原⽔爆禁⽌ 2019 年世界⼤会参加要項
2019 年 5 月 25 日 原水爆禁止大阪府協議会
広島と長崎への原爆投下から 74 年の夏を迎えようとしています。日本原水協は、この 8
月、両被爆地で「核兵器のない平和で公正な世界のために」をテーマに原水爆禁止 2019 年
世界大会を開催します。
2020 年、被爆 75 年の節目の年を前に開かれる今年の世界大会は、「生きているうちに核
兵器のない世界の実現を」という被爆者の願いをかなえるうえで、これまでにもまして大
きな意義をもっています。日本全国からそして海外から多くの方が参加され、賛同を寄せ
て下さるよう、心からよびかけます。
世界大会は、国際機関、政府、自治体など公的機関、内外の草の根の運動と市民社会、
被爆者や核被害者など広範な国際的な共同を築く場です。2020 年 NPT 再検討会議を前に、
核保有国に対して核兵器禁止を求める世界的な共同を大きく発展させる世界大会にしよう
ではありませんか。
原水爆禁止 2019 年世界大会は、核兵器禁止条約に参加する非核平和の日本、憲法がいか
される日本の実現へ、従来の垣根を越えた共同をさらに発展させ、国民的な原水爆禁止運
動をめざします。

大阪代表団は、世界大会・長崎を中心に 400 人の参加をめざします。
※ 参加登録者には、別途資料袋をお渡しします。
１．世界大会―長崎 8 月 7 日(水)～9 日(金)について
【8 月 7 日(水)の日程】
※新幹線の「往路・帰路」は、各団体・地域ごとに乗車し、指定された席にお座りくだ
さい。(切符は事前に各団体・地域の責任者に渡しています)
○7:30

新大阪駅「千成ひょうたん前」事務局集合

○7:59

博多行 のぞみ 97 号出発

○10:27
○10:50

博多駅着
JR 博多駅前からバスに乗車

○13:20 長崎市到着 オランダ物産館で昼食
○14:40 長崎市民会館体育館・文化ホール予定(大阪代表団会議)
○15:30～18:00

世界大会―長崎・開会総会

※夜に「核兵器なくそう青年交流集会」 18:30 同会場(希望者)
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【8 月 8 日(木)の日程の予定】
○9:30～15:00

分科会／動く分科会 各会場(詳細は 4 ページ参照)

○13:00～16:00

フォーラム 長崎大学・中部講堂

※夜に「核兵器なくそう・女性のつどい」(希望者)
【8 月 9 日(金)の日程の予定】
○10:30～13:00

世界大会―長崎・閉会総会〈ナガサキデー集会〉
長崎市民会館体育館・文化ホール

○13:30 会場近くでバスに乗車、車中にて昼食弁当
○16:50 新大阪駅行 のぞみ 52 号

19:18 新大阪駅着

○17:36 新大阪駅行 のぞみ 56 号

20:04 新大阪駅着

２．参加費用
○世界大会・長崎(大阪原水協に納入する金額は以下の通りです)
◇一般参加者の場合 85,000 円

◇ヒバクシャ・障害者の場合 73,000 円

◇大学生の場合 72,000 円

◇高校生の場合 68,000 円

○内訳
・国民募金

一般参加者

20,500 円(中央 12,500 円、大阪 8,000 円)

被爆者・障害者

8,500 円(中央 7,500 円、大阪 1,000 円)

大学生

7,500 円(中央 6,500 円、大阪 1,000 円)

高校生

3,500 円(中央 3,000 円、大阪 500 円)

・1 日参加 3,000 円(中央 2,500 円、大阪 500 円)
・新幹線代 往復 26,600 円
・バス代

(小学生以下往復 13,300 円)

往路 6,260 円(博多～長崎、昼食代込み ・ガイド付き)
復路 5,600 円(長崎～博多、昼食代込み ・ガイドなし)

・宿泊代

26,040 円(2 泊、朝食付き)、1 泊のみ 13,020 円(朝食付き)

