
県名 日にち 時間 場所 内容 備考

北 海 道

8月3日～4日 10:00～15:00 東区民センター　ロビー 平和ロビー展 新婦人札幌東支部

8月6日

10:30～11:00 JR手稲駅北口 6・9行動 新婦人札幌手稲支部

13:30～ 地下鉄「真駒内駅」前 6・9行動 新婦人札幌南支部

13:30～14:00 地下鉄南北線「北24条駅」 「平和の波」宣伝・署名行動 さっぽろ平和行動実行委員会・北海道原水協

8月6日 7:45～
函館市役所前～函館駅前 
（8:15黙とう） 第 37 回お早う平和行進 函館原水協

8月6日 8:15～
一畑薬師寺医王寺、妙福寺、禅洞寺 2021年被爆76年 鳴鐘行動

岩見沢原水協8月9日 11:02～

8月6日 10:00～16:00 まなみーる展示室 市民平和展

8月9日 11:30～12:00 であえーる前 スタンディング・アピール、署名行動 岩見沢原水協と新婦人岩見沢支部の共催

8月6日～7日
平和展　原爆パネルを展示、 
署名用紙も置く 北斗市と北斗市原水協の共催

8月6日
17:30～18:00 長崎屋小樽店前 平和の波行動・スタンディング

小樽原水協8月9日

8月6日 18:00～ 小樽運河 平和灯籠流し

8月7日 18:00～ JR札幌駅南口広場 青年の七夕行動
Peace Wave SAPPORO2021  
真夏の札幌駅南口アクション

8月9日

13:30～ 地下鉄「澄川駅」前 6・9行動 新婦人札幌南支部

12:15～12:45 地下鉄東西線「琴似駅」イオン前 「平和の波」宣伝・署名行動 さっぽろ平和行動実行委員会・北海道原水協

12:30～13:00 清田西友前 原爆パネル展と広島の高校生の描いた「原爆の絵」展 新婦人札幌清田支部

8月6日 8:15～ 法雲寺、正覚寺、宝琳寺、景雲寺、
大信寺、光現寺 鳴鐘行動

七飯原水協8月9日 11:02～

8月9日 13:00～13:30 役場下交差点付近 スタンディング・アピール

8月6日 7:30～8:15 永福寺本堂
留萌地区原爆戦没者追悼会 
原爆戦没者 76 回忌 鳴鐘行動 留萌原水協

8月6日 10:00～10:30 市内錦町4丁目交差点 街頭平和キャンペーン(署名)

