
かみのしまピース21「平和を考える絵本と紙芝居」

高齢者を対象にした平和を考える絵本と
紙芝居の朗読会を開催します。

[日 時] 8月1日（水） 14:00 ～

[場 所] 地域総合センター上ノ島分館
[お問合せ] 地域総合センター上ノ島

TEL・FAX 6429-7640

野坂昭如作の短編戦争童話を朗読します。

[日 時] 8月11日（土）11:00～30分程度

[場 所] 北図書館（3階集会室）
[お問合せ] 北図書館 TEL 6438-7322

FAX 6438-7344

平和を願う朗読会「凧になったお母さん」

発行元：
市民協働局 ダイバーシティ推進課
教育委員会事務局 社会教育課

[日 時] 9月5日（水）10:00～11:00

[場 所] 地域総合センター南武庫之荘（集会室）

[お問合せ] 地域総合センター南武庫之荘
TEL・FAX 6438-5875

おはなしから平和を考えるつどい

絵本の読み聞かせやＤＶＤの上映などで、子どもたちと
平和について考えます。

おはなし会

[日 時] 8月11日（土）14:00～15:30

[場 所] 中央図書館（2階おはなしのへや）

[お問合せ] 中央図書館 TEL 6481-5244
FAX 6481-2142

戦争をテーマにした「かわいそうなぞう」他
計3冊の絵本の読み聞かせを行います。

語り部 戦争を語り継ぐ浜野絹子さんの証言
～忘れません「炎の夜を」

大阪大空襲を経験された浜野絹子さんの講演会です。

[日 時] 8月25日（土）13:30～

[場 所] 武庫公民館（ホール）
[問合せ先] 中央公民館 TEL 6482-1750

FAX 6482-1740

原爆被爆者による「語り部」
～ みんなのサマーセミナー ～

戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えるため、尼崎市原爆
被害者の会の3人が「みんなのサマーセミナー」で1日
先生となって授業を行います。

