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 2020 年３・１ビキニデー参加要項  

2019 年 12 月 12 日 原水爆禁止大阪府協議会 

 

Ⅰ 意義 

◇ビキニ水爆被災の犠牲者を偲ぶとともに、核兵器のない世界実現の合意実行が迫られる NPT

再検討会議、国際共同行動と世界大会 NY、被爆 75 年原水爆禁止世界大会を目前にしたビキ

ニデー集会として、飛躍的な成功をめざす。そのために、内外で政府と世論に対する働きか

け、とりわけ「ヒバクシャ国際署名」の飛躍をつくる。 

◇被爆国日本が核兵器禁止条約の署名、批准、発効の先頭に立つ国となるよう、国民的な共同、

全国の都道府県、市区町村、地域、職場、学園で共同と世論構築のための行動をひろげ、ビキ

ニデーに結集する。 

◇核兵器禁止・廃絶を軸に、気候変動、格差と貧困、戦争被害に対する内外の運動との連帯を圧

倒的にひろげ、ビキニデーに反映させる。 

 

Ⅱ 共通テーマ 

      核兵器のない世界のための国際共同行動と草の根の行動 

    核兵器禁止・廃絶、憲法９条を実行する日本をつくろう 

 

 
大阪代表団日程 
 
Ⅰ．２月 29 日（土）の日程 
（1） 新幹線について（団体切符）→各自で乗車してください 

  ※切符を渡っていない⽅は 9:20 に千成ひょうたん前集合。 
 ・9:43 新大阪発(ひかり 462 号)→静岡（11:32 着） 
 ・11:32  静岡着 昼食をとり東静岡駅（一駅）に移動 
     12:33 静岡駅発→12:36 着東静岡・150 円 
     
（２） 3・1 ビキニデー日本原水協全国集会・全体集会に参加 

◇日時  2 月 29 日（土）13:00～15:00 ◇主催 原水爆禁止日本協議会 
◇会場  静岡グランシップ・中ホール ◇規模  1000 人 
◇主な内容  基調報告、海外からの報告、草の根運動の交流 

（３） 3・1 ビキニデー日本原水協全国集会・分科会に参加 

◇日時  2 月 29 日（土）15:30～18:30 
◇会場  静岡グランシップ内の各会議室 
◇内容  3・1 ビキニデー日本原水協全国集会／全体集会と分科会 

 
（４） 宿泊及び交流会会場について 

※「天神の湯」送迎バスでホテルに移動 
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◇ 宿泊は「ホテル時之栖」（ときのすみか） 
静岡市駿河区田金 6 丁目 1-54  ℡054-285-0001 

◇交流会会場は「天神の湯」（ホテルから歩いて 5 分） 
 
Ⅱ.３月１日（日）の日程 
・7:00  ホテルにて朝食 
・8:00  ホテル前集合、8 時 05 分に貸し切りバス出発 
（１） 被災 66 年 3・1 ビキニデー墓参行進・墓前祭に参加 

◇日時  3 月 1 日（日）9:00 JR 焼津駅南口集合 9:30 行進出発 
             10:30～11:30 久保山愛吉氏墓前祭 
◇主催  墓参行進（主催：被災 66 年 3・1 ビキニデー静岡県実行委員会、日本宗教者平

和協議会）／ 墓前祭（主催：日本宗教者平和協議会） 
※ 昼食は弁当を用意しますのでバスの中で食べます。 
 

（２） 被災 66 年 2020 年 3・1 ビキニデー集会に参加 

◇日時  3 月 1 日（日） 13:00（12:00 開場）～15:30 

◇会場  焼津市文化センター・大ホール  ◇規模  1500 人 
◇主な内容 主催者報告、ビキニ水爆実験被害者の証言 

海外代表の発言、全国の運動交流、文化企画、集会アピールの採択 
◇主催  原水爆禁止世界大会実行委員会 

      被災 66 年 2020 年 3・1 ビキニデー静岡県実行委員会 
（３） 帰路について 

・17:11 静岡発ひかり 479 号→新⼤阪着 19:00 
◇集会終了後、正⾯⽞関前の「⼤阪原⽔協」の旗のもとにお集まりください。全員がそろい
次第、バスは出発します。。 
 
