『原爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、の図 第１０部 署名』を展示するとともに、図 第１０部 署名』を展示するとともに、を展示するとともに、展示するとともに、するとともに、
区民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をで杉並区平和都市宣言３０周年を杉並区平和都市宣言３０周年をを展示するとともに、
記念するイベントの企画に参加しませんかするイベントの企画に参加しませんかの図 第１０部 署名』を展示するとともに、企画に参加しませんかに参加しませんかしませんか
今年をは、杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、記念するイベントの企画に参加しませんかすべき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水年をで杉並区平和都市宣言３０周年をす。また杉並は、世界に誇るべき原水杉並は、世界に誇るべき原水に誇るべき原水るべき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水原水
禁運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並で杉並区平和都市宣言３０周年をす。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並年を前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並マグロの廃棄に直面し、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、廃棄に直面し、杉並に直面し、杉並し、杉並
の図 第１０部 署名』を展示するとともに、魚屋さんの呼びかけで始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加さんの図 第１０部 署名』を展示するとともに、呼びかけで始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加びかけで杉並区平和都市宣言３０周年を始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加まった杉並は、世界に誇るべき原水原水爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加の図 第１０部 署名』を展示するとともに、署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並は全国に広がりました。その署名に参加に広がりました。その署名に参加がりました杉並は、世界に誇るべき原水。その図 第１０部 署名』を展示するとともに、署名に参加しませんか
した杉並は、世界に誇るべき原水人々の決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍの図 第１０部 署名』を展示するとともに、決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍと願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍいを展示するとともに、丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍは『原爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、の図 第１０部 署名』を展示するとともに、図 第１０部 署名』を展示するとともに、（１９５５年を、１．８ｍｍ ×７．２ｍ）に描に描
いています。この図 第１０部 署名』を展示するとともに、作品は日本をはじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示は日本をはじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示を展示するとともに、はじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示世界に誇るべき原水各地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並で杉並区平和都市宣言３０周年を巡回されましたが、これまで杉並区内では展示されました杉並は、世界に誇るべき原水が、これまで杉並区平和都市宣言３０周年を杉並区内では展示で杉並区平和都市宣言３０周年をは展示するとともに、
された杉並は、世界に誇るべき原水ことがありません。
昨年を、準備会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシを展示するとともに、立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシげ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシする中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシで杉並区平和都市宣言３０周年を３月４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並日（月）に描～９日（土）に描の図 第１０部 署名』を展示するとともに、日程で、梅里にあるセシで杉並区平和都市宣言３０周年を、梅里にあるセシ
オン杉並展示するとともに、室で展示する可能性が見えてきました。現時点での企画内容は下記になります。で杉並区平和都市宣言３０周年を展示するとともに、する可能性が見えてきました。現時点での企画内容は下記になります。が見えてきました。現時点での企画内容は下記になります。えてき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水ました杉並は、世界に誇るべき原水。現時点での企画内容は下記になります。で杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、企画に参加しませんか内では展示容は下記になります。は下記になります。
•

『署名』を展示するとともに、とその図 第１０部 署名』を展示するとともに、契機となったビキニ水爆被爆を描いた『焼津』、杉並区立郷土博物館や都となった杉並は、世界に誇るべき原水ビキニ水爆被爆を描いた『焼津』、杉並区立郷土博物館や都水爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、被爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、を展示するとともに、描いた杉並は、世界に誇るべき原水『焼津』、杉並区立郷土博物館や都』を展示するとともに、、杉並区立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ郷土博物館や都や都都
立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並展示するとともに、館や都で杉並区平和都市宣言３０周年を保存／展示するとともに、している当時の図 第１０部 署名』を展示するとともに、署名簿やパネルなど諸資料の展示や都パネルなど諸資料の展示など諸資料の展示諸資料の展示の図 第１０部 署名』を展示するとともに、展示するとともに、

•

被爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、者の聞き取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがの図 第１０部 署名』を展示するとともに、聞き取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがりを展示するとともに、もとに、広がりました。その署名に参加島県立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがの図 第１０部 署名』を展示するとともに、生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがが描いた杉並は、世界に誇るべき原水油絵、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、子どもたちがど諸資料の展示もた杉並は、世界に誇るべき原水ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシが
描いた杉並は、世界に誇るべき原水平和の図 第１０部 署名』を展示するとともに、絵など諸資料の展示の図 第１０部 署名』を展示するとともに、展示するとともに、

本をはじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示企画に参加しませんかを展示するとともに、、多くの区民の皆様で実現するために、７月２２日に実行委員会を結成する集まりを持くの図 第１０部 署名』を展示するとともに、区民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をで杉並区平和都市宣言３０周年を実現するた杉並は、世界に誇るべき原水め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示に、７月２２日に実行委員会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシを展示するとともに、結成する集まりを持する集まりを持まりを展示するとともに、持
つことにいた杉並は、世界に誇るべき原水 し ました杉並は、世界に誇るべき原水 。 みなさまと一緒に、に、 杉並区平和都市宣言３０周年をにふさわしいイベントの企画に参加しませんか を展示するとともに、
作っていき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水た杉並は、世界に誇るべき原水いと考えています。えています。
平和ゆえの図 第１０部 署名』を展示するとともに、幸せを永遠に希求し、せを展示するとともに、永遠に希求し、に希求し、し、核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのごの図 第１０部 署名』を展示するとともに、なくなることを展示するとともに、願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍう個人、団体の皆様のふるってのご個人、団体の皆様のふるってのごの図 第１０部 署名』を展示するとともに、皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、ふるっての図 第１０部 署名』を展示するとともに、ご
参加しませんかを展示するとともに、お待ちしております待ちしておりますち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシしてお待ちしておりますります。
日 時： ２０１８ｍ年を７月２２日（日）に描 13：30～16：30
自己紹介、企画に参加しませんか説明とと実行委員会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ協議などなど諸資料の展示
会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ 場： ウェルなど諸資料の展示ファーム杉並　第４集会室杉並 第４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並集まりを持会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ室で展示する可能性が見えてきました。現時点での企画内容は下記になります。
杉並区天沼３丁目１９番１６号 ウェルなど諸資料の展示ファーム杉並　第４集会室杉並４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並階
※参加しませんか費は無料 ですが、は無料の展示 で杉並区平和都市宣言３０周年をすが、300 円程で、梅里にあるセシ度の会場費含むの図 第１０部 署名』を展示するとともに、会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ場費は無料 ですが、含むむ
当日運営のカンパをお寄せいただけると幸いです。の図 第１０部 署名』を展示するとともに、カンパを展示するとともに、お待ちしております寄せいただけると幸いです。せいた杉並は、世界に誇るべき原水だけると幸せを永遠に希求し、いで杉並区平和都市宣言３０周年をす。
呼びかけで始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加びかけ： 斉藤正明と 鳥生千恵 永田浩三 渡邉由紀子どもたちが
賛同団体の皆様のふるってのご： 杉並女性が見えてきました。現時点での企画内容は下記になります。団体の皆様のふるってのご連絡会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ 杉並光友会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ
杉並から平和の輪をつなぐ準備会 平和の図 第１０部 署名』を展示するとともに、輪をつなぐ準備会 を展示するとともに、つなぐ準備会 準備会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ (区民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年を有志十数名)
お待ちしております問合せ： ☎ ０７０せ： ☎ ０７０-６９７７-２２４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並７ （斎藤正明と）に描
東京都杉並区高円寺北３－１２－１（さいとう個人、団体の皆様のふるってのご電気サービス）サービス）に描
E メールなど諸資料の展示 suginami.peace@gmail.com

杉並区平和都市宣言（昭和六十三年三月三十日 議決）
世界の恒久平和は、人類共通の願いである。の恒久平和は、人類共通の願いである。恒久平和は、人類共通の願いである。人類共通の願いである。の恒久平和は、人類共通の願いである。願いである。いである。
いま、人類共通の願いである。私たちの手にある平和ゆえの幸せを永遠に希求し、次の世代に伝えよう。たちの恒久平和は、人類共通の願いである。手にある平和ゆえの幸せを永遠に希求し、次の世代に伝えよう。にある平和ゆえの恒久平和は、人類共通の願いである。幸せを永遠に希求し、次の世代に伝えよう。せを永遠に希求し、次の世代に伝えよう。永遠に希求し、次の世代に伝えよう。に希求し、次の世代に伝えよう。し、人類共通の願いである。次の世代に伝えよう。の恒久平和は、人類共通の願いである。世代に伝えよう。に伝えよう。えよう。
ここに杉並区は、人類共通の願いである。核兵器のなくなることを願い、平和都市を宣言する。の恒久平和は、人類共通の願いである。なくなることを永遠に希求し、次の世代に伝えよう。願いである。い、人類共通の願いである。平和都市を永遠に希求し、次の世代に伝えよう。宣言する。
昭和六十三年三月三十日 杉並区
１９８ｍ８ｍ年を、杉並区は区民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年をの図 第１０部 署名』を展示するとともに、総意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍとして平和都市宣言を展示するとともに、制定しました。区のホームページには次のように書かれしました杉並は、世界に誇るべき原水。区の図 第１０部 署名』を展示するとともに、ホーム杉並　第４集会室ページには次のように書かれには次のように書かれの図 第１０部 署名』を展示するとともに、よう個人、団体の皆様のふるってのごに書かれかれ
ています。

