
平和特集号

被爆76周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、規模を縮小して実施します。
■�式典会場は500席程度という限りがあるため、一般の方は参列できません。 式
典の模様は、市ホームページでのインターネットの配信やテレビ中継などで、
ご覧になれます。
■�7時30分から式典終了までは平和公園内の立入規制を行います。 
　�ただし、7時30分までは、慰霊参拝者のみ一部立入可能です。（式典終了後は、
立入可能です。）

日時・場所　�8月9日（月 ･休）10時45分～　平和公園内平和祈念像前広場　
　※荒天時は長崎ブリックホール

注意　�一般の方は参列できませんので屋内会場をご利用ください。
屋内会場　�
　�長崎ブリックホール、原爆資料館ホールで式典の様子を同時中継します。
　どなたでも入場できますが、席に限りがありますのでご注意ください。
　�※�市役所本館案内所や地域センター、市ホームページにある入場用確認書を事前に
記入し、持参してください。会場ではマスクの着用をお願いします。

　※長崎ブリックホールには慰霊碑を設置しますので参拝することもできます。
　　開場：9時30分　ハンドベル演奏・朗読：9時50分
　　映像開始：10時30分
インターネット配信
　�式典の様子をインターネットで配信
します。
　�視聴方法は式典開催日が近まりまし
てから、市ホームページなどでお知
らせします。

（ブリックホール会場）

お知らせ
被爆資料を募集します！

被爆継承課　☎844-3913
　原爆資料館では、被爆の実相を後世に伝えるため、被
爆資料を収集・保存しています。76年前の被爆の惨状を写
した写真や被爆したものなどお持ちでしたら収集にご協
力ください。寄贈いただいた被爆資料は、原爆資料館で
保存し、企画展などを通じて活用させていただきます。

原爆資料館・国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
平和案内人による館内ガイド
（公財）長崎平和推進協会　☎844-9922

　被爆の実相と平和の尊さを後世に伝えるため、ボラン
ティアガイド「平和案内人」が館内の展示物などをわかり
やすく解説します。
■案内時間　�10時～ 16時（8月7日（土）～ 9日（月 ･休）は、

9時～ 20時）
■受　　付　�原爆資料館正面入口の「平和案内人ガイド受

付」へ直接お越しください（無料）。平和案内
人がほかの来館者を案内しているときなど
は、利用できない場合があります。ガイド
の事前予約もできますが、平和案内人の交
通費負担が必要になります。

世界平和祈念ポスター・標語を募集します
世界平和祈念行事実行委員会（被爆継承課内）☎844-3913

■テ ー マ　平和を願い、平和の尊さを伝えるもの　※１人１点で自作のものに限ります。

ポスターの部 標語の部
募集対象 小・中学生、高校生 小・中学生、高校生、一般
応募方法 四つ切りの用紙を使用。学校名・学年・組・氏名（ふ

りがな）を書いた用紙を、作品裏面の右下に貼っ
て郵送又は持参。

・�小・中学生、高校生は、はがきに、標語、学校名・
学年・組・氏名（ふりがな）・電話番号を書いて郵送。
・�一般の方は、はがきに、標語、住所・氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を書いて郵送。

■応募期間　9月1日 ( 水 ) ～ 9月30日（木）
■宛　　先　世界平和祈念行事実行委員会（〒852‐8117　平野町７－８）

「未来へつなぐ　令和　原爆の絵」　作品募集について
ＮＨＫ長崎放送局　☎821-1115、被爆継承課　☎844-3913

ＮＨＫ長崎放送局と長崎市では、原爆の体験を描いた絵を募集します。

募集規定

「未来へつなぐ�令和“原爆の絵”」をテーマに、長崎で被爆された方、もしくは被爆の状況を目撃された方の絵を募
集します。
・原則として、ご本人による体験・目撃に基づく「絵」とします。
・紙質、絵のサイズ、描き方は問いません。
過去に収集した作品は、絵の具、クレヨン、鉛筆、マジックなど多様な画材で描かれています。
・また、すでに描いてある絵の応募も可能です。

