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設立目的

特定非営利活動法人 アートサロン広島

槇田 千鶴枝

まきた ちづえ

代表理事

733-0011

広島市西区横川町2-9-25
松本ビル3階

082-507-2345

082-507-2346

art@makita-e.com
art-hiroshima@nifty.com

http://www.makita-e.com/art/

幼児から高齢者まで多くの人を対象に、平和推進、文化・芸術等の生
涯教育に関する啓発、普及活動を通して、心と体の健康促進を図る。
同時にアーティストの育成と自立を援助すること、豊かで充実した生活
環境の研究開発をすることで、社会全体の発展に寄与する。

特定非営利活動法人 I PRAY

榎並 毅

えなみ たけし

理事長

730-8523

広島市中区八丁堀7-11
広島YMCA国際コミュニティーセンター内

082-227-2884

082-227-2884

habara@ipray.jp

http://www.ipray.or.jp/

未来を担う子ども達が、被爆体験を継承し、自ら学び、演じ、平和と命
の大切さを伝え、世界平和に寄与することを目的としている。

アカシア（ミモザ＝ワトル）の花を愛する会

前原 於矢子

まえはら あやこ

会長
（空間デザイン・いけ花
教授）

731-0138

広島市安佐南区祇園1-10-18
チェリス下祗園201 前原於矢子様方

082-874-9758

082-874-9758

アカシア（ミモザ＝ワトル）の花言葉「友情」を以て、それらを通じ人々と
の出会い、ふれあいを最も大切にし、幸せ（平和）を考えることを目的と
し、また、アカシアの花の原産地であるオーストラリアとの友情を深めるも
のとする。

公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本 ひろしまグループ

野間 伸次

のま しんじ

運営担当

735-0011

広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム3-9-13
野間伸次様方

082-281-4860

082-281-4860

snoma@do7.enjoy.ne.jp

http://ww3.enjoy.ne.jp/~snoma

世界人権宣言（１９４８年に国連で採択）の全ての条文が実現する世
界を目指して活動し、ノーベル平和賞を受賞したこともある国際ＮＧＯ、
アムネスティの運動を、国際平和都市広島において推進し、人権の大
切さをひろく市民に訴えていく。具体的には人権侵害のストップや国連
人権諸条約の遵守を各国政府や企業に要請したり、人権に関するイ
ベントの開催などを行っている。

入れるな核艦船！飛ばすな核攻撃機！ ピースリンク広島・呉・岩国

新田 秀樹

にった ひでき

代表世話人

730-0051

広島市中区大手町4-3-10
広島YWCA気付

090-3373-5083

0829-54-1908

nitta-hideki@kni.biglobe.ne.jp

http://www.p-link.info/

反戦・平和と基地のないヒロシマを目指す広島・呉・岩国の市民グルー
プ２８団体のネットワーク組織である。

インド・パキスタン青少年と平和交流をすすめる会

森瀧 春子

もりたき はるこ

世話人代表

731-5135

広島市佐伯区海老園3-2-18
森瀧春子様方

082-921-1263

082-921-1263

haruko-m@f3.dion.ne.jp

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Hinoki/5678/ind-pa1.html

核保有国であるインドパキスタンの核問題に関わり、インド・パキスタンの
若者や平和活動家を広島に招き、平和学習・平和交流を通じて核保
有国である両国の反核平和運動の担い手となってもらえるよう取り組
む。

082-243-2294

082-243-2294

http://www.wi.ramtej.org/

＜教育＞インドの貧しい学生が教育を受けられるように奨学金を授与
する。
＜平和＞インド・日本の両方で原爆の影響、世界平和の必要性に関
する知識の向上を支援する。
＜文化＞日本とインドの文化交流の場を設ける。

082-211-1117

082-211-1199

ＮＴＴ労組広島県グループ連絡会の内部組織として活動し、会員相互
の連携強化を図るとともに、いかなる戦争にも反対し、世界の恒久平
和の実現と核兵器廃絶を目指すことを目的とする。

Welcome India Society

水谷 愛子

みずたに あいこ

代表

730-0048

広島市中区竹屋町7-20-203
サシパリvsラオ様方

NTT労働組合広島原爆被爆者・二世協議会

小坂 嘉彦

こさか よしひこ

会長

730-0011

広島市中区基町6-77
NTTビル7階 NTT労組広島県グループ連絡会

082-511-3180

082-511-3179

ngos@mx6.tiki.ne.jp

http://ww6.tiki.ne.jp/~ngos/

世界各地の被災民や難民、その他支援を必要としている人々への緊
急人道救援活動及び復興支援活動・自立生活支援等の活動を行
い、また、これらの活動を担う人材育成と派遣及びこれらの活動の実施
主体たるＮＧＯの活動基盤強化を図り、もって平和と人類共存の理念
の普及と実践に寄付することを目的とする。

contact@wi.ramtej.org

特定非営利活動法人 NGOひろしま

村田 民雄

むらた たみお

理事長

730-0013

広島市中区八丁堀3-1
幟会館2F ひろしまNPOセンター内

特定非営利活動法人 おりづる広島

船田 和江

ふなだ かずえ

理事長

734-0014

広島市南区宇品西4-4-40
船田船用品(株)内

082-254-2729
082-254-2730

082-251-4480

orizuru@npo-jp.net

http://www.orizuru.npo-jp.net

平和祈念の一活動として、広島に送られてくる折り鶴の再活用に関す
る事業を行い、世界平和に寄与することを目的とする。平和の心はそれ
ぞれの文化を抜きにして育つことはできない。心の豊かさやゆとりを育む
のが文化の役割でもある。各国の文化の違いを認め合う文化交流の活
動を通して、世界を愛する心を子どもたちと共に育てていく活動を行う。

核戦争防止国際医師会議（IPPNW) 日本支部（JPPNW）

平松 恵一

ひらまつ けいいち

支部長

732-0057

広島市東区二葉の里3-2-3
広島県医師会内

082-568-1511

082-568-2112

ippnw-japan@hiroshima.med.or.jp

http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/ippnw/

核兵器の開発・製造・保有の健康や環境への悪影響及び核戦争の
脅威に対して、医学・医療専門家としての影響力を動員して、正しい
知識の普及に努め、核兵器の廃絶と軍縮を求める医師の連盟である。