8月7日 11:30～ 国道38号線沿い スタンディング・アピール 幕別原水協

青 森

8月3日～10
日 五所川原市役所1階土間ホール

原爆写真パネル・原爆の絵展8月7日～8日
十和田市民交流センター 
「トワーレ」

8月7日～9日
八戸ポータルミュージアム 
「はっち」

9枚中1枚目



県名 日にち 時間 場所 内容 備考

秋 田

8月6、9日 市内寺院 寺院鐘撞 鹿角地域

8月5～10日 大館中央公民館 原爆の絵・写真展 大館地域

8月6、9日 スーパー前 署名・宣伝 能代地域

8月6日 市内寺院 寺院鐘撞 男鹿地域

8月6日
きらめき広場 原爆の絵・写真展

秋田市
秋田駅ポポロード 署名行動

8月6、9日 スタンディング・アピール
大曲地域

8月6日 寺院の鐘撞

8月1日～9日 男女行動参画センター 原爆の絵・写真展 横手地域

岩 手

8月7日 10:00～ 長泉寺、長福寺、慈光寺 「平和の鐘」 久慈地区原水協

8月6日 早朝 盛岡駅前 宣伝（署名と世界大会） 岩手県原水協

8月7日 七夕宣伝署名行動 新婦人盛岡支部

8月6日 8:00～ 非核平和市民のつどい 北上・和賀地区原水協

8月9日～11
日 県被団協慰霊祭・原爆パネル展 北上市で開催

8月7日 6・9行動 北上・和賀地区原水協

8月6日～16
日 一関市役所ロビー（市と共催） 原爆パネル展 一関市原水協

8月9日 6・9行動 宮古市原水協

8月7日～9日
原爆パネル展、署名、 
原爆関係絵本など展示 気仙地区原水協（大船渡市）

宮 城

8月2日

10:00～12:30 県労連2階会議室はじめ県内各地 オンライン世界大会視聴会

宮城県原水協

8月6日

8月9日

8月6日
13:00～14:00

JR仙台駅西口 
ペデストリアンデッキ 仙台６・９行動

8月9日

8月6日～8日 名取西生協

原爆展

名取原水協

8月7日～8日 大崎市図書館 新婦人古川支部

8月3日～6日 気仙沼市やすらぎ 気仙沼原水協

8月6日
10:00～12:30

宮城野区中央市民センター 
第2会議室 ヒロシマデー集会オンライン視聴会

新婦人宮城野支部12:45～13:15 宮城野区役所前 スタンディング・アピール

8月9日 10:00～10:30 真宗大谷派　徳泉寺 鳴鐘行動

9枚中2枚め



県名 日にち 時間 場所 内容 備考

茨 城 8月9日 16:00 JR水戸駅南口 宣伝行動 茨城県原水協

栃 木 8月6日 8:00～ 東輪寺（さくら市） 平和の鐘をつく集い

群 馬

7月30日～8
月1日

前橋 
「プラザ元気21・にぎわいホール」

特別学習講演会：7月31日13:30～15:30「米中対立
と日本の前途 
ーコロナ後の世界をめぐってー　 
講師　丸山重威（ジャーナリスト）

2021平和のための戦争写真展（主催：前橋平和委員会　日中友好協会
前橋支部　日朝協会群馬県支部　群馬県平和委員会　原水爆禁止群馬
県協議会）

8月2日～16
日 松井田支所ロビー

原爆と人間展 原水爆禁止碓氷安中協議会
8月16日～30
日 安中市役所ロビー

8月6日
12:00～

高崎駅西口 
（ペデストリアンデッキ） 署名宣伝行動 新婦人・９条の会・高崎原水協らのよびかけ

8月9日

8月6日 8:15 遍照寺 2021年平和のための鐘つき集会（参加者全員でお寺
の鐘を一打ずつつく） 館林市

8月9日 11:05 春昌寺

8月1日～15
日 ら・ら・かんら

「平和祈念展」～あの日を忘れない～甘楽町の公共施
設約10か所に「核兵器廃絶」を求める署名用紙の設
置

甘楽町主催

8月6日 8:15
前橋 原爆パネルを掲げてスタンディング 新婦人群馬県本部

8月9日 11:05

8月6日

14:00～16:00

前橋市芸術文化れんが蔵

戦後76年企画　地域から戦争を考える　その8　・戦
争体験記（朗読）・紙芝居「前橋空襲」・発見された
前橋空襲の遺物

前橋に“平和資料館”設立をめざす会8月7日

戦後76年企画　地域から戦争を考える　その8　ｰ満
州事変から90年ー 
満州開拓団での体験談 
・満州帰国後の体験談

8月8日 13:30～16:00

戦後76年企画　地域から戦争を考える　その8　・琴
の演奏　記念講演「近代日本の戦争を考える」ｰ日
清・日露戦争からー講師　岩根　承成（元群馬大学講
師・歴史学者）