応募方法
郵送またはＮＨＫ長崎放送局にお持ち込みください。（持ち込みの場合、事前にご連絡ください。）
作品とともに以下を記入してお申し込みください。
1. 応募される方のお名前　　　　　2. 応募される方の住所、電話番号
3. 絵を描かれた方のお名前、年齢　4. 絵の光景を見た場所、時間

■応募期間　7月1日（木）～ 12月28日（火）（第2期）
■宛　　先　〒850－8603　（住所不要）　ＮＨＫ長崎放送局「原爆の絵」　係
※詳しくはNHK長崎放送局のホームページをご参照ください。

遺影・体験記等をお寄せください
国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館　☎814-0055

　国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館では、原爆死没者
の氏名や遣影の登録（原則ご遺族から）を募集しています。
また、被爆の実相を後世に伝えるために、被爆体験記も
募集しています。皆様のご協力をお願いします。

被爆体験を後世に語り継ぐ「家族・交流証言」推進事業
交流会参加者を募集しています！

（公財）長崎平和推進協会　☎844-9922
　被爆者と受け継ぐ方がお互いを知るための交流会を開
催します。
■期　　間　9月18日 ( 土 )・19日 ( 日 )

両日とも14時～ 16時30分
※どちらか1日のみの参加も可能

■場　　所　原爆資料館　平和学習室
■応募方法　�（公財）長崎平和推進協会HP内にある申込

書に必要事項（氏名、住所、連絡先）を記入
しFAX（844-9961）等で送付。
9月3日（金）必着。

※家族・交流証言者の登録は随時行っています。



期＝期日・期間　日＝日時　所＝場所　問＝問い合わせ

○被爆76年ナガサキ原爆写真展
期��7月21日（水）～ 7月26日（月）10時～18時
　�※最終日は～15時
所�市立図書館　多目的ホール
問�（公財）長崎平和推進協会（☎844-9922）

○放射線影響研究所の特設Webサイトによる施設紹介
期��8月2日（月）～13日（金）�
所�放射線影響研究所�期間限定特設Webサイト
　�検索�放影研 OH
問�オープンハウス実行委員会（☎823-1121）

○原爆資料館の開館時間延長
期�8月7日（土）～ 9日（月･休）8時30分～20時
所・問�原爆資料館（☎844-1231）

○原爆資料館と永井隆記念館の無料開放
日�8月9日（月･休）　�原爆資料館　8時30分～ 20時�

永井隆記念館　9時～ 17時
所・問��原爆資料館（☎844-1231）� �

永井隆記念館（☎844-3496）

○�国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の
　開館時間延長
期�8月7日（土）～ 9日（月･休）8時30分～20時
所・問��国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（☎814-0055）

○長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎の
　開館時間延長
期�8月7日（土）～10日（火）8時30分～17時30分
所・問�旧城山国民学校校舎（☎861-0112）

○三菱兵器住吉トンネル工場（跡）内部公開
期�8月7日（土）～10日（火）8時30分～18時30分
所�三菱兵器住吉トンネル工場（跡）
問�被爆継承課（☎844-3913）

○ながさき原爆の写真展
期�8月7日（土）～10日（火）8時30分～17時30分
所�平和公園（平和の泉～平和祈念像間の通路）
問�被爆継承課（☎844-3913）

○平和の灯
ともしび

（キャンドルライトアップ、コンサート）
日�8月8日（祝）18時45分～20時（予定）
所�平和公園（平和の泉）
問��平和の灯実行委員会（☎844-3913）※被爆継承課内

○被爆体験記朗読ボランティア� �
　「被爆体験を語り継ぐ永

と

遠
わ

の会」朗読
期�8月8日（祝）～ 9日（月･休）9時～19時
所�国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館
�　地下2階交流ラウンジ
問�国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（☎814-0055）

平和関連行事のご案内

新型コロナウイルス感染症対策のため、施設の休館、一部イベントの中止・延期となる場合があります。
事前に各問い合わせ先にご確認ください。

期＝期日・期間　日＝日時　所＝場所　問＝問い合わせ
市民団体等が主催する行事のご案内

○第36回長崎平和音楽祭
日�8月1日（日）14時～
所�原爆資料館ホール
問��平和音楽祭事務局 (☎823-9373)

