
日本の「平和の波」の計画
（7月23日現在）
各県ブロック、中央団体

被爆75年「平和の波」行動
8月6日8:00から30分間

全国一斉にスタンディングと黙とうを！
被爆者の声を聴こう。



北海道

◆（留萌原水協）8月6日7:30～『留萌地区原爆戦没者追悼会』永福寺にて 原爆投

下時間、平和の願いを新たに鐘をつく。留萌市長が参加し挨拶。10:00～市内で街

頭平和キャンペーン（署名）行動。◆（函館原水協）8月6日7:45～第36回「お

はよう平和行進（平和の波行進）」。市役所正面で集会、行進後函館駅前で8:15

黙とう。8月9日市内で宣伝署名行動の後11:02黙とう。◆（美唄原水協）8月6日

8:00～「美唄・平和の鳴鐘」正教寺にて。美唄市広報にお知らせ記事・市長参加。

8月9日にも寺で鳴鐘行動。◆（富良野実行委員会）「平和の波」行動として、富

良野市内はじめ平和行進の時に訪問している占冠村、上富良野町など広く宣伝カー

を運行する（平和行進の時の音楽テープを活用予定）。◆（道北原水協）8月6日

17:45～9日13:00～ いずれも1条買物公園にて。◆（さっぽろ平和行動実行委員

会）8月6日12:45～ヒロシマデー札幌行動、9日11:00～ナガサキデー札幌行動
／「戦争と平和を考えるパネル展」８月６日～９日 地下街オーロラコーナーにて

（主な展示は 原爆と人間展）。◆（Peace Wave SAPPORO 2020実行委員

会）8月7日18:00〜19:00札幌駅南口広場で真夏のアクション。◆（北広島原水
協）8月6日、9日署名行動。◆ （小樽原水協）8月6日17:30〜スタンディング／

18:30〜小樽運河で「平和の灯籠流し」／9日17:30〜サンモール一番街でスタン

ディング・署名宣伝行動。◆（江別原水協）8月6日8:15〜、9日11:00〜平和の
鐘つき。◆（岩見沢原水協）8月6日11:30〜新婦人岩見沢支部と共催でスタン

ディング。6日8:15〜、9日11:02〜市内の醫王寺、妙福寺、禅洞寺で鳴鐘行動。

◆（七飯原水協）8月6日8:15〜、9日11:02〜いつもの町内の6寺院で鳴鐘行動。
◆（北斗市原水協）8月6日10:00〜市内を「車パレード」。



青森◆（青森）8月6日署名行動と8月9日10:30〜11:00駅前広場スタンディング宣伝

行動。8月9、10日原爆展。（八戸） 8月7日～9日「はっち」で「原爆と人間展」

（十和田） 8月2日「原爆展」
秋田◆計画中
岩手◆地域署名を重視した「平和の波」行動を計画

宮城◆６・９行動ほか、オンライン世界大会視聴会、 NO NUKESカフェ、SNSによる
発信・ツイートの呼びかけなど。

山形◆鶴岡市で8月6日スタンディング・アピール。

福島◆いわき市小名浜のイオンで8月8日スタンディング・アピール。

東北



関東

茨城◆8月6日14:00〜15:00署名行動（水戸駅南口ペデストリアンデッキ）

栃木◆8月6日8:15 ～さくら市東輪寺で「平和の鐘」をつこう！ほか
群馬◆8月6日と9日、地域によってスタンディング・アピールや署名行動を計画。
東京◆（練馬）8月9日ヒバクシャ国際署名ねりま連絡会で駅前宣伝。歌、署名、ピー

スパズル◆（東京高校生平和ゼミナール） 8月9日10:00上野駅集合、東京大空襲

の碑と広島・長崎の火を見学して11:02に黙祷・追悼のつどいをおこなう。◆（新
日本婦人の会昭島支部） 8月6、9日の16:00～17:00、昭島駅北口で署名行動◆