３．代表登録、新幹線の乗車券の配布、代表団会議について
（1）代表団登録について
１）

7 月 22 日(月)～7 月 23 日(火)に大阪原水協事務所で午前 10 時から午後 5 時まで行
います。

２）「動く分科会」の締め切りは 7 月 23 日午後５時とし、参加人数枠に限りがありますの
で、超過した場合、抽選会を行います。
※ 新幹線の乗車券等は８月２日（金）午後１時 30 分より開催される「海外代表と語ろう!
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ピースイン大阪」（たかつガーデン２階「コスモス」）の会場で、団体責任者にお渡
しします。この日やむなく欠席の団体は、8 月５日（月）午前 10 時から午後５時まで
に大阪原水協へ受け取りにお越しください。
（2）代表団会議について
大阪代表団会議は、８月７日（水）長崎市民会館体育館地下一階の文化ホールで 14 時 40
分より行います。テーマ別集会の参加券などをお渡しします。

４．緊急連絡先について
以下の原水協役員が対応します。
○川辺理事長 090-3676-1634
○続事務局長 090-9095-5752
○三宅事務局次長 090-1225-9469

５．学習会等の企画について
◎世界大会の意義を深めるため事前に学習会を企画してください。大阪原水協より講師を
派遣します。

６．参加費用の送金先。7 月 26 日(金)までに下記への送金をお願いします。代表団登録時
の現金納入はできるだけお避け下さい。
① 三井住友銀行 上町支店 普通 口座番号 1408857
名義
②

理事長

岩田幸雄

近畿労働金庫 大阪中央支店 普通 口座番号 8797208

名義
⓷

原水爆禁止大阪府協議会

原水爆禁止大阪府協議会

ゆうちょ銀行

理事長

岩田幸雄

（他金融機関からの振込用口座番号）

０九九（ゼロキュウキュウ）店（099）当座 0300700

原水爆禁止大阪府協議会

【世界大会国際会議会議及び世界大会・広島について】
＜国際会議 8 月 3 日(土)～5 日(月)＞

広島市文化交流会館 3 階・銀河

8 月 3 日(土)

14:00～19:00

開会総会／全体会議

3 階・銀河

8 月 4 日(日)

09:30～12:30

全体会議

3 階・銀河

14:00～18:00

分科会＝3 会場（銀河 A・B／広島工業大学広島校舎 201）

10:00～11:30

閉会総会

8 月 5 日(月)

3 階・銀河

3

＜世界大会―広島 8 月 5 日(月)～6 日(火)＞
8 月 5 日(月)

18:30～20:30

市民と海外代表の交流集会 3 階・銀河

8 月 6 日(火)

13:00～15:30

世界大会―広島〈ヒロシマデー集会〉
広島県立総合体育館・グリーンアリーナ

19:30～20:30
※世界大会・広島大会参加費

ヒロシマデーとうろう流し 基町河川公園
4,000 円(中央 3,500 円、大阪 500 円)

国際会議

16,000 円

※広島大会に参加する代表は現地集合とします。交通手段・宿泊は独自で確保をお願いし
ま
す。また、申込先は大阪原水協です。

◎世界大会・長崎／8 月 8 日(木)分科会(無料、但し参加券が必要)
テーマ

時間

特別集会

核と基地のない日本、沖縄との連帯を

13:00～16:00

分科会 1

核兵器のない平和な世界をー草の根の行動

9:30～15:00

分科会 2

朝鮮半島の非核化と日本の役割

9:30～15:00

分科会 3

非核平和の自治体づくり

9:30～15:00

分科会 4

憲法 9 条守り、非核平和の日本を

9:30～15:00

分科会 5

被爆体験の継承・実相普及と援護連帯活動

9:30～15:00

分科会 6

核兵器と原発

9:30～15:00

分科会 7

軍事費を削って平和で人間らしい暮らしを

9:30～15:00

分科会８

文化の力で反核平和の輪を広げよう

9:30～15:00

分科会９

青年のひろばー被爆者訪問、学習と交流

9:15～15:00

分科会 10

映像のひろば

9:30～15:00

◎8 月８日（木）動く分科会・フォーラム(有料)
テーマ

時間

費用

フォーラム

核兵器禁止・廃絶へ

13:00～16:00

1,000 円・現地払い

動く分科会 11

佐世保基地調査行動

8:30～17:00

5,500 円(高校生以上)、5,000 円(小・中学生以下)

動く分科会 12

被爆遺構・碑めぐり

9:20～15:00

一般 3,200 円、中高生 1,700 円

動く分科会 13

少年少女平和のつどい

9：00～15：30

2,500 円、現地実行委員会へ直接応募

高校生参加企画

世界のヒバクシャが訴える

13:00～13：50

【世界大会グッズの普及にもご協力ください】
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※ 申し込みは各団体・地域または大阪原水協まで℡06-6765-2552
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FAX06-6765-283

