
７月16日現在
曜日 定員 会　　　場 住　　　所 ＴＥＬ

9:30 ～ 16:30 代表者
大会事務局
（長崎地区労会館2Ｆ）

長崎市桜町9-6  095-895-9888

13:30 ～ 15:00 関係者
長崎県勤労福祉会館４Ｆ
第２・３中会議室

長崎市桜町9-6 095-821-1456

15:30 ～ 17:30 全員
長崎ブリックホール
大ホール

長崎市茂里町2-38 095-842-2002

9:30 ～ 12:30 ① 500
長崎ブリックホール３Ｆ
国際会議場

長崎市茂里町2-38 095-842-2002

9:30 ～ 12:30 ② 120
長崎新聞文化ホール３Ｆ
真珠の間

長崎市茂里町3-1 095-844-2412

9:30 ～ 12:30 ③ 120
長崎新聞文化ホール３Ｆ
珊瑚の間

長崎市茂里町3-1 095-844-2412

9:30 ～ 12:30 ④ 150
長崎県教育文化会館2F
大会議室

長崎市筑後町2-1 095-822-5195

9:30 ～ 12:30 ⑤ 300
NBC別館３Ｆ
ビデオホール

長崎市上町1-35 095-826-5300

9:30 ～ 12:30 ⑥ 50
長崎ブリックホール３Ｆ
会議室１・２

長崎市茂里町2-38 095-842-2002

9:30 ～ 12:30 ⑦ 100
長崎県勤労福祉会館４Ｆ
第２・３中会議室

長崎市桜町9-6 095-821-1456

脱原子力１─学習・交流・討論編
　─フクシマを忘れない～被災者支援と連帯の課題

被爆68周年原水爆禁止世界大会・長崎大会 開会総会

脱原子力２─学習・交流編
　─再稼働問題と脱原発に向けたエネルギー政策の展開

平和と核軍縮１─学習編
　─核拡散と日本の原子力政策～プルトニウム利用と原発輸出

分
科
会 ヒバクシャ1─学習編

　─世界の核被害と内部ヒバクを考える

ヒバクシャ２─学習・交流編
　─強制連行と被爆を考える

核も戦争もない平和な２１世紀に！被爆６８周年原水爆禁止世界大会・長崎大会　日程

時　間

ヒバクシャ３─交流・討論編
　─被爆二世・三世問題を考える

平和と核軍縮２─交流・討論編
　─東北アジアの非核地帯化と日本の安全保障政策

企　画　・　行　事　等　の　名　称

８月７日
（水）

代表登録・受付

運営会議（運営委員･各県代表・地元実行委員）

9:30 ～ 12:30 ⑦ 100
長崎県勤労福祉会館４Ｆ
第２・３中会議室

長崎市桜町9-6 095-821-1456

9:30 ～ 12:30 ⑧ 400 ｎｃｃ＆スタジオ 長崎市茂里町3-2 095-843-7007

14:00 ～ 16:00 ⑨ 女性交流のひろば 150
長崎県教育文化会館2F
大会議室

長崎市筑後町2-1 095-822-5195

9:30 ～ 12:30 ⑩ 被爆者との交流─施設訪問 （要予約） 20
長崎地区労会館前集合～被
爆者養護ホーム「かめだけ」

西海市西彼町上岳郷
1663-1

0959-27-1262

10:00 ～ 12:00 ⑪ 被爆者との交流─語る会 50
長崎ブリックホール3F
会議室４・５

長崎市茂里町2-38 095-842-2002

14:00 ～ 16:00 ⑫ 300
NBC別館３Ｆ
ビデオホール

長崎市上町1-35 095-826-5300

14:00 ～ 16:00 ⑬ フィールドワーク「被爆遺構めぐり」 150
爆心地公園
原爆中心碑前集合

長崎市松山町2400-3

8:30 ～ 17:30 ⑭ バスツアー「佐世保基地めぐり」 45
長崎市民会館横発着
8:30出発→17:30帰着予定

※弁当・お茶付

13:30 ～ 16:30 ⑮ 端島（軍艦島）上陸ピースクルーズ　　　　　　 100

14:00 ～ 16:00 ⑯
折鶴プロジェクト（ピースボート主催）
－ヒバクシャとユースの船旅・報告会

50
長崎県勤労福祉会館３F
大会議室

長崎市桜町9-6 095-821-1456

7:30 ～ 8:30 慰霊碑墓参 各県 長崎市内各所

9:00 ～ 10:00 全員
長崎県立総合体育館
メインアリーナ

長崎市油木町7-1 095-843-6521

10:15 ～ 11:00 全員 長崎県立総合体育館～爆心地公園

11:02 黙とう 全員 爆心地公園 長崎市松山町2400-3 　

被爆68周年原水爆禁止世界大会・長崎大会 閉会総会

被爆68周年・非核平和行進

映画「　　沖縄＠辺野古・高江・普天間」特別試写会

見て・聞いて・学ぼう“ナガサキ”─入門編
　─証言と映像による被爆の実相と平和運動交流

８月９日
（金）

　─被爆二世・三世問題を考える

８月８日
（木）

13:30集合、14:00出航、16:20帰港予定
長崎港常磐(ときわ)桟橋(大浦海岸通り電停前)

有料
3500円 (要予約)

有料
3500円 (要予約)

ひ
ろ
ば
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

11:02 黙とう 全員 爆心地公園 長崎市松山町2400-3 　

11:30 ～ 12:30 各県 長崎原爆資料館 長崎市平野7-8 095-844-1231

●若者・子ども関連行事

9:30 ～ 12:30 子ども平和のひろば 70 095-822-5195

9:30 ～ 12:30 200
長崎県勤労福祉会館２Ｆ
講堂

長崎市桜町9-6 095-821-1456

●関連行事
８月７日
～8日

7日
15:20

～
8日

14:10
長崎県立総合体育館
サブアリーナ

長崎市油木町7-1 095-843-6521

　 13:00 ～ 14:30
有料
　５００円

150
長崎県勤労福祉会館2F
講堂

長崎市桜町9-6 095-821-1456

８月８日
（木）

15:00 ～ 18:00 連合2013平和長崎集会　　連合主催／原水禁・核禁会議共催 4000
長崎県立総合体育館
メインアリーナ

長崎市油木町7-1 095-843-6521

　 18:00 ～ 20:00
有料
１０００円

250
長崎県勤労福祉会館2F
講堂

長崎市桜町9-6 095-821-1456

８月８日
～９日

9:00 ～ 16:00 放射線影響研究所 長崎市中川1-8-6 095-823-1121

８月９日
（金）

10:35 ～ 11:43 平和公園・平和祈念像前 長崎市松山町2400-2

被爆体験を語り継ぐ会

８月８日
（木）

オリバー・ストーン、ピーター・カズニックが語る
アメリカ史から見た原爆投下の真実

原爆資料館見学（8/9は入館無料）

長崎県教育文化会館４Ｆ401会議室    長崎市筑後町2-1
→（電車移動）→長崎原爆資料館→爆心地

情報労連　第24回長崎平和フォーラム

被爆68周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典(長崎市主催)

ピース・ブリッジ2013ｉｎながさき(若者・子ども自主企画）

放影研施設一般公開「オープンハウス2013」（同実行委主催）