核兵器廃絶・平和建設国民会議

加藤 秀治郎

かとう しゅうじろう

議長

105-0014

東京都港区芝2-20-12
友愛会館12階

03-3454-3461

03-3457-5280

info@kakkin.jp

http://www.kakkin.jp/

世界の恒久平和建設を目指し、核兵器の廃絶、原爆被爆者への救
援活動、原子力の平和利用を推進し、人類の繁栄に寄与する。

核兵器廃絶・平和建設広島県民会議

永山 博之

ながやま ひろゆき

議長

732-0825

広島市南区金屋町1-17
広島労働会館5階 広島友愛同盟内

082-506-0216

082-506-0217

核兵器廃絶広島平和連絡会議

久光 博智

ひさみつ ひろのり

連合広島会長

732-0825

広島市南区金屋町1-17
広島労働会館5階 連合広島気付

082-262-8755

082-262-8711

(代表アドレス) info@hiroshima.jtucrengo.jp

http://www.rengo-hiroshima.jp

核兵器の廃絶を求め、共同行動を推進する。

核兵器廃絶をめざすヒロシマの会

青木 克明
足立 修一
森瀧 春子

あおき かつあき
あだち しゅういち
もりたき はるこ

共同代表

730-0013

広島市中区八丁堀5-22
メゾン京口門404 足立・西法律事務所内

082-211-3342

082-211-3331

hanwa@e-hanwa.org

http://www.e-hanwa.org/

あらゆる種類の核兵器の全面的かつ完全な廃絶を目的とする。

合体標語を実現するヒロシマ被爆者の会

橘高 艶子

きったか つやこ

代表

730-0004

広島市中区東白島町15-6
第一西林ビル503

082-221-7223

082-221-7223

カトリック正義と平和広島協議会

肥塚 侾司

こえづか たかし

会長

730-0016

広島市中区幟町4-42
広島司教館内

082-221-6017

082-221-6019

koezuka@hiroshima.catholic.jp

韓国原爆被害者協会

成 洛龜

ソン ラック

会長

韓国原爆被害者対策特別委員会

朴 南珠

パク ナムジュ

委員長

732-0055

広島市東区東蟹屋町7-9
韓国会館内

082-264-2345

082-264-2348

hiroshima@mindan.org

在日・在韓被爆者の支援活動と、被爆体験の証言活動を行う。

韓国の原爆被害者を救援する市民の会広島支部

中谷 悦子

なかたに えつこ

広島支部長

738-0026

廿日市市上平良1249-8

0829-38-5316

0829-38-5316

peace.en@go3.enjoy.ne.jp

在韓被爆者及び在外被爆者の支援活動を行う。

082-239-6311

082-239-6311

原爆小頭症患者とその家族たちが原爆被害の国家責任を問い続け、
かつ相互扶助をすすめるため昭和４０年（１９６５年）に結成。
目的 （１）核兵器廃絶。 （２）すべての原爆小頭症患者に対する国
の終身保障を求める。 （３）原爆小頭症患者と家族が生きていた証を
残す。（現在、支援者の協力を得ながら作業中）

082-251-2111

082-252-7024

広島県内の大学で勉学をしている留学生を援助するために設立。

きのこ会

長岡 義夫

ながおか よしお

会長

731-0135

広島市安佐南区長束1-24-7
リバーサイド長岡401 長岡義夫様方

公益財団法人熊平奨学文化財団

橋本 宗利

はしもと むねとし

理事長

734-8567

広島市南区宇品東2-1-42
（株）熊平製作所内

1

核兵器禁止運動・世界平和の促進と被爆者の救援を目的とする。

「被爆国首相よ八月六日九日を人類総ザンゲの日として休日に制定
せよ」のヒロシマナガサキ合体標語を実現すると共に伝承活動の成就を
目的とする。
http://hiroshima.catholic.jp/

キリスト教精神に基づき社会の正義と平和を推進する。
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設立目的
１．ＩＭＦ（国際通貨基金）、世界銀行、ＷＴＯ（世界貿易機関）、ＡＰ
ＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）、ＯＤＡ（政府開発援助）など世界
の経済的な不公平、環境破壊の原因となっているグローバリゼーション
の問題についての学習会などを行う。
２．環境問題、食・農・水の問題、労働問題などに取り組んでいるグ
ループ、フェアトレードや地域通貨など人々がお互いに支えあうような取
り組みをしているグループとのネットワーク活動を行う。

グローバリゼーションを問う広島ネットワーク

木原 滋哉

きはら しげや

代表世話人

733-0815

広島市西区己斐上4-17-15
渡田正弘様方

082-271-0854

082-271-0854

グローバル・ピースメーカーズ・アソシエーション

澤田 美和子

さわだ みわこ

代表

732-0064

広島市東区牛田南1-5-10

082-222-6780

082-222-6780

原水爆禁止日本協議会

高草木 博 ほか９名 たかくさき ひろし

代表理事

113-8464

東京都文京区湯島2-4-4
平和と労働センター6階

03-5842-6031

03-5842-6033

antiatom55@hotmail.com

http://www.antiatom.org/

核戦争阻止、核兵器全面禁止・廃絶、被爆者援護・連帯を基本目
標とする。

原水爆禁止日本国民会議

川野 浩一

かわの こういち

議長

101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-2-11
連合会館1階

03-5289-8224

03-5289-8223

office@peace-forum.top

http://www.peace-forum.com/gensuikin/

反核・平和、脱原発とヒバクシャ援護・連帯を目的とする。

原水爆禁止広島県協議会

秋葉 忠利
佐古 正明
金子 哲夫

あきば ただとし
さこ まさあき
かねこ てつお

代表委員

733-0013

広島市西区横川新町7-22
自治労会館1階 （広島県平和運動センター内）

082-503-5855

082-294-4555

h-heiwa@chive.ocn.ne.jp

http://www3.ocn.ne.jp/~gensui/

核戦争阻止、核兵器廃絶と被爆者救援を目的とする。

原水爆禁止広島県協議会

高橋 信雄 ほか３名 たかはし のぶお

代表理事

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ロードビル202

082-568-5530

082-568-5536

gen86@c.do-up.com

原水爆禁止広島市協議会

中本 康雄

なかもと やすお

筆頭代表理事

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ロードビル202

082-568-5530

082-568-5536

原爆遺跡保存運動懇談会

頼 棋一

らい きいち

座長

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ 402 広島教育研究所内

082-261-4423

082-261-1912

kyoikuken@hi.enjoy.ne.jp

被爆遺跡保存運動をすすめ、被爆の実相を後世に伝える。

原爆慰霊碑ガイドボランティア「ヒロシマ」

玉置 和弘

たまき かずひろ

代表

731-0141

広島市安佐南区相田1-11-28
玉置和弘様方

(自宅) 082-872-5812

082-872-5812

kazu-tamaki@do9.enjoy.ne.jp

原爆に関する慰霊碑や記念碑、遺跡、建物等を語り伝えるガイドボラ
ンティア活動を通じて、ヒロシマの願いである核兵器のない平和な社会
の実現を目指す。

原爆資料保存会

横田 佳世子

よこた かよこ

会長

731-5115

広島市佐伯区八幡東1-4-8
横田志津子様方

082-928-5880

原爆胎内被爆者全国連絡会

好井 敏彦
二川 一彦

よしい としひこ
ふたがわ かずひこ

代表世話人

730-0051

広島市中区大手町5-16-18
大手町パルビル４階

090-7375-1211

082-545-3641

会員間の親睦と交流を図るとともに、最年少被爆者として再び被爆者
をつくらせないための様々な活動を行っていくことを目的とする。

「原爆の子」きょう竹会

早志 百合子

はやし ゆりこ

会長

731-0152

広島市安佐南区毘沙門台1-17-21
早志百合子様方

082-879-8551

082-879-8551

昭和26年に広島大学教授であった故長田新氏が当時の少年少女達
が書いた原爆体験記を集めて、岩波書店より発行された『原爆の子』
の執筆者で構成された平和団体である。政治、宗教、イデオロギーに
関係なく個々の立場で体験継承等、平和活動をする。