8月7日 10:00～17:00
ららん藤岡　花の交流館

2021藤岡・平和のための原爆写真と戦争資料展（原
爆写真と戦争資料、絵本や本、参加団体の作品等の展
示）

多野藤岡平和展実行委員会
8月8日 10:00～16:00

9枚中3枚目



県名 日にち 時間 場所 内容 備考

東 京

8月7日 11:00～ JR田町駅芝浦口 港区

8月6日 入谷駅入口 スタンディング・アピール 台東区

8月6日 12:30以降 区内 宣伝カーパレード 墨田区

8月9日 17:30～ 学芸大学駅 目黒区

8月4、5日 JR代々木駅前 あかつき印刷

8月6日 14:00～15:00 JR中野駅北口 スタンディング・アピールと署名 中野区

8月6日 朝 スタンディング・アピール 豊島区

8月6日 17:15～ 町屋駅 荒川区

8月6日 17:00～ 板橋区役所正門
板橋区

8月9日 10:30～ 平和公園

8月6日 18:00～19:00 練馬駅南口 6・9行動 練馬区

8月9日 16:30～17:30 光が丘駅 新婦人平和部と合同

8月6日 8:00～
青戸平和公園

黙祷、スタンディング・アピール
葛飾区

8月9日 10:50～ 黙祷、署名行動

8月4日 18:00～18:45 人形町・甘酒横丁交差点 スタンディング・アピール 戦争する国づくりストップ！中央区連絡会

8月6日 8:00～8:30 平井駅北口 スタンディング・黙祷・署名行動

新婦人江戸川支部8月6日 16:00～17:00 平井駅 新婦人レッドアクション

8月9日 10:45～12:00 船堀駅 「平和の波」行動

8月5日 16:00～ 四ツ谷駅 都教組

8月6日 民医連

8月6日
16:00～17:00 河辺駅北口 青梅市

8月9日

8月6日 14:00～15:00 府中駅ケヤキ並木 府中市

8月6日 18:00～19:00 豊田駅 スタンディング・アピール 日野市

8月6日
17:30～

久米川駅
東村山市

8月9日 東村山駅

8月6日 17:00～18:00 東大和駅
東大和市

8月9日 15:00～16:00 ヤオコー前

8月6日
17:00～18:00

永山駅
多摩市

8月9日 桜ヶ丘交番前

8月1日～22
日 ほくと平和週間

ほくと医療生協
8月5日 ピースアクション

8月9日 14:30～15:30 YouTube配信LIVE
平和の波コンサート 配信開始14:15～ 演奏開始　出
演  JunNana（Nanako Takahashi 髙橋ナナコ Jun 
Satsuta 颯田淳）