[日 時] 8月5日（日）

13:40～14:30

[場 所] 尼崎双星高等学校

[問合せ先] ダイバーシティ推進課 TEL 6489-6658
FAX 6489-6661



かみのしまピース21「平和のシンボル作り｣

折り紙でひまわりを810個つくり、
平和の集いに展示します。

[日 時] 7月2日（月）～20日（金）
9:00～ 21:00（土・日・祝日除く）

[場 所] 地域総合センター上ノ島 本館
及び分館

[問合せ先] 地域総合センター上ノ島
TEL・FAX 6429-7640

尼崎市原爆被害者の会 語り部事業

第1部：原爆被爆体験DVD上映
「忘れてはならない夏がある」本編及び紙芝居

第2部：「尼崎市原爆被害者の会」によるお話

[日 時] 7月21日（土）14:00～15:30
[場 所] 中央公民館（視聴覚室）

夏休み親子平和スタディツアー

親子一緒に市内の戦争遺跡等を巡るバスツアー。

[日 時] 7月28日（土）・7月29日（日）

両日9:00～12:00

[集 合] 尼崎市役所東隣 橘公園（集合）

「すいとん料理ってご存知ですか？」

[問合せ先] (公社)尼崎人権啓発協会 TEL 6489-6815
FAX 6489-6818

[問合せ先] (公社)尼崎人権啓発協会 TEL 6489-6815
FAX 6489-6818

平和の鐘を鳴らそう

平和の尊さのシンボルとして設置されている「平和の鐘」を、
参加者みんなで打ち鳴らし、戦争の悲惨さや平和の尊さを訴
えます。

[日 時] 7月14日（土）

11:45～12:45

[場 所] 元浜緑地

[問合せ先] 尼崎ユネスコ協会
（社会教育課内 TEL 4950-0405

FAX 4950-5658）

「すいとん料理ってご存知ですか？」

戦時下の食糧事情の体験ができます。
すいとん、煮豆等の調理実習

[日 時] 8月2日（木）10:00～
[場 所] 立花公民館（実習室）

[問合せ先] 立花公民館 TEL 6422-6741
FAX 6422-8533

かみのしまピース21「平和を願う異世代交流事業｣

平和を考える演劇を幼児･子どもと高齢者を対象に
観賞します。

[日 時] 8月8日（水）10:00～10:50 
[場 所] 地域総合センター上ノ島 分館

[問合せ先] 地域総合センター上ノ島
TEL・FAX 6429-7640

かみのしまピース21「平和のつどい｣

幼児から高齢者まですべての世代を対象にした平和を
考えるイベント

[日 時] 8月10日（金）15:00～16:30 
[場 所] 地域総合センター上ノ島 本館

[問合せ先] 地域総合センター上ノ島
TEL・FAX 6429-7640

終戦記念日のサイレン放送

戦没者の追悼と戦争の悲惨さや平和の尊さを
忘れないために、終戦記念日正午にサイレンを
鳴らします。

[日 時] 8月15日（水）12:00

[場 所] 放送媒体：屋外拡声器36基

音楽会(コンサート)
「未来に届け平和のメロディ」

中央公民館で活動するグループの平和を願う音楽会

出演：中央ジュニアギター、中央ギターアンサンブル、

エンジェルダンス、尼崎らくらくピアノ、

ブルーメンコール、コーラスひばり、ジョイフル、

尼崎少年音楽隊合唱隊

[日 時] 8月24日（金）10:00～
[場 所] 中央公民館（大ホール）

[問合せ先] 中央公民館 TEL 6482-1750
FAX 6482-1740

[問合せ先] ダイバーシティ推進課 TEL 6489-6658
FAX 6489-6661

「ピースメモリアルライブ」

若い世代を中心とした音楽等の活動団体の発表と
交流及び舞台芸術を通して平和と人権等を
考えます。

[日 時] 9月2日（日）13:00～

[場 所] 小田公民館（1階多目的ホール）

[問合せ先] 小田公民館 TEL 6495-3181
FAX  6495-3182



かみのしまピース21「平和パネル展｣
「対馬丸の悲劇～対馬丸と沖縄の学童疎開～」

対馬丸事件の概要と、沖縄の学童疎開についての
パネルを展示します。

[日 時] 7月6日(金)～13日(金) 9:00～21:00
（7日、8日は休館）

[場 所] 地域総合センター上ノ島 本館ロビー
[問合せ先] 地域総合センター上ノ島

TEL・FAX 6429-7640

かみのしまピース21「平和パネル展｣

展示「戦時下の国民生活と広告」

戦時中の新聞に掲載された国民生活にまつわる広告や
標語などを紹介します。

[日 時] 6月29日(金)～8月29日(水)(7月17日休館)

平日 9:00～20:00

日曜・祝日 9:00～17:15

[場 所] 中央図書館（2階エントランス）
[問合せ先] 中央図書館 TEL 6481-5244

FAX 6481-2142

児童よみもの展示「戦地から」

戦争と平和について、戦地を通して考える本を紹介します。

[日 時] 6月29日(金)～8月31日(金)(7月17日休館)

平日 9:00～20:00

日曜・祝日 9:00～17:15

[場 所] 北図書館（1階児童室）

[問合せ先] 北図書館 TEL 6438-7322
FAX 6438-7344

「平和巡回バネル展」

「戦時下の暮らしの様子&空襲のすさまじさ！」をテーマに

[日 時] 7月17日(火)～22日(日)
[場 所] 中央公民館（ロビー）

[日 時] 7月24日(火)～29日(日)
[場 所] 大庄公民館（ロビー）

[日 時] 7月31日(火)～8月5日(日)
[場 所] 立花公民館（ロビー）

[日 時] 8月7日(火)～8月19日(日)