オーロラの碑の図　第十部『署名』（部分）１９５６年碑

昭和２９年を、操業中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシの図 第１０部 署名』を展示するとともに、マグロの廃棄に直面し、杉並漁船「第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並」がアメリカの水爆実験による“死がアメリカの図 第１０部 署名』を展示するとともに、水爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、実験による“死による“死死
の図 第１０部 署名』を展示するとともに、灰”を浴びたことから、核兵器の廃絶へ向けて気運が高まりました。杉並区内では”を展示するとともに、浴びたことから、核兵器の廃絶へ向けて気運が高まりました。杉並区内ではびた杉並は、世界に誇るべき原水ことから平和の輪をつなぐ準備会 、核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのごの図 第１０部 署名』を展示するとともに、廃絶へ向けて気運が高まりました。杉並区内ではへ向けて気運が高まりました。杉並区内では向けて気運が高まりました。杉並区内ではけて気サービス）運が高まりました杉並は、世界に誇るべき原水。杉並区内では展示で杉並区平和都市宣言３０周年をは 、
話し合いや署名運動が散発的に始められましたが、公民館を拠点にあらゆる層のし合せ： ☎ ０７０いや都署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並が散発的に始められましたが、公民館を拠点にあらゆる層のに始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示ら平和の輪をつなぐ準備会 れました杉並は、世界に誇るべき原水が、公民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年を館や都を展示するとともに、拠点での企画内容は下記になります。にあら平和の輪をつなぐ準備会 ゆる層のの図 第１０部 署名』を展示するとともに、
団体の皆様のふるってのごや都個人が参加しませんかして「水爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並杉並協議など会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ」がアメリカの水爆実験による“死が結成する集まりを持されました杉並は、世界に誇るべき原水。署名
は、当時人口が４０万人弱の杉並区で２カ月足らずの間に２７万人余りの署名が集が４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並０万人弱の杉並区で２カ月足らずの間に２７万人余りの署名が集の図 第１０部 署名』を展示するとともに、杉並区で杉並区平和都市宣言３０周年を２カ月足らずの間に２７万人余りの署名が集ら平和の輪をつなぐ準備会 ずの図 第１０部 署名』を展示するとともに、間に２７万人余りの署名が集に２７万人余りの署名が集りの図 第１０部 署名』を展示するとともに、署名が集まりを持
め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示ら平和の輪をつなぐ準備会 れました杉並は、世界に誇るべき原水。署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並は、近隣地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並域、そして全国に広がりました。その署名に参加に広がりました。その署名に参加がり、翌年をには、第１回されましたが、これまで杉並区内では展示原水
爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加世界に誇るべき原水大会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシが開催されるに至りました。されるに至りました。りました杉並は、世界に誇るべき原水。
今日も、世界に誇るべき原水の図 第１０部 署名』を展示するとともに、恒久平和と核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのごの図 第１０部 署名』を展示するとともに、廃絶へ向けて気運が高まりました。杉並区内ではを展示するとともに、願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍう個人、団体の皆様のふるってのご心は脈々と引き継がれています。は脈々の決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍと引き継がれています。き年です。また杉並は、世界に誇るべき原水継がれています。がれています。
区で杉並区平和都市宣言３０周年をは、昭和６３年をに区議など会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシの図 第１０部 署名』を展示するとともに、議など決を展示するとともに、経て「杉並区平和都市宣言」を行いました。て「杉並区平和都市宣言」がアメリカの水爆実験による“死を展示するとともに、行いました杉並は、世界に誇るべき原水。

