
原水禁広島大会の日程（8 月 4 日～6 日） 

日時 企画名 会場 備考 

8/4 15：40～17：00 折り鶴平和行進 平和記念公園～県立総合体育館  

   17：00～18：30 広島大会開会総会 県立総合体育館アリーナ  

8/5  9：30～12：30 ① 平和と核廃絶Ⅰ～改憲と敵基地攻

撃能力 

県民文化センター多目的ホール 
○定 500 名 

② 平和と核廃絶Ⅱ～核兵器廃絶と東

アジア情勢 

ホテルチューリッヒ東方 2001 

４Ｆエーデルワイス 
○定 180 名 

③ 脱原発～気候危機とエネルギー問

題 

ＲＣＣ文化センター７Ｆ 
○定 180 名 

④ 脱原発～核燃料サイクルと高レベ

ル放射性廃棄物 

ホテルチューリッヒ東方 2001 

３Ｆ 
○定 120 名 

⑤ ヒバクシャ～ヒバクシャから若い

世代へ 

ワークピア広島４Ｆ芙蓉 
○定 150 名 

⑥ 見て聞いて学ぼうヒロシマ YMCA 国際文化センター 

本館地下ホール 
○定 280 名 

8/5  14:00～16:30 ⑦ ヒバクを許さないつどい ＲＣＣ文化センター７Ｆ 
○定 180 名 

⑧ 女性交流のひろば ワークピア広島４Ｆ芙蓉 
○定 150 名 

⑨ 被爆二世、三世問題について ホテルチューリッヒ東方 2001 

４Ｆエーデルワイス 
○定 180 名 

⑩ 上関原発を考えるつどい ワークピア広島３Ｆ 
○定 90 名 

⑪ 軍事基地に対抗する運動の現状と

今後の課題 

ホテルチューリッヒ東方 2001 

３Ｆ 
○定 120 名 

⑫ 話芸で学ぶ「平和と核」 

落語：古今亭菊千代 講談：田辺一乃 

YMCA 国際文化センター 

本館地下ホール 
○定 280 名 

8/5  7:15～17:30 ⑬ バスツアー大久野島 平和祈念資料館前集合～大久野

島 

参加費 1人 

6000 円 

○要 事前申

し込み 

8/5  7:45～18:30 ⑭ 安野発電所「中国人強制連行・中国

人被爆の歴史を歩く」 

平和祈念資料館前集合～安野発

電所 

8/6 9:30～10:15 広島大会まとめ集会 県民文化センター多目的ホール 定 500 名 

関連行事 

8/5  16:00～18：00 被爆 77年 連合 2022 平和ヒロシマ集会 

（連合主催：原水禁・KAKKIN会議共催） 

県立広島産業会館西展示館 

8/6   8:00～8:45 広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式 

（広島市主催） 

平和公園慰霊碑前 

＊今年は、子ども関連企画の開催は見送りとなりました。 

 

 

 

 



原水禁長崎大会の日程（8 月 7 日～9 日） 

日時 企画名 会場 備考 

8/7  15:30～17:40 長崎大会開会行事 長崎ブリックホール大ホール  

8/8   9:30～12:30 ① 平和と核廃絶Ⅰ～改憲と敵基地

攻撃能力～ 

長崎ブリックホール３F 国際会

議場 
○定 500名 

② 平和と核廃絶Ⅱ～核兵器廃絶と

東アジア情勢～ 

長崎新聞文化ホール 

２F翔鶴の間 
○定 300名 

③ 脱原発～フクシマの現状と課題 ホテルセントヒル長崎 

２F妙見の間 
○定 150名 

④ ヒバクシャ～ヒバクシャから若

い世代へ 

長崎県勤労福祉会館 

２F講堂 
○定 200名 

8/8  14:00～16:30 ⑤ 見て・聞いて・学ぼうナガサキ 長崎新聞文化ホール 

２F翔鶴の間 
○定 300名 

⑥ 被爆二世・三世問題の解決に向

けた運動の意義と展望 

長崎県勤労福祉会館４F 

第２・３中会議室 
○定 130名 

8/8  14:00～16:00 ⑦ 実写版「はだしのゲン」特別上

映会 

長崎ブリックホール 

３F国際会議場 
○定 500名 

⑧ 女性交流のひろば～私の「戦争」

を語り継ぐ 

ホテルセントヒル長崎 

３F 紫陽花の間 
○定 120名 

⑨ ヒバクシャと語ろう 被爆者コミュニティセンター 
○定 20 名 

8/9   7:30～8:30 慰霊碑墓参 市内各所  

8/9   8:00～10:00 長崎大会閉会行事 県立総合体育館メインアリーナ  

8/9   10:15～11:00 被爆 77年非核平和行進 県立総合体育館→爆心地公園  

  11:02  黙祷 爆心地公園  

      11:10～ 原爆資料館見学 長崎原爆資料館  

若者関連行事 

8 日 13:30 

～17:30 

ピース・ブリッジ 2022inながさき 長崎県勤労福祉会館２F講堂  

8 日 15:30～ 

17:30 

高校生平和大使 

派遣 25周年記念碑除幕式 

長崎原爆資料館正面玄関付近  

10 日 9：45～ 

12：30 

高校生平和大使派遣 25周年 

記念シンポジウム 

長崎原爆資料館ホール  

関連行事 

7 日 15：00～ 

8 日 14：30 

情報労連第 3回長崎平和フォーラ

ム 

県立総合体育館サブアリーナ  

8 日 15：30 

～17：30 

被爆 77年 連合 2022 平和ナガサキ

集会 

連合主催：原水禁 KAKKIN会議共催 

県立総合体育館メインアリーナ  

9 日 10：40 

～11：45 

被爆 77年ナガサキ原爆 m 犠牲者慰

霊平和祈念式典（長崎市主催） 

平和公園・平和祈念像前  

 