新婦人東京都本部

8月6日 17:00～ 高田馬場駅 新宿原水協の行動に参加予定 新宿のうたごえ連絡会

8月8日 17:00～ 大井町駅（予定） 署名行動。歌えるような歌も。 南部合唱団

8月6日 PM 府中駅　けやき並木通り 府中原水協と共同行／演奏とアピール
調布狛江合唱団

8月6、9日 17:00～ 深大寺　平和の鐘つき 演奏

8月5日 19:00～20:30
オンライン配信による音楽LIVE企画
YoutubeとFacebook

Live On Peace Wave（それぞれの核兵器廃絶・平和
への想いのトークと演奏、若干オンラインでのリクエ
ストにも即興で応える予定）

シンガーソングライターの山上茂典、ユキヒロ、川口真由美、大熊啓4
名によるジョイント企画

埼 玉

8月2日、6日 16:00～17:00 JR浦和駅東口 「平和の波」署名宣伝行動

8月6日
東武東上線　志木駅南口

「日本政府は核兵器禁止条約へ署名・批准せよ」のス
タンディングと宣伝

新日本婦人の会　新座支部 
原水協新座支部と合同

西武池袋線　ひばりヶ丘駅北口 新日本婦人の会　新座支部

9枚中４枚目



県名 日にち 時間 場所 内容 備考

千 葉

8月3日 14:00～14:45 JR船橋駅北口

署名宣伝行動
新婦人船橋支部8月5日 10:00～10:45 JR西船橋駅北口（※雨天中止）

8月6日 9:00～9:45 JR津田沼駅北口（※雨天中止）

8月8日 16:00～17:00 JUJUきたなら 新婦人船橋支部（※市の6・9行動と合同）

神 奈 川
8月3日 相武台駅 署名宣伝活動 新婦人座間支部

8月9日 14:00～ 横浜市鶴見区サルビアホール
神奈川合唱団の演奏会の中で組曲「無言館」演奏。署
名の訴えを行う。 神奈川合唱団

山 梨

8月１日～15
日 せせらぎホール

原爆パネルと高校生の「原爆の絵」展　＊全ての会場
で日本政府に禁止条約の署名・批准求める署名がよび
かけられる。

新婦人北杜支部

8月１日～26
日 金田一春彦記念図書館 図書館と新婦人北杜支部の共同

8月4日～6日 上野原市役所１階ロビー 「原爆と人間」パネル展実行委員会 新婦人上野原支部

8月5日～10
日 若草生涯学習センター 南アルプス署名すすめる会と新婦人南アルプス支部

8月6日～9日 甲州市・市民ギャラリー 子ども達に平和と未来を手渡す仲間の輪 新婦人甲州サルビア班

新 潟 8月6日
13:00～ 新潟市古町 ファットマン模型展示

新潟平和の波行動実行委員会
15:30～ 萬代橋 スタンディング・アピール

長 野
8月4日～9日 10:00～19:00

上諏訪駅前ビル アーク諏訪3F 
すわっチャオ 2021 夏 平和を愛するあなたへ展Ⅷ

8月6日 8:00～8:30 平和への祈り記念碑前（諏訪湖畔） 2021核廃絶岡谷平和のつどい 岡谷九条の会

静 岡 8月6日 8:00～8:30
セノバ前
（葵区・静岡鉄道新静岡駅頭）
JR静岡駅南口（静岡市駿河区）

駅頭スタンディング・アピール行動 静岡県原水協、静岡のうたごえ協議会

愛 知
8月2日 名古屋駅前 署名宣伝行動 愛知県原水協

8月6日 8:00～8:30 大曽根駅北口・ゆとりーとライン前
広島平和記念式典の様子を流しながら黙とうし、宣伝
行動 原水爆禁止東北区協議会

岐 阜 8月2日～9日 スタンディング・アピール 新婦人岐阜県本部

富 山

8月6日 8:15～
富山駅前 CiC前広場 黙とう、署名付き葉書配布

原水爆禁止富山県協議会 
原水爆禁止富山市協議会8月9日 11:02～

8月6日 17:30～18:00 あいの風鉄道改札口南北通路 スタンディング・アピールと署名活動

高岡市
8月8日 13:20～15:45 高岡市ふれあい福祉センター 平和学習会

8月9日 10:00～11:10 高岡古城公園動物園前通路
スタンディング・アピールと署名活動（11:02 黙と
う）

8月7日 16:00～ 上市パル前 署名宣伝行動と原爆写真掲示 上市町

8月9日 11:30～ 向新庄・大阪屋前交差点 スタンディング・アピールと宣伝行動 立山町

8月9日
10:00～16:40 舟橋会館 原爆写真展

舟橋村
17:10～ 舟橋会館前T字路 スタンディング・アピールと宣伝行動

8月6日 10:00～11:00 ピアゴ小矢部店 入口道路 スタンディング・アピールと署名・宣伝行動

小矢部市8月8日 11:00～19:00
おやべ市民交流プラザ 原爆写真展と映画会

8月9日 11:00～17:00

8月2日 10:00～10:20 氷見 中の橋 スタンディング・アピールと宣伝行動 氷見市

8月6日～9日 10:00～20:00 「アスカ」センターコート 原爆パネル・証言ビデオ展、署名行動 朝日町

8月6日
11:00～

サンプラザ前
スタンディング・アピール 魚津市（計画中）

8月9日 アップルヒル前

滋 賀 8月6日 13:00～ 大津市JR膳所駅前 署名宣伝行動 日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める滋賀県民の会

