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こまえ平和フェスタ 催し一覧 
 

 

第１回 ２００５年７月２４日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分  市と共催 

 平和への願い こまえ発 

 ☆舞台 司会：小笠原弘子  

〇朗読劇「この子たちの夏」地人会上演台本 

狛江市在住・在勤、狛江高校演劇部在校生・卒業生 

ピアノ：渡辺文子、ヴァイオリン：瀬堀玲美 

 〇マンドリン演奏 マンドリーノ TAMA 指揮：山本雅三 

  「飛んでイスタンプール」「絲綢之路（ししゅうのみち）」「大河の一滴」「NELL’OASI」 

 〇朗読「狛江市平和都市宣言」 真田智恵子 

〇合唱 狛江第２中学校合唱部 ピアノ：久野千恵 「愛は勝つ」「未来へ」「青いベンチ」 

 〇合唱 平和フェスタ合唱団 指揮: 山本雅三 伴奏：マンドリーノ TAMA 

「アメイジング・グレイス」 

 〇合唱 調布狛江合唱団+有志 指揮:大熊啓 ピアノ：菊池リカ・渡辺文子 

「ねがい」「すてきな友だち」「その夏をおしえて」 

 ○手話コーラス 平和フェスタ合唱団 指揮:大熊啓、ピアノ：菊池リカ 

「花～すべての人の心に花を」「折り鶴」「ビリーブ」 

 ○挨拶 小俣眞智子実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 谷田部和夫市議会議長 

 ☆ホワイエ 

  パネル展示 「原爆と人間展」（調友会提供） 

 「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供）  折り鶴コーナー 

第２回 ２００６年７月２２日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 平和への思い こまえ発 

 ☆舞台 司会：二階堂まり 

〇講演「子どもたちに平和な未来を！」小山内美江子 

 〇合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」 平和フェスタ合唱団 

  指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ フルート：古城鴻也 トランペット：橋本至 

  ナレーション：狛江高校演劇部・狛江市長 

 〇朗読 朗読と民話の会 指導:箕浦康子 

「おしっこ」「絵本東京大空襲」から 「君死にたまふことなかれ」 

〇朗読「狛江市平和都市宣言」 笠間友樹・堂免沙樹子 

〇ピアノ演奏 渡辺文江 「ノクターン嬰ハ単調」「ラ・カンパネラ」 

〇和太鼓 跳鼓舞「ぶち合わせ太鼓」 きんたの会「生命の詩」 

○ロックソーラン 平和フェスタそーらん隊 

○手話コーラス 平和フェスタ合唱団 指揮:大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

「小さな世界」「涙そうそう」 

〇全員合唱 「翼をください」 指揮:大熊啓 ピアノ:菊池リカ 

○挨拶 寺尾安子実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 谷田部和夫市議会議長 
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☆ホワイエ 

パネル展示 「狛江の空襲」「東京大空襲」「沖縄戦」「イラク戦争」 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供）  折り鶴コーナー 

 

第３回 ２００７年８月５日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 平和を考えることは命を考えること 

