鎌ケ谷市は、核兵器の廃絶と軍備縮小を求める「非核平和都市宣言」を昭和５９年７月２日に行いました。昨年はその宣言から２０年を迎え、市
民の皆さんと協力し、鎌ケ谷市非核平和都市宣言２０周年記念行事を行いました。
今年は、終戦、そして被爆から６０年目を迎える節目の年にあたり、郷土資料館による企画展「戦争の記録と記憶 in 鎌ケ谷」をはじめとしたさま
ざまな事業を開催します。これらの事業を通して、鎌ケ谷市における戦時中の出来事を伝えていくとともに、戦争の悲惨さや苦しみ、悲しさを若い
世代に語り継ぎ、平和を守り抜くことの大切さ、生命の尊さを訴えていきます。この夏、平和の大切さについてあらためて考えてみませんか。
■□ と き 平成１７年７月１日（金）〜９月４日（日）
■□ ところ 鎌ケ谷市役所本庁舎 イオンジャスコ鎌ケ谷店 及び 市内各公共施設

入 場 無 料
■□ プログラム □■
と き
７／ １（金）
〜１５（金）

内 容 ・ 時 間

非核平和を願うビデオの放映

７／１６（土）
〜３０（土）

戦後６０年非核平和のための展示
９：００〜１７：００
池田香代子さん講演会
「１００人の村から平和を語る」
１３：３０〜１５：３０
戦後６０年非核平和のための展示・ビデオ放映・戦争体験者の語り
１０：００〜１７：００
戦争体験者の語りは３日１３：００〜１５：００
郷土資料館企画展「戦争の記録と記憶ｉｎ鎌ケ谷」
９：００〜１７：００
①展示
②ギャラリートーク（展示解説）
７／１０（日）・１２（火）・２４（日）・８／７（日）・１６（火）・２１（日）・
９／ ４（日）のいずれも１３：３０から
③企画展の図録の販売
戦後６０年非核平和のための展示
９：００〜１７：００

８／ １（月）
〜１０（水）

市民のみなさんから寄せられた折
り鶴などを展示

８／ １（月）
〜１２（金）

サダコと折り鶴ポスター展
８：３０〜１７：００
折鶴コーナー ・ 寄書きコーナー

８／ １（月）
〜１２（金）

「原爆の画」の展示
８：３０〜１７：００

８／ １（月）
〜１５（月）

戦後６０年非核平和のための展示
９：００〜２２：００
平和図書展 ９：００〜２０：００
（月曜日休館
日曜日は１７：００まで）
『ガラスのうさぎ』『ひろしまのピカ』
などの図書を展示します。

７／ ２（土）
７／ ２（土）
３（日）

７／１０（日）〜
９／ ４（日）

８／２（火）
〜３０（火）

８／ ５（金）

平和関連ビデオの放映
①１０：００〜
②１４：００〜

８／ ８（月）

高遠菜穂子さん講演会
「命に国境はない」
１９：００〜２１：００

８／ ９（火）

平和関連ビデオの放映
①１０：００〜
②１４：００〜

８／１７（水）
〜３１（水）

戦後６０年非核平和のための展示
９：００〜２１：００

生命（いのち）ある限り
被爆者が語る証言の記録

（ドキュメンタリー４９分 一般向け）

ところ
北部公民館

鎌ケ谷平和イベ
視聴覚ホール
ント実行委員会
（イトーヨーカドー鎌ケ谷店隣
後援：
り 三橋記念館地下）
鎌ケ谷市
中央公民館
鎌ケ谷市教育委員会
（イトーヨーカドー鎌ケ谷店隣
り 三橋記念館）
中央公民館 ２階展示室（１）
（イトーヨーカドー鎌ケ谷店隣 鎌ケ谷市教育委
り 三橋記念館）
員会（郷土資料
（毎週月曜日と７／１９（火） 館）
は休み）
南部公民館
イオンジャスコ鎌ケ谷店
１階市役所側エスカレーター
付近
鎌ケ谷市役所
１階市民ホール

鎌ケ谷平和イベ
ント実行委員会

鎌ケ谷市

（６（土）・７（日）は休み）

鎌ケ谷市役所
１階市民ホール
（６（土）・７（日）は休み）

①はだしのゲン
（アニメ ９０分 青少年・一般向け）
②はだしのゲン２
（アニメ ９０分 青少年・一般向け）

主催団体

鎌ケ谷市原爆被
爆者折鶴会
後援：鎌ケ谷市

東部学習センター

鎌ケ谷平和イベ
ント実行委員会

図書館本館
１階は一般向け
２階は児童向け

鎌ケ谷市教育委
員会（図書館）

鎌ケ谷市役所
１階市民課前待合所
（大型テレビ）

鎌ケ谷市

視聴覚ホール
鎌ケ谷平和イベ
（イトーヨーカドー鎌ケ谷店隣
ント実行委員会
り 三橋記念館地下）
①はだしのゲン
（アニメ ９０分 青少年・一般向け）
②はだしのゲン２
（アニメ ９０分 青少年・一般向け）

