●3.11―私が見た東日本大震災

●ピースフェスタ アート＆クラフト展

●買い物で世界が変わる―フェアトレード―

ざまなボランティアに参加した紀南在住の方々に、自分の目で見た、感じた3.11を写真とメッセージ

ら生み出されるクラフト作品を通じて、自然と人とが織りなす調和ある世界を、心と体で感じて頂ければと

立できるよう支援する貿易の仕組み。手工芸品のほか、環境にできるだけ負荷をかけない伝統農法

企画：紀南ピースフェスタ2011実行委員会 問合せ：0739-47-3049 北条

出展作家：奥野誠・佳世（紙漉き・草木染め）、菅野今竹生（竹紙）、城所ケイジ（チェンソーアート）、

企画：フェアトレード＆エコロジーの店「ぴーす」

●福島第1原発事故とこれからのエネルギーを考える

企画：紀南ピースフェスタ2011実行委員会 問合せ：0739-64-1813 あわ屋

●手渡そう 子どもたちに基地も核もない 平和な未来を！

で報告してもらいます。

福島第1原発の事故は、本当に「想定外」の出来事だったのでしょうか。事故の状況、その背景、また原子力発電が抱えてい
るさまざまな問題点や、25年前のロシアでのチェルノブイリ原発事故、そして今福島で懸念される子どもの被曝問題などに

ついて検証し、これからのエネルギーについて考えるための資料を集めました。展示内容：「事故と土壌汚染 被曝」「スウ
ェーデンのチェルノブイリ事故調査より」「子ども20mSv批判と海の汚染」「持続可能な自然エネルギーの提案」、関連図
書など 企画：つゆくさと大地の会 資料提供：美浜の会ほか 問合せ：0739-24-1032 布袋

思います。

などで作られた農産物などもあります。

柴田歩美（木工）、三橋玄（造形）、AWAYA（サウンドアート）ほか

問合せ：0739-24-7660 ぴーす

問合せ：0739-25-1847 新日本婦人の会 西牟婁支部

もちろん、すべて農薬や化学肥料を使わず自然の力を大切に育てた野菜で、広い畑がなくても鉢やプランターなどでも色んな作物

●田辺を非核平和都市に！+ "カプラで遊ぼう"コーナーもあるよ（8月5日 15時〜、6日 13時半〜）

企画：田辺・9条の会 問合せ：0739-24-9153 田所

●「つながっていこらよ」

クラブなど日頃の活動を紹介します。「おからクッキー」も販売します。（8月6日 9:30〜 ）
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企画：NPO法人 白浜レスキューネットワーク／白浜バプテスト基督教会

展示
設
常

8月5
日

問合せ：0739-43-8981 白浜バプテスト基督教会

企画：紀南地域地球温暖化対策協議会
問合せ：090-1918-1906 松下

３．11の東日本大震災以降、「自分にできることで」と被災地を応援するチャリティコンサートを重ねてこられたハープ奏者、
玉置和美さん。ハープが奏でる音の世界をお楽しみください。

紀南文化会館
1階
展示ホール

日

8月5日(金)

参加費：無料

会場

替

企画：紀南ピースフェスタ2011実行委員会 問合せ：080-5630-2807 松下

フェスタ会場では、腹話術 愛ちゃんとの交流もありますよ。

ト

●自然エネルギーコーナー

わり

17:00〜 ピースパレードを楽しもう！

9:30〜
東北のお菓子と民芸品のお店

だけます。（事前の申し込みは不要）当日、17時に、紀南文化会館１階展示室ホール前にご集合
ください。（歩く時間は約40分間を予定しています）

企画：紀南ピースフェスタ2011実行委員会 問合せ：090-6734-7482 南

（売り切れごめん）東北の直売所や被災者支援に取り組む

19:00〜 映画 「赦し」その遥かなる道（上映時間100分）

現地の市民グループなどから直接買い付けてきた東北物産を販売する

ささやかなブースです。

監督：チョウ・ウクフィ （韓国ＳＢＳ製作） ナレーション：竹下景子

企画：田辺・9条の会

参加費：無料

愛する妻と母親と一人息子のすべてを殺され、絶望に悶え苦しむ父親。ひとりの殺人者の
ために3人の兄弟を次々と失いひとり残された弟は、消えやることのない憎悪を糧に、
一日一日を生き延びる。究極の状況で、残された者は、自らが生きるため、殺
人犯を赦す道を選択する以外になかった・・・ 生きるとは、愛とは、そ
して赦すとは、一体なにを意味するのか？そしてそれは本当に可能な

