核も戦争もない平和な21世紀に！ 被爆74周年原水爆禁止世界大会 国際シンポ・福島大会・広島大会 日程
2019/7/12更新

時 間

企 画 ・ 行 事 等 の 名 称

人員

会

場

住

所 （電話）

国際シンポジウム
8月5日
（月）

〈同通装置使用〉
14:00 ～ 17:00 －核兵器禁止条約採択から1年－
東北アジアの非核化に向けて、日本は何をすべきか

有料
1,000円

100

アークホテル広島
4F鶴の間

広島市南区西荒神町1-45

082-263-6363

600

福島県教育会館

福島市上浜町10-38

024-523-0206

広島市西区横川新町7-22

082-294-4588

広島市西区横川新町7-22

082-294-4588

平和公園
～県立総合体育館

広島市中区中島町1
広島市中区基町4-1

082-228-1111

県立総合体育館
大アリーナ

広島市中区基町4-1

082-228-1111

福島大会
「被災者救済と脱原発」（仮称）
7月27日
13:00 ～ 16:00
7月28日被災地フィールドワーク（定員40名・有料5,500円）
（土）

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

代表者 自治労会館3F

13:30 ～ 15:00 全国代表者会議、運営会議（全国代表･運営委員･地元実行委員）
8月4日
（日）

15:40 ～ 17:00 折鶴平和行進

15:30平和公園集合 15:40出発～17:00到着

17:00 ～ 19:00 被爆74周年原水爆禁止世界大会･広島大会

全員

開会総会

3,000

9:30 ～ 12:30

① 平和と核軍縮Ⅰ－沖縄で何が、起きているのか

250

ゲバントホール

広島市中区本川町2-1-13
和光パレス21 5Ｆ

082-503-1711

9:30 ～ 12:30

② 平和と核軍縮Ⅱ－日・米・韓軍事同盟の行方

180

RCC文化センター ７F

広島市中区橋本町5-11

082-222-2277

9:30 ～ 12:30

③ 平和と核軍縮Ⅲ－朝鮮半島の非核化と日本

180

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

120

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

280

広島YMCA国際文化センター
広島市中区八丁堀7-11
本館 地下ホール

082-227-6816

9:30 ～ 12:30 分 ④ 脱原子力Ⅰ－自然エネルギーの今とこれから
科
9:30 ～ 12:30 会 ⑤ 脱原子力Ⅱ－原子力政策の矛盾

8月5日
（月）

9:30 ～ 12:30

⑥ 脱原子力Ⅲ－福島の現実と課題

150

ワークピア広島 4F 芙蓉

広島市南区金屋町1-17

082-261-8131

9:30 ～ 12:30

⑦ ヒバクシャ－ヒバクシャの現在〈同通装置使用〉

100

アークホテル広島
4F鶴の間

広島市南区西荒神町1-45

082-263-6363

9:30 ～ 12:30

⑧ 見て、聞いて、学ぼうヒロシマ

500

広島県民文化センター
多目的ホール

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2311

14:00 ～ 16:30

⑨ ヒバクを許さないつどい Part.20

180

RCC文化センター７F

広島市中区橋本町5-11

082-222-2277

⑩ 女性のひろば

150

ワークピア広島4F 芙蓉

広島市南区金屋町1-17

082-261-8131

⑪ 上関原発を考えるつどい－現地報告と交流

120

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

⑫ 被爆二世、三世問題について

180

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

⑬ 話芸で学ぶ「平和と核」（落語と講談）

500

広島県民文化センター
多目的ホール

広島市中区大手町1-5-3

082-245-2311

（要予約）

120

7:15 平和公園資料館前集合
～大久野島

⑮ 有料5,000円 （弁当・お茶付）

（要予約）

20

7:45 平和公園資料館前集合
～安野発電所

7:15 ～ 17:00

島民交流と島内散策
⑯ 上関原発現地交流ツアー
有料10,000円 （弁当・お茶付）

（要予約）

20

7:15 広島駅北口集合～祝島

14:00 ～ 17:00

⑰ 【新企画】原民喜の『夏の花」を歩くフィールドワーク
途中移動タクシー代実費負担（￥500程度）

（要予約）

20

世界平和記念聖堂集合～白鳥 広島市中区幟町4-42
～東照宮～縮景園
（世界平和記念聖堂）

500

広島県民文化センター
多目的ホール

広島市中区大手町1-5-3

8:00 ～ 8:30 子ども慰霊祭

全員

平和公園内原爆供養塔前

広島市中区中島町1

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）

全員

平和公園内

広島市中区中島町1

10:25 ～ 10:40 ダイ・イン→ドーム前でダイ・イン

全員

平和公園内

広島市中区中島町1

10:40 ～ 11:40 被爆者のお話を聞こう（被爆電車に乗らない子ども対象）

200

県立総合体育館

14:00 ～ 16:30
14:00 ～ 16:30
14:00 ～ 16:30
14:00 ～ 16:30
7:15 ～ 17:30
7:45 ～ 16:30

8月6日
（火）

自治労会館3F

関係者 大会議室

ひ
ろ
ば
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

⑭ バスツアー大久野島「ヒロシマと戦争」
有料5,000円 (弁当・お茶付）
安野発電所への中国人強制連行・中国人被爆の歴史を歩く

9:30 ～ 11:00 被爆74周年原水爆禁止世界大会･広島大会 まとめ集会

082-245-2311

●子どものひろば

8月5日
（月）

10:40 ～ 11:40 被爆電車 電車に乗って被爆体験を聞く 有料360円

（要予約）

80

武道場

広島市中区基町4-1

082-228-1111

原爆ドーム前電停集合・出発

12:50 ～ 14:50 メッセージfromヒロシマ2019（若者・子ども自主企画)

全員

県立総合体育館

武道場

広島市中区基町4-1

082-228-1111

15:00 ～ 16:30 灯ろうづくり

100

県立総合体育館

武道場

広島市中区基町4-1

082-228-1111

(財)放射線影響研究所

広島市南区比治山公園5-2

082-261-3131

●関連企画
8月5日
～6日
8月5日
（月）
8月5日
（月）
8月6日
（火）

放射線影響研究所 【オープンハウス2019】

9:00 ～ 16:00

無料送迎シャトル便
（広島駅南口⇔放影研）9:00～15:15（15分おきに循環運行）のりば：広島駅南口 道路向側「21番バス停」

16:00 ～ 17:40 連合2019平和ヒロシマ集会 （連合主催／原水禁・KAKKIN共催）

2,000

広島上野学園ホール

広島市中区白鳥町19-1

17:50 ～ 19:10 2019平和シンポジウム（仮）／2020NPT再検討会議に向けたキックオフ集会
原水禁、連合、KAKKIN主催

2,000

広島上野学園ホール

広島市中区白鳥町19-1

平和公園慰霊碑前

広島市中区中島町1

8:00 ～ 8:45 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

広島市主催