Ⅲ.参加費について 

◇参加費総合計 一般参加 48000 円  被爆者・学生 44500 円 

◇宿泊・交流会費 12600 円（宿泊費・8100 円/交流会費・4500 円） 

◇新幹線代往復  21780 円（片道は 10890 円・半額） 

◇日本原水協分担金、3.1 貸し切りバス代、3月 1日の弁当代含む。 

 

※ Ⅳ.申し込み締め切り日と送金について 

 所定の申込用紙を使って。２月 6日（木）までに、大阪原水協事務局に申し込んでくださ

い。 

 送金先は、最終ページ参照 

 

Ⅴ．集会全体の日程 

3・1 ビキニデー日本原水協全国集会・国際交流集会 

◇日時  2 月 28 日（金）14:30～17:30 ◇主催 原水爆禁止日本協議会 
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◇会場  グランシップ静岡 
◇海外代表  アメリカ、フィリピン、グアム、韓国  

 
3・1 ビキニデー日本原水協全国集会・全体集会 

◇日時  2 月 29 日（土）13:00～15:00 ◇主催 原水爆禁止日本協議会 
◇会場  静岡グランシップ・中ホール ◇規模  1000 人 
◇主な内容  基調報告、海外からの報告、草の根運動の交流 

3・1 ビキニデー日本原水協全国集会・分科会【※】 

◇日時  2 月 29 日（土）15:30～18:30 
◇会場  グランシップ静岡内の各会議室 

被災 66 年 3・1 ビキニデー墓参行進・墓前祭 

◇日時  3 月 1 日（日）9:15 JR 焼津駅南口集合 9:30 行進出発 
             10:30～11:30 久保山愛吉氏墓前祭 
◇主催  墓参行進（主催：被災 66 年 3・1 ビキニデー静岡県実行委員会、日本宗教者平

和協議会）／ 墓前祭（主催：日本宗教者平和協議会） 
 

被災 66 年 2020 年 3・1 ビキニデー集会 

◇日時  3 月 1 日（日） 13:00（12:00 開場）～15:30 
◇会場  焼津市文化センター・大ホール  ◇規模  1500 人 
◇主な内容 主催者報告、ビキニ水爆実験被害者の証言 

海外代表の発言、全国の運動交流、文化企画、集会アピールの採択 
◇主催  原水爆禁止世界大会実行委員会 

      被災 66 年 2020 年 3・1 ビキニデー静岡県実行委員会 
  
【分科会テーマ】・予定です。 

（１）核兵器のない世界を―草の根の行動      会場：11 階会議ホール（250 人） 

   世界大会 NY・国際共同行動／「ヒバクシャ国際署名」／北東アジアの平和／国民平和大行進 

（２）ヒバクシャとともに             会場：9 階 910 会議室（138 人） 

被爆者・核被害者の被爆体験とたたかい 

（３）非核平和の日本を              会場：10 階 1001-1（120 人） 

    禁止条約への参加／憲法／沖縄・基地／軍事費 

（４）原発ゼロ、被災地支援、自然エネルギーへの転換を  

会場：2 階映像ホール（90 人） 

（５）核兵器廃絶と気候変動／戦争被害       会場：9 階 904 会議室（72 人） 

（６）ビキニ事件と原水爆禁止運動 ＜入門編＞   会場：10 階 1001-2（180 人） 

 

 
    

振込先 

① 三井住友銀行 上町支店 普通 口座番号 1408857 
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 名義 原水爆禁止大阪府協議会  
② 近畿労働金庫 大阪中央支店 普通 口座番号 8797208 

名義 原水爆禁止大阪府協議会  
※三井住友銀行、近畿労働金庫は理事長名を書かなくても入金できることになりました。 
⓷ ゆうちょ銀行 (他金融機関からの振込用口座番号) 

０九九（ゼロキュウキュウ）店（099）当座 0300700 

原水爆禁止大阪府協議会 
 
 
 
 
 