 ☆舞台 司会：川上美砂 

〇ピアノ演奏とお話「命を紡ぐ音楽家たち」チェ ソンエ  チェロ：三宅進 

 バルトーク・ベーラ「ルーマニア民族舞曲」より「棒踊り」など５曲 

 ショパン「幻想即興曲」「ノクターン第２０番嬰ハ短調 遺作」など５曲 

 カタロニア民謡カザルス編「鳥のうた」  

 〇フォークダンス ダックス「童神」「アメージング・グレイス」 

 〇和太鼓 きんたの会・跳鼓舞「太鼓ばやし」「族」「走楽」 

○エイサー 平和フェスタエイサー隊・きんたの会・跳鼓舞 指導:鈴木勝雄 三線：栗原厚祐 

「７月エイサー待ちかんてい」「唐船ドーイ」 

〇朗読 「狛江市平和都市宣言」 狛江高校演劇部 

〇合唱 こまえ平和フェスタ合唱団 指揮:大熊啓 ピアノ:菊池リカ 

「ていんさぐぬ花」「島唄」 

○合唱 調布狛江合唱団＆有志 指揮：鈴木勝雄 ピアノ：杉本顕子 

「エール☆」「島人ぬ宝」「朝露」 

 ○全員合唱 「童神」 指揮:大熊啓 ピアノ:菊池リカ 

「水と緑のまち」 指揮:鈴木勝雄 ピアノ：杉本顕子 

 ○挨拶 伊藤則子実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 高橋清治市議会議長 

 ☆ホワイエ 

  パネル展示 「狛江の空襲」「東京大空襲」「沖縄戦」 

（協力 狛江市、沖縄県民と連帯する府中の会） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」「販売コーナー」「保育コーナー」  

 

第 4回 ２００８年８月２４日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 いま世界でおきていること いのちに国境はない 

 ☆舞台 司会：永田江里 

〇お話「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 

 〇フォークダンス クローバーの会 指導：小林愛子 「水と緑のまち」 

 〇弦楽合奏 狛江高校弦楽合奏部  

「アイネクライネナハトムジーク」「ドラエモン」「ルーマニア フォークダンス」 

 〇民舞 きんたの会 「ミルクムナリ」 

 〇太鼓 跳鼓舞 「走楽（らん）」 

〇朗読 「狛江市平和都市宣言」 狛江高校演劇部 

〇合唱 平和フェスタ合唱団 調狛合唱団 指揮:鈴木勝雄 ピアノ：菊池リカ 

 「その手の中に」 
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〇合同合唱 平和フェスタ合唱団 調狛合唱団 指揮:大熊啓 ピアノ:菊池リカ 

 「すてきな友達」「ねがい」 

〇ロックソーラン 平和フェスタソーラン隊 指導：きんたの会中高大生・跳鼓舞青年 

 ○全員合唱 「水と緑のまち」   

 ○挨拶 小笠原一恵実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 白井昭市議会議長 

 ☆ホワイエ 

 写真展 「イラク」「パレスチナ」「アフガニスタン」「ウガンダ」「東京大空襲」「広島・長崎」 

（協力 押原譲、東京土建狛江市部、ピーストレイン、アムネスティー・インターナショナル） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」「販売コーナー」「保育コーナー」  

 

第５回 ２００９年８月２日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 戦争を忘れないで語りつごう 

 ☆舞台 司会：川上美砂 

〇お話 「語り継ぐ平和への思い」 早乙女勝元 

 〇お話 「私の空襲体験」 井上 孝 

 〇荒馬踊り 駄倉保育園園児・卒園児 

 〇弦楽合奏 狛江高校弦楽合奏部 

 「崖の上のポニョ」「弦楽セレナーデＯＰ４８第２楽章ワルツ」 

 〇和太鼓 きんたの会・跳鼓舞 「太鼓ばやし」 

 〇ロックソーラン 平和フェスタソーラン隊 

〇朗読 「狛江市平和都市宣言」 狛江高校演劇部 

〇合唱 調狛合唱団 指揮:蟹江春香 ピアノ杉本顕子 

「信じる」「希望の歌～フィンランディアより」 

〇合唱 平和フェスタ合唱団  

指揮:大熊啓 ピアノ:菊池リカ フルート:古城鴻也 トランペット：橋本至 

 「ぞうれっしゃよはしれ」「折り鶴」「青い空は」 

〇全員合唱  

「水と緑のまち」 指揮:鈴木勝雄 ピアノ：杉本顕子 

「世界に一つだけの花」 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

○挨拶 玉田恵美子実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 道下勇市議会議長 

 ☆ホワイエ 

 母子像（原爆の図より）丸木位里・俊 画 

写真展 「東京大空襲」「ヒロシマ・ナガサキ」「沖縄」 

市民による絵手紙 「狛江の空襲」（紙芝居） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」「著書販売コーナー」「保育コーナー」  