問合せ：090-7490-5032 木川田

9:30〜 チャリティバザー（売り切れごめん）
＆「からだの癒し」コーナー

掘り出し物を見つけたあとは、癒しコーナーでリラックス。売上げ、カンパは、ピースフェスタ運

営への参加協力費を差し引いた全額を、石巻で炊き出しなどの被災者支援を行っている「ビーワン（ひ

とつになろう東北）TOHOKU AID」の働きのために使わせていただきます。

のか。私たち現代社会に生きる者すべてに対して、究極の問い

企画：紀南地方のキリスト教会有志の会

かけを突きつける感動のドキュメンタリー問題作。企画：

問合せ：0739-22-7604 中村

9:30〜16:00 親子体験バルーンアート

参加費：有料

企画：紀南ピースフェスタ2011実行委員会 協力：花と風船のびぎ 問合せ：090-3626-5234 野田

10:00〜11:00 人形劇団「あした」による人形劇公演

演目：『のぼれたよ』『金のオノ』『なかよし』 参加費：無料

「生の文化を子どもたちに伝えたい。子どもたちの笑顔が見たくて」と、紀南各地で公演を続けてこられた

人形劇団「あした」のステージ。ご家族、ご近所お誘いあってお越しください！

企画：上富田9条の会 問合せ：0739-47-3049 北条

ほっこりカフェ国産小麦の天然酵母パンとおいしいコーヒーを

販売します。 出店：町家カフェ 上屋敷2丁目

イベ

ン

8月6日(土)

「平和」や「持続可能」な地球を願って、田辺の街中を楽しくみんなで一緒に歩いてみませんか。
楽器、鳴り物、楽しいコスチュームやアイディア満載のプラカード歓迎！どなたでもご参加いた

問合せ：0739-20-5595 町家カフェ 上屋敷2丁目

をも核の犠牲としないために、まず自分たちの住んでいる地域で、核に対してNO！を言うことから始めたいと思います。

そのためには何ができるのか、ご一緒に考えたいと思います。

企画：「田辺を非核平和都市に！」チーム 協力：トイランドヨネクラ 問合せ：0739-26-2204 近藤

●ビデオブース―ドキュメンタリーと映画で見る世界の今
マスコミでは取り上げられることの少ないドキュメンタリー作品や映画を上映します。
上映する作品や時間など詳細は、ピースフェスタＨＰでご確認ください。

上映予定作品：「風が吹くとき」「もんじゅ―明かされる真実」「沖縄―うみさんぽ 辺野古」
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白浜レスキューネットワークで行っている自殺防止に関わる活動や、地域の子どもたちのための放課後

と言われています。私たちは、誰でもが平和のうちに生存する権利を持っています。世界から核の脅威をなくし、再び誰
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通の人がなぜ戦争を賛美していくようになったのかを考えてみたいと思います。

田辺から東北に届けたい〜玉置和美ハープコンサート

活を奪われ、故郷を離れることを余儀なくされています。また、世界に目を向ければ、核兵器が2万発以上存在している

問合せ：090-5013-0255 土山

ていた「紀伊新報」（現在の紀伊民報の前身）に見える戦争に関わる記事を集めてみました。ごく普

14:00〜14:45 オープニングコンサート

ヒロシマ、ナガサキ、そしてフクシマと、三度、放射能の災禍に巻き込まれた日本。多くの人が、突然、日々の普通の生

企画：変えたらあかん憲法9条中辺路の会／あわ屋

の新聞統合政策により強制的に廃刊させられました。今回、そのうちのひとつ、昭和初期に発行され

11:00〜14:00

企画：新日本婦人の会 西牟婁支部 上富田支部 ／ 母親運動連絡会

「食と農から平和や環境のことを考えよう」ということで、開催期間中、会場の入り口を様々な野菜や花やハーブで彩ります。

で作った野菜などの販売もあり。

大正期から昭和にかけて、紀南地方には多くの地元新聞が発行されていましたが、昭和17年、１県１紙

問合せ：090-1918-1906 松下

絵手紙展示、絵手紙体験コーナー、いわさきちひろピースアート展

●ゆうきと希望展 ―ピースガーデン―

を作ることができることを実感してもらえたら、と思います。その場で収穫していただくこともできますし、その他、メンバー各自

●かつて地元の新聞が伝えた紀南の戦争

アムネスティインターナショナル日本 田辺グループ

「フェアトレード」は発展途上国の小規模農家や女性など、社会的・経済的に立場の弱い人たちに仕事の機会を作り、自

紀南在住の作家さんたちによるアート・クラフト作品の展示・販売を行います。自然を題材にしたアート作品や、作家の手仕事か

地震、津波、そして福島第1原発事故。多くの人たちが今も故郷に戻れないままです。現地でのさま

「アメリカ―戦争する国の人びと―」「なぜ警告を続けるのか〜京大原子炉実験所・異端の研

究者たち」ほか 参加費：無料 企画：輝け9条龍神の会ほか 問合せ：090-7490-5032 木川田

●日替わりカフェ マイカップを持ってきてね！

8月7日(日)

