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と わ

「被爆体験を語り継ぐ 永遠の会」が朗読を行います!!
【常駐朗読】
日 時
8 月 8 日（水）・9 日（木） 8：30～19：30
場 所
追悼平和祈念館 追悼空間
【朗読会「9 日を忘れない」】
日 時
8 月 8 日（水） 11：02～11：30
9 日（木） 13：30～14：00
場 所
原爆資料館 いこいの広場
・被爆体験記朗読ボランティア（永遠の会）第 2 期生の育成講座を 10 月から実施します。
募集要項は次号でお知らせします。

～主催・共催・後援事業等のお知らせ～
区分
後援

事業名
第 65 回長崎原爆忌
平和俳句大会

後 援 / 長崎平和アートプロジェ
秋月
グラント クト（ナヘア）2018

日時（8 月）
4 日（土）
13：00～16：30
4 日（土）～31 日（金）

長崎平和祈念献茶式・
講演会

5 日（日）

2018 ピースアクション in

8 日（水）

ナガサキ 虹の広場

13：10～15：30

後援

被爆 73 年 連合 2018
平和長崎集会

8 日（水）

後援

青少年ピースフォーラム

共催

第 33 回長崎平和音楽祭

後援

第 56 回原爆忌文芸大会

後援

ピースボート 2018（後編） 9 月 1 日（土）～
ﾋﾊﾞｸｼｬ地球一周 証言の航海
12 月 17 日（月）

後援

第 11 回｢紙しばい発表会｣

後援
後援

9:00～12:00

15：30～18：00

場所
原爆資料館 平和学習室

長崎原爆忌平和俳句大会
実行委員会

原爆資料館
長崎歴史文化博物館ほか

長崎平和アートプロジェ
クト

原爆落下中心地公園
(一社)茶道裏千家淡交会
原爆資料館ホールほか 長崎支部
市民会館文化ホール

長崎県生活協同組合連合会

県立総合体育館
メインアリーナ

日本労働組合総連合会

8 日(水)14：00～17：20 平和会館 3 階ホール
9 日(木)13：30～15：30 原爆資料館など

11 日（土）
14：00～16：00
12 日（日）
13：00～16：00

9 月 2 日（日）
14:00～16：00

主催

長崎市

平和会館 3 階ホール

長崎平和音楽祭実行委員会

長崎ブリックホール
3 階会議室
横浜発着
地球一周の船旅

特定非営利活動法人
長崎国際文化協会

原爆資料館 平和学習室

紙しばい会

ピースボート

【テーマ】 放射線検査 ～検査の注意書きに書いてある事をちょっと詳しく～
【講師】 佐世保市総合医療センター
診療放射線技師 石橋 悟 氏
第3回
被爆者健康講話 【日時】 ８月 23 日（木）14：00～15：00
【場所】 長崎会場：追悼平和祈念館 交流ラウンジ（地下２階）
五島会場：福江総合福祉保健センター 研修室（２階）

＜お知らせ＞

～ながさき平和の日（８月９日）関連行事のご紹介～
行事

日時

第 37 回原爆殉難教え子と教師の
慰霊式

3 日(金) 10：50～

平和会館 3 階ホール

原爆殉難教え子と教師の像
維持委員会

茂木地区原爆死没者慰霊式典

４日(土) 10：45～

潮見崎公園（茂木町）

茂木地区振興協議会

第 65 回長崎原爆忌平和俳句大会
長崎平和アートプロジェクト
（ナヘア）2018

4 日(土) 13：00～

原爆資料館平和学習室
原爆資料館
長崎歴史文化博物館ほか

同実行委員会

キッズゲルニカ in ながさき

４日(土)～31 日(金)

原爆落下中心地公園内

長崎親善人形の会（瓊子の会）

長崎平和祈念献茶式・講演会

５日(日) ９：00～

原爆落下中心地公園ほか

第 29 回長崎平和フォーラム

7 日(火)～9 日(木)