☆戦争体験談集 ２００９年５月募集を編集 

 「シベリア抑留記」宮崎清 「戦争犠牲者は銃後にも」漆戸敏 

 「最後の陸軍少年飛行兵」竹内昭吾 「記憶の中の８月６日」松本鞆子 

 「海軍少年電信兵を志願して―一瞬の空中戦―」市川康之助 
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第６回 ２０１０年８月２２日 午後１時開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 戦争を忘れないで語りつごう 

 ☆舞台 司会：二階堂まり 

 〇朗唱劇 「みいちゃんの詩」（公募市民）丸木俊原作「ひろしまのピカ」より 

 演出：岩下浩 音楽：大熊啓・菊池リカ 

 〇被爆体験（お話と映像） 安部仁子 

 〇器楽演奏 フルート：堀江玲子、ピアノ：日裏晶子 

 「アヴェ・マリア」「シチリアーノ」「愛の夢」「バラ色の人生」「星に願いを」 

 〇合唱 忘れない夏 二中合唱部 

「さとうきび畑」「島唄」 

〇合唱 平和フェスタ合唱団 指揮:大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

 黒人霊歌「にんげんをかえせ（アメージンググレイス）」「ビリーブ」 

〇和太鼓 きんたの会・跳鼓舞 「太鼓ばやし」 

〇踊り 駄倉保育園児・卒園児 「荒馬踊り」 

〇ロックソーラン 平和フェスタそーらん隊 

〇朗読 「狛江市平和都市宣言」「標語朗読」 狛江高校有志 

〇全員合唱 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

「翼をください」 

○挨拶 小俣眞知子実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 道下勇市議会議長 

☆ホワイエ 

 パネル展示 短歌・川柳 絵手紙・絵画・デッサン 市民公募 

「原爆写真展」「東京大空襲」「ＮＰＴ再検討会議報告」「みいちゃんの詩関連絵画」 

「狛江の空襲」（紙芝居） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」「保育コーナー」  

 

第７回 ２０１１年８月２１日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 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～ 

 ☆舞台 司会：川上美砂 

〇お話 「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 

 〇ミュージカル ミュージカル CoCo～ 「明日に向かって」  

 〇バイオリンとフルートによる演奏 

 バイオリン：堀江悟 フルート：堀江玲子 ピアノ：日裏晶子 

「愛の悲しみ」「スラブ舞曲Ｎｏ２」「アヴェ マリア」 

 〇弦楽合奏 狛江高校弦楽合奏部 「     」 

〇ダンス 和泉児童館 popkids  Ｔeam☆Ｄ 

〇ロックソーラン 平和フェスタそーらん隊 

〇朗読 「狛江市平和都市宣言」 狛江高校有志 

〇合唱 平和フェスタ合唱団 指揮:鈴木勝雄・大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

「生きる」「折り鶴」「朝露」 
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〇全員合唱 指揮:大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

 「水と緑のまち」「故郷」「アリラン」 

○挨拶 西尾真人実行委員長 矢野ゆたか狛江市長 栗山欽行市議会議長 

☆ホワイエ 

 パネル展示 俳句・短歌・川柳 絵手紙・絵画 市民公募 

「狛江と在日コリアン」「狛江とアジアの人々」 

「東日本大震災と原発事故」「沖縄の基地」 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」 

 

第８回 ２０１２年８月１９日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 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～ 