原爆被害者相談員の会

三村 正弘

みむら まさひろ

代表

730-0051

広島市中区大手町5-16-18
大手町パルビル４階

090-7375-1211

082-545-3641

一般財団法人 原爆被害者福祉センター 広島平和会館

坪井 直

つぼい すなお

理事長

730-0051

広島市中区大手町3-13-25

082-241-7226

082-241-6700

原発はごめんだヒロシマ市民の会

木原 省治

きはら しょうじ

代表

731-5135

広島市佐伯区海老園2-17-9
木原省治様方

082-922-4850

082-922-4852

憲法を守る広島県民会議

赤木 達男

あかぎ たつお

事務局長

730-0017

広島市中区鉄砲町4-7-202

082-221-2768

082-223-2027

平和憲法を擁護し、生活に生かすために、諸会議、集会等を開催す
る。

国際青少年友好センター

東條 文也

とうじょう ふみや

理事長

738-0033

広島県廿日市市串戸1-2-2
東條文也様方

0829-31-3018

0829-31-3018

国際連合の目的実現に協力し、世界経済の発展と人類の繁栄、福
祉の向上を図るために、世界が直面する諸問題の解決に寄与し、もっ
て、世界平和の確立に貢献することを目的とする。

国際ソロプチミスト広島

川中 文子

かわなか ふみこ

会長

730-0015

広島市中区橋本町10-1
510ビル309号

082-224-3260

082-224-3260

info@si-hiroshima.jp
si-club@ms8.megaegg.ne.jp

http://si-hiroshima.jp/

ビジネス、専門職、その他の生活面で高い倫理基準を保ち、全人類の
人権の獲得、特に女性の地位向上のために努め、全世界のソロプチミ
ストの間に友愛と一体の精神を啓発し、奉仕と人間理解の精神を高
揚し、国際理解と世界友好に貢献する。

国際ソロプチミスト平和広島

香月 洋子

かつき ようこ

会長

733-0033

広島市西区観音本町1-18-10
(株)山城屋 付 松岡 朋子様方

082-232-2377

082-292-0989

info@si-heiwahiroshima.net

http://www.si-heiwahiroshima.net/

働く女性のボランティア団体。

国鉄労組広島地方本部原爆被爆者対策協議会

福田 正昭

ふくだ まさあき

会長

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ロードビル4階

082-264-1771

082-264-1772

info@kokurou.com

小西のぶ子記念館

下田 礼子

しもだ れいこ

代表

733-0861

広島市西区草津東3-2-5

082-271-7895

082-271-7895

特定非営利活動法人 金光教平和活動センター

竹部 晴雄

たけべ はるお

理事長

719-0111

岡山県浅口市金光町大谷338

0865-42-3434

0865-42-6034

kpacgogo@kpac-jp.com

自治労広島県本部被爆者連絡協議会

未定

733-0013

広島市西区横川新町7-22
自治労会館内

082-294-8711

082-503-0172

j-hiroshima@j-hiroshima.jp

従軍慰安婦問題を考える会・広島

坂本 雅美

さかもと まさみ

代表

732-0804

広島市南区西蟹屋3-4-3
坂本雅美様方

082-263-9845

082-263-9845

従軍慰安婦問題を調査し、救援活動を行うとともに、この問題の解決
のために、諸外国の団体と交流する。

ジュノーの会

甲斐 等

かい ひとし

代表

726-0013

広島県府中市高木町1909-6
甲斐等様方

0847-45-0789

0847-45-0790

すべての核被害をなくし、世界のヒバクシャの即時救援を実現するため
に活動している。現在、チェルノブイリ救援に力をそそいでいる。

新日本婦人の会広島県本部

森 眞理子

もり まりこ

会長

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ロードビル305

082-263-0402

082-263-0447

shinfujin-hiroshima@nifty.com

http://www.shinfujin.gr.jp/

平和を愛し、女性と子供たちの幸せを願い、女性の地位向上、くらし、
教育などの学習をし、運動していく団体。

ストラテジーズ・フォア・ピース広島 （略称：SFP広島）

吉本 英章

よしもと ひであき

代表

739-0035

広島県東広島市西条町郷曽369-70
吉本英章様方

082-425-2070

082-425-2070

hideakiy@c.do-up.com

http://www.c.do-up.com/home/hideakiy/

広島の原点に立って、グローバルな視点から、恒久平和の確立と核兵
器の廃絶のための現実的・具体的戦略を研究・追求し、国内外の政
府、市民組織等に提言し、その実現を推進する。
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globalhiroshima@gmail.com

http://globalwatch.o.oo7.jp/

広島の被爆者の実態を英語で伝える事を通して、被爆の恐ろしさ、核
戦争の危険性を広く世界の人々に訴え、核のない世界を実現すること
を目的とする。

核戦争阻止、核兵器全面禁止・廃絶と被爆者援護･連帯を目的とす
る。
核戦争阻止、核兵器廃絶と被爆者救援を目的とする。

被爆資料の保存。市内にある慰霊碑に毎年巡拝。

g_soudan@yahoo.co.jp

http://blog.canpan.info/hibakusoudan/

専門ボランティアによる被爆者相談及び被爆者の証言のサポート、継
承。
広島県内の原爆被害者の相談事業や、国内外の平和運動交流のひ
ろばとして活動。

gomenda@bronze.ocn.ne.jp

http://www.geocities.jp/no_nukes_hiroshima/

核の軍事利用だけでなく、商業利用（原発）にも反対する活動を行う。

被爆した国鉄労働者・組合員並びにその家族の医療、生活、職場の
労働条件の諸要求解決を図るとともに、原水爆禁止運動の発展をめ
ざし、運動する。
反戦に生きた故小西のぶ子さんの旧宅を平和活動のセンターに開放。
反戦・反核・福島連帯の場に。
http://www.konkokyo.or.jp/kpac/

フィリピン、タイ及びカンボジアの恵まれない子供たちのための教育と生活
の支援活動
国家補償に基づく原爆被爆者援護法への改正を求めるとともに、原水
禁運動に積極的に参加し、被爆体験の継承、核全面禁止を実現さ
せるための運動を推進する。

市内平和関係団体リスト
平成３０年７月１日現在
団 体 名

生活協同組合ひろしま

世界平和女性連合・広島県連合会

代表者氏名

惠木 尚

川野 定子

代表者氏名よみがな

えぎ たかし

かわの さだこ

世界連邦運動協会広島支部

城 忠彰

じょう ただあきら

世界の子どもの平和像 せこへいヒロシマ

澤野 重男
大井 健地

さわの しげお
おおい けんじ

全国被爆者青年同盟

一貫田 康

いっかんだ やすひろ

代表者役職名

理事長

議長

郵便番号

739-0495

733-0011

所在地 または 連絡先住所

電話番号

広島県廿日市市大野原1-2-10
生活協同組合ひろしま 総合企画室 くらし応援グルー 0829-50-0351
プ

広島市西区横川町3-2-17
渡辺ビル3階

082-296-1027

FAX番号

0829-50-0352

082-296-1026

Ｅメールアドレス

hcoop@mail.hiroshima.coop

wfwphiro@dj9.so-net.ne.jp

733-0811

広島市西区己斐東2-34-21
森下峯子様方

共同代表

733-0815

広島市西区己斐上3-36-28
望月照己様方

082-273-8702

082-273-8702

mochizuki.t@sky.bbexcite.jp

委員長

733-0861

広島市西区草津東3-2-5
小西のぶ子記念館内

082-271-7895

082-271-7895

sadeen@brown.plala.or.jp

支部長

082-271-6205

082-271-6205

tadajo@shudo-u.ac.jp
minekomt@enjoy.ne.jp

ホームページアドレス

設立目的

http://www.hiroshima.coop/

協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的、経済的改善・向
上を図ることを目的とする。地域の平和学習・碑めぐりガイドの会による
被爆遺跡・戦跡めぐり、虹のコーラスの平和の歌声活動などを、組合員
の自主活動として取り組んでいる。

