核も戦争もない平和な21世紀に！ 被爆66周年原水爆禁止世界大会 国際会議・広島大会 日程
7月19日現在

時 間

企 画 ・ 行 事 等 の 名 称

人員

会

場

住

所 （電話）

国際会議
８月５日
(金)

9:30 ～ 17:00

原水禁世界大会国際会議〈同通装置使用〉
「脱原子力にむけた構想力」

有料
1,000円

200

ＹＭＣＡ国際文化ホール

広島市中区八丁堀7-11

082-227-6816

400

福島市内 辰巳屋

福島市栄町5-1

024-522-5111

代表者 自治労会館3F

広島市西区横川新町7-22

082-294-4588

関係者 自治労会館3F

広島市西区横川新町7-22

082-294-4588

広島市中区中島町1
広島市中区基町4-1

082-228-1111

広島市中区基町4-1

082-228-1111

福島大会
7月31日
15:00 ～ 17:00 被爆66周年原水爆禁止世界大会・福島大会
（日）
フィールドワーク 被災地訪問

（要申込）

※実費徴収

80

●関連企画
7月31日
13:00 ～ 15:00 福島県民集会 ※福島市内でデモ行進が行われます。
（日）

福島市内 街なか広場

広島大会
８月
３～４日

大会事務局

代表登録・受付（３日13：00～17:00／４日9:30～ 17:00)
13:30 ～ 15:00 全国代表者会議、運営会議（運営委員･実行委員･各県代表）

８月４日
15:30 ～ 16:45 折鶴平和行進 15:20平和公園集合 15:30出発～16:45
（木）
核兵器廃絶2011平和ヒロシマ大会（原水禁､連合､核禁三団体主催）
16:50 ～ 18:30
※16:30～ 連合主催「折鶴献納」

9:30 ～ 12:30

①

9:30 ～ 12:30

②

9:30 ～ 12:30 分 ③
科
9:30 ～ 12:30 会 ④

８月５日
（金）

脱原子力１─学習編
─福島原発事故と脱原発社会の選択
平和と核軍縮１─学習編
─アメリカの核戦略とＮＰＴ体制
平和と核軍縮２─交流・討論編
─米軍再編と東北アジアの非核化
ヒバクシャを生まない世界に１─学習編
─世界のヒバクシャの現状と連帯のために
ヒバクシャを生まない世界に２─交流・討論編
─原爆訴訟・在外被爆者と被爆者援護法

グリーンアリーナ(県立体育

全員 館)大アリーナ
400

ホテル八丁堀シャンテ３Ｆ鯉城 広島市中区上八丁堀8-28
ホテルチューリッヒ東方2001

150 ４Ｆエーデルワイス

082-223-2111

広島市東区光町2-7-31

082-262-5111

100

ホテルチューリッヒ東方2001
３Ｆレオポルト

広島市東区光町2-7-31

082-262-5111

150

ワークピア広島４Ｆ芙蓉

広島市南区金屋町1-17

082-261-8131

100

ワークピア広島３Ｆ楓

広島市南区金屋町1-17

082-261-8131

9:30 ～ 12:30

⑤

9:30 ～ 12:30

⑥ 見て、聞いて、学ぼうヒロシマ─入門編

400

県民文化センター

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2311

14:00 ～ 16:30

⑦ ヒバクを許さないつどい part12

100

ホテルチューリッヒ東方2001
３Ｆレオポルト

広島市東区光町2-7-31

082-262-5111

⑧ 女性のひろば

200

鯉城会館５Ｆサファイヤ

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2322

⑨ 上関原発を考えるつどい―現地報告と交流

80

ホテルチューリッヒ東方2001
３Ｆアイネクライネ

広島市東区光町2-7-31

082-262-5111

⑩ 被爆二世、三世問題について

150

ホテルチューリッヒ東方2001
４Ｆエーデルワイス

広島市東区光町2-7-31

082-262-5111

100

自治労会館3F

広島市西区横川新町7-22

082-294-4588

広島市南区荒神町1-45

082-263-6363

広島市中区大手町４-７-３

082-244-7671

全員 中国新聞ホール

広島市中区土橋町7-1

082-236-2455

（要申込）

全員 平和公園内原爆供養塔前

広島市中区中島町1

（要申込）

全員 平和公園内

広島市中区中島町1

全員 平和公園内

広島市中区中島町1

14:00 ～ 16:30
14:00 ～ 16:30

ひ
ろ
ば
・
フ

ィー

14:00 ～ 16:30

14:00 ～ 16:30 ル ⑪ 青年交流会
ド
ワ

ー

8:15 ～ 17:30

ク

7:15 ～ 18:30
14:00 ～ 16:00
18:30 ～ 19:30
9:30 ～ 11:30
８月６日
（土）

平和公園資料館前集合

全員 ～県立体育館

大久野島フィールドワーク「ヒロシマと戦争」
有料5,000円（弁当・お茶付） バス2台
上関原発現地交流ツアー（原水禁山口主催）
⑬
有料9,000円（弁当・お茶付）

⑫

（要申込）

80

8:15 平和公園資料館下集合
～大久野島～

（要申込）

50

7:15 JR広島駅新幹線口
集合 山口原水禁のぼりあり

⑭ 映画「Flashes of Hope」 主催：ピースボート

100

さようなら原発1000万人アクション
ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・フクシマ ヒロシマの集い

全員 ハノーバー庭園集合

平和シンポジウムｉｎ広島 ※共同開催：原水禁、連合、核禁

9:30 ～ 11:30 被爆66周年原水爆禁止世界大会・広島大会

アークホテル広島
４Ｆ鶴の間

まとめ集会

300

ＪＡビル

●子どものひろば
8:00 ～ 8:30 子ども慰霊祭
8：40 ～ 10:20

〈スタンプラリー〉
フィールドワーク慰霊碑めぐり（平和公園内・約100分）

10:25 ～ 10:40 ダイ・イン→ドーム前でダイ・イン
８月５日 10:40 ～ 11:40 被爆者の話を聞こう（被爆電車に乗らない子ども対象） (要申込）
（金）
10:40 ～ 11:40 被爆電車 電車に乗って被爆体験を聞く 有料300円 （要申込）

200 鯉城会館５Ｆサファイヤ
80

082-245-2322

広島市中区基町4-1

082-228-1111

広島市中区基町4-1

082-228-1111

原爆ドーム前電停集合・出発
グリーンアリーナ(県立体育

12:50 ～ 14:50 メッセージfromヒロシマ2011（若者・子ども自主企画)

広島市中区大手町1-5-3

全員 館)武道場

グリーンアリーナ(県立体育

15:00 ～ 16:00 灯ろうづくり

（要申込）

100 館)武道場

15:00 ～ 16:40 海外のお友だちとの交流会(中・高生中心)

（要申込）

100 (グリーンアリーナ)レストラン 広島市中区基町4-1

●関連企画
８月５日
～６日
８月６日
（土）

9:00 ～ 16:00
9:00 ～ 16:00

放射線影響研究所 【オープンハウス2011】

8:00 ～ 8:45 平和祈念式典

(財)放射線影響研究所 広島市南区比治山公園5-2 082-261-3131
広島市主催

平和公園慰霊碑前

広島市中区中島町1