鎌ケ谷市役所
１階市民課前待合所
（大型テレビ）

鎌ケ谷市

生涯学習推進ｾﾝﾀｰ（まなび
鎌ケ谷平和イベ
ぃプラザ）ミニギャラリー
ント実行委員会
（休館日 なし）
問い合わせ 鎌ケ谷市総務課
０４７（４４５）１１４１ 内線３３１・３３２
鎌ケ谷市教育委員会（郷土資料館） ０４７（４４５）１０３０
鎌ケ谷市教育委員会（図書館）
０４７（４４３）４９４６
鎌ケ谷平和イベント実行委員会
０４７（４１２）２０５８（代表 滝口）
鎌ケ谷市原爆被爆者折鶴会
０４７（４４４）３２１１（代表 吉富）

■□ 放映作品の紹介 □■
題 名

対 象

内 容
１９４５年、広島と長崎に原子爆弾が落とされた。その破壊力の大きさはいうに及ばず、
一般向け
生き残った人々の人生をも、大きく狂わせてしまった。被爆者は、それぞれ形は違っても
(ドキュメンタリー４９分) 厳しい現実と対峙して生きてきた。だから、被爆者が当時を語るとき、その頬に涙が伝
う。６０年以上も過ぎたというのに…。その涙の意味を理解して欲しい。
青少年・一般向け
「戦争のバカたれ！」ひとりぼっちのわんぱくゲン。駆けよ、生きぬけ、困難にめげず！
（アニメーション９０分） 思わず熱い涙が流れます。戦争を知らない世代から圧倒的な反響を呼ぶ感動の映画。
１９８３年に公開された『はだしのゲン』の続編。原爆の爪痕の残る広島市で、被爆の後
青少年・一般向け
遺症と闘いながら、明るく前向きに生きていこうとするゲンと、親を失いみなし子になっ
（アニメーション９０分）
てしまった少年らとの心の交流を描く。

生命（いのち）ある限り
被爆者が語る証言の記録
はだしのゲン
はだしのゲン２

展示会場マップ
市民のみなさんから寄せられた折り鶴
などを展示します。

市内を散策しながら、平和について学
んでみましょう。

サダコと折り鶴ポスター展 ・ 「原爆の画」の展示
８月１日（月）〜１２日（金）８：３０〜１７：００

８月１日（月）から１０日（水）まで
イオンジャスコ鎌ケ谷店１階
市役所側エスカレーター付近

鎌ケ谷市役所１階市民ホール
（６日（土）・７日（日）は休み）

広島市からゆず
り受けた被爆石
２片をはめ込ん
だ平和祈念碑

平和記念像
かたぐるま
高さ約１ｍ８０ｃｍ
設置場所
鎌ケ谷市庁舎前広場
（バス停留所付近）

設置場所
総合福祉保健セ
ンター正面入口

郷土資料館企画展「戦争の記録と記憶ｉｎ鎌ケ谷」
７月１０日（日）〜９月４日（日）９：００〜１７：００
（毎週月曜日と７月１９日（火）は休み）
三橋記念館（中央公民館２階展示室（１））

平和図書展（図書館本館）
８月２日（火）〜３０日（火）９：００〜２０：００
日曜日は１７時まで 月曜日休館

平和祈念の黙とうを捧げましょう
世界恒久平和の確立を祈念して、１分間の黙とうを捧げましょう。
○広島原爆投下 ８月６日（土） 午前８時１５分
○長崎原爆投下 ８月９日（火） 午前１１時２分
○戦没者追悼
８月１５日（月）正午

平和への願い
２１年前の７月２日に、鎌ケ谷市は核兵器の廃絶と軍縮を訴え、さらに世界の恒久平和を実現していくため、非核平和都市とすることを宣言しま
した。しかし、国際情勢においては、宣言の趣旨に反し、核開発、核実験などが幾度となく行われています。
鎌ケ谷市としても、終戦、そして被爆から６０年という節目の年に、市民の皆様と行政が一体となり、戦争・核兵器の恐ろしさ、被爆者の苦しみを
忘れないために、更なる世界への平和を願うものです。

非核平和都市宣言
世界の恒久平和と安全は、人類共通の念願であり、人類が尊重しなければならない普遍的な理念
である。
この崇高な目的の達成なくして、鎌ケ谷市のめざしている「自然と調和した住みよい街づくり」
の実現もあり得ない。
わが国は世界唯一の核被爆国として被爆の恐ろしさ、被爆者の苦しみを全世界の人々に訴え、再
びこの地球上に核兵器による惨禍を繰り返させてはならない。
私たち鎌ケ谷市民は、生命の尊厳を深く認識し非核三原則が完全実施されることを願い、平和を
愛する世界の人々とともに核兵器の廃絶と軍縮を訴え、世界の恒久平和を実現することを決意する。
ここに鎌ケ谷市を非核平和都市とすることを宣言する。
昭和５９年７月２日

千葉県鎌ケ谷市

