
 

 
北九州市では、⻑崎に投下された原爆の第⼀⽬標が小倉であった経緯

を踏まえ、平成２２年２⽉１０⽇に「北九州市⾮核平和都市宣⾔」を⾏
い、市⺠の皆様とともに、平和な世界の実現に向け努⼒することを宣⾔
し、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるための様々な取組みを⾏ってい
ます。 

戦争の記憶が風化することが心配される中、 
若い世代を対象にした取組みが特に重要である
ことから、令和元年度は、小・中学⽣や⾼校⽣の
皆さんを、⻑崎市が主催する「⻘少年ピースフォ
ーラム」に派遣したほか、本市独自の平和学習を
実施し、戦争の悲惨さや平和の尊さについてじっ
くりと考えることのできる機会を設けました。 

本紙では⻑崎市への派遣団の活動について報
告します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⻑崎市⽴城⼭小学校「嘉代⼦桜」前 

みんなで「平和」について学びました︕ 

 

令和元年度 北九州市⻘少年ピースフォーラム派遣団（敬称略） 
 

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 
⼾畑⾼等学校 ３ 有野 裕平 北⽅小学校 ６ 久保 壮真 若園小学校 ６ 養父 勇彦 
北筑⾼等学校 ２ 加地 紗彩 附属小倉小学校 ６ 古賀 結⽉ ⿊崎中央小学校 ５ 有田 野乃 
八幡⾼等学校 ２ 鐘築 彩 永犬丸小学校 ６ 四⼾ 智紘 ⾨司海⻘小学校 ５ 飯盛 貴凛 
小倉⻄⾼等学校 ２ 六野 沙耶 ⾨司海⻘小学校 ６ 竹森 楓⼦ 皿倉小学校 ５ 河越 太翔 ロブソン 
⼾畑⾼等学校 １ 坪井 美樹 ⾨司海⻘小学校 ６ 田中 芹奈 明治学園小学校 ５ ⿊津 朱希乃 
早鞆中学校 １ 乃田 陽希 ⻄⾨司小学校 ６ 富松 藤⼦ 守恒小学校 ５ 佐藤 幹太郎 
⿊崎中央小学校 ６ 石井 茉奈 ⻄⾨司小学校 ６ 中村 真央 計 20 名（男 7 名、⼥ 13 名）、引率者 6 名 

 
 
 
 築城さんの話を聞いて、今と昔の戦
争をすることへの考え⽅の違いが分か
り、戦争の本当の恐ろしさを考えるこ
とができました。 

築城さんたちの思いを受け継ぎ、こ
の活動で学んだことを⼀⽣忘れること
なく、まずは身近な家族や友達に、そ
してこれから出会う様々な人達に伝え
続けていきたいと思います。 

築城 昭平さんによる被爆体験講話 
原爆のつらい体験を乗り越えて当時の様⼦を

語ってくださり、みんな真剣に聞き入りました。

  ⻘少年ピースボランティアの案内で、爆心地周辺にある被爆建造物や
「原爆落下中心地碑」などを巡るフィールドワークをしました。被爆当
時の実相を⽰す数々の貴重な被爆遺構を⾒ることができました。 

原爆により破壊され、わずかに残った「浦上天主堂の遺壁」、水を求め
てたくさんの人が息絶えた「下（しも）の川」、熱によって焼けた土や溶
けたガラス、茶碗などが現在も⼤量に埋まっている「被爆当時の地層」
など、ピースボランティアの解説にみんな熱心に耳を傾け、被爆当時の
悲惨な様⼦を心に思い描きながら⾒学しました。  

六野 沙耶さん 

 
 

特にぼくがおどろいたことは、原爆
は、そのまま落ちたのではなく、500
ｍ上空で爆発したということです。よ
り被害を⼤きくするためだったそうで
す。浦上天主堂のかべも爆風の⼒でず
れていて、とても恐ろしかったです。 

もうこんな戦争があってはならない
と思います。 

 
 
 平和祈念式典に全国からたくさんの
人が参列していて、こんなにも⻑崎に
平和を願う⽅々が集まっていてとても
おどろきました。私は、この三⽇間で
とても良い経験をしました。家族がい
ること、食べる物があること、着る物、
履く物があることに感謝して、毎⽇を
⼤切に⽣きようと思いました。 
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全国３５都市、約５００名の小・中学⽣、⾼校⽣等が集まり、開会式
が⾏われました。地元⼤学⽣などを中心とした⻘少年ピースボランティ
アによる開会宣⾔の後、築城昭平さんによる被爆体験講話がありました。  