（板橋）8月6日8:15各自持ち場、居場所で黙祷。17:30～18:30東武東上線上

板橋駅で６・９行動。翌7日17:30～18:30板橋区役所の北村西望作｢平和の願い｣
立像前で署名宣伝活動。8日、高島平噴水広場前で署名宣伝活動と団地個別訪問署

名活動。9日11:02の黙祷を挟み10:00、｢ヒロシマ･ナガサキの灯｣を燈し続けて

いる区立平和公園で署名宣伝活動。
埼玉◆8月6日17:00〜18:00浦和駅西口伊勢丹前、9日16:00〜17:00浦和駅東口パ

ルコ前
千葉◆計画中



関東

神奈川◆8月6日8:00〜8:30いっせいスタンディング行動。横浜駅西口、桜木町駅

前広場で横断幕・プラスターをかかげスタンディング、訴えのトーク、チラシ

配布◆（鎌倉市）8月6日15:00〜16:00大船通り商店街でブルーカラーのも
のを身につけて署名・パフォーマンス・歌。／6日18:30〜21:00ソンベカ

フェで世界大会オンライン広島デー集会を視聴懇談。資料代300円＋1ドリン

クオーダー。／9日10:30〜11:30鎌倉駅東急ストア横でブルーカラーのもの
を身につけて署名・パフォーマンス。／9日13:30〜16:00大船新日本婦人の

会事務所で世界大会オンライン長崎デー集会を視聴懇談。資料代300円＋1ド

リンクオーダー。◆（新婦人） 7日17:00～桜木町駅前女性行動。 ◆（うた

ごえ）8日16:30から桜木町駅前で「『ヒバクシャ国際署名』行動＆アピール
演奏」（予定）◆建設平和の波デー 9日10:00～世界大会視聴。午後、学習

会。夕方から桜木町駅前アクション。◆（川崎市宮前区原水協）8月7日〜12

日宮前市民館ギャラリーで「宮前区原爆展」◆（藤沢市原水協）8月6、9日
16:00〜17:00辻堂駅北口デッキで2020街頭原爆展



甲信越

新潟◆（新潟市）8月6日8:00新潟市役所前で「原爆の日」つどい。10:00から世界

大会視聴会。12:30～13:30古町十字路でヒバクシャ国際連絡会の街頭署名。

15:00～16:00万代橋・万代テラスで平和のつどい。朝から折り鶴アドバルーン

を高く掲げ、終了時に平和のメッセージ風船をあげる。／9日11:00新潟市役所
前で「原爆の日」つどい。（長岡市）8月6日15:30〜18:00アオーレ前で6・9

行動。8月6、7日10:00〜17:00アオーレホワイエで「原爆と人間」パネル展、

高校生が描いた原爆被害の絵、「1歩でも2歩でも」DVD上映など。（新発田
市）8月6〜18日ヨリネスしばた 杜の辻ラウンジで原爆パネル展・原爆の絵展。

6日10:00被爆アオギリ2世 記念植樹祭セレモニー。（糸魚川市）8月6日8:15
〜、9日11:02〜、15日12:00〜市内24寺院が参加して「2020年平和の鐘」

として各寺院で鳴鐘。（柏崎市）8月6日8:15〜市内7寺院で平和の鐘つき。朝日

吉町交差点でスタンディング。8月6日にむけて「未来パンフ」90部の普及をめ
ざす。
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主催 新潟県平和の波行動実行委員会
共催・(協賛) 新潟県平和行進実行委員会、ヒバクシャ国際署名「新潟県」連絡会、市民アクション＠新潟、
新潟YWCA、ピースフェスタin古町実行委員会、 (新潟大教員・学生有志):連絡先 赤井 025-247-3035）
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新潟平和の波行動期間

8月6日〜10日の間 飾ってください
玄関、ドアノブ 他…以下、例です↓ それぞれに工夫を！ ↓ :写真を送って下さい

8月6日(木) １２：３０〜 古町十字路

新潟平和の波 統一宣伝行動

署名、 折り鶴作り/配り、パネル展 他

＜お散歩平和行進 ↓＞

8月6日(木) 15：００〜万代橋袂メディアシップ前

ヒバクシャ署名「新潟県」 連絡会統一行動
（県原爆被害者の会 、原水協、原水禁、県生協連) :スタンディング、 風船飛ばし

朝からアドバルーン
を上げます 萬代橋袂
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（gensuikyou@watch.ocn.ne.jp）へ



甲信越

山梨◆（甲府市）8月6日12:00〜遠光寺で「平和の鐘つき」、6日16:30〜甲府駅南

口でスタンディング、署名、チラシ配布。 8月6、9日とも甲府駅南口で毎月の
6・9行動（笛吹市）8月6日16:00〜一宮・イッツモア前で「ヒバクシャ国際署

名」行動。（甲州市）8月6〜9日甲州市市役所市民ギャラリーで「原爆と人間」

パネル展・高校生の原爆の絵展。市内の各寺院を訪問し「平和の鐘」を鳴らして
いただけるようお願いする。（上野原市）8月6〜7日市役所フロアで「原爆と人

間」パネル展。（韮崎市）8月6日8:00〜8:30JA韮崎駅前でスタンディング、ハ

ンドマイクで訴え。
長野◆（中野地区）8月6日、9日にお寺と平和の灯で鐘つき。（須坂市）6、9日にお

寺の鐘つき。（諏訪市）平和の鐘つき。（茅野市）署名行動。（伊那市）8月9日
10:00〜11:15伊那市セントラルパークで野外ライブ。（大町）スタンディン

グ・アピールなど。



静岡◆8月6日8:00〜8:30静岡市葵区セノバ前、JR静岡駅南口でピーススタンディ

ング（※雨天の場合には「JR静岡駅地下道」1か所でおこなう。9日藤枝市「平

和展」
愛知◆8月6日8:00〜8:30宣伝行動。（犬山市）8月6日8:00犬山・寂光院での平和

の鐘つき。10:00〜11:00犬山駅東西連絡橋で署名行動。（新日本婦人の会尾張

旭支部）8月8日17:00〜17:30イトーヨーカドー尾張旭店前でスタンディング
岐阜◆（関市平和委員会）8月6日8:00〜8:30関春日神社交差点でスタンディング・

