Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｐｅａｃｅ Ｆｏｒｕｍ
開催趣意書
一般社団法人広島青年会議所
２０１７年度未来の平和創出委員会
委員長 光野 一生
被爆から７２年、広島はかつての街並みを取り戻すだけでなく、それまで以上に発展し
てまいりました。それは先人達の、まちを自らの手で復興させるという強さ、互いを思い
やり助け合う優しさ、そして国内外からの様々な支援によって成し遂げられたものです。
この復興の経験を世界の諸問題の解決策に活かし、明るい未来を切り拓いていくために
は、若い世代がまちの歴史や先人の思いを知り、自己の意見や考えを持つと同時に、世界
中の多様な価値観や考え方の違いを受け入れ、協力して世界の諸問題の解決に向けて行動
することが大切です。
世界中の若い世代が、研修を通し未来の平和や世界の諸問題について考え、自分のまち
や世界に興味・関心を深めると共に、国際交流を通じ多様性や互いを思いやる心をより一
層育み、世界中に友情の輪を広げる機会として、本事業を開催したいと考えます。
■事業内容
「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｐｅａｃｅ Ｆｏｒｕｍ」と題し、広島のまち
の歴史や復興過程における先人の思い、世界の諸問題について学ぶ２泊３日の研修事業を
実施し、平和な未来に向けて自ら行動できることは何かを考え、多くの仲間と共に、世界
に平和のメッセージを発信します。
【主

催】 一般社団法人広島青年会議所

【後

援】 広島県（予定）
、広島市（予定）、広島県教育委員会（予定）、広島市
教育委員会（予定）、国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所（予
定）、広島平和記念資料館（予定）、広島インターナショナルスクール
（予定）※順不同

【開 催 日 時 】 ２０１７年 ７月２８日（金）～７月３０日（日）
【場

所】 宮島島内・広島市青少年センター・平和記念公園周辺・広島国際会議場
広島青少年文化センター

【お問い合わせ】 一般社団法人 広島青年会議所 事務局
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－４４ 広島商工会議所ビル８階
ＴＥＬ：０８２－２２８－００７３
ＦＡＸ：０８２－２２８－００６５
２０１７年度 未来の平和創出委員会 副委員長 藤井
携帯番号：０９０－６４０１－１２８７
Ｅメール：fujii.hiroshimajc@ism-group.jp

孝幸

Hiroshima Student Peace Forum
Holding prospectus
Junior Chamber International HIROSHIMA
Future Peace Creation Committee 2017
Chairman Issei Mitsuno
It has been 72 years since Hiroshima was atom-bombed, not only it has got back former
town and streets but it has been but even getting developing as well. These are by the
grace of ancestors that they has power of revival, tender of mutual help, in addition a lot
of supports from many countries including Japan has helped Hiroshima.
To get our brightly future putting the experience of revival to good account, young
generation needs to learn the ancestors’ thoughts and history and they should has their
own thoughts and opinions, and also they need to accept diversity of sense of value all
over the world. It is very important for various problems-solving to cooperate and act.
We decided to hold the event to make Young generation in the world think about various
problems in the world, cultivate their mind to their town and the world, and grow their
hearts sympathetic, and have their new family all over the world.
*Scope of this program*
We title “Hiroshima Student Peace Forum”, and operate this training for learning the
ancestors’ thoughts, history and various problems in the world. We want the students
to consider the importance to act oneself. We hope we can make many friends and
inform the importance of Peace though our friends.
■Organizer
Junior Chamber International HIROSHIMA
■Endorsement (prearranged)
Hiroshima-Pref , Hiroshima-City ,Board of Education of Hiroshima-Pref ,Board of
Education of Hiroshima-City , Hiroshima International School ,Hiroshima Peace
Memorial Museum , United Nations Institute for Training and Research
■Implementation period
Fri. 28/07/2017 – Sun. 30/07/2017
■Locations
Around Miyajima island, around Peace Memorial Park, HIROSHIMA SEISHONEN
Culture Center
■Inquiry
Junior Chamber International HIROSHIMA
5-44 Motomachi Naka-ku Hiroshima-city Hiroshima 730-0011
TEL: 082-228-0073 / FAX: 082-228-0065
<A person in charge>
Future Peace Creation Committee 2017 Vice Chairman
Takayuki Fujii / Cell phone: 090-6401-1287 / Email: fujii.hiroshimajc@ism-group.jp