昭和２０年８⽉９⽇、当時１８歳だった築城さんは、軍需工場へ学徒
動員され、爆心地から 1.8km の学⽣寮で当⽇の夜勤にそなえた就寝中
に被爆し、全身火傷を負いました。 

つらい体験を乗り越えて、当時の様⼦を熱く語ってくださった築城さ
んの姿が、私たちの心に強く刻まれました。 

１日目 ８月８日（木） ピースフォーラム開会式、被爆体験講話 

２日目 ８月９日（金） 原爆犠牲者慰霊平和祈念式典 

団員の感想 

毎年、原爆が投下された８⽉９⽇に開催されている「原爆犠牲者慰霊
平和祈念式典」に参列しました。厳粛な雰囲気の中、国内外からの数千
人の参列者が原爆が投下された１１時２分に黙とうをささげ、亡くなら
れた⽅々のご冥福と世界の恒久平和を祈りました。 

田上（たうえ）⻑崎市⻑は、「原⼦爆弾で亡くなられた⽅々に心から哀
悼（あいとう）の意を捧げ、⻑崎は広島とともに、そして平和を築く⼒
になりたいと思うすべての人たちと⼒を合わせて、核兵器廃絶と世界恒
久平和の実現に⼒を尽くし続ける」と⼒強く宣⾔されました。 

北 九 州 市 
⻘少年ピースフォーラム派遣団特集    

令和２年５⽉ 
(２０２０年)  

団員の感想 

団員の感想 佐藤 幹太郎さん 

有田 野乃さん 

 

フィールドワーク 
⻘少年ピースボランティアによる被爆建造物

の説明を聞きながら熱心に⾒学しました。 
みんな真剣に聞きました。 

 

１日目 ８月８日（木） フィールドワーク（被爆遺構の見学） 

原爆犠牲者慰霊平和祈念式典 
５千人を超える参列者が、原爆で亡くなられた

⽅々のご冥福と世界の平和を祈りました。 
。 

※学校名・学年は、令和元年参加当時のものです。 

戦争の悲惨さ、平和の尊さを若い世代に伝えるために 



 
 
 ⼭⾥中の⽣徒自らが被爆遺構の清掃
活動や原爆の傷跡を後世に残すための
活動を、使命感をもって⾏っている様
⼦が紹介されました。この事業に参加
し、改めてピースコミュニケーター（平
和を語る人）、ピースクリエイター（平
和を創る人）になろうと決心しました。 

 
 
 松尾さんの講話を通じて、戦争がな
く平和な世界がどれだけ⼤切か分かり
ました。写真では感じることのできな
い「気持ち」が伝わってきました。 

いちばん思ったことは、私たちの⽇
常⽣活がとても幸せだということで
す。戦争・原爆のおそろしさ、命の尊
さを家族や友達に伝えていきます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ⼭⾥中学校で⾏われた全校平和祈念集会に参加しました。 
本市派遣団の代表者３名が、小倉が⻑崎に投下された原爆の第⼀⽬標

であったことや、今回の派遣で学習したいことなどを発表しました。 
⼭⾥中では、「被爆の地に育ち、この場所で学ぶものとして、⼤きな責

任を果たさなければなりません。」との⼭⾥中平和憲章が⽣徒会により定
められ、平和への取組みを続けています。各学年の発表は、とても⼒強
く印象に残るもので、次の世代に伝えていくことの⼤切さを学びました。 

四戸 智紘さん 

北九州市印刷物登録番号 第 2007007Ｄ号 

  それぞれ別の自治体の⼦どもたちとグループに分かれて、ピースボラ
ンティアの進⾏のもと、「今、世界は平和か平和でないか︖」「あなたが
思う平和とは何か」などのテーマで、活発に意⾒を交わしました。積極
的にたくさん意⾒を⾔えた本市団員の姿も⾒受けられました。 

  ⻑崎原爆資料館では、⽬を覆いたくなるような写真や資料が数多く展
⽰されていました。原爆投下までの経緯や、戦後の核兵器開発などの歴
史を学び、核兵器の恐ろしさを感じながら熱心に⾒学しました。 

２日目 ８月９日（金） 平和学習（意見交換）、原爆資料館の見学 

  ７⽉ 7 ⽇（⽇）の保護者説明会及び事前研修会では、事業の⽬的、派遣
⽇程の説明のほか、北九州市と戦争の関わりや、平和の取り組みについて
学習し、各班に分かれて派遣で学びたいことを発表しました。 

