
延命寺

武蔵野市

西東京市

ピースウォーク
（中央公園～武蔵境駅 中島飛行機引込線跡徒歩）

11:30 ～
武蔵野中央公園東 旧変電所跡 集合（緑町2-6）
西村（0422-46-7614）

2411
日

武蔵野市平和の日



展示：和布小物･こぎん刺し･ちぎり絵･書道作品  他
朗読：井上ひさし「少年口伝隊1945」
体験：吹き矢･英字新聞でマイバッグづくり

10:30 ～15:00
武蔵野芸能劇場小ホール（中町1-15-10）
新日本婦人の会武蔵野支部（0422-54-2427）
※お問合せは月･火･金の午後にお願いします

平和文化祭
新日本婦人の会武蔵野支部…

3 日

木7
武蔵野憲法ゼミナール…

「天皇の代替わりと日本国憲法」
講師：吉田善明さん（明治大学名誉教授）

19:00 ～21:15
本町コミュニティーセンター（吉祥寺本町1-22-2）
500円 伊藤（0422-22-4227）

むさしの市民平和月間2019
市民企画イベント

さよなら原発 !三鷹アクション実行委員会…

27 日

パレードその18

☀ 小雨決行（子どもの雨濡れ注意）荒天中止
☀ パレード終了後三鷹駅南口デッキでスタンディングあり

14:00 ～（集合13:30）
井の頭公園西園 出発（三鷹市下連雀1-1 万助橋付近）
さよなら原発 !三鷹アクション（080-5465-8138）
※お問合せtelは20:00までにお願いします
nonukes.mitaka@gmail.com

さよなら原発！三鷹アクション

10

呪いの言葉の解きかたinむさしの

19:00 ～21:00
かたらいの道市民スペース（中町1-11-16）
500円
上西充子さんのお話を聞く会（0422-36-3767）
musashino@seikatsusha.net

上西充子さんのお話を聞く会…

金1
「争点隠ぺい」安倍政権の言説戦略とは？

講師：上西充子さん（法政大学教授）

11

土

辺野古に基地はいらない in三鷹…

2

戦後から続く自発的対米隷従構造のシンボル、
日米地位協定の再考を！

新しい日米外交を切り拓く
講演会

講師：猿田佐世さん（弁護士、「新外交イニシアティブ」代表）
14:00 ～（開場13:30）
三鷹中央防災公園･元気創造プラザ4Fホール
（三鷹市新川6-37-1）
500円
辺野古に基地はいらない in三鷹（070-1471-1588）
nobasehenoko_in_mitaka@yahoo.co.jp

はらっぱ塾レインボー…

～続作･白蛇伝説～
白い虹のかなた

14:00 ～、17:30 ～（開場 各回30分前）
武蔵野スイングホール（境2-14-1）
大人2,000円、中･高生1,000円、小学生500円
※障害をお持ちの方とその介護者はそれぞれ半額
企画集団A-A’（090-3599-8857）

金子勝氏講演会実行委員会…

平成経済 衰退の本質
講演会

講師：金子勝さん（慶應義塾大学名誉教授）
14:00 ～16:00（開場13:30）
武蔵野芸能劇場小ホール（中町1-15-10）
800円 ※高校生以下･障がい者無料
西村（0422-46-7614）

「不思議なクニの憲法」を見る会…

火5
「不思議なクニの憲法」2019年版
ドキュメンタリー

上映と松井久子監督トーク
19:00 ～（開場18:30）
武蔵野芸能劇場小劇場3F（中町1-15-10）
1,000円 稲葉（090-8083-1856）



歴史教育者協議会･むさしの支部…

金8

戦後沖縄と『島ぐるみ』の運動
いのち･暮らし･基地
講演会

講師：秋山道宏さん（沖縄国際大学准教授）
19:00 ～21:00（開場18:30）
武蔵野公会堂第1･第2会議室（吉祥寺南町1-6-22）
600円、学生300円
黒田（090-4381-4463）

共同参画むさしの…

土9

パートナーシップと法、平和
「愛と法」上映会in武蔵野
ドキュメンタリー

13:30 ～16:30（開場13:15）
武蔵野市男女平等推進センター会議室（境2-3-7）
無料
HDA00343@nifty.ne.jp

三上（090-3906-6880）

武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会…

10 日

戦争遺跡フィールドワーク

9:45 ～12:30（雨天中止）
三鷹駅北口駅前 集合～源正寺 解散
500円（資料･保険代）
秋山（0422-52-0288）※事前申込は不要

中島飛行機武蔵製作所と空襲を探る

東京YWCA武蔵野センター…

ドキュメンタリー『宮古島からのSOS』の上映と
宮古島の自衛隊基地とミサイル基地についてのお話

沖縄のちいさな島で起きていること

13:30 ～16:00
東京YWCA武蔵野センター（吉祥寺本町4-9-28）
1,000円
東京YWCA武蔵野センター（0422-27-5871）

企画集団A-A'…

19

13:30 ～15:00
クラフトハウスばく（関前3-10-6）
500円（お茶・お菓子付き）
※障害をお持ちの方とその介護者は半額
クラフトハウスばく（0422-36-8311）