http://www.wfwp.gr.jp/

「地球は一つの家族」をモットーに国連が目指す方向にあわせて、国外
には途上国の貧困撲滅や女性の地位向上等を願って行動する。 国
内では留学生支援や災害などの被災地支援、さらに子育てに悩む家
庭のサポートなど草の根ボランティア活動を行う。 女性が得意とするの
は「共感」のネットワークづくり。 思いやりの輪を広げ、家庭から地域に
世界に思いを馳せて、「女性だからこそ」の世界平和実現への道を開く
ことを目的とする。

http://www.wfmjapan.org/

国連改革などの方策を通して核兵器のない平和な世界を構築すること
を目標とした、世界連邦政府樹立のための学習活動・国際交流を行
う。2005年10月には戦後被爆60周年記念として世界連邦日本大会
を広島で開催した。年に１～２回開催してきた市民講座は67回となる。
世界市民として、地球規模の諸問題を世界法、世界政府によって解
決することを究極の目的とするとともに、地球市民として何ができるかを
探求している。1948年8月6日世界連邦運動協会創立以来念願で
あった国会決議に関しては、2005年8月2日、核兵器等の廃絶、あらゆ
る戦争の回避、「世界連邦実現への道を探究」の文言を盛り込んだ戦
後被爆後60年国会決議が、衆議院本会議にて採択された。
広島の子ども・若者と市民が協力し、2001年8月6日に建立された「世
界の子どもの平和像」の理想（核も戦争もない21世紀）の実現を目的
とします。
毎年、「せこへい美術館」（世界の子どもの平和のための美術展）を開
催しています。

http://www2.odn.ne.jp/hibakusha-sd/

日米両政府による被爆者抹殺・差別と闘い、被爆者の社会的・健康
的・精神的解放を勝ち取ること。
核と原発をなくすための活動にとりくむ。

http://www.senbaduru.com

広島、沖縄、長崎及び各地で平和記念の為に集積した千羽鶴を、障
がい者の支援活動と平和学習等に役立てるため。 広島市内周辺の
約30の福祉事業所が参加するファクトリープロジェクトで解体分類し８
種類の再生紙に抄紙して、観光ボランティア、被爆体験伝承者、広島
市、広島県の職員の方々の名刺を初め、平和記念館入場者への記
念はがきや、公園内のショップで販売していただくノートや、ボールペン、
カンバッジなどを作る障がいの有る職人達を育て、修学旅行の平和学
習にも参加しています。

一般社団法人 千羽鶴未来プロジェクト

重松 まゆみ
（イングリング マユミ）

しげまつ まゆみ

代表理事

730-0035

広島市中区本通 5-9
金正堂ビル3F

082-258-4650

082-245-4667

mirai@senbaduru.com

全労働省労働組合原爆被爆者援護対策運営委員会

保田 真治

やすだ しんじ

執行委員長

730-8538

広島市中区上八丁堀6-30
広島労働局内 全労働広島支部気付

082-228-1542

082-211-0375

zenrodo-hiroshima@k7.dion.ne.jp

創価学会広島平和委員会

塩出 大作

しおで だいさく

委員長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

shiode@soka.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

壮年の視点から仏法を基調とした平和文化運動を推進。

創価学会広島学生平和委員会

美甘 博史

みかも ひろし

委員長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

mikamo@soka.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

学生の平和意識調査、戦争体験収集、近現代史の学習などを行う。

創価学会広島女性平和委員会

渡邉 浩子

わたなべ ひろこ

委員長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

w-kouzou3729@mrc.biglobe.ne.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

家庭･生活の場を基盤として世界の恒久平和をめざす。生命の尊厳を
守る担い手として、平和の尊さを次世代に伝える。

創価学会広島女性平和文化会議

塚﨑 寿実香

つかさき すみか

議長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

tsukasaki@soka.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

若い女性の視点から仏法哲学を基調にした平和文化運動の推進。

創価学会広島青年平和委員会

渡部 高志

わたなべ たかし

委員長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

tawatanabe@soka.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

仏法を基調とした青年の視点で核兵器廃絶の精神を継承し、1989年
から160回以上開催している「平和のための広島学講座」や展示会を
開催。

創価学会広島平和会議

久保 泰郎

くぼ やすろう

議長

732-8508

広島市東区光町1-15-39
創価学会 広島池田平和記念会館内

082-506-4111

082-506-4110

y-kubo@soka.jp

http://www.pv-hiroshima-soka.jp

仏法を基調とした平和・教育・文化運動の推進。

第九条の会ヒロシマ

藤井 純子

ふじい すみこ

世話人代表

734-0015

広島市南区宇品御幸1-9-26-413

(藤井) 070-5052-6580

082-283-7789
fujii@jca.apc.org
（佐々木様気付）

http://9-hiroshima.org/

軍都廣島として侵略戦争の出撃基地であったことを猛省し、広島の原
爆体験に基づいて、憲法第九条の不戦平和思想を国の内外に広めて
いく市民団体である。第九条の大切さを確認し、憲法の改悪に断固反
対するため、８・６新聞意見広告ほか様々な活動を行う。

建物疎開動員学徒の原爆被災を記録する会

黒瀬 真一郎

くろせ しんいちろう

代表

734-0005

広島市南区翠2-21-32
佐藤秀之様方

082-256-5876
090-2806-6549

082-256-5876

ドクター・ジュノー研究会

林 久雄

はやし ひさお

事務局長

733-0035

広島市西区南観音1-14-4
林久雄様方

082-293-1556
090-3632-3361

西日本旅客鉄道労働組合広島地方本部

松原 伸芳

まつばら のぶより

執行委員長

732-0056

広島市東区上大須賀町16-1
新幹線西高架下3F

082-261-6614

082-262-7882

日教組全国被爆教職員の会

江種 祐司

えぐさ ゆうじ

会長

101-0003

東京都千代田区一ツ橋2-6-2
日本教育会館 日教組内

03-3265-2191

03-3230-0172

１．国家補償を明記した抜本的な被爆者援護法の改正。 ２．健康
調査、援護。 ３．被爆体験の継承問題等に取り組む。 ４．平和教
育の推進。

日教組全国被爆二世教職員の会

藤井 耕一郎

ふじい こういちろう

会長

101-0003

東京都千代田区一ツ橋2-6-2
日本教育会館 日教組内

03-3265-2191

03-3230-0172

１．国家補償を明記した抜本的な被爆者援護法の改正。 ２．被爆
二世の健康調査、援護。 ３．被爆体験の継承問題等に取り組む。
４．平和教育の推進。

日本原水爆被害者団体協議会

坪井 直
谷口 稜曄
岩佐 幹三

つぼい すなお
たにぐち すみてる
いわさ みきそう

代表委員

105-0012

東京都港区芝大門1-3-5
ゲイブルビル902号

03-3438-1897

03-3431-2113
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労働行政及びその関係者である被爆者の援助、その他福祉の実現を
はかるための諸活動を行う。