アピール。（関市原水協）8月6日10:00から関キリスト教会Vineチャーチカ

フェで広島デー視聴会（会費300円でコーヒー、おつまみ付き）
三重◆計画中

東海



北陸

富山◆（富山市）8月6日富山駅前・8:15黙祷～署名宣伝で「未来パンフ」を通行

人に配布（マスコミに知らせる）。９日富山駅前・11:02黙祷～署名宣伝行動。

富山民医連ではメッセージ動画で平和の波を計画。（高岡市）6日17:30〜

18:00高岡あいの風鉄道改札口前で「ヒバクシャ国際署名」とスタンディン

グ・アピール、8日10:00〜16:00高岡文化ホールで「高校生が描いた原爆の

絵」（写真）展とDVD上映。9日10:00〜11:00高岡古城公園・動物園前で

「ヒバクシャ国際署名」とスタンディング・アピール、11:02黙祷。
石川◆8月6日8:00〜8:30金沢駅前でスタンディング・アピール、10:00〜

16:00新婦人ロングラン宣伝（6・9行動）

福井◆計画中

 

 

核兵器廃絶を共通の目標とし、ヒバクシャ国際署名を共通の行動形態に、 

地球の自転に合わせて世界をまわる核兵器廃絶の行動です。 

広島に原爆が投下された 8月6日 8:15 の黙祷でスタートし 

長崎に原爆が投下された ８月９日 11:02 の黙祷がゴールです。 

 

    どなたでも参加できます。 

                  ぜひご一緒に取り組みましょう。 

 

 

8月6日(木) 17:30～18:00 高岡あいの風鉄道 改札口前 

        スタンディングアピール と ヒバクシャ国際署名 

 

８月8日(土) 10:00～16;00 高岡文化ホール 3階 第2会議室  

        高校生が描いた「原爆の絵」（写真）展 

        DVD上映 「この空を見上げて―子どもたちが見たヒロシマ・ナガサキ」 

             1回目 10:30～11:00   2回目 13:00～13:30 

          ※ 「原爆の絵展」は、どの時間でもご覧になれます。      

 

8月９日(日) 10:00～11:00 高岡古城公園  動物園前 

        スタンディングアピール と ヒバクシャ国際署名 

         11:02～ 黙祷  

 

 

  主催 原水爆禁止高岡市連絡協議会  問い合わせ（090-9448-4760）松田 

 



関西

滋賀◆（大津ほか）世界大会視聴会とセットで署名行動など。
京都◆8月6日・9日10:00〜11:00／14:00〜15:00清水寺で署名宣伝行動
大阪◆8月6日エル大阪で世界大会大阪集会。終了後、「平和の波」宣言。９
日10:30〜天王寺と難波高島屋前で署名宣伝行動、11:02黙祷。

奈良◆（新婦人奈良支部）8月9日親子で参加できる「平和の祭（仮称）」を
計画。

和歌山◆ （県原水協）8月6日11:00〜12:00JR和歌山駅前でスタンディン
グ、署名宣伝行動。（伊都新婦人）8月7日13:00徳明寺、7or9日遍照寺
で平和の鐘撞き。（和歌山市新婦人）平和の歌声（働く女性の部）

兵庫◆（県原水協）8月6日8:00〜9:00、9日14:00〜15:00神戸大丸前で
署名宣伝行動。各地で8月6日か9日に街頭宣伝・署名、スタンディング。
（宝塚市）9日阪急逆瀬川駅（伊丹市）9日阪急伊丹駅（尼崎市）9日
9:00～9:30阪急園田駅（西宮市）9日西宮ガーデンズ（芦屋市）6日・9
日JR芦屋駅（神戸市東灘区）9日JR住吉駅（灘区）6日平和行進（中央
区）6日宇治川商店街（兵庫区）6日湊川商店街（北区）9日神鉄鈴蘭台駅
（須磨区）6日板宿商店街（垂水区）9日JR垂水駅西広場（西区）9日西
神中央駅（明石市）6日13:00～13:20、9日JR明石駅（加古川市）9日
JR加古川駅（姫路市）6・9日山電姫路駅（淡路）9日平和行進（新婦
人）尼崎市、姫路市、垂水区が寺院の打鐘を要請。（西宮市のカトリック
甲子園教会）「平和週間」行事の一環 として8月9日、被爆者の会武居会
長を招き「被爆証言と『ヒバクシャ国際署名』」を開催。（神戸市原爆被
害者の会）「原爆と人間」写真展を8月6日からJR神戸駅南地下街デュオ
ギャラリーで開催。



