
■保育室あります。中央実行委員会へ事前に予約
を。要おやつ代・保険代（１日500円）。1歳以上
から。

■第6分科会・見学は定員制。参加希望者は、往復は
がきに、（往）希望の分科会名と申込者氏名と当日
可能な連絡先（携帯番号）、住所、（復）返信のあて
先を明記の上、10月5日必着で、中央実行委員会
（全国連絡先）にお申し込みください。申し込み多
数の場合は、抽選。はがき１枚につき１人の申し込
みを厳守。見学分科会は集会参加費のほかに、バ
ス・昼食代などの実費が必要となります。当日の
キャンセルは全額キャンセル料が発生します。

■宿泊は、下記をご紹介しています。
 までに申し込んでください。10月12日（金）

1956年に東京で第１回集会を開催。以
来、毎年、女性労働者・業者婦人・農林
漁業の女性や女性団体が共同して、女
性のはたらく権利や、くらし・労働条件
の改善、平和・男女平等の実現・女性の
地位向上をめざして学習・交流・討論を
しています。多くの県で地方集会が開
かれています。

はたらく女性の中央集会

ひろしま国際ホテル
担当：東 祥司
〒730-0032 広島市中区立町3-13　
TEL：082-248-2545
Fax：082-243-1109
E-Mail：higashi@kokusai.gr.jp

（全国連絡先）〒113-8462 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター4Ｆ全労連女性部気付
 TEL 03-5842-5611
（広島連絡先）〒732-0827 広島市南区稲荷町5-5 松田ビル201号 広島県医労連内
 TEL 082-262-1575

第63回はたらく女性の中央集会実行委員会・広島実行委員会主催

分科会

・広島国際会議場ひまわり
13：00 受付開始
13：30 開会～16：30 閉会
終了後パレード

2018年10月28日(日)
・RCC文化センター
・追悼平和祈念館
  9：30 受付開始
10：00 開会～14：30 閉会

全体会 2018年10月27日(土)

第63回 はたらく女性の

中央集会
壊すな！憲法9条　核兵器廃絶！ヒロシマから世界へ
実現しよう！ジェンダー平等・人間らしい働きかた
ひろげよう！いのち・くらし・平和まもる女性の共同を

被爆ピアノ演奏と被爆証言

アーサー・ビナードさん
ヒロシマから日本の今を語る

二度と悲劇を繰り返さない

知ろう！ヒロシマを
語りあおう！私たちの未来

参加費　1日 1,000円　2日 2,000円　大学生 300円　高校生以下無料

会場のご案内

in
ヒロシマ

広島国際会議場と追悼平和祈念館（平和記念公園内）

RCC文化センター
〒730-0015 広島市中区橋本町5-11  TEL：082-222-2277（代表）

〒730-0811 広島県広島市中区中島町1-5  TEL：082-242-7777（代表）

●JR広島駅（南口・在来線口）
から徒歩10分

●電車…広島港①行、広電宮
島口②行、江波⑥行「銀山
町」電停から徒歩5分
●有料駐車場有：収容台数
140台（2Ｆ～5Ｆ自走式、
高さ2ｍ）
会議室ご利用の方は駐車場割
引有

JR広島駅から
●バス（約20分）…南口バス
のりばA-4ホームより、広
島バス24号線吉島営業所
または吉島病院行「平和記
念公園」下車すぐ

●電車（約25分）…広島港①
行「袋町」電停下車、徒歩
約10分／西広島②、江波
⑥、宮島行「原爆ドーム
前」下車、 徒歩約10分

広島空港から
●リムジンバス（約70分）…
空港ターミナルビル1階到
着フロア1番ホームより、
広島バスセンター行、終点
下車、徒歩約10分
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会場

見学
分科会

内容

だれもが、８時間働いて
普通に暮らせるように
～私たちの働き方を考える

戦争する国でいいの？
～ほんとの平和貢献考えよう

ヒロシマの追体験、
証言とモニュメントめぐり
【要事前申し込み】

ハラスメントのない職場に

私たちの望む
税金の使われ方は？
～増税ストップ、憲法活かして、
 子育て・教育・社会保障の充実を

みんなでつくろう
子どものための教育を
～いま、学校で
　何がおきているの？

映画「この世界の片隅に」の
舞台、軍都・呉をたずねて
バス利用（広島駅発着）
【要事前申し込み】
●参加費の他にバス・昼食代など2,500円

助言者・講師 分科会内容

1̶̶
601
号室

分科会番号
̶̶̶̶
部屋番号

2̶̶
610
号室

3̶̶
611
号室

4̶̶
612
号室

5̶̶
701
号室

6̶̶
資料室

追
悼
平
和
祈
念
館

Ｒ
Ｃ
Ｃ
文
化
セ
ン
タ
ー

●受　付 9:30
●物産店（702号室）
　9:30～15:00

10月28日(日)10月28日(日)
10時00分～14時30分

全体会 分科会●開場・受付 13:00
●終了後 パレード

10月27日(土)10月27日(土)
13時30分～16時30分

ようこそヒロシマへ 今を生きるすべての人々へ
Forever Young ～はじまりの日

広島合唱団
現地実行委員会

 1967年、アメリカ合衆国、ミシガン州生まれ。コルゲート大学で英文学を学び、1990年卒
業と同時に来日。詩人・俳人、随筆家、翻訳家。広島市在住。妻は詩人の木坂涼。9条の会会員。著書「知らなかった、
僕らの戦争」「ドームがたり」など多数。文化放送「アーサー・ビナード午後の三枚おろし」にも出演。