☆舞台 司会：川上美砂 

 〇お話と講談 「『はだしのゲン』を語って２６年、いまフクシマが」神田香織 

 〇お話 「3.11を忘れない～大津波の傷あと～」穂高健一 

 〇被災者のメッセージ 代読 朗読と民話の会 

 〇ヴァイオリンとフルートによる演奏 

ヴァイオリン：堀江悟、フルート：堀江玲子、ピアノ：田中梢 

「夢のあとに」「ノクターン」「アヴェ マリア」 

〇太鼓演奏 きんたの会・跳鼓舞 「   」「   」 

〇ダンス 和泉児童館  popkids  Ｔeam☆Ｄ 

〇朗読「狛江市平和都市宣言」 狛江高校卒業生 木田茜 川崎恵梨 狛江高校 坂本龍哉 

〇合唱 狛江工房こもれび 指揮：白井朋子 アコーディオン：勝佳澄 

「こんにちは」「しあわせ運べるように」 

 〇合唱 平和フェスタ合唱団 指揮：近藤浩章・鈴木勝雄 ピアノ：菊池リカ 

 「Believe」「Home」 

〇全員合唱 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 「水と緑のまち」 

○挨拶 二階堂まり実行委員長 高橋都彦狛江市長 栗山欽行市議会議長 

☆ホワイエ 

 パネル展示 東日本大震災で避難された方の声 大津波の写真展（穂高健一） 

被災した子供たちの絵と作文 川柳・短歌 絵手紙 市民公募 

こまえ工房こもれびの活動と販売 高齢者会食会の活動 

創作人形 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、書籍販売等 

☆プレ企画 親子で聴く戦争のお話会 ８月８日午後６時～８時 岩戸地域センター 

①戦争の時代を生きて、平和を願う 木村俊子 

②１５才で満蒙開拓義勇軍に参加して、敗戦後はシベリアに抑留 相笠 仁 

③学ぶこともできない学生時代、戦後、シベリア抑留の人と出会い  高橋八代江 

 ☆狛江市平和都市宣言３０周年記念事業（８月２６日中央公民館）に協力 
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第９回 ２０１３年８月２５日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 今、手わたす未来は～戦争を忘れないで語りつごう～ 

☆舞台 司会：堀添里緒、田部谷道子 

 〇お話 「私が見た戦争と沖縄、そして福島～知っていますか、いま何が起きているか～」石川文洋 

 〇合唱と語り 「平和の旅へ」 平和フェスタ合唱団 

 指揮・演出：大熊啓 語り：村瀬祥子 女声ソロ：金光和恵 男性ソロ：鈴木勝雄 

 ピアノ：菊池リカ ギター：田中俊・愛沢潤 フルート：秋保ちひろ・副島恵子 

 ベース：石川栄一 トランペット：斎藤曉  

 〇合唱 狛江工房 こもれび 指揮：白井朋子 「こんにちは」「花は咲く」 

 〇ダンス：和泉児童館 Team☆Ｄ 

 〇南京玉すだれ きんたの会 「狛江の昔話バージョン」 

 〇朗読劇「狛江市平和都市宣言」 出演：富田翔 堀添里緒 鈴木和香 脚本・演出：二階堂まり 

〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

○挨拶 西尾真人実行委員長 高橋都彦狛江市長 石井功市議会議長 

☆ホワイエ 

  パネル展示 石川文洋写真展「戦争と子供たち」 長崎原爆写真展 

 俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） フリースクール KOPPIEの貼り絵 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、書籍販売等 

 ☆特別企画 穂高健一 小説「海は憎まず」サイン会 ８月２９日市役所ロビー 

  

第 10回 ２０１４年８月１０日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市と共催 

 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～ 

☆舞台 司会：堀添里緒、二階堂まり 

〇お話 「カエルの声が聞こえますか？空にはトンボが飛びますか？」渡辺一技 

 〇お話と詩と合唱 「全村避難・葛尾村の今」小島力と日本音楽協議会東京支部 

 〇和太鼓 １中１組 「ぶちあげ太鼓」「ぼく」 

 〇ダブルダッチ ２中ダブルダッチ部 「絆」 

 〇朗読劇「狛江市平和都市宣言」 富田翔、堀添里緒、鈴木和香 脚本・演出：二階堂まり 

〇合唱 こまえ工房 こもれび 指揮：白井朋子 アコーディオン：勝佳澄 「花さき山」 

  合唱・合奏 こまえ工房 こもれび・平和フェスタ合唱団 「恋するフォーチュンクッキー」 

 〇合唱 平和フェスタ合唱団 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 「僕のつくる道」 

〇全員合唱 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 「水と緑のまち」 

○挨拶 日向正文実行委員長（西尾代読） 

☆ホワイエ 

  パネル展示 被災地写真展 布施祐仁  原爆・東京大空襲・狛江の空襲 

俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） フリースクール KOPPIEの貼り絵 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、書籍販売等 