県立総合体育館ほか

情報労連長崎県協議会

ピーススペース（紙芝居と絵本朗読など） 7 日(火)～9 日(木)

原爆資料館いこいの広場

ピースバトン・ナガサキ

三菱兵器住吉トンネル工場（跡）
内部公開

7 日(火)～10 日(金)

住吉トンネル工場（跡） 長崎市（被爆継承課）

ながさき原爆の写真展

7 日(火)～10 日(金)

建設労働者職人原爆殉難者慰霊祭

8 日(水) 11：00～

平和公園内
不戦平和の塔前
（原爆落下中心地）

2018 ピースアクション in

ナガサキ 虹の広場

4 日(土)～31 日(金)

8 日(水) 13：10～

被爆 73 年連合 2018 平和長崎集会 8 日(水) 15：30～
平和の灯
8 日(水) 18：45～
（キャンドルライトアップ､コンサート）
（雨天延期）

場所

主催

長崎平和アートプロジェクト

(一社)茶道裏千家淡交会長崎支部

長崎市（被爆継承課）
長崎県建設産業労働組合

市民会館文化ホール

長崎県生活協同組合連合会

県立総合体育館

日本労働組合総連合会
平和の灯実行委員会
（被爆継承課内）
長崎県明るい社会づくり
運動推進協議会

平和公園（平和の泉）

第 46 回原爆殉難者慰霊祭

8 日(水) 19：00～

原爆落下中心地

被爆体験を語り継ぐ永遠の会
による被爆体験記の朗読

8 日(水)～9 日(木)

追悼平和祈念館

追悼平和祈念館

放射線影響研究所施設一般公開

8 日(水)～9 日(木)

放射線影響研究所
（蛍茶屋電停前）

オープンハウス実行委員会

世界のショートフィルムから見る
戦争と生きる力

8 日(水)～9 日(木)

追悼平和祈念館

ショートショート実行委員会

青少年ピースフォーラム

8 日(水)～9 日(木)

平和会館 3 階ホールほか

長崎市（被爆継承課）

第 39 回ながさき 8・9 平和展

8 日(水)～12 日(日)

県美術館県民ギャラリー

ながさき 8・9 平和展企画委員会

原爆犠牲者慰霊献吟

9 日(木) 9：00～

平和祈念像前広場

原爆犠牲者献茶式

9 日(木) 9：17～

平和祈念像前広場

長崎市婦人会

9 日(木) 9：45～

平和祈念像前広場
平和祈念像前広場

被爆者歌う会・ひまわり

「被爆者歌う会・ひまわり」の合唱
長崎原爆犠牲者慰霊
平和祈念式典
学徒動員第七高等学校生徒
原爆死慰霊祭
旧制長崎県立瓊浦中学校
原爆殉難者慰霊祭

9 日(木) 10：40～

※荒天時はブリックホール

(公社)日本詩吟学院認可岳鐘会

長崎市

9 日(木) 11：00～

長崎市白鳥公園

長崎七高会

9 日(木) 11：30～

県立長崎西高等学校
「不撓不屈」の碑前

瓊中翠巒会

第 46 回国鉄原爆死没者慰霊式

9 日(木) 12：30～

ＪＲ浦上駅構内

国鉄労組原爆被爆者対策協議会

原爆犠牲者慰霊万灯流し

9 日(木) 18：00～

梁橋付近（落下中心地集合） 長崎原爆殉難者慰霊奉賛会

原爆死没者慰霊・平和祈念集会
日本非核宣言自治体協議会
親子記者新聞報告会

9 日(木) 18：00～

浦上天主堂～平和公園

原爆と平和を考える会

11 日(土) 10：30～

原爆資料館ホール

長崎市（平和推進課）

第 33 回長崎平和音楽祭

11 日(土) 14：00～ 平和会館 3 階ホール

長崎平和音楽祭実行委員会

第 56 回原爆忌文芸大会

12 日(日) 13：00～ ブリックホール会議室

長崎国際文化協会

平和学習発表会

22 日(水) 10：00～

平和会館ホール

長崎市（被爆継承課）