全館 期間中月曜日～土曜日 9:00～21:00
日曜日 9:00～17:00 祝日は休館

かみのしまピース21「平和パネル展｣
「青年部沖縄訪問報告パネル展」

部落解放同盟上の島支部青年部の沖縄平和学習と
現地沖縄での平和行進の報告パネル展示

[日 時] 7月17日(火)～30日(月) 9:00～21:00

（22日、29日は休館。28日は17:00まで）

[場 所] 地域総合センター上ノ島 本館ロビー

[問合せ先] 地域総合センター上ノ島
TEL・FAX 6429-7640 かみのしまピース21「平和パネル展｣

「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間パネル展」

広島と長崎に落とされた原爆被害についてのパネル展示

[日 時] 8月1日(水)～10日(金)9:00～21:00
（4日、5日は休館）

[場 所] 地域総合センター上ノ島 本館ロビー

[問合せ先] 地域総合センター上ノ島
TEL・FAX 6429-7640

「平和へのかけはしとなった人々」

平和のために力を尽くした人々の本を展示します。

[日 時] 8月1日(水)～31日(金)

平日 9:00～20:00

日曜・祝日 9:00～17:15

[場 所] 北図書館（1階開架室）
[問合せ先] 北図書館 TEL 6438-7322

FAX 6438-7344

「昭和の記憶」

山岡俊夫作品集「昭和の記憶」から、戦中戦後の生活、
少年の頃の思い出などに係る作品を展示します。

[日 時] 8月13日(月)～17日(金)9:00～21:00
[場 所] 地域総合センター南武庫之荘

（玄関ロビー）
[問合せ先] 地域総合センター南武庫之荘

TEL・FAX 6438-5875

[問合せ先] 中央公民館 TEL 6482-1750
FAX 6482-1740

[日 時] 8月7日(火)～8月19日(日)
[場 所] 園田公民館（ロビー）

[日 時] 8月21日(火)～8月26日(日)
[場 所] 武庫公民館（ロビー）

[日 時] 8月28日(火)～9月2日(日)
[場 所] 小田公民館（ロビー）



ハートフル・シネマ in  あまがさき

「この世界の片隅に」（126分・字幕あり）を上映します。
映画を通して、平和について改めて考えてみませんか？

[日 時] 8月4日（土）

1回目 10:00～ 2回目 13:30～

[場 所] 小田公民館（ホール）
[問合せ先] (公社)尼崎人権啓発協会 TEL 6489-6815

FAX 6489-6818

親子映画会
「守りたい、子どもの命、子どもの未来」

アニメビデオの鑑賞を通して平和について考えてもらいます。
上映作品
・おこりじぞう・しんちゃんのさんりんしゃ・はだしのげん

[日 時] 8月7日（火）13:00～

[場 所] 大庄公民館（学習室・ホール）

[問合せ先] 大庄公民館 TEL 6416-0159
FAX 6416-0233

児童向けビデオ上映会

平和映画会
戦時下、広島・呉での生活を描いた映画

戦時下、海軍勤務の文官に嫁ぎ、呉での生活を描いた
アニメーション映画を上映します。

[日 時] 8月15日（水）13:30～

[場 所] 地域総合センター塚口

[問合せ先] 地域総合センター塚口 TEL・FAX 6423-5266

児童向けビデオ上映会

野坂昭如原作のアニメ「焼跡のお菓子の木」を上映します。

[日 時] 8月15日（水）14:30～15:15

[場 所] 中央図書館（1階セミナー室）
[問合せ先] 中央図書館 TEL 6481-5244

FAX 6481-2142

DVD上映会「青葉学園物語」

戦争で親を亡くした子どもたちが人として成長していく
姿を描いた1981年制作の児童映画を上映します。

[日 時] 8月18日（土） 14:00～15:40

[場 所] 中央図書館（1階セミナー室）
[問合せ先] 中央図書館 TEL 6481-5244

FAX 6481-2142

核兵器廃絶平和都市宣言に関する決議核兵器廃絶平和都市宣言に関する決議

尼崎市は、かねてより人間性ゆたかな職住都市の建設を目指してまちづくりを推進している。

しかるに近年の核軍拡競争は、人類の存続そのものに重大な脅威を与えている。

私たちは、この愛すべき郷土尼崎を後世に伝えていくために、世界の恒久平和を願い、

今こそ核兵器の廃絶を強く訴えなければならない。

よって、尼崎市議会は、国是である非核三原則を確認し、全世界から核兵器が廃絶されることを

希求し、ここに核兵器廃絶平和都市であることを宣言する。

以上、決議する。

昭和60年7月27日 尼崎市議会


