
 

主な催し 展示例・その他企画 狛江・国内外の出来事

朗読あるいは朗読劇「狛江市平和都市宣言」（毎年実施）

原爆・空襲展、平和図書展・折り鶴コーナー
絵手紙（2009～）川柳・俳句・短歌（2010～）
フリースクールKOPPIEの貼り絵（2013～）
ツンさんの福島支援（2015～）

1982.6 狛江市平和都市宣言
2001.9.11 同時多発テロ。米、アフガン空爆
2002.9 日朝平和宣言　拉致家族５人帰国
2003.3 イラク戦争開始　6 有事法制成立
2003.3 狛江市民参加と市民協働基本条例
2004.1 陸自イラクに派遣命令
2004. 8 米軍ヘリ、沖縄国際大に墜落

1 2005/7/24 平和への願い こまえ発 朗読劇「この子たちの夏」市民有志、狛高演劇部現・卒生 「原爆と人間」展
2  北朝鮮 核兵器保有宣言
2  京都議定書発効（地球温暖化防止）

2 2006/7/22 平和への思い 狛江発
講演「子どもたちに平和な未来を！」　小山内美江子
合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」平和フェスタ合唱団

沖縄戦・イラク戦争等
5  普天間基地移設・海兵隊グアム移転合意
9  第1次安倍内閣発足
12 改正教育基本法

3 2007/8/5 平和を考えることは命を考えること ピアノ演奏とお話「命を紡ぐ音楽家たち」　チェ・ソンへ 沖縄戦
4 伊藤長崎市長銃撃され死亡
7 参院選民主党圧勝 9安倍首相辞任
9 沖縄11万人県民大会(「集団自決」検定に抗議)

4 2008/8/24
いま世界でおきていること
　　　　　　いのちに国境はない

お話「命に国境はない
　～イラクで非暴力は実現するか？」　高遠菜穂子

イラク・パレスチナ・アフガニスタン

4 名古屋高裁違憲判決（空自のイラク派遣）
7 矢野ゆたか市長再選
8 北京五輪開催
9 リーマン＝ショック

5 2009/8/2 戦争を忘れないで語りつごう
お話「語り継ぐ平和への思い」　早乙女勝元
「私の空襲体験」　井上孝

母子像（原爆の図より）
絵手紙（以後継続）
〇戦争体験談集（5月募集）

4 オバマ大統領プラハ演説　ノーベル平和賞
9 総選挙民主党圧勝、鳩山内閣発足
12 原爆症救済法成立

6 2010/8/22 戦争を忘れないで語りつごう
朗唱劇「みいちゃんの詩」岩下浩演出。
被爆体験 安部仁子

NPT再検討会議報告等
川柳・俳句・短歌（以後継続）

4 普天間基地県内移転反対 9万人集会
6 鳩山首相辞任、菅直人内閣発足
7参院選民主党敗北
9尖閣諸島中国漁船衝突事件

7 2011/8/21
戦争を忘れないで語りつごう～向き合おう
　　　　　　 生命（いのち）、つなげよう 世界～

「３．１１以後の平和と共存―国境を超えた安全共同体を目
指して」  姜尚中

狛江と在日コリアン
東日本大震災と原発事故

3 東日本大震災　原子力緊急事態宣言
9 野田佳彦内閣発足
12福島原発収束宣言
(大震災による狛江市への避難者20数名)

8 2012/8/19
戦争を忘れないで語りつごう
　　　　　～子どもたちの未来のために～

お話と講談　「『はだしのゲン』を語って２６年、いまフクシマ
が」　神田香織

大震災狛江避難者の声  　大津波の写真展（穂高健一）
被災した子供たちの絵・作文　　高齢者会食会の活動
〇親子で聴く戦争のお話会8/8

7 市長選で高橋都彦市長に
7 ロンドン五輪開催
8 平和都市宣言３０周年事業
10 オスプレイ、普天間基地配備完了
12 総選挙で民主党惨敗、第二次安倍内閣発足