  ８⽉２２⽇（木）の事後報告会では、活動で感じたことや学んだことを、
北橋市⻑に⼀人⼀人から報告しました。その後、保護者の⽅々も⼀緒にス
クリーンで写真を⾒ながら、⻑崎市での 3 ⽇間を振り返り、感想を述べあ
いました。 

⼭⾥中学校・全校平和祈念集会 
団員が平和に対する思いを発表しました。 

平和学習 
全国の参加者と⼀緒に、それぞれの考えを 

述べて意⾒交換しました。 

 
 
 全国から⻑崎に平和の事を学びに来
た人達と、意⾒交換をしました。 

戦争のおろかさや悲惨さ、今の自分
の⽣活がどれだけ恵まれているか強く
感じられました。⾊々な学年の人達と
交流して、お互いに協⼒し合えた経験
は⼀⽣の宝物となりました。 

団員の感想 

⼭⾥小学校での被爆講話 
松尾幸⼦さんによる被爆直後の様⼦や平和の

尊さに関する話を、みんな熱心に聞きました。 

⻑崎市平和派遣事業 
平和祈念式典（⻑崎ブリックホール） 

【事前研修会】 
戦争について学習し、

この派遣で学びたい 
ことを発表しました。 

団員の感想 中村 真央さん 

その他の活動（事前・事後の活動） 

  爆心地に近く、原爆により多くの犠牲者が出た２つの小学校を⾒学し
ました。城⼭小学校では、北九州市の「嘉代⼦桜・親⼦桜」の由来であ
る「嘉代⼦桜」や「被爆校舎（城⼭小学校平和祈念館）」を⾒学しました。 
 ⼭⾥小学校では、松尾幸⼦（さちこ）さんの被爆体験を聞きました。
松尾さんは当時１１歳で、⼤切な家族を亡くされました。被爆直後の⽣々
しい状況や、家族への思い、平和の尊さを写真を⾒ながら詳しくお話し
してくださり、みんな真剣な表情で聞き入っていました。   

３日目 ８月１０日（土） 長崎市立城山小学校、山里小学校の見学 

 

 

 
 
平和な世界の実現は、人類共通の願いです。 

 
私たちの国、⽇本は、世界で唯⼀の核兵器の

被爆国として、この地球上で再び広島や⻑崎の
惨禍を繰り返してはならないことを、世界の
人々に強く訴え続けてきました。 

 
私たち北九州市⺠は、⻑崎に投下された核兵

器の第⼀⽬標が小倉であったことを重く受け止
め、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和の
尊さを、次の世代に伝え、核兵器のない、戦争
のない、平和な世界を築いていかなければなり
ません。 

 
よって、私たちは、命と平和の⼤切さを深く

認識し、核兵器の廃絶と平和な世界の実現のた
めに歩み続けることを誓い、ここに北九州市を
⾮核平和都市とすることを宣⾔します。 

 
平成２２年２⽉１０⽇ 北九州市 

 

 

 

 

 
● 「嘉代子桜・親子桜」の植樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 「長崎市平和派遣事業」の実施 

 
 
 
 

北九州市非核平和都市宣言 北九州市の平和の取組み 

⻑崎への原爆投下で亡くなられた林嘉代⼦さん（当時
１５歳）を偲んで⻑崎市⽴城⼭小学校に植えられた桜
は、「嘉代⼦桜」と名付けられ、今も春には美しい花を
咲かせています。  

本市では、⻑崎に投下された原爆の第⼀⽬標が小倉で
あったことを踏まえ、この桜に込められた平和への願い
を市⺠の皆様へ伝えるため、この桜に由来する「嘉代⼦
桜・親⼦桜」を、市内の公園や、小・中学校等へ植樹し
ています。 

親⼦で平和について考えていただくため、原爆が投
下された８⽉９⽇に、小・中学⽣とその保護者の皆様
を⻑崎市に派遣し、平和祈念式典や原爆資料館、被爆
遺構などを⾒学する取組みを実施しています。 

令和元年度は、小・中学⽣とその保護者９６組、１
９２人にご参加いただきました。 

勝⼭公園の慰霊碑を⾒学 

【事後報告会】 
それぞれが学んだことを 
北橋市⻑に報告。その後、 
記念撮影をしました。 

久保 壮真さん 

２日目 ８月９日（金） 長崎市立山里中学校・全校平和集会への参加 

嘉代子桜・親子桜 
（北九州市⽴⻑⾏小学校） 

団員の感想 

⻑崎市平和派遣事業 
平和祈念式典（⻑崎ブリックホール） 

団員の感想 