satoh2014@red.megaegg.ne.jp

建物疎開動員学徒の原爆被災の全容の記録を作成する。

hisao0419@gmail.com

ドクター・ジュノーの広島救済を顕彰し、ジュノー精神を継承する。国際
赤十字委員会の活動に協力する。スイス連邦との友好親善に寄与す
る。

hiro@gr2.jrw-union.gr.jp

kj3t-tnk@asahi-net.or.jp

http://www.jrw-union.gr.jp

http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/

労働条件の維持・改善をはかり、経済的・社会的地位の向上を目指
し、社業を発展させるとともに個人の尊厳を尊重し、基本的人権の確
立と世界平和の達成を目指す。

原爆被害への国家補償の実現と核兵器の廃絶を目指す。

市内平和関係団体リスト
平成３０年７月１日現在
団 体 名

代表者氏名

代表者氏名よみがな

代表者役職名

郵便番号

所在地 または 連絡先住所

電話番号

FAX番号

Ｅメールアドレス

ホームページアドレス

設立目的

ohtakik@fch.ne.jp

http://www.servas-japan.org/

サーバス(SERVAS)の由来は英語SERVICE、1972年に世界の平和や
相互理解を促進することを目的として設立され、現在会員は130以上
の国や地域に約14,000人います。海外のトラベラーが日本会員宅に宿
泊したり、日本から海外の会員宅に滞在して、異なった文化や伝統に
直接触れながら互いの親交を深めています。
日本サーバス中国四国/九州支部では「折り鶴GIFTプロジェクト」を
始めました。ヒロシマ・ナガサキ来訪の記念として、「原爆の子の像」に奉
納された折り鶴をサーバス・トラベラーに手渡ししてお分けしています。こ
の折り鶴の一つ一つには東大阪市の小学生の平和メッセージが添えら
れていました。平和の願いを手から手へ

082-854-6246

w4m08yw5@ene.megaegg.ne.jp

http://blog.goo.ne.jp/fujinyukensha/

生活と直結した国民のための政治が行われるように啓発運動を行う。

03-3451-6377

03-3451-6277

info@j-peace.org

http://j-peace.org/

平和を守るための個人加盟の全国的平和団体（NGO)

広島市佐伯区安芸五日市郵便局私書箱第3号

090-7897-2095

082-928-1513

info@nodu-hiroshima.org

http://www.nodu-hiroshima.org/

放射能兵器である劣化ウラン弾の禁止を求めるための国際的キャン
ペーンを展開し、劣化ウラン弾の被害者への支援活動に取り組むため。
ICBUW（ウラン兵器禁止を求める国際連合）創設メンバー。2008年か
らICBUWヒロシマ・オフィスを設置。

733-0022

広島市西区天満町13-1-810
久野成章様方

082-297-7145

082-297-7145

kunonaruaki@hotmail.com

http://www.d6.dion.ne.jp/~knaruaki/tudoi/tudoi.html

より多くの市民に開かれた平和運動構築のため、一人一人の市民の自
立的な意志を尊重し、小組織・小運動の地域的で、かつ、全国的な
連帯を目指している。

世話人代表

731-5144

広島市佐伯区三筋2-7-42

082-922-8826

082-922-8826

kzkic@yahoo.co.jp

しもだ れいこ

会長

733-0861

広島市西区草津東3-2-5
小西のぶ子記念館内

082-271-7895

082-271-7895

hibakusha-sd@ams.odn.ne.jp

http://www2.odn.ne.jp/hibakusha-sd/

反戦・反核、二度と侵略戦争を許さないために活動。

しのだ ひであき

代表理事

734-0011

広島市南区宇品海岸1-11-11-1003

082-530-2656

office@peacebuilders.jp

http://www.peacebuilders.jp/

人間の安全保障の観点から、理論と経験を踏まえた平和構築事業の
実践、研究、提言、情報提供、人材育成などの諸事業を行い、広く
平和に寄与する。

常任世話人会
（複数集団指導体制）

730-0051

広島市中区大手町5-16-18
PALビル3階

(呼) 082-241-1713

http://www1.odn.ne.jp/hikaku/

日本政府が非核宣言をすることを求めて活動している全国組織の団
体の「広島の会」。広島県内の非核宣言状況のアンケート調査、会報
の発行、講演会などを行う。

たかやま ひとし

会長

739-0142

広島県東広島市八本松東4-7-3
高山等様方

0824-28-5121

0824-28-5121

清水 正人

しみず まさと

事務局長

733-0002

広島市西区楠木町1-15-16
082-233-7080
第１若宮ビル206 広島市教職員組合（新市教組）内

082-233-7080

aogiri1998@gmail.com

http://aogiri1998.blog58.fc2.com/

反戦・反核の運動と平和教育を推進するために、被爆者のねがいを広
め、平和の確立を図る。
活動内容：被爆アオギリの種子を希望者に発送。 絵本「アオギリのね
がい」、平和教育資料の発送。その他、平和運動、平和教育に関する
こと。

被爆者が描いた原爆の絵を街角に返す会

早坂 暁

はやさか あきら

会長

730-8523

広島市中区八丁堀7-11
広島YMCA国際ｺﾐｭﾆﾃィｾﾝﾀｰ内

082-228-2266
0829-23-2564

082-224-3228
0829-23-2564

npo-pwcx@cc22.ne.jp

http://www5e.biglobe.ne.jp/~genbakue/

この会は、あの日の光景と共に被爆者の心の痛みや平和の叫びを、若
い世代や後世に伝えるために、被爆者の描いた原爆の絵を陶板の碑に
してその街角に返すことを目的とする（会則 第3条）