9枚中５枚目



県名 日にち 時間 場所 内容 備考

京 都

8月6日 8:00～ 壇王法林寺 第63回京都平和の集い(追悼法要など) 京都宗平協など

8月8日 13:00～ 北大路ビブレ

「日本政府に条約批准を求める」 
署名宣伝行動

全京都建築労働組合 北支部

8月9日 12:45～ 円町駅前 全京都建築労働組合 中央支部

8月9日 9:20～ 場所検討中 全京都建築労働組合 南支部

8月8日 13:00～ イズミヤ前 全京都建築労働組合 左京支部

8月8日 13:00～ 地下鉄椥辻駅前 全京都建築労働組合 山科支部

8月8日 16:30～ 阪急西院駅前 全京都建築労働組合 右京支部

8月9日 9:00～ 桂駅西口 全京都建築労働組合 西京支部

8月8日 13:00～ 場所検討中 全京都建築労働組合 伏見支部

8月8日 13:00～ ダイゴロー前 全京都建築労働組合 醍醐支部

8月9日 14:00～ 阪急洛西西口 全京都建築労働組合 乙訓支部

8月8日 13:00～ 近鉄大久保駅 全京都建築労働組合 宇治支部 洛南支部

8月8日 13:00～ JR園部駅西口 全京都建築労働組合 船井支部

8月7日 17:30～ アスパ前 全京都建築労働組合 中丹支部

8月8日 13:00～ 西舞鶴・京都銀行前 全京都建築労働組合 舞鶴支部

8月8日 13:00～ ミップル 全京都建築労働組合 宮津支部

8月9日 平和の鐘・署名行動 全京都建築労働組合 奥丹後支部

8月6日
19:00～ 三条大橋 核の犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル 京都「被爆二世・三世の会」・その他

8月9日

8月6日
10:00、14:00 清水寺 署名宣伝行動 京都教職員組合

8月9日

8月6日 12:30～ 西院交差点 街頭宣伝署名行動 京都自治労連

8月6日 16:00～17:00 四条大宮 リレースピーチ 京都革新懇

8月4日～6日 研修室前廊下 原爆パネル展

京都民医連 中央病院8月4日 研修室 平和のビデオ上映会

8月6日 正午 院内放送にて黙とう

8月5日 昼休み アピールを掲げてスタンディング行動 京都民医連 あすかい病院

職場ごとに作成した反核平和アピールを院内に提示 京都民医連 川端診療所

8月6日 17:00～ らぽーる前 核兵器廃絶スタンディング宣伝 舞鶴原水協

8月6日 8:15～ 広島原爆忌平和の鐘
福知山原水協

8月9日 11:02～ 長崎原爆忌平和の鐘

8月9日 16:00～ 西院交差点 街頭宣伝 右京原水協

8月6日 ７つのお寺 第32回平和の鐘をつく集い 乙訓原水協

8月6日 16:00～ コープ男山前 原爆パネルスタンディング 八幡平和行進実行委員会

8月4日 夜 リモート
緊急事態宣言下なので、レッスンは中止だが、リモー
トで「青い空は」を歌う 洛北青年合唱団

8月8日 16:00～17:00 出町三角州公園前 うたごえと署名による街頭行動 京都うたごえ協議会
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県名 日にち 時間 場所 内容 備考

