戦後 74 年・小金井平和の日・市民イベント
プログラム
・オープニング演奏
・戦争体験者のお話
・市民リレートーク
・ピースソングライブ

戦争体験を語り継ぎ
平和への思いを深める集い

終了後 13 時 45 分〜は、
市民有志が平和パレードを予定。
駅周辺をぐるっと歩いてアピール！
どなたでも気軽にご参加ください。

2019 年

3 月10 日（日）12 時 30 分〜 13 時 30 分

会場

小雨決行

フェスティバルコート

（武蔵小金井駅南口 イトーヨーカドー前広場）
同時開催イベント
小雨決行

「戦争」 を二度と繰り返させないために

世界では今、 人種 ・ 国籍 ・ 宗教による差別や排外主義が広がっています。
暴力と憎しみの連鎖を止めるために、 私たち市民はいま、 何ができるのでしょうか。
無力に感じるかもしれない市民一人ひとりができること。
その一つが記憶です。
何が起きたのか、 尊い命や平穏な暮らしがどのように奪われていったのか―――。
忘れないこと、 そして語り継ぐこと。
暴力を生みだしている根源には何があるのか。
思いやりある寛容で平和な社会を、 国や人種 ・ 宗教を超えて違いを認め、
共に生きていける社会を築くためにはどうしたらいいのか―――。
問いかけに一人ひとりが向き合うこと。
「小金井平和の日」 にあたり、 私たちは、 一人でも多くの市民とともに、
誓い合いたいと切に願っています。 「あの悲しみはもう繰り返さない」 と。

主催：小金井平和の日・市民イベント実行委員会
連絡先：内田 090-3813-7739/ 陣内 090-1548-6014

いのちと平和の絵本展
～日本と世界の絵本が大集合！

3 月 10 日 ( 日 )10 時〜 22 時
11 日 ( 月 ) 9 時〜 19 時
小金井 宮地楽器ホール 1 階
子どもたちと語り合う
「へいわってどんなこと？」
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後援 ( 予定 )：小金井市／小金井市教育委員会

ぱい！
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3/10 小金井平和の日 ・ いのちと平和をつなごう ・ 連携市民自主事業
５年前、３月１０日を「小金井平和の日」とする条例の制定に伴い、趣旨
に賛同した市民が集まり「小金井平和の日・市民イベント実行委員会」を立
ち上げました。
そして市の平和記念行事の実施日に合わせて「戦争体験を語り継ぎ、平
和への思いを深める集い」を開催してきました。
今年第５回を迎えて、いのちと平和をつなぐたくさんの市民自主事業が
連携して実施されます。みなさんも参加しませんか。
小金井平和の日・市民イベント実行委員会
（連絡先 内田 090-3813-7739/陣内 090-1548-6014）

■これ以上基地はいらない……
２月４日（月）10 時～11 時
映画上映
「沖縄に新基地を造らせない「宮古島からのＳＯＳ」
11 時 10 分～12 時 30 分

お話 現地を見てきた岡田暁子さん(緑町在住)
場所 マミンカの家（緑町 3 丁目 中嶋宅/080-5007-9407）
参加費：200 円／定員 30 名
主催 小金井・生活者ネットワーク 平和部会/
042-387-1068

■日本植民地からの解放を求めた
３・１朝鮮独立運動から１００年……
２月６日（水）19 時 30 分～

小金井平和の日条例（抜粋）
前文 小金井に爆弾が投下されたと記録される昭和 19 年 11 月 24 日、そして終戦を迎えた昭和
20 年 8 月 15 日から長い年月が経過し、戦争体験のある方から戦争の悲惨さが語り継がれ
る機会が少なくなり、戦争の記憶が風化することが懸念されます。
私たち小金井市民は、小金井市市民憲章の理念に基づき、平和を願い、戦争の悲惨さを
深く知らされた昭和 20 年 3 月 10 日の東京大空襲を始めとする戦争の記憶を風化させるこ
となく後世に伝え、そして命の尊さについて改めて考え、未来の子どもたちに平和を引き継
いでいくため、ここに小金井平和の日を定めます。
第１条 小金井平和の日は、３月 10 日とする。
第２条 市は、小金井平和の日を中心として、平和意識の高揚を図るための記念行事を実施する。
（平成 26 年 12 月 18 日施行）

■危ない！それはいつか来た道……
３月９日（土）14 時～16 時

■自衛隊の基地のまちを訪ねて……
３月 11 日（月）

講演会 歴史の忘却がつくりだす「日本人らしさ」
～「日本スゴイ」国策の現在

社協バスみどり号で行く平和ツアー
横須賀海上自衛隊基地へ

講師 早川タダノリさん（フリー編集者）
場所 萌え木ホール / 資料代 500 円（学生無料）
主催 小金井を住みよくする会 （内田/090-3813-7739）

主催 ９条の会・こがねい（小林/090-8111-3489）

■戦争の記憶を風化させない……
３月 10 日（日）12 時 30 分～13 時 30 分

講演会 戦争法成立後の自衛隊と防衛大綱

朗読と芝居 「岩のように」

集会 第５回「戦争体験を語り継ぎ
平和への思いを深める集い」

場所 宮地楽器ホールＢ１ 練習室２・３
鑑賞券 2500 円
主催 IMAGINE21
（渡辺/042-383-3667・080-5506-2295）

場所 フェスティバルコート（イトーヨーカドー前）予定
主催 小金井平和の日・市民イベント実行委員会
（内田/090-3813-7739）
●集会後は市民有志で駅周辺をパレード予定

■小金井は非核平和都市宣言のまちです……
２月 23 日（土）11 時～19 時、24(日)10 時～16 時

■平和や人権をテーマに日本と世界の絵本が大集合…
３月 10 日（日）～11 日（月）

展示会

原爆と人間展

場所 宮地楽器ホール１階スペース N
主催 原水爆禁止小金井協議会（小金井・国分寺国立
民主商工会 小林 042-381-6260）

■９条改憲、空母保有のその先は……
３月 21 日（木）10 時～12 時
講師 半田滋さん(東京新聞論説・編集委員)
場所 前原暫定集会施設Ｂ
資料代 500 円
主催 安倍９条改憲ＮＯ！ 3000 万署名小金井
連絡会（吉武/090-3515-2246）

■「在日」の視点からみた憲法・戦後
平和と民主主義を問う……
３月 29 日（金）14 時～21 時 30 分

展示会 いのちと平和の絵本展

映画上映「花はんめ」と戦後在日 50 年史
「在日」（歴史編と人物編）

場所 宮地楽器ホール１階マルチパーパススペースＢ・Ｃ
主催 小金井平和の日・市民イベント実行委員会
（加藤/080-6944-4174）

場所 宮地楽器小ホール
前売券 3 作品 2000 円（当日 1 作品 1300 円）
主催 キムーンフィルム/042-316-5882