10:00〜11:30 「私たちが 少国民と 言われたころ」―戦争体験から学ぼう

語り部・今津歌子さん、吉田恭子さん、森川弓さん、戸台 敏治さん

偏に不戦を誓った「日本国憲法&第九条」が存在したからに他なりません。しかし、今、この「第九条」を変え、日本を「戦争をする国」へ持っていこう

とする策動が企てられてきております。 歴史を繰り返さない ためにも、私たちはこれまで以上に 戦争体験から学ぶ 取り組みを大事と考え、今回、
上記の語り部の皆さんをゲストに迎えることと致しました。 皆様、お誘い合わせ、ご来場下さいませ。
企画：輝け！９条芳養の会／白浜9条の会 問合せ：0739-23-1252 前田

13:30〜15:30「ピース・いのち・原発」ワークショップ

14:00〜16:00
講演会 日本の安全とアメリカ

参加費：無料 申し込み不要
フクシマ原発の今と、これからのエネルギーのことをみんなで一緒に考えます。
part1 13:30〜14:30「福島第1原発事故を考える」

―このふしぎな「トモダチ」関係をどうするか―
参加費：無料

今も深刻な状態が続く福島第１原発事故の概要について学び、「二酸化炭素を出さずクリーン」「絶対安全」と言われて
きた原発の問題点について考えます。
講師：寺井拓也さん（脱原発わかやま代表、つゆくさと大地の会会員）

3・11を受けてこの先の日本の国のあり方、私達の暮らしの安全・安心

をどうするか。自衛隊はどうあるべきか。また米軍との関係をどうするか。

原発問題を如何にすべきか・・・日米関係（安保条約）をとっかかりに、今後の
日本の進路に関し、日本国憲法を原点にご一緒に考えて参りたいと思います。
講師：弁護士 西 晃さん（大阪弁護士会所属）

part2 14:30〜15:30「地域のみんなで取り組む自然エネルギーの未来」

本宮町で「自然エネルギー100％の家」にお住まいの安原克彦さんと、市民らでつくる「持続可能」な
自然エネルギーの地域的な展望についてご一緒に考えたいと思います。
講師：安原克彦さん（元自然エネルギーコンサルタント）
企画：つゆくさと大地の会 問合せ：080-5315-5586 寺井

＜講師プロフィール＞労災・過労死裁判、労働事件、行政不服審査事件、
行政訴訟の他、沖縄米軍基地関連訴訟、原爆症認定訴訟、大阪空襲訴訟

18:30〜20:30 フィナーレライブ

等に取り組んでこられました。現在、大阪弁護士会憲法問題特別委員会・

副委員長、自由法曹団全国常任幹事、民主法律協会幹事、大阪憲法会議・
共同センター副幹事長

会場：ライブハウス オレンチ

１．トークライブ 岡田 政和（弁護士／憲法９条を守る和歌山

企画：紀南９条交流ネット 問合わせ：0739-45-2170 横矢

16:30〜17:15 和音工房 いろは（わおんこうぼう いろは）コンサート
ピアノ、金管楽器、打楽器と歌による「心和む音を届けたいな・・・」というアンサンブル。

心の平和が世界の平和に繋がりますように。そして、東日本大震災からの復興を願い『いろは』の和音を奏でたいと思います。

参加費：無料 会場に置いている東日本大震災被災者支援のための義捐金箱へのご協力よろしくお願いします。
企画：和音工房 いろは 問合せ：070-5586-0809 高垣

18:00〜19:15 うたごえ喫茶―うたごえは生きる力・平和の力
参加費：有料

参加費：無料

先の大戦から67年が経とうとしています。この間、わが国は他国と戦争を起こさず、世界でも稀な平和国家としての歩みを続けて参りました。これは、

歌の力 心の声のせて 愛と平和の歌をうたおう！
企画：新日本婦人の会西牟婁支部 問合せ：080-5630-2807 松下

弁護士の会 紀南担当）南 健二（フェアトレードショップ ぴーす）

２．映像紙芝居

制作：フェアトレードショップ ぴーす、AWAYA

３．ミュージックライブ

出演：なつお meets 南風、AWAYA ほか

企画：紀南ピースフェスタ実行委員会
問合せ：090-6734-7482 南