大 阪

8月9日 11:00～ 千船駅スーパー前 新婦人西淀川支部

8月6日、9日 日根野駅 新婦人泉佐野支部

8月6日 アリオ前 新婦人八尾支部

8月6日 千林大宮駅 新婦人旭支部

8月6日 11:30～ 京阪デパート東入り口 新婦人守口支部

8月6日 11:00～ 京阪寝屋川市駅東側等 新婦人寝屋川支部

8月8日 正雀地域の交差点 新婦人摂津支部

8月6日 11:00～12:00 アリオ前 八尾原水協

8月6日 玉川４丁目交差点～野田阪神駅前 新婦人福島支部

8月6日 17:30～18:30 堺東駅前 堺原水協

8月6日 17:30～18:30 JR柏原駅改札前自由通路 柏原憲法を守る共同センター（柏原労連・新婦人柏原支部）

8月9日
泉南イオン正面出入り口前信号付近
（泉南ロングパーク入口） 新婦人泉南支部

8月6日 京橋駅コンコース 城東原水協・城東新婦人

8月9日 天下茶屋駅 新婦人西成支部

8月7日 阪急淡路駅東口 新婦人東淀川支部

8月6日 地下鉄南森町駅 新婦人北支部

8月9日 16:00～ 天美駅前ロータリー 松原（新婦人・母連・地域合同）

8月3日 京阪交野市駅前イズミヤ前 新婦人交野支部

8月9日
①スーパー前（南港）
②住之江公園駅前
③スーパー前（粉浜）

新婦人住之江支部

8月3日 河内長野駅陸橋 新婦人河内長野支部

8月6日、9日 スーパー前（商店街） 新婦人大阪狭山支部

8月7日 大正区役所噴水広場 新婦人大正支部

8月6日 16:00～17:00 地下鉄阿倍野駅（ベルタ） 新婦人阿倍野支部

8月6日 13:30～ 旭区千林大宮 旭区原水協

8月4日 南千里駅前 新婦人吹田支部

8月5日 JR御幣島駅
淀川勤労者厚生協会

8月6日 阪急相川駅

8月8日 京阪オペラパーク広場 新婦人大東支部

8月6日 10:00～ 駒川中野駅北口 新婦人東住吉支部

8月6日 8:00～ 中百舌鳥駅前 堺平和委員会

8月6日 17:30～ 堺東駅前 堺平和・原水協・憲法共同センター

8月6日 17:30～18:15 下味原交差点 天王寺原水協・新婦人・平和委員会

8月6日 7:45～8:20 下味原交差点 新婦人天王寺支部

8月6日

西淀川・淀川区内等の13か所(西淀
川区⇒西淀病院、のざと診療所、千
北診療所、姫島診療所、らくらく、
よどの里）（淀川区⇒FCあい、FC
ながみ、此花診療所、伝法高見診療
所、西島診療所、相川診療所、茨木
診療所）

淀川勤労者厚生協会
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県名 日にち 時間 場所 内容 備考