　被爆ピアノは、広島市内の調律師・矢川光則さんが、爆心地から約1.8Kmの
千田町に住んでいたある少女の家で使われていたピアノに出会い、『被爆したピ
アノの音色を多くの人に聞いてもらう事で、平和を考えるきっかけづくりがで
きないだろうか』という思いから修復したもの。毎年8月6日には、広島平和記
念資料館東館の広場で『アオギリ平和コンサート』が開催され、2017年12月
にはICANのノーベル平和賞受賞記念コンサートでも演奏されました。演奏は、三好敬子さん（エリザベト音楽
大学院修了、広島アーティスト協会会員）

　切明千枝子さんは、1929年広島市皆実町（南区）生まれ。広島市原爆被害者の会理事。
エッセイスト。被爆当時は10代。県立広島第二高等女学校の生徒でした。当時365日働
く通年動員という法律が施行され、立ちっぱなしの仕事で関節を痛め通院をしていました。
8月6日の朝も7時に出勤し、8時ころ病院に向かう途中で、橋の袂で強い光が目に入り爆
風で飛ばされ気を失いました。意識がもどると、たくさんの友達がひどい火傷を負い、
亡くなっていきました。
　「73年間自衛隊は誰かを殺したり殺されたりしていない。でも集団的自衛権が容認さ
れた今、同じ人間を敵と呼んで殺し合う時代が迫っているようで恐ろしい。加害と被害
両方の歴史を学び、声を上げて戦争を阻止し、生きとし生けるものが平和に共存する世
の中にして、幸せに生きて欲しい」切明さんは語り部として今日も若者たちに平和の大
切さを伝えています。

プロフィール

アーサー・ビナードさん

「戦後」はつづくよ、どこまでも
―アメリカの詩人が日本の危ないこれからを語る

被爆ピアノの演奏と被爆証言

オープニング

記 念 講 演

被爆地ヒロシマから

切明 千枝子さん

広島市原爆被害者の会 理事
エッセイスト

※RCC文化センター分科会受付は608号室で行ないます。※ホールで飲食はできません。昼食をすませてご参加ください。

＊事前申込み要領は裏面をご参照ください。集合場所など詳細は返信はがきでお知らせします。

安倍「働き方改革」では、奴隷のように働か
され身も心もボロボロに。仕事も自分の時
間も大切にしたい。家族や地域、社会とかか
わる時間もほしい。
人間らしく働き、暮らせる社会の実現のため
に、私たちができることは・・・。

「いつか来た道」はたどりたくありません。戦
争する国づくりを止めましょう。被爆国日本
が核兵器廃絶のためのイニシアティブをと
るには、そして、国際紛争を対話で平和的に
解決するために、私たちに何ができるかみん
なで考えましょう。

消費税、住民税、所得税・・・そもそも税金は、
どのように使われているのでしょうか。いの
ち・暮らし・平和が守られるよう、税金の使
い方をチェックするのは私たち、一人ひとり
です。あなたの望む税金の使われ方を話し
合いましょう。

#MeToo、#WitｈYouの広がりで、今まで
声をあげられずに悩んでいた人が多い事が
表面化しました。ハラスメントは個人の尊厳
を傷つけ、社会的にも許されない行為です。
人権意識を高く持ち、いきいきと働ける職
場づくりをするために話し合いましょう。

「ヒロシマをくり返すな！その確かな保障は
核兵器廃絶だ」という被爆者の訴えは２０１
７年７月７日、国連で核兵器禁止条約として
実りました。あまりにも非人道的なヒロシマ
の追体験を深め、核なき世界の実現へ共に
頑張りましょう。

映画「この世界の片隅に」の舞台・呉市をバス
で移動しながら、軍港のまち・呉の歴史や当時
の様子を学びます。暗い時代のなかでも、人々
は笑いながら生活し、それは今日までひと続
きであるのではないかと思われます。憲法施
行から71年、個人の自由、幸せのためには平和
が大切なんだと共有できればと思います。

「学校をやめたい」という小学校１年生。「教
室の空気が重く、息がつまる」と保健室に駆
け込む中学生。いま、学校で何が起きている
のか。安倍政権の下で、次々と押しつけられ
る教育政策の問題点を学び、子どものため
の教育について考えあいましょう。

岡山県労働者学習協会
事務局長
長久 啓太さん

中国新聞社論説委員
森田 裕美さん

原爆遺跡保存運動懇談会
高橋 信雄さん

呉市平和委員会

広島県
労働者学習協議会講師
二見 伸吾さん

産業カウンセラー
大槻 久美子さん

元全日本教職員組合
書記長･副委員長
今谷 賢二さん

●基調報告・たたかいの交流・決議、アピール採択など