署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシで杉並区平和都市宣言３０周年を声を上げ始めた被爆者の方々は、その後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世を展示するとともに、上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシげ始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示た杉並は、世界に誇るべき原水被爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、者の聞き取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがの図 第１０部 署名』を展示するとともに、方々の決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍは、その図 第１０部 署名』を展示するとともに、後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世も世界に誇るべき原水各地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並で杉並区平和都市宣言３０周年を粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世り強く訴え、ついに国際赤十字や世く訴え、ついに国際赤十字や世え、ついに国に広がりました。その署名に参加際赤十字や世や都世
界に誇るべき原水の図 第１０部 署名』を展示するとともに、人々の決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍを展示するとともに、動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並かして、昨年を国に広がりました。その署名に参加連で杉並区平和都市宣言３０周年を核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのご禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加条約が制定され、今年、その活動に尽力したＩＣＡＮと被爆者にノーが制定しました。区のホームページには次のように書かれされ、今年を、その図 第１０部 署名』を展示するとともに、活動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並に尽力したＩＣＡＮと被爆者にノーした杉並は、世界に誇るべき原水ＩＣＡＮと被爆者にノーと被爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、者の聞き取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがにノー
ベルなど諸資料の展示平和賞が授与されました。ＩＣＡＮの構成団体の一つ「平和首長会議」には杉並区も加わっています。現在、が授与されました。ＩＣＡＮの構成団体の一つ「平和首長会議」には杉並区も加わっています。現在、されました杉並は、世界に誇るべき原水。ＩＣＡＮと被爆者にノーの図 第１０部 署名』を展示するとともに、構成する集まりを持団体の皆様のふるってのごの図 第１０部 署名』を展示するとともに、一つ「平和首長会を立ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシ議など」がアメリカの水爆実験による“死には杉並区も加しませんかわっています。現在、
核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのご禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加条約が制定され、今年、その活動に尽力したＩＣＡＮと被爆者にノーの図 第１０部 署名』を展示するとともに、発効を目指して、被爆者の方々が核兵器廃絶を訴える国際署名運動を展開しています。を展示するとともに、目指して、被爆者の方々が核兵器廃絶を訴える国際署名運動を展開しています。して、被爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、者の聞き取りをもとに、広島県立基町高校の生徒が描いた油絵、杉並の子どもたちがの図 第１０部 署名』を展示するとともに、方々の決意と願いを丸木位里・俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍが核兵器のなくなることを願う個人、団体の皆様のふるってのご廃絶へ向けて気運が高まりました。杉並区内ではを展示するとともに、訴え、ついに国際赤十字や世える国に広がりました。その署名に参加際署名運動の発祥の地です。６４年前、第五福竜丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並を展示するとともに、展開しています。

原爆の図　第十部『署名』（部分）１９５６年の図　第十部『署名』（部分）１９５６年図

第十部『署名』（部分）１９５６年

原爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、や都め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示よ、
水爆の図 第１０部 署名』を展示するとともに、や都め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示よ、
戦争やめよ。 や都め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示よ。
東京杉並の図 第１０部 署名』を展示するとともに、お待ちしております母さんたちの呼び声は日本中にひろがりました。さんた杉並は、世界に誇るべき原水ち上げ、区と相談する中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシの図 第１０部 署名』を展示するとともに、呼びかけで始まった原水爆禁止の署名運動は全国に広がりました。その署名に参加び声を上げ始めた被爆者の方々は、その後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世は日本をはじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示中で３月４日（月）～９日（土）の日程で、梅里にあるセシにひろがりました杉並は、世界に誇るべき原水。
こど諸資料の展示もも、お待ちしております母さんたちの呼び声は日本中にひろがりました。さんもお待ちしております父さんも年よりも、ありとあらゆる職場の人が署名しました。 さんも年をよりも、ありとあら平和の輪をつなぐ準備会 ゆる職場の図 第１０部 署名』を展示するとともに、人が署名しました杉並は、世界に誇るべき原水。
民の皆様で杉並区平和都市宣言３０周年を衆の声なき声が声となり、このように平和を求めるたくさんの署名が集まったのは、はじめてのことでした。の図 第１０部 署名』を展示するとともに、声を上げ始めた被爆者の方々は、その後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世なき年です。また杉並は、世界に誇るべき原水声を上げ始めた被爆者の方々は、その後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世が声を上げ始めた被爆者の方々は、その後も世界各地で粘り強く訴え、ついに国際赤十字や世となり、この図 第１０部 署名』を展示するとともに、よう個人、団体の皆様のふるってのごに平和を展示するとともに、求し、め世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示るた杉並は、世界に誇るべき原水くさんの図 第１０部 署名』を展示するとともに、署名が集まりを持まった杉並は、世界に誇るべき原水の図 第１０部 署名』を展示するとともに、は、はじめ世界各地で巡回されましたが、これまで杉並区内では展示ての図 第１０部 署名』を展示するとともに、ことで杉並区平和都市宣言３０周年をした杉並は、世界に誇るべき原水。
丸の被曝と放射能汚染マグロの廃棄に直面し、杉並木俊は『原爆の図 第１０部 署名』（１９５５年、１．８ｍによる 『署名』を展示するとともに、 解説文

