を見学します。 集合場所:原爆ドーム前
計180

｢被爆者が描いた原爆の絵を街角に返す会」の絵
碑を、同会の説明で見学します。峠三吉ゆかりの
「西応寺」、「広島県歯科医師会館」、「日本福音
ルーテル広島教会」前の３つの絵碑と、途中の慰霊
碑をめぐります。（やや長いコースです。）

20

平和記念公園内の主な遺構・慰霊碑を見学しま
す。小学３年生くらいに合わせた説明をします。

集合場所:原爆ドーム前

約1時間、被爆者の方のお話を聴きます。その後、
感じたことを、自分の伝えたい方へ手紙を書いてみ
ましょう。

100

約30分間、被爆体験記朗読ボランティアによる子ど
も向けの原爆詩朗読を行います。その後約１時間、
被爆者の方のお話を聴きます。

被爆動員学徒慰霊慈母観音などの慰霊碑や被爆
遺跡として残っている袋町小学校平和資料館、白
神社、旧市民球場の折り鶴展示などを見学します。

60

50

1,500

護国神社鳥居や被爆遺跡として残っている本川小
学校平和資料館、旧市民球場の折り鶴展示など、
市内中心部の遺構・慰霊碑などを見学します。

集合場所:嵐の中の母子像前

       ＊碑めぐり協力：生協ひろしま碑めぐりガイドの会   
  

主催：2009 市民平和行進広島県連絡会 ＊構成団体に広島県生協連合会を含む 
8 月 4 日（火）  スケジュール予定（詳細確定は 7 月） 
10:00 出発のつどい: 稲荷橋西詰 
10:30～11:30 頃 市民平和行進: 稲荷橋西詰→･･･本通り商店街･･･平和資料館前･･･→平和公園慰霊碑 献花・黙祷
行進終了後～12:30  集結のつどい: 供養塔前 

 
  

お問い合わせ  広島県生活協同組合連合会 
 ℡ 082-532-1300  e-mail kenren.h@proof.ocn.ne.jp 