○�第40回原爆殉難教え子と� �
教師の慰霊式

日�8月3日（火）10時50分～
所�平和会館3Fホール
問�原爆殉難教え子と教師の像維持委員会 (☎823-5044)

○�平和の祈り　キッズゲルニカ� �
in�ながさき国際子ども平和壁画展

期�8月6日（金）～31日（火）
所�爆心地公園内　下の川斜面
問��長崎平和ｱｰﾄﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ事務局（☎894-9970）�

○第59回原爆忌文芸大会
日�8月7日（土）13時～16時
所�長崎ブリックホール�2Fギャラリー及び3F会議室
問��NPO法人長崎国際文化協会（☎822-2366）

○ピーススペース（紙芝居と絵本の朗読、� �
　被爆前の長崎航空写真など展示）
期�8月7日（土）～ 9日（月･休）9時～16時
所�原爆資料館　いこいの広場�
問�ピースバトン・ナガサキ　調

しらべ

氏（☎090-2087-7601）

○建設労働者職人原爆殉難者慰霊祭
日�8月8日（祝）11時～
所�不戦平和の塔前（原爆落下中心地）
問��長崎県建設産業労働組合（☎862-7121）�

○第49回原爆殉難者慰霊祭　
日�8月8日（祝）18時30分～
所�原爆落下中心地
問��長崎県明るい社会づくり運動推進協議会� �
（☎846-8743）

○�原爆犠牲者慰霊万灯流し�
日�8月9日（月・休）18時30分～
　�※天候により中止の場合があります。
所�梁橋付近
問�長崎原爆殉難者慰霊奉賛会（☎862-7121）

○長崎原爆朝鮮人犠牲者追悼早朝集会
日�8月9日（月･休）7時30分～ 8時
所�平和公園内長崎原爆朝鮮人犠牲者追悼碑前
問�長崎在日朝鮮人の人権を守る会
　�柴田氏（☎070-4194-8474）

○第49回国鉄原爆死没者慰霊式
日�8月9日（月･休）10時30分～�
所�JR 浦上駅（高架下・横）
問�国鉄労組原爆被爆者対策協議会（☎825-9337）

○�旧制長崎県立瓊浦中学校原爆殉難者�
慰霊祭

日�8月9日（月･休）11時30分～
所�長崎県立長崎西高等学校「不撓不屈」の碑前
問�瓊中翠巒会（☎861-4296）

○原爆殉難者慰霊祭
日�8月9日（月･休）11時30分～
所�五社公園
問�御船蔵町上自治会慰霊碑を守る会
　�（☎090-1418-4944）

○城山小学校原爆殉難者慰霊式
日�8月9日（月･休）
所�城山小学校ほか
問�城山小学校原爆殉難者慰霊会（☎861-0057）

○第42回ながさき8・9平和展
期�8月9日（月･休）～ 8月13日（金）
所�長崎県美術館　県民ギャラリー
問�ながさき8・9平和展企画委員会（☎823-2070）

○長崎を最後の被爆地に！朗読劇
日�8月21日（土）13時30分～
所�原爆資料館ホール
問�長崎を最後の被爆地に！朗読劇の会
　�（☎080-5478-9007）

新型コロナウイルス感染症対策のため、施設の休館、一部イベントの中止・延期となる場合があります。
事前に各問い合わせ先にご確認ください。

平和祈念式典時の平和公園内の立入規制　及び　会場付近の交通規制について 
■規制線（8月9日 ( 月 ･ 休 )�7時30分～式典終了まで）
上記時間中は規制線内への立入を規制しますのでご注意ください。
（ただし、7時30分までは、一部立入可能です）
式典終了後は、平和公園内の立入はできますので、人と人との距離を取る等、
密集しないように気を付けながら、慰霊参拝をお願いします。

■車両通行止め区間（8月9日9時～式典終了時）
●平和公園の地上・地下駐車場は利用不可
　（8月8日20時～ 9日13時）
　※ただし、状況により時間が前後する可能性あり。
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