  



7 

 

第 11回 ２０１５年８月２日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市の後援 

 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～ 

☆舞台 司会：田部谷道子 

〇講演 「おばあちゃんのおはなしをきいて」岩崎京子 

 〇証言 「７歳の東京大空襲」伊藤幸恵 

 〇合唱構成 「ぞうれっしゃがやってきた」平和フェスタ合唱団 

 指揮・演出：大熊啓 ピアノ：菊池リカ フルート：栗山麻里 トランペット：斎藤曉  

 〇朗読 「火の壁をくぐったヤギ」箕浦康子 

〇琉球舞踊 宇夫方路琉球舞踊研究所  

 〇朗読劇「狛江市平和都市宣言」 出演：富田翔 岩井梨沙子 片山絵里 脚本・演出：二階堂まり 

〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

○挨拶 大熊啓実行委員長 

☆ホワイエ 

  パネル展示 被爆 70 周年企画展 ＮＰＴ再検討会議報告 原爆写真・絵画展 空襲の記録展 

全国空襲被害 東京大空襲の体験 学童疎開中の手紙 俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） 

平和を願う貼り絵 KOPPIE 災被災地の現状 ツンさん（サッカーサポーター）の福島支援 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、販売等 

 

第 12回 ２０１６年８月１４日 午後１２時３０分開場 午後１時３０分～４時３０分 市の後援 

 伝える・知る・つながる～表現の自由と平和～ 

☆舞台 司会：川上美砂 

 〇パネル討論 「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 

 〇クラリネットとマリンバによる演奏 木津陽介、篠崎陽子、鈴木彩 

  「愛のあいさつ」「ガーナイア（アフリカ大地の祈り）」「We are the world」 

 〇ダンス 和泉児童館 Team☆Ｄ 「ホット イン ヒアー」「ウェイク アップ」 

 〇朗読劇「狛江市平和都市宣言」 富田翔、堀添里緒、二階堂まり 脚本・演出：二階堂まり 

〇合唱 平和フェスタ合唱団  

指揮：大熊啓 クラリネット：木津陽介 マリンバ：篠崎陽子 鈴木彩 

「ＨＥＷＡの鐘」「ねがい」「上を向いて歩こう」 

 〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 菊池リカ 

○挨拶 菊池リカ実行委員長  メッセージ 高橋都彦狛江市長 小川克美市議会議長 

☆ホワイエ 

  パネル展示 原爆写真展 空襲の記録展 全国・東京・狛江の空襲被害  

俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） 平和を願う貼り絵（KOPPIE） 

震災被災地の現状 熊本地震の現状と絵葉書支援 ツンさんの福島支援 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、販売等 

 ☆関連企画 戦争遺跡見学会 １０月１０日 

  案内：井上孝先生 ①浅川地下壕（中島飛行機地下工場跡）②旧日立航空機工場変電所の機銃掃

射跡 ③調布飛行場掩体壕 
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第 13回 ２０１７年７月３０日 午後１２時開場 午後１時～４時 市の後援 

