
日常の中で平和を考え行動する文化を築くために、

秋の９・10・11月を平和の文化キャンペーン期間に設定しました。

期間中には「平和の文化の認知度向上」や

「自分に合った平和の行動を見つけるきっかけづくり」のために、

21の平和のイベントをお知らせし、一緒に盛り上げました。

このページで、活動の詳細をご報告します。

イベントを振り返って、あなたにとっての平和のスイッチが

改めて見つかると嬉しいです。
令和4年度 長崎市平和推進課
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１ 平和の文化紹介パネル展 ＠長崎原爆資料館

主催：長崎市平和推進課

9/1－11/16

平和の文化とはどんなものなのか。

実際に平和の文化の醸成に取り組んでいる方たち活動の一部を、パネルや作品を展示して紹介しました。



２ 平和を願う作品展示 ＠長崎原爆資料館

主催：長崎市幼児課

9/1－11/30

8月9日に、市立保育所・認定こども園の子どもたちが平和学習を行い、

そこで感じた平和への思いを込めて作品を制作しました。



３ ラウンジコンサート「Music Garden Pray & Play」 ＠追悼平和祈念館

主催：（公財）長崎平和推進協会

9/3・10/8・11/19

永井隆博士が作曲した「南天の花」をはじめ、平和への願い

が込められた曲を中心に、童謡からクラシックまで幅広い曲を

歌やピアノなどで披露しました。



４ 忘れないプロジェクト写真展～8月9日11時2分にシャッターを切ろう！～

＠ナガサキピースミュージアム

主催：忘れないプロジェクト

9/13～10/2

「8月9日11時2分にシャッターを切ろう」と呼び

かけ集まった写真とともに平和のメッセージを

発信しました。

原爆が投下された日のことを風化させず、当た

り前の日常の尊さや平和の大切さを感じ取っ

てもらい、行動の輪を広げるものであるため、

「平和の文化」事業の第7号に認定しました。



５ 長崎・平和の燈籠設置 ＠長崎原爆資料館 正面玄関階段下

主催：長崎市平和推進課

9/16～

米ポートランド日本庭園財団から、

ポートランド市民を代表して、平和

の願いが込められた石燈籠を寄贈

していただきました。

この石燈籠のオリジナルは、1954

年頃に友好の印として横浜市から

ポートランド市に寄贈され、市民に

親しまれてきたものです。

これが、日米両国の平和を願うシ

ンボルになることを願っています。



６ 国際平和映像祭（UFPFF）2022 ＠長崎原爆資料館ホール

主催：（一社）国際平和映像祭

9/18

平和をテーマにした映像祭。

12回目となる今年は長崎市で初開催しました。

ファイナリスト10作品の上映、審査、アワードセレモニーを行い、

「五肢の体」（イーファン・リ/中央大学校/中国)がグランプリに輝きました。

この作品は、深刻な環境汚染によりすべての人間が突然変異を起こした未来の世界を描いたもので、

すべての人に世界を守る意識を喚起したいという思いが込められています。



７ 第6回 9.21世界平和の祈り ＠平和祈念像前

主催：和プロジェクトTAISHI

9/21

国際平和デーの9月21日を中心に、広島の平和記念公園、長崎の平和公園、靖国神社、

48社の護国神社にて、世界の平和を願い、高校書道部と書道家による平和揮毫を実施しています。

揮毫にあたっては、海外の人たちも参加するなど、行動の輪を広げながら文字の力で平和を発信する

この事業を、「平和の文化」事業の第8号に認定しました。



８ 平和の灯 ＠爆心地公園

主催：平和の灯実行委員会

9/24

平和への願いや絵を描いた手作りのキャンドルに灯をともすこと

で、原爆で亡くなった方々を慰霊し、原爆の惨禍を忘れることの

ないよう、平和の尊さを発信しています。

並べられた約3,400個のキャンドルは、市内の小学生などが制作

したものです。



９ 世界一斉ハタ揚げデーin長崎 ＠平和祈念像前

主催：ながさき熱人（ねっと）

10/9

米国のたこデザイナーが1986年に提唱し、毎月10月第2

日曜に世界中で国境のない空にたこを揚げ、平和を認識

しようという「ワンスカイ・ワンワールド」の一環。市内の男

性18人で構成する団体「ながさき熱人（ねっと）」が2017年

に始めました。

当日は、約110人の参加者がビニール製のハタに平和の

メッセージやイラストを描き、空高く揚げました。

※イメージ



10 平和の文化祭 ＠ベルナード観光通り

主催：長崎市平和推進課

10/15－16

もっと気軽に楽しく平和について考えてもらうきっかけとするため、

平和マルシェを中心としたイベントを「ながさきエコライフ・フェスタ2022」と同日開催しました。