9 2013/8/25
今、手わたす未来は
　　　　　～戦争を忘れないで語りつごう～

「私が見た戦争と沖縄、そして福島」 石川文洋
合唱と語り　「平和の旅へ」　平和フェスタ合唱団

石川文洋写真展「戦争と子供たち」
フリースクールKOPPIEの貼り絵（以後継続）
〇穂高健一「海は憎まず」サイン会　８月２９日

1 日銀 無期限金融緩和導入
6 障害者差別解消法成立
9 東京五輪決定
12 特定秘密保護法成立　仲井真知事 辺野古埋立承認

10 2014/8/10
戦争を忘れないで語りつごう～あなたのふるさ
　と　わたしのふるさと　みんなでつくる未来～

お話「カエルの声が聞こえますか？空には…」  渡辺一枝
お話と詩と合唱「全村避難・葛尾村の今」 小島力他

布施祐仁被災地写真展

4 防衛装備移転三原則、閣議決定。原発再稼働明示
7 集団的自衛権容認閣議決定
10 市長、共催せずの通知に会から批判書
11翁長氏沖縄県知事当選
12 総選挙 自公大勝

11 2015/8/2
いのちの声が聞こえますか　～戦後７０年
　　　　　昔 この町で　今も世界のどこかで～

「おばあちゃんのおはなしをきいて」岩崎京子
合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」平和フェスタ合唱団
「７歳の東京大空襲」伊藤幸恵

東京大空襲の体験　学童疎開中の手紙
ツンさんの福島支援（以後継続）

6 改正公選法成立
9 改正労働者派遣法成立
9 安全保障関連法成立
10 翁長知事、辺野古埋立承認取り消し
11 同性間partnership制度開始

12 2016/8/14 伝える・知る・つながる～表現の自由と平和～
パネル討論「表現の自由と平和について」
　　　　　　高鶴礼子、伊藤千尋、木津陽介　司会：大熊啓

熊本地震の現状と絵葉書支援
戦争遺跡見学会　１０月１０日井上孝氏案内

3 安保関連法施行
5 オバマ大統領広島訪問
7 高橋都彦市長再選
7 相模原障害者事件
8 リオデジャネイロ五輪開催
11 パリ協定発効     11 トランプ氏、大統領に当選

13 2017/7/30
子どもたちの未来のために
　　～ヒロシマ・ナガサキを忘れない～

「被爆者の思いと高校生平和大使」木村徳子、布川仁美
合唱と語り「平和の旅へ」　平和フェスタ合唱団

〇ツンさんの被災地報告会８月10日公民館

2 南スーダンＰＫＯ日報を公表
3 国会で加計学園・森友学園問題に
4 辺野古沖埋め立て開始
6共謀罪成立
7 国連、核兵器禁止条約採択

14 2018/8/12 平和な未来を子どもたちへ
パネルディスカッション「平和ってなあに？～コスタリカから
学べることは～」伊藤千尋　岡野奏子　二階堂まり
「１８歳、最後の二等兵」　寺尾浩次

パネル展示 故加藤弘さんの「水と緑のまち」への思い
世界の非核兵器地帯

3 財務省、森友学園問題で公文書改ざん認める
4 南北首脳「半島の非核化」宣言
7 辞任に伴う狛江市長選で松原俊雄氏当選
9 玉城氏、沖縄県知事に当選

15 2019/8/18
沖縄に心を寄せて
　　～平和な未来を子どもたちに～

「祖父と沖縄戦～子どもから大人まで…」　牛島貞満
音楽ライブ　ユキヒロ

沖縄（琉球）のやさしい歴史と文化
沖縄のいま

2 辺野古移設沖縄県民投票で反対7割超
4 新元号「令和」発表
10 台風19号狛江市床上浸水等被害
11ローマ教皇来日、核廃絶を
11 桜を見る会問題、2020中止に

16 2020/8/16
だれもが生きやすい社会をめざして
　　～みんなちがって みんないい～

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために延期
新聞折込チラシ作成
You tubeで音楽関係、ホームページで戦争体験記録を
公開

1 検察幹部の定年延長問題
3 新型コロナ、パンデミック宣言
3 東京五輪１年延期
5 Black Lives Matter運動
6 河井夫妻議員逮捕
8 核禁条約批准43ヶ国、発効まであと7か国。

回数 開催日 テ　ー　マ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 2020年8月作成

こまえ平和フェスタの歩み
開催場所：エコルマホール