被爆者支援広島ネットワーク

青木 克明

あおき かつあき

代表世話人

730-0853

広島市中区堺町1-2-9
082-503-2750
貴志ビル203号 広島県原爆被害者団体協議会気付

082-503-2755

被爆証言の会

山口 恵司

やまぐち けいじ

代表

732-0032

広島市東区上温品2-30-4
山口恵司様方

070-3770-2200
(自宅) 082-280-3030

082-280-3030

yamaco@s7.dion.ne.jp

ひろしま・祈りの石の会

梅本 道生

うめもと みちお

会長

733-0013

（本部オフィス）
広島市西区横川新町6番6-1901
スカイプラザ横川19-1

082-295-5135

082-950-1923

info@stone-for-peace.org

広島・沖縄をむすぶつどい

一 泰治

はじめ たいじ

世話人

731-4228

広島県安芸郡熊野町柿迫18-23
一泰治様方

090-4148-2637

082-855-3115

731-0222

広島市安佐北区可部東3-13-15
大瀧一夫様方

082-812-3248

731-4224

広島県安芸郡熊野町神田9-14
栗原君子様方

082-854-6216

代表理事

105-0014

東京都港区芝1-4-9
平和会館内4階

かざし のぶお

代表

731-5199

田中 利幸

たなか としゆき

代表

母たちの平和運動

大原 裕子

おおはら ひろこ

反戦被爆者の会

下田 礼子

特定非営利活動法人ピースビルダーズ

篠田 英朗

非核の政府を求める広島の会

指定なし

東広島市原爆被爆資料保存推進協議会

高山 等

被爆アオギリのねがいを広める会

日本サーバス中国・四国支部

大瀧 一夫

おおたき かずお

日本婦人有権者同盟広島支部

未定

日本平和委員会

佐藤 光雄

さとう みつお

NO DU (劣化ウラン兵器禁止） ヒロシマ・プロジェクト

嘉指 信雄

8・6 ヒロシマ平和へのつどい

支部長

広島アジア友好学院

三木 豊

みき ゆたか

理事長

730-0051

広島市中区大手町1-5-31-201
ひろしま市民活動ネットワーク内

080-6318-5283
082-299-5182

広島医療生活協同組合原爆被害者の会

青木 克明

あおき かつあき

会長

731-0121

広島市安佐南区中須2-20-20
広島共立病院医療福祉相談室内

082-879-6672

広島花幻忌の会

長津 功三良

ながつ こうさぶろう

事務局長

740-1231

岩国市美和町生見4011

090-9065-5345

平和記念資料館で毎日上映されている『ヒロシマ・母たちの祈り』のビデ
オテープや映画フィルムを、世界の平和団体や大学・個人に寄贈し、原
子爆弾が広島にもたらしたものを伝え、核兵器使用抑制と廃絶の意識
の拡がりと昂揚に寄与したい。

原爆被爆資料を保存・展示し、被爆体験の継承を図るとともに人々の
平和のための理解を深める。

高齢化した原子爆弾被爆者の実情を踏まえ、その要求や活動を支援
します。
小・中・高校生に被爆の実相を証言すると共に、戦争を否定し、核兵
器廃絶と世界の恒久平和を求めてゆく学習をする。
http://www.stone-for-peace.org/

被爆した電車の敷石に平和のメッセージを彫り、祈りの石として世界各
国の元首に寄贈する。
子供の交流を中心にしながら、沖縄の文化等を含めて、平和学習を行
う。

fugenbosatsu1953@gmail.com

１．私たちは、過去のアジア侵略の過ちを反省し、アジア各国と歴史認
識を共有する。
２．アジアの平和共存、全世界の非核、平和な社会の実現を目指すと
ともに陳情書の基本理念の遂行に寄与する。
３．被爆者の証言活動のサポート。記憶、継承、被爆アオギリ物語の
伝承、アオギリ二世の種を世界へ贈る活動。被爆アオギリ里子運動提
唱。
４．アジアの言語、講座開設（中国、ハングル、モンゴル語など。現地と
の文化、音楽、経済交流、ほか）
５．人に優しい気持ちを持つ子どもたちの育成を目指し、啓発活動を行
う。

082-879-1146

msw@hiroshimairyo.or.jp

被爆者の健康管理、学習会、交流、在外被爆者との交流などを行っ
ている。

0827-97-0826

kou-kujira@sea.icn-tv.ne.jp

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/hlm-society/kagenki.html

原民喜を中心とした原爆文学の再評価と継承。

広島群集の渦
（①ヒロシマ合体標語を実現する市民の会、②ヒロシマ千人鶴の命連絡事務 三橋 栄子
所）

みつはし えいこ

代表

730-0004

広島市中区東白島町15-6
第一西林ビル503

082-221-7223

082-221-7223

１．４７年間、ヒロシマ・ナガサキ１１万世帯に標示されてきた合体標語
の実現。すなわち、原爆が投下された８月６日と９日を人類総ザンゲの
日として休日とすること。
２．被爆体験の伝承と継承の達成。
３．平成２７年３月１１日広島市議会より政府に出された合体標語の
意見書実現のために広島市議会にて合体標語の条例制定を実現す
ること。

広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会

高野 正明

たかの まさあき

会長

738-0514

広島市佐伯区杉並台 3-3
牧野一見 様方

0829-83-0726

0829-83-0726

黒い雨の実相を明らかにして後世に伝え、全降雨地域を被爆地域に
指定して被害者に被爆者援護法を適応させることを目的とする。

広島県原爆被害者団体協議会

坪井 直

つぼい すなお

理事長

730-0051

広島市中区大手町3-13-25
広島平和会館内

082-241-7226

082-241-6700
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hidankyo-hiro@shore.ocn.ne.jp

原水爆禁止と被爆者援護のため活動。

市内平和関係団体リスト
平成３０年７月１日現在
団 体 名

代表者氏名

代表者氏名よみがな

代表者役職名

郵便番号

所在地 または 連絡先住所

電話番号

FAX番号

Ｅメールアドレス

ホームページアドレス

設立目的

広島県原爆被害者団体協議会

佐久間 邦彦

さくま くにひこ

理事長

730-0853

広島市中区堺町1-2-9
貴志ビル203

082-296-0040

082-503-2755

kazuo-o@mountain.ocn.ne.jp

原爆被害者の諸問題の解決、核兵器廃絶。

広島県原爆被害者団体協議会 （佐久間）被爆者相談所

山田 寿美子

やまだ すみこ

所長

730-0853

広島市中区堺町1-2-9
貴志ビル203

082-503-2750

082-503-2755

rijichopeace730@ninus.ocn.ne.jp

原爆被害者への相談援助、被爆者援護法の普及。

広島県原爆被害者団体協議会・被爆を語り継ぐ会

坪井 直

つぼい すなお

会長

730-0051

広島市中区大手町3-13-25
広島県原爆被害者団体協議会内

082-241-7226

082-241-6700

広島県原爆被爆教職員の会

江種 祐司

えぐさ ゆうじ

会長

732-0052

広島市東区光町2-8-32
エコード広島3階

082-264-3222

082-264-1757

広島県高等学校教職員組合原爆被爆二世教職員の会

角田 拓

かくだ たく

会長

732-0825

広島市南区金屋町1-17
ワークピア広島2F 広島県高等学校教職員組合内

082-261-1770

082-261-1771

広島県高等学校原爆被爆退職教職員の会

増岡 清七

ますおか せいしち

会長

732-0825

広島市南区金屋町1-17
ワークピア広島2F 広島県高等学校退職教職員協議 082-569-8191
会事務局

082-569-8191

Hiroshima-rhstc@nifty.com

http://homepage2.nifty.com/hirokotaikyo/

広島県内及び他県からの小・中・高の児童・生徒に対する被爆体験
証言活動ならびに碑めぐりを通して、原爆投下後の広島の状況を語
る。

広島県生活協同組合連合会

岡村 信秀

おかむら のぶひで

会長理事

730-0802

広島市中区本川町2-6-11
第7ウエノヤビル5階

082-232-8100

kenren.h@proof.ocn.ne.jp

http://hiroshima.kenren-coop.jp/

広島県内生協の連帯推進と支援、消費者の生活向上のために活動
を行う。生協のスローガン「平和とよりよき生活のために」。平和市長会
議へ賛同し、県内外の生協へ「核兵器禁止条約の早期締結を求める
署名」を呼びかけている。

