佐賀県内の６つの生協が協力して、“平和とよりよき生活のために”をスローガンに、毎年親子で
取り組める平和活動を行っています。次世代の子どもたちのためにも、核兵器と戦争のない世界
を願って、今年も平和の取り組みにみんなで参加しましょう。
◇主催：佐賀県生協連合
会

ピースリレー2011

８月３日(水)10時
)10時20分
20分 アバンセホール集合
アバンセホール集合
☆歩く距離は約1.6
歩く距離は約1.6ｋｍ、お子様も参加しやすいコースです。
1.6ｋｍ、お子様も参加しやすいコースです。
ご家族いっしょにご参加ください。
参加無料
託児あり

１０：２０ 集合・受付 ～アバンセホールにて
１０：３０
１０：４５
１１：２５
１１：３５
１１：５０

出発集会 ～ふれあい広場（ｱﾊﾞﾝｾ西隣）にて
行進出発[どんどんどんの森(ふれあい広場)→中央大通り→ｱﾊﾞﾝｾﾎｰﾙ]
ｱﾊﾞﾝｾﾎｰﾙ 帰着・休憩（飲料・おやつを用意しています）
終了集会（ｱﾋﾟｰﾙ採択など）
終了 ～昼食（お弁当を用意しています）
～引き続き「平和のつどい
平和のつどい」
にもご参加ください
のつどい」にもご参加
参加ください～
ください～

昨年のピースリレー

８月３日(水)13時
)13時～14時半
14時半

（受付開始１２:３０） 参加無料

平和のつどい2011
会場： アバンセホール（佐賀市天神３-２-１１どんどんどんの森） 託児あり
◇ アニメ映画「ジュノー」上映 (６０分）
原爆投下後の広島で尽力したスイス人医師
マルセル・ジュノーの生涯描いたノンフィク
ション伝記映画。ジュノー博士の｢
ション伝記映画。ジュノー博士の｢無償の愛｣
無償の愛｣
｢美しい心｣｢
美しい心｣｢不屈の精神
｣｢不屈の精神｣
不屈の精神｣を伝え、人々に勇
気と希望を与えてくれるアニメーションです。

●忘れてはならない恩人
れてはならない恩人
原爆投下から間もない広島
に15トンの薬品、医療器材
を運び、自らも被災者の治
療に当たったスイス人医師
がいました。その「恩人」
の名はマルセル・ジュノー。
赤十字国際委員会の駐日首
席代表でした。博士の顕彰
●ストーリー 修学旅行で、広島平和 碑が平和記念
記念公園を訪れた中学生の美依と優子。 公園内の片隅
公園の片隅にポツンと立つ「マルセル･ にあります。
ジュノー博士」と刻まれた顕彰碑を見
つける。と、突然ふたりは不思議な光
に包まれ、意識だけが時空を越えて
ジュノー博士の生涯を追体験する。

・文部科学省選定(少年･青年･成人向け)
・日本赤十字社推薦

◇ 被爆の証言 (２０分）
佐賀県被爆者団体協議会
会長 吉冨 安美 さん

◇同時開催 『原爆パネル展』『
原爆パネル展』『ﾅｶﾞｻｷへ折鶴を届けようｺｰﾅ
』『ﾅｶﾞｻｷへ折鶴を届けようｺｰﾅﾅｶﾞｻｷへ折鶴を届けようｺｰﾅ-』『ユニセフ・チャリィティーバザー
』『ユニセフ・チャリィティーバザー』
ユニセフ・チャリィティーバザー 12:０0～15:00
キ
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８/３ ﾋﾟｰｽリレー／平和のつどい 参加申込書
７／２１までに所属生協もしくは佐賀県生協連へお申込みください。
所属生協名