 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～ 

☆舞台 司会：田部谷道子 

 〇お話「被爆者の思いと高校生平和大使」木村徳子、布川仁美 

〇オープニング・アクト ミュージカル CoCo～ 

〇合唱と語りによる構成「平和の旅へ」 平和フェスタ合唱団 

  指揮・演出：大熊啓 語り：枝森祥子 女声ソロ：金光和恵 ピアノ：菊池リカ 

 ヴァイオリン：瀬堀玲実 フルート：秋保ちひろ・副島恵子 ギター：川村潤・小山和重  

ハンドベル：サークルねぎぼうず  

 〇器楽演奏 ヴァイオリン：瀬堀玲実 ピアノ：渡辺文子 

  「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第５番『春』第１楽章」 

 〇ハンドベル演奏 サークルねぎぼうず 「少年時代」 

 〇コカリナ コカリナサークルこまえ  

「おおスザンナ」「森の水車」「気球に乗ってどこまでも」「青い空は」 

 〇語り 「帰ってきた息子」 松尾敦子  

〇朗読劇 「狛江市平和都市宣言」 富田翔、堀添里緒、渡辺こちえ 脚本・演出：二階堂まり 

〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

○挨拶 西尾真人実行委員長 小川克美市議会議長 メッセージ 高橋都彦狛江市長  

☆ホワイエ 

  パネル展示 原爆写真展 空襲の記録展 全国・東京・狛江の空襲被害 

俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） 平和を願う貼り絵（KOPPIE） 

震災被災地の現状  ツンさんの福島支援  

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、販売等 

 ☆関連企画 ちょんまげ隊ツンさんの被災地報告会 映画「ＭＡＲＣＨ」試写会 

  ８月１０日（火）午後７時～９時 中央公民館 

 

第 14回 ２０１８年８月１２日 午後１２時開場 午後１時～４時 市の後援 

 平和な未来を子どもたちへ 

☆舞台 司会：中野さやか 

〇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 

 〇戦争体験のお話 「１８歳、最後の二等兵」 寺尾浩次 

〇エイサー きんたの会 「笑顔のまんま」「かりゆしの夜」 

〇朗読劇 「狛江市平和都市宣言 」富田翔 鈴木裕大 二階堂まり 脚本・演出：二階堂まり 

〇合唱 平和フェスタ合唱団  指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

 「折り鶴」「ＢＥＬＩＥＶＥ」「ＨＥＩＷＡの鐘」 

〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 ピアノ：菊池リカ 

○挨拶 二階堂まり実行委員長 松原俊雄狛江市長 宮坂良子市議会副議長 

☆ホワイエ 

  パネル展示 故加藤弘さんの「水と緑のまち」への思い 
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世界の非核兵器地帯と核兵器禁止条約 原爆写真展 空襲の記録展 沖縄の米軍基地 

ちょんまげ隊の被災地支援 福島原発事故被災者の状況 

俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） 平和を願う貼り絵（KOPPIE） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、販売等 

 

第 15回 ２０１９年８月１８日 午後１２時開場 午後１時～４時 市の後援 

 沖縄に心を寄せて～平和な未来を子どもたちに～ 

☆舞台 司会：中野さやか 

 〇お話 「祖父と沖縄戦～子どもから大人まで共に考える戦争と平和～」 牛島貞満 

 〇音楽ライブ ユキヒロ 

  「負けないでいこう」「大好きな沖縄」「広島へ」「限りある時間」「琉球」 

 平和フェスタ合唱団とともに 指揮：大熊啓 ピアノ：杉本顕子 

 「今日から明日へ」「ＨＥＩＷＡの鐘」  

 〇琉球舞踊 はいさい（ＭＡＰ琉球舞踊・三線教室）  

  「かぎやで風節」「太鼓囃子」 おはなし：高山正樹  

 〇朗読劇 「狛江市平和都市宣言」 富田翔 片山絵里 大政晶子 嶋田玲 脚本・演出：二階堂まり 

〇全員合唱 「水と緑のまち」 指揮：大熊啓 ピアノ：杉本顕子 

○挨拶 佐久間均実行委員長 松原俊雄狛江市長 メッセ―ジ 石井功市議会議長 

☆ホワイエ 

  パネル展示 沖縄（琉球）のやさしい歴史と文化  沖縄のいま 

ちょんまげ隊の被災地支援 福島原発事故被災地（者）の状況 

核兵器禁止条約と原爆写真  空襲の記録展 

俳句・川柳・短歌、絵手紙（市民公募） 平和を願う貼り絵（KOPPIE） 

「平和関係図書展」（狛江市中央図書館提供） 

他に、「折り鶴コーナー」、ＣＤ販売、沖縄物産支援販売他 

 