082-245-7725

082-245-0064

082-532-1300

核兵器廃絶を目指し、広島県原爆被害者団体協議会と連携して、
被爆体験の継承や核兵器被害の実相普及のために活動する。
広島平和教育研究所、広島県教組と協力し、修学旅行生に証言活
動を行う。

hnet@lime.ocn.ne.jp

父母の原爆体験を継承して、平和教育運動の推進と会員の健康福
祉の向上を図る。

女性の教養並びに地位の向上、青少年の健全育成、人権尊重、家
庭並びに社会において、民主的生活の実践、長寿社会への対応、地
域社会の福祉増進、国際化と世界平和の確立などの実現につとめ、
男女共同参画による活力と個性豊かな地域社会の建設を目的とす
る。

広島県地域女性団体連絡協議会

佐藤 浩子

さとう ひろこ

会長

730-0043

広島市中区富士見町11-6
エソール広島2階

広島県朝鮮人被爆者協議会

李 実根

リ シルグン

会長

733-0024

広島市西区福島町2-25-1-202
李実根様方

082-231-7928

082-231-7928

一般財団法人 広島県動員学徒等犠牲者の会

井上 公夫

いのうえ きみお

理事長

732-0816

広島市南区比治山本町12-2
広島県社会福祉会館3階

082-252-0316

082-252-0316

douingakuto1957@sepia.plala.or.jp

http://www.douingakuto.com/

１．動員学徒等の業績の顕彰とその精神の啓発。
２．社会福祉思想の普及及び動員学徒の厚生援護。
３．平和推進の調査研究及びその実践。

公益財団法人広島原爆障害対策協議会

平松 恵一

ひらまつ けいいち

会長

730-0052

広島市中区千田町3-8-6
広島市総合健康センター内

082-243-2451

082-241-0414

infogen@gentaikyo.or.jp

http://www.gentaikyo.or.jp

原爆障害の研究及び原爆被害者の健康管理の対策、並びに原爆被
爆者の援護の対策について審議し、その推進を図るとともに、原爆被
爆者をはじめとする住民の健康の維持増進に寄与することを目的とす
る。

広島県被爆二・三世の会

尾野 進

おの すすむ

会長

730-0853

広島市中区堺町1-2-9
082-296-0040
貴志ビル203号 広島県原爆被害者団体協議会気付

082-503-2755

succssion@estate.ocn.ne.jp

広島県被爆二世団体連絡協議会

政平 智春

まさひら ともはる

会長

732-0825

広島市南区金屋町1-17
ワークピア広島2F 広島県高等学校教職員組合内

082-261-1770

082-261-1771

被爆者、被爆二世の基本的人権を守り、原水禁運動の真の統一を
指向しつつ、あらゆる国の核兵器の全廃、反核、反戦平和のたたかい
を推進するとともに、国家補償の精神に基づいた被爆者援護法の改正
を目的とする。

広島県文化団体連絡会議

亀岡 恭二

かめおか きょうじ

事務局長

730-0051

広島市中区大手町2-6-15
パークヒルズ大手町3階 広島市民劇場内

082-247-5433

082-247-0046

文化活動を通じて、平和を守る。広島市を真に「平和と文化」の街に
する。

広島県平和委員会

湯川 寛子 ほか３名 ゆかわ ひろこ

代表理事

732-0052

広島市東区光町2-9-24
広島ロードビル202

082-568-5530

082-568-5536

核戦争阻止、核兵器廃絶、軍事同盟打破、基地撤去、軍国主義復
活反対。一切の平和を守る闘いを推進。

広島県平和運動センター

佐古 正明

さこ まさあき

議長

733-0013

広島市西区横川新町7-22
自治労会館１階

082-503-5855

082-294-4555

広島県労働組合会議原爆被爆者団体連絡協議会

神﨑 昭男

かんざき あきお

会長

733-0013

広島市西区横川新町7-22
自治労会館1階 広島県平和運動センター内

082-503-5855

082-294-4555

広島高校生平和ゼミナール

小林 一成

こばやし かずなり

世話人

733-8511

広島市西区楠木町4-15-13
崇徳中・高等学校 平和問題研究部気付

082-237-9331

082-230-2897

082-222-1588

kenjyoren@r8.dion.ne.jp

在日朝鮮人（韓国籍を含む）及び在朝被爆者の救済を図るとともに平
和な社会と核兵器廃絶を目指す。

１．被爆二・三世の連携強化と生命、健康、生活その他共通する問
題解決するための運動
２．原水爆禁止運動と国家保障に基づく被爆者援護法の制定
３．被爆体験継承
４．碑めぐり・遺跡めぐり講師派遣、養成

労働組合を基盤として、「平和・民主主義・人権・環境」を基本目的と
する「社会運動」を行う。

h-heiwa@chive.ocn.ne.jp

被爆労働者・被爆二世労働者の生活と権利を守り、原水禁運動の
発展を目指しつつ、反戦・反核・平和運動を推進する。
cyq10037@nifty.com

広島の高校生の自主的な平和学習活動を行う。

082-222-1587

info@hiroshimayouth.org

“平和と友情”をモットーに青少年の国際交流を昭和43年(1968年)以
来継続。特に広島とハノーバー市の姉妹都市提携に向けて、橋わたし
として貢献、こうして青少年交流15年を基盤に広島・ハノーバー両市の
架橋となって、昭和58年（1983年）5月、両市が姉妹都市提携調印し
た。平成17年（2005年）以降、青少年国際平和未来会議（IYCPF）の
運営を行い、広島の姉妹都市を中心に青少年交流を続けている。

(代表) hiro-icf@fch.ne.jp
(事業) cs8f@fch.ne.jp

一般社団法人 広島国際青少年協会

井内 康輝

いない こうき

代表理事

730-0013

広島市中区八丁堀6-4
スカイパークビル6F

一般財団法人 広島国際文化財団

山本 治朗

やまもと じろう

理事長

730-0854

広島市中区土橋町7-1
中国新聞ビル8階

082-294-4621

082-294-4621

広島市観光ボランティアガイド協会

持永 芳孝

もちなが よしたか

会長

730-0011

広島市中区基町5-61
広島市青少年センター内

082-222-5577
（電話受付時間10時～16
時）

082-222-5577

平和記念公園、広島城、縮景園、旧日本銀行広島支店などの観光
http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/information/bora01.htm
案内活動を通じて、広島の観光振興に寄与することを目的とする。

広島市原爆被害者の会

神﨑 昭男

かんざき あきお

会長

730-0051

広島市中区大手町3-13-25
広島平和会館内

082-241-7226

082-241-6700

原水爆禁止と被爆者援護のため活動。被爆２世３世を組織し、被爆
体験を継承する。

一般財団法人広島市原爆被爆者協議会

松井 一實

まつい かずみ

会長

732-0068

広島市東区牛田新町1-16-1

082-228-7313

082-228-7311

広島市地域女性団体連絡協議会

月村 佳子

特定非営利活動法人（NPO法人） ヒロシマ宗教協力平和センター（HRCP） 上田 知子

info@kandasansou.jp

http://hiroshimayouth.org/

「人類最初の原爆の惨禍を体験した広島市民の平和への願いと使命
感をさらに高めるとともに、名実ともに国際平和文化都市広島としての
都市づくりに寄与すること」を事業目的とする。

http://www.kandasansou.jp/

広島市内に居住する原子爆弾被爆者及び原子爆弾死没者遺家族
の援護対策の充実強化を図るとともに、その管理する温泉施設におけ
る温浴療法の提供等により、原爆被爆者等の健康保持増進に寄与
することを目的とする。