大 阪

8月6日 此花区イオン前 淀協此花伝法高見診療所

8月4日 15:00～ 淡路商店街東口あたり 東淀川区日本共産党後援会

8月8日 17:00～18:00 京阪寝屋川市駅前等 寝屋川原水協

8月6日 17:30～ JR熊取駅前 新婦人熊取支部

8月6日 16:00～17:00 地下鉄あびこ駅北口 新婦人住吉支部

8月6日 中央区空堀商店街等 ピースフェスタ

8月9日 スーパーコノミヤ富田林店P前 新婦人富田林支部

8月6日 10:00～ 駒川商店街北口 東住吉平和委員会・新婦人・他団体

8月9日 16:00～ 淡路商店街イズミヤあたり よどがわ保健生協

8月9日 瓜破交差点スーパー前 新婦人平野支部

8月6日 10:00～ 池田ダイエー前 新婦人池田支部

8月6日 十三フレンドリー商店街 新婦人淀川区支部

8月6日 谷町６丁目周辺 新婦人中央支部

8月9日 JR高槻駅南陸橋 新婦人高槻支部

8月6日 16:00～16:50 藤井寺イオン前 新婦人藤井寺支部

8月9日 10:00～11:00 近鉄ひょうたんやま駅前 新婦人東大阪支部・平和委員会と共同

8月6日 13:30～ よどの里前 淀協よどの里

8月6日 商店街入口 新婦人此花支部

8月7日 10:00～ JR桃谷駅前
署名宣伝活動。緊急事態宣言下であるので、スタンデ
ィング、楽器隊演奏（机を出しての署名を予定） 大阪のうたごえ協議会

奈 良 8月9日 15:00～16:00 JR奈良駅前広場 奈良のうたごえ協議会、奈良蟻の会合唱団

兵 庫 8月2日 芦屋市役所ロビー 高校生が描いた原爆の絵展 芦屋市被爆者の会と芦屋市原水協の共催

岡 山 8月6日

8:00～8:30

JR岡山駅西口さんすて

ピース・スタンディング

県原水協

新下市橋交差点（TSUTAYA前） 赤磐原水協

津山文化センター下交差点 美作原水協

久世・スーパー前 真庭原水協

共産党浅口事務所前 浅口市

JR備前三門駅前 三門革新懇

9:30～10:30 JR倉敷駅北口 倉敷市

17:30～18:00 図書館前 高梁原水協

8:00～8:30 JR新倉敷駅前 玉浅原水協

8:00～8:30 備前郵便局前 東備原水協

8:00～8:30 正田交差点 新見

8:00～8:30 JR笠岡駅前 笠岡

13:00～13:30 中区役所前 岡山市中区

12:40～13:10 山陽マルナカ高柳店前 しもいふく平和委員会・三門9条の会

13:00～ 水島郵便局前 水島原水協

広 島

8月6日 16:30～17:30 ゆめタウン東広島店 署名・スタンディング・アピール宣伝行動 東広島市原水協

8月4日 11:00～
原爆ドーム前

平和行進迎え入れ＆終結集会　
広島のうたごえ協議会

8月7日 10:00～
平和の波開始集会　その後、元安橋に移動し、「批准
を求める署名」行動
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県名 日にち 時間 場所 内容 備考

島 根 8月2日～8日 安来市立図書館2階会議室 「高校生の描いた原爆の絵」展 新婦人安来支部

高 知

8月2日 12:30～13:00 高知県庁前 宣伝行動 高知県平和委員会

8月6日
11:00～12:00

土佐山田ショッピングセンター 
（バリュー）駐車場 署名宣伝行動 香美市原水協

8月9日

8月1日～31
日 香美市役所 「原爆パネル展」の中でも署名集め 香美市主催

8月6日 8:15
佐川町内のお寺 追悼（平和）の鐘 新日本婦人の会

8月9日 11:02

8月5日～19
日 ソーレ・アトリウム 広島の高校生の描いた「原爆の絵」展 新日本婦人の会県本部

愛 媛

8月5日 9:30～12:00 愛媛県教育会館1階会議室 千羽鶴を海外に送るつどい

8月6日 8:15 いっせいスタンディング 8:15黙祷

8月7日 13:30～14:30 松山市駅前
「2021平和の波in愛媛」 
街頭署名・大宣伝 愛媛県原爆被害者の会と愛媛原水禁と愛媛原水協の共同の取り組み

8月9日 11:02 黙祷

徳 島 8月4日～7日
阿南市立那賀川図書館 
市民ギャラリー 平和展

香 川
8月3日 10:00～10:30 JR坂出駅 坂出市原水協

8月6日 13:00～13:30 田町交番前 パネル展示、歌声、折り鶴、署名など 香川県原水協

佐 賀 8月9日 9:20～9:40 佐賀県教育会館前 スタンディング・アピール 佐賀県原水協

長 崎 8月9日 2021年「平和の波」行動終結集会 長崎のうたごえ協議会

大 分

8月6日 8:00～9:00
宇佐市上田 スタンディング・アピール 新婦人宇佐支部

8月9日 10:00～11:02

8月9日 16:00～17:00 大分駅北口広場

熊 本

8月6日 13:30～14:00 下通り（元パルコ前） スタンディング・アピール、署名行動 熊本県原水協

8月6日 9:30～ 水光社前 スタンディング・アピール 水俣原水協

8月6日 シティーモール 原爆写真展 荒玉原水協

8月2日
天草ふれあいクリニックの国道に面
するフェンス

唯一の被爆国・日本政府は核兵器禁止条約に参加を横
断幕掲出（～8月31日） 天草原水協

8月6日 市民センター 原爆写真展

2世3世の会「紙芝居」
新婦人菊池支部

原爆写真展

「平和の波」折り鶴大作戦
熊本県民医連

「平和の波」写真コンテスト

宮 崎 8月6日
8:00～8:45

山形屋デパート前
スタンディング・アピール　8:15黙祷

宮崎県原水協
18:00～18:45 スタンディング・アピール

全日本民医連 8月6日 16:30～18:00
オンライン
（ZoomとYouTube配信） 学習企画・文化企画・各地の報告

自治労連 8月6日 15:00～16:30 JR池袋駅東口 原爆パネルを掲げながら宣伝行動

国公労連 8月5日 18:30～20:00 オンライン（Zoom） 国公労働者平和のつどいオンライン

婦人民主クラブ 8月3日 12:30～13:30 JR新宿駅西口・小田急百貨店前 署名宣伝アピール行動
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