岡山◆8月６日8:00〜8:30、岡山県下30か所を目標にピース・スタンディング。

広島◆（広島市）8月6日14:00から署名行動。 9日署名行動・ 11:02黙祷。

鳥取◆（鳥取市・米子市）8月6、9日署名行動、（鳥取市原水協）8月4〜7日原爆展。
島根◆8月6日県庁前でスタンディング・アピール→オンライン世界大会の視聴へ。（出

雲市） 8日平和展、（浜田市）9日新婦人中心にスタンディング・アピール、（益田
市） 9日原爆展。

山口◆8月6日8:15～8:30スタンディング・アピール、6・9行動（新婦人）、広島原爆

忌（ゆだ苑）6日～9日戦争展（防府新婦人）など

中国



徳島◆8月6日8:00〜8:30徳島中央署南横公園に集合し黙祷。その後、かちどき橋
（徳島県庁前）両側でスタンディング・アピール。

香川◆8月6日8:00～8:30スタンディング・アピール、8:15黙祷。全県目標15か所
（高松市）JR高松駅（県労連等）、県庁通り（新婦人）、平和病院（医療生協・

民医連）

愛媛◆8月6日黙祷、7日千羽鶴を海外に贈呈、8日11:00〜12:00松山駅前で大宣伝
（禁・協共同）行動。

高知◆（県平和委員会）8月6日8:00〜8:30高知県庁・市役所前で黙祷、宣伝行動。

（県原水協）8月6日12:15〜13:00「ひろめ市場前」で署名宣伝行動。（新婦
人）8月7日お昼の時間帯「帯パラ」で宣伝行動。（香美市原水協）8月6、9日の

夕方「バリュー駐車場」で宣伝行動。

四国



福岡◆計画中
佐賀◆計画中

長崎◆計画中
大分◆8月6日13:30〜14:30JR大分駅北口広場で県と大分市原水協、新婦人で署名宣

伝行動・パネル展・折り鶴づくりなど。

熊本◆計画中
宮崎◆（原水協）8月6日8:00～8:30宮崎山形屋前でスタンディング・アピール。
鹿児島◆8月６日天文館前で署名宣伝行動。９日鹿児島中央駅前で「ヒバクシャ国際署

名を進める県民の会」としての宣伝。
沖縄◆ 8月6日7:45〜8:15県内4か所（民医連3か所、豊見城市1か所）でスタンディ

ング・アピール。

九州・沖縄



【中央団体】

◆全日本教職員組合 30センチ四方の布にメッセージを書いてもらったものを集めてタペス

トリーを作る。「#平和の波」をつけてＳＮＳで広げようと考えている。

◆新日本婦人の会 新婦人は全国が連帯する＜４つのアクション＞を呼びかけ。①教会やお

寺に、「ヒバクシャ国際署名」と「平和の鐘」への協力の申し入れ、②子どもといっしょ

に「核兵器なくそう」のアクション、③街頭での署名行動やスタンディング・アピール、
④「平和の波」女性の共同行動。各県1枚は「平和の波」タペストリー作成を提起。平和

行進で全国的に盛り上げている。

◆婦人民主クラブ 8月7日13:30～14:30新宿西口・小田急百貨店前で署名宣伝行動。

◆日本医療労働組合連合会 8月7日17:30から入谷で宣伝。ほか、地域原水協でおこなう
スタンディング・アピール、折り鶴ウェーブ、原爆パネル展などのとりくみに結集。

◆日本宗教者平和協議会 宗教者らしい祈り、打ち鐘「平和の波」行動を呼びかけ。8月5日
広島平和公園内原爆供養塔隣でおこなう正午の「いのちをえらびとる断食のいのり」に呼

応する平和の鐘、8月6日8:15、9日11:02に鳴らす。

◆全国商工団体連合会 「平和の波」（ピースウェーブ）として署名や宣伝など多彩な行動

の計画を全国に呼びかけ。

◆日本のうたごえ全国協議会 全国のサークル・合唱団に、8/6～9日の間で、行動予定を

エントリーするようよびかけ。

◆日本自治体労働組合総連合 8月7日「9の日」宣伝で「ヒバクシャ国際署名」の呼びかけ

と、日本政府が核兵器禁止条約に参加するようアピール。

◆全日本民主医療機関連合会 平和の波ニュース発行。8月8日15:00〜17:00「民医連平

和の波交流会」オンライン開催。