つきむら よしこ

会長

732-0822

広島市南区松原町5-1
082-568-0207
広島市総合福祉センター内（BIG FRONT ひろしま5階）

082-568-0231

shijoren@cyberbb.com

http://cyberbb.com/hjd/

広島市内の区・地域女性団体の相互連絡とその健全な発展を図り、
国際平和文化都市にふさわしい活動及び女性の教養・生活・地位の
向上とともに、社会福祉活動の推進に寄与することを目的とする。
広島駅にほど近い場所であるため、より活発な活動の拠点となり、学習
会や研修会、また様々な分野の講座を開講して市民の皆様の居場所
づくりとして活動しています。

うえだ ともこ

理事長

730-0051

広島市中区大手町1-5-31-201
ひろしま市民活動ネットワーク HEART TO HEART内

082-881-0721

hrcp.npo@chime.ocn.ne.jp

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1223359578327/index.html
http://hrcp.sakura.ne.jp

一人ひとりの平和的な心の開発と宗教の相互理解・協力を促進し、そ
の連帯を通じて恒久平和の実現に貢献する。一人ひとりの心田を耕
し、宗教協力の推進と平和実現に寄与することを目的とする。

082-881-0721
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広島市立大学広島平和研究所

吉川 元

きっかわ げん

所長

731-3194

広島市安佐南区大塚東3-4-1
情報科学部棟別館4階

082-830-1811

082-830-1812

office-peace@m.hiroshima-cu.ac.jp

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/peace_j/

世界初の核兵器による被爆を体験した「ヒロシマ」、その歴史を背景に
広島市立大学の附置研究所として開設された。学術研究活動を通じ
て、核兵器の廃絶に向けての役割を担うとともに、地球全体が直面す
る諸問題の解決にも寄与し、世界平和の創造、維持と地域社会の発
展に貢献することを目的としている。

HIROSHIMA SPEAKS OUT

浜井 道子

はまい みちこ

代表

731-5114

広島市佐伯区美鈴が丘西4-3-7-4
浜井道子方

082-927-1691

082-927-1691

ymhamai@ybb.ne.jp

http://h-s-o.net/

世界市民に対して、広島における被爆者の被爆体験とその後の生き方
に関する情報を発信し、憎しみを暴力に変えることなく、平和を希求す
る力としていった過程をともに知り、考え、学び取る事業を通して、個
人・社会・世界における様々な争いの解決に役立つことを目的とする。

一般社団法人 広島青年会議所

龍永 直記

たつなが なおき

理事長

730-0011

広島市中区基町5-44
広島商工会議所ビル8階

082-228-0073

082-228-0065

info@hiroshima-jc.jp

http://www.hiroshima-jc.jp/

日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解
及び親善を助長し、世界の繁栄を平和に寄与することを目的とする。

ヒロシマ・セミパラチンスク・プロジェクト

佐々木 桂一

ささき けいいち

世話人代表

733-0861

広島市西区草津東3-6-11-2
橋村ますみ様方

082-274-1634

082-274-1634

mashenka@fancy.ocn.ne.jp

http://hiroshima.cool.ne.jp/kazakhstan/

世界のヒバクシャに、広島から救援の手を差しのべ、核悲劇のない21世
紀を交流・支援を通して実現していく。

広島大学原爆放射線医科学研究所

松浦 伸也

まつうら しんや

研究所長

734-8553

広島市南区霞1-2-3

082-257-5802

082-257-5615

kasumi-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

https://www.hiroshima-u.ac.jp/rbm

原子爆弾その他の放射線による障害の治療及び予防に関する学理
並びにその応用の研究。

広島大学平和センタ－

川野 徳幸

かわの のりゆき

センター長

730-0053

広島市中区東千田町1-1-89
広島大学東千田キャンパス内

082-542-6975

082-245-0585

heiwa@hiroshima-u.ac.jp

http://home.hiroshima-u.ac.jp/heiwa/

平和学の研究調査と資料収集を目的とする広島大学の施設。

広島中高生平和サークル「メッセージ from ヒロシマ」

北村 環

きたむら たまき

世話人

732-0825

広島市南区金屋町1-17
ワークピア広島2F 広島県高等学校教職員組合内

082-261-1770

082-261-1771

ヒロシマの今から過去を見て回る会

戸村 良人

とむら よしと

代表

742-0417

岩国市周東町下久原1329-1

0827-84-2529

0827-84-2529

simoiti1329@do.enjoy.ne.jp

広島の強制連行を調査する会

正木 峯夫

まさき みねお

世話人代表

731-4228

安芸郡熊野町柿迫5-2

082-854-3224

082-854-3224

shouki5174@nifty.com

知られざる広島県下の朝鮮人・中国人の強制労働の実態調査を通じ
て、一人一人が日本のかつてのアジア侵略の歴史認識を問いなおす。

広島の証言の会

下中 奈美

しもなか なみ

代表

730-0012

広島市中区上八丁堀7-1
ハイオス広島513号 下中奈美法律事務所内

082-222-9912

082-222-9913

simonakanami.lo@nifty.com

思想・信条にかかわらず、広く原爆被爆者・被爆二世三世・一般市民
の方々と一緒に原爆の残虐性・非人道性を告発し、一切の核兵器の
禁止・廃絶と平和の確立を目指して行動する

広島ピースアニメの会

二國 則昭

にこく のりあき

代表

730-0013

広島市中区八丁堀2-31
鴻池ビル9階 広島みらい法律事務所気付

082-511-7772

082-511-7773

公益財団法人ヒロシマ・ピース・センター

鶴 衛

つる まもる

理事長

731-5143

広島市佐伯区三宅2-1-1
広島工業大学内

082-921-4149

082-921-6979

広島被爆者援護会

石原 智子

いしはら ちえこ

理事長

733-0036

広島市西区観音新町1-30-2-912

090-7376-7469

082-848-6536

engo.seki@docomo.ne.jp

広島文学資料保全の会

土屋 時子

つちや ときこ

代表幹事

730-0802

広島市中区本川町 2-1-29-301

082-291-7615

082-291-7615

qqxn4he9k@cap.ne.jp

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/index.html

原爆文学を中心としながら、さらに近代の郷土作家ならびに縁のあった
作家の資料・文学作品・遺品などの調査・収集・保存・公開・研究を
すすめ、これらの資料を収集し、かつ公開展示できる施設の建設を図
る。

広島平和教育研究所

小早川 健

こばやかわ けん

所長

732-0052

広島市東区光町2-8-32
エコード広島3階

082-264-1751

082-264-1757

hipe@iris.ocn.ne.jp

http://www.hipe.jp/

平和教育の内容・方法の研究、地域課題の調査・研究、国際交流。

http://www.hiroshima-pcf.or.jp/

人類最初の原爆の惨禍を体験した広島市民の平和への願いと使命
感を高め、さまざまな平和活動および国際交流、協力活動などの推進
や支援を進める目的で、７つの公益事業を行っています。平和活動はヒ
ロシマ・アピールズポスター、ヒロシマピースグラント、「ひろしまフラワーフェ
スティバル」支援、ヒロシマ情報の多言語発信の４事業、国際交流・協
力活動は国際交流フェスティバル、ヒロシマスカラシップ、国際交流奨励
賞の3事業です。

若者による被爆体験等の継承。若者（中高校生）たちが平和