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はじめに

2007年9月21日から10月3日に渡って行われた第
3回平和省地球会議と関連イベントの 報告書をお 届

本開催を遂行できました。この場を借りて改めてお礼を
言わせてください。ありがとうございました。

けします。9月21日に 千葉県木更津の か ずさアカデ

2008年２月現在、平和省、あるいはそれに準ずる政

ミアパークで行われた「セレブレーション・コンサー

府機関はソロモン諸島とネパールにすでに存在してい

ト」で 開幕し た平和省地球会議は 、25日までの本会

ます。コスタリカでは法務平和省が法案通過を待って

議をかずさアカデミアパークで行い、その成果を26

おり、米国やカナダやイギリスの議会にも平和省設置

日、国会記者会見と東京シンポジウムで分かち合い

法案が提出されております。

ました。さらに京都、広島、長崎、沖縄を訪ね、被爆

さらに、インド、パキスタン、フィリピン、ブラジル、

者の お 話を 聞き 、米軍基地に 占領され た 美し い 島

オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、イタ

を 視察しまし た 。そ れ ぞ れ の 場で 講演会や シン ポ

リア、スペ イン、南アフリカ、イラク、ルワンダ、ウガ

ジウムが持たれ、平和的紛争解決や紛争予防に関心

ンダ、セネガルなど５大陸にまたがる世界30カ国で、

ある市民と有意義な交流をしました。

そ れ ぞ れ の 国に 平和省創設をめざ す 活動が 始まっ

地球会議の開催にあたっては、じつに多くの方々か

ております。

らさまざまな形でのご支援をいただきました。そのうちの

平和省創設をめざす国際会議が初めて持たれた

ある方々はボランティア・スタッフとして、また、ある方々

のは、2005年１
０月にロンドンで行われた第１回国際

は資金援助をしてくださり、そしてまたある方々はフルタ

平和省会議でした。翌2006年６月のカナダのビクト

イムの仕事をやりくりして会議に参加してくださいました。

リアで開催された第２回国際平和省会議では「平和

プロとしての技能を無償で提供してくれたミュージ

省グローバル・アライアンス」が発足し、毎年１回国際

シャンや同時通訳者や司会者や写真家やビデオカメラ

会議を開催することが決定し、2007年の第3回平和

マンやグラフィックデザイナーや文筆家、イベントをオー

省地球会議（日本語訳を改訂）の開催国に日本が選

ガナイズしてくれた人、チラシを配り、インターネットで

ばれました。 なお、第４回平和省地球会議は2009年

広報を手伝ってくれた人、ベビーシッターをしてくれた

9月にコスタリカでの開催が決まっています。

人、海外からの参加者のホームステイに快く応じてくれ

平和省プロジェクトが日本で本格的に動き出すのは

た人もいました。さらに、お料理やケーキに腕を振るっ

これからです。紛争を非暴力で解決し、平和を構築し

てくれた人や出迎えやアテンドをしてくれた人など全て

ていくことを真剣に望んでおられるみなさん、私たちと

を網羅できませんが 、国際会議運営と関連イベントに

一緒に日本における平和省の創設をめざし、
「平和の

関わるありとあらゆることで、大勢の方のご協力をいた

文化」を広めていきましょう。

だいたお陰で、わたしたちは「平和省地球会議」の日

きくちゆみ
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第3回平和省地球会議スケジュール（1/2）
日

程

主

な

行

事

20日

21日

付

随

的

な

行

事

会議参加者の出迎え

18:30 〜21:00

セレブレーション・コンサート

会議参加者の出迎え

木更津かずさアカデミアパーク大ホール

22日

09:00〜10:30

オリエンテーション

13:00〜21:00

本会議
1日目

10:30〜17:00

カントリー・レポート

木更津かずさアカデミアパーク

23日

09:00〜09:30

全体会

10:00〜15:00

本会議
2日目

09:30〜16:00

分科会

木更津かずさアカデミアパーク

日本人向けワークショップ

木更津かずさアカデミアパーク

日本人向けワークショップ

16:00〜17:30 分科会の内容のシェアリングのための全体会
木更津かずさアカデミアパーク

24日
本会議
3日目

09:00〜9:30

全体会

09:30〜16:00

ワーキンググループ

16:00〜17:30

シェアリングのための全体会

18:30〜20:30 交流会
木更津かずさアカデミアパーク

木更津かずさアカデミアパーク

25日

09:00〜11:00

オープン・スペースの理論

会議終了後、参加者の東京への移動の

本会議
4日目

11:00〜16:00

オープン・スペースの実践

アテンドおよび受入

16:00〜17:30 シェアリングのための全体会
木更津かずさアカデミアパーク

26日

12:30〜13:30 「平和省地球会議」国会記者会見
参議院議員会館第１会議室

19:00〜21:30

東京シンポジウム

10:00〜17:00 NVC（非暴力コミュニ
ケーション）
ワークショップ
国立オリンピック記念青少年総合センター

国立オリンピック記念青少年総合センター

27日

午前中 東京から京都へ移動

10:00〜17:00

15:00〜18:10

国立オリンピック記念青少年総合センター

京都

立命館大学平和ミュージアム見学

NVC（非暴力コミュニ
ケーション）
ワークショップ

19:00〜21:00 「平和省の魅力と可能性を問う」京都交流会
立命館大学平和ミュージアム
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第3回平和省地球会議スケジュール（2/2）

日

程

主

28日

午前中 京都から広島へ移動

広島
1日目

18:30〜20:00

な

行

事

付随的な行事

被爆者宇根利枝さんの講話

広島国際青年会館７階研修室

29日

09:00〜12:00

平和記念公園・平和記念資料室他見学

広島
2日目

13:30〜17:00

広島シンポジウム「世界のピースメーカーの人々とのお話し会」

30日

14:00〜16:00

長崎

平和公園横「被爆者の店」

広島国際会議場

下平作江さんの被爆体験を聴く

16:30〜17:30

平和公園・爆心地公園・原爆資料館フィールドワーク、案内 山川剛さん

18:00〜20:00

平和省地球会議 in 長崎

教育文化会館

10月

1日
沖縄
1日目

2日
沖縄
2日目

午前中 沖縄に移動

14:00〜17:00

沖縄一日目

18:30〜

糸満での交流会

07:30

沖縄本島南部の戦跡や御嶽（ウタキ）
、平和の礎を訪問

ホテル出発

11:00 東村高江のヘリパット建設予定地訪問
13:00 辺野古海上基地建設予定現場をボートで視察
18:30〜221:30

沖縄シンポジウム

琉球大学

3日
沖縄
3日目

09:00〜11:30

普天間基地が見える嘉敷高台（沖縄戦の激戦地）訪問

午後 那覇空港から離沖
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