連絡先℡

組合員のお名前

（
●「ピースリレー2011」
」 に参加
「ピースリレー
おとな((
)名
こども（
（

）

‐

＜託児＞
才～未就学児 １人200円
円
託児＞ 1才
※託児は必ず事前の申込みが必要です。

）名

●「平和のつどい2011」
」に参加
「平和のつどい
おとな((
)名
こども（
（
）名

託児（

託児（

）名

）名

名前（

） 年齢（

） 才

名前（

） 年齢（

） 才

名前（

） 年齢（

） 才

※記載された個人情報は、当目的以外に使用することはありません。
※この申込書は各生協の担当者にお渡しいただくか、佐賀県生協連へＦＡＸ下さい。ＦＡＸ／ＴＥＬ

０９５２－３１－０１５５

【ピースアクション2011
ピースアクション2011のテーマ
2011のテーマ】
のテーマ】
☆ 市民の力で核兵器廃絶の道筋をつけさせよう。
☆ 被爆・戦争体験を次の世代に語り継ぎましょう。
☆ 世界中の子どもたちが安心してくらせる社会をつくりましょう。
☆ 平和憲法の改悪を許さない、市民の声をあげていきましょう。
主催／
主催／佐賀県生活協同組合連合会
コープさが生協・佐賀県学校生協・グリーンコープ生協さが
佐賀大学生協・佐賀県医療生協・佐賀県労働者共済生協

４. ナガサキ行動
ナガサキ行動

「生協平和のまち歩き」「虹のひろば」に参加します。
日程 ：

８月８日（月） 日帰り

目的地 ：

長崎市内の各会場

交通手段 ：

貸切バス(マイクロバス）

〈スケジュール〉
スケジュール〉

※現地で変更するときもあります。

６：３０ 鳥栖市役所 出発
７：００ 神埼市役所 出発
７：２０ コープさが本部(
コープさが本部(開成)
開成) 出発
７：５５ コープさが第３支所（北方） 出発
９：３０～１１：３０

平和のまち歩き～被爆地 城山
小学校にて(2010年)

〈参加費〉交通費・昼食代・入場料を含みます。
大人（中学生以上）
２，０００円
子ども（４才～小学生） １，０００円
※参加費は当日徴収します。
〈募集人員〉 ２５名

フィールドワーク「生協平和のまち歩き」
平和公園近辺の主要な原爆遺構をめぐります。
また、この地区に特徴的なキリスト教徒の歴史
と過酷な運命についても想いをはせます。

※２５名を越えた場合は中型バスとなります。
※暑さと日差しを防ぐための帽子、汗拭き、水筒など
を持参ください。

１１：００ 原爆資料館見学（折鶴を寄贈）
１２：００ 昼食
１３：３０～１５：４０ 虹のひろば（長崎市市民会館）
ハンドベル演奏、主催者挨拶、朗読劇｢
ハンドベル演奏、主催者挨拶、朗読劇｢チンチン電
車の詩」と被爆証言(115
車の詩」と被爆証言(115分
(115分)、平和コンサート(20
、平和コンサート(20分
(20分)
１５：４５ 長崎出発 → 17：
17：25北方
25北方 → 17：
17：55佐賀
55佐賀 →
→ 18：
18：20神埼
20神埼 → 18：
18：55鳥栖
55鳥栖 帰着予定
キ

8/8ナガサキ
ナガサキ行動
ナガサキ行動 参加申込書
所属生協名

（

原爆資料館にて、26,280羽
の折鶴を寄贈 (2010年)

リ

〈申込締切〉 ７月２２日（木）
〈申込方法〉 各生協担当者または下記の県生協連
まで電話またはファックスにてお申し込みください。

〈申込先・問い合わせ先〉
佐賀県生協連（担当：岩木・武富）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９５２－３１－０１５５
ト

リ

（７／２１までに所属生協もしくは佐賀県生協連へお申込み下さい）

参加者住所

連絡先℡

）生協

（

参加者名①

）

‐

参加者名②
（

才）

（

才）

参加者名③

（

才）

（

才）

参加者名④

【乗車希望場所】 〇で囲んでください。

①鳥栖市役所 ②神埼市役所前 ③コープさが本部（佐賀市開成3-3-28）

④杵島商高前バス停

※記載された個人情報は、当目的以外に使用することはありません。
※この申込書は各生協の担当者にお渡しいただくか、佐賀県生協連へＦＡＸ下さい。ＦＡＸ／ＴＥＬ

０９５２－３１－０１５５