平和マルシェでは、ハト・ハート・オリーブなど思い思いの「平和」を形にしたステキな商品が並びました。



11 第14回～語り合おう in Nagasaki～外国人による日本語弁論大会

＠追悼平和祈念館

主催：(公財)長崎県国際交流協会・（公財）長崎平和推進協会

10/16

「外国人から見た日本・平和・国際交流」をテーマに、参加者

10名がスピーチを行いました。

最優秀賞には、コンビニアルバイトで経験した苦労や喜びの

エピソードを語った「コンビニでの小さな国際交流」（リ シンカ/

中国）が輝きました。



12 森田孝子書道展“平和への願いを書に託して” ＠追悼平和祈念館

主催：（公財）長崎平和推進協会

10/22－28

21年前から、原爆死没者名簿に亡くなった人の名前を書き加

える筆耕を担当している森田さんによる書道展。

被爆者の方々の平和への強い思いを伝えるため、約25点の

作品を展示したほか、子どもたちによる書道パフォーマンスな

どが行われました。



13 原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念市民大行進 ＠平和祈念像前から爆心地公園

主催：世界平和祈念行事実行委員会

10/29

10月24日～31日までの国連軍縮週間にあわせ、平和祈念像前から爆心地公園

までを約700人が行進し、世界に平和を訴えました。

今年も、平和の文化イメージキャラクターV・ファーレン長崎のクラブマスコットの

ヴィヴィくんや、長崎ヴェルカのLUKAが参加してくれました。



14 市民のつどい ＠長崎原爆資料館 正面玄関階段下

主催：（公財）長崎平和推進協会

10/29

毎年、国連軍縮週間にあわせ、市民のつどいを開催しています。

コロナ禍で中止していた折り鶴コーナーやミニコンサートを３年ぶ

りに開催したほか、初めての試みとしてチンドン屋「かわち家」さん

による平和の紙芝居が披露され、子どもたちに平和を考えてもら

う一日になりました。



15 「平和な未来へ」平和の文化キャンペーン連動展示 ＠市立図書館

主催：長崎市立図書館

11/3－24

市立図書館内に、戦争地域で暮らす子どもたちについての本や、

平和に関する本などを集めたコーナーを設置しました。



16 写真展「生きて、繋いで－被爆三世の家族写真－」 ＠追悼平和祈念館

主催：被爆三世 これからの私たちはproject

11/3－16

広島を中心に活躍している写真家である「被爆三世 こ

れからの私たちはproject」代表の堂畝（どううね）さん。

被爆者の「生きた証」の記録と、「命の繋がり」を視覚化

した写真展を開催しました。



17 長崎国際平和映画祭「ﾅｶﾞｻｷから No Warを叫ぶ」 ＠出島メッセ長崎

主催：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

11/6

映画を通じて長崎から平和のメッセージを伝えるため、「ゴジラ」（1954年製作）、

「神父とシスターと爆弾」、「エセルとアーネスト ふたりの物語」の映画上映のほか、

ウクライナ出身の歌手「マキシマム」のコンサートが行われました。

ⒸHelen Young Productions, Inc.

「神父とシスターと爆弾」



18 世界平和祈念ポスター・標語展 ＠長崎原爆資料館

主催：世界平和祈念行事実行委員会

11/18－27

「平和を願い、平和の尊さを伝えるポスター・標語」を募集し、入賞作品

を展示しました。

ポスター部門には5,562件、標語部門には12,900件の応募がありました。

標語部門の優秀賞には、「ねがいをこめた おりづるが とどくといいな

せかいじゅう」など8作品が輝きました。



19 2022長崎ベイサイドマラソン～女神大橋から、平和のメッセージ～

＠水辺の森公園

主催：長崎ベイサイドマラソン実行委員会

11/20

3年ぶりの開催となった今大会には、県内外から約2,900人が参加しました。

参加者たちは、青空のもと、思い思いの平和のメッセージをゼッケンに書い

て走りました。



20 第71回 長崎市民美術展（前期） ＠長崎県美術館

主催：長崎市民美術展実行委員会

11/24－12/2

年に一度の長崎市で最大規模を誇る伝統ある芸術の祭典・長崎市民美術展において、

今年は、デザイン＆クリエイティブ部門のテーマに「へいわ」を設けました。



21 明治安田生命Jリーグウォーキングin長崎 ＠稲佐山中腹から山頂

主催：明治安田生命保険相互会社長崎支社

11/27

ＪリーグやＪクラブとタイアップし、地域のみなさんが地元のＪクラブ選手たちと

楽しみながら一緒に歩くことで、健康づくりを応援していくウォーキングプロジェクト。

開会式では、参加者が記入した平和のメッセージを風船につけて空に放ちました。