「平和ってなんだろね」part7
どらさんのおはなし会

火

紙芝居《さいごのかっぱ》
口演：渡辺宏貢/中川圭永子

第87回
脱原発と平和を武蔵野市からすすめる市民の会…

13:30 ～15:00（雨天決行）
むさしの市民公園 集合（緑町2-2 武蔵野市役所隣）
砂川（0422-36-0415）

脱原発と平和を求める市民デモ
三鷹コース（市民公園～中央通り～三鷹駅～かたらいの道）

雑木林にしたい会…

14:00 ～16:00
境南コミュニティセンター（境南町3-22-9）
大矢（0422-33-0633）

こじれる日韓関係を考えよう
「対話」するということ
―心理学的な手法（リフレクティング）を使って

どうする？日本の水道をみる会＆平和カフェ…

DVD上映とお話の会

19:00 ～21:00
かたらいの道市民スペース（中町1-11-16）
500円
musashino.suidou@gmail.com

武蔵野の水道はこれからどうなる？

寺嶋（090-9800-8109）

むさしの科学と戦争研究会…

多磨霊園フィールドワーク

13:00 ～（集合12:50）
西武多摩川線多磨駅改札口 集合
500円
musashinosensoten@gmail.com

戦争と抵抗の足跡を辿る

16 土

鳥居（080-3157-1858）

教育カフェ…

17

10:00 ～12:00
武蔵野ふるさと歴史館（境5-15-5）
100円

武蔵野ふるさと歴史館を探検しよう

服部（080-3410-8548）

日

中島飛行機の展示から学ぶ



大野田福祉の会･居場所プロジェクト…

国際交流の一環として、
韓国の中高生を受け入れてきた家族の話

13:00 ～
みどりの縁がわ（緑町1-5-22グリーンパーク商店街内）
白石（0422-53-9936）

22 金

武蔵野市平和の日2019
武蔵野市主催イベント

講演会

平和を探して生きる

  講師：早乙女勝元さん
（作家･東京大空襲戦災資料センター前館長）

－ある作家の体験から－

2411
日

14:00 ～16:00（開場13:30）
武蔵野スイングホール（境2-14-1）
140名（超えた場合抽選）
※託児5名有り（3ヶ月～未就学児）
〒180-8777  武蔵野市役所市民活動推進課
TEL 0422-60-1829   FAX 0422-51-2000
sec-katsudou@city.musashino.lg.jp
　
※11月13日までに上記申込み先へ住所･氏名(ふりがな)･
電話番号･人数･託児希望の方はお子様の氏名(ふりがな)･
生年月日･性別を明記のうえ、電話･FAX･メール･ハガキ
または市ホームページからオンライン申込み

武蔵野市非核都市宣言平和事業実行委員会・武蔵野市…

～戦争も核もない世界を武蔵野から～

フクシマを思う実行委員会…

フクシマを思うシリーズ28

お話：西澤丞さん（問題解決型フォトグラファー）
演奏：太田惠資さん（バイオリン）
           佐藤允彦さん（ピアノ）
朗読：金子あいさん

「福島第一廃炉の記録」

19:00 ～（開場18:30）
武蔵野公会堂パープルホール（吉祥寺南町1-6-22）
2,000円（23歳以下無料）
※要予約、当日券は開演60分前より販売
鎌内（090-2474-7911）
fkomou@gmail.com 

1911

講師：阿部浩己さん（明治学院大学国際学部教授）

憲法を学ぶ会…

28

19:00 ～21:00
武蔵野公会堂第1･第2会議室（吉祥寺南町1-6-22）
500円

植民地支配責任に向き合うとき

斎藤（090-6300-2786）

徴用工判決と「国際法の常識」

「むさしの市民平和月間」は、戦争のない平和な社会を実現するため、武蔵野市民が声をかけ合って
取り組んでいる一斉行動です。１１月３日（日本国憲法公布の日）から１１月２４日（武蔵野市平和の日）
を大まかな期間として、様々なグループ・個人による企画が予定されています。
今、私たちが生きるこの時代を、新たな「戦前」にしないためにも、一人ひとりがしっかりと考え、発言し、
行動していくことが大切です。ぜひ、ご一緒に平和のこと、命のこと、未来のこと、向き合っていきましょう。

「むさしの市民平和月間」について･･･

「むさしの市民平和月間」は、戦争のない平和な社会を実現するため、武蔵野市民が声をかけ合って
取り組んでいる一斉行動です。１１月３日（日本国憲法公布の日）から１１月２４日（武蔵野市平和の日）
を大まかな期間として、様々なグループ・個人による企画が予定されています。
今、私たちが生きるこの時代を、新たな「戦前」にしないためにも、一人ひとりがしっかりと考え、発言し、
行動していくことが大切です。ぜひ、ご一緒に平和のこと、命のこと、未来のこと、向き合っていきましょう。

「むさしの市民平和月間」について･･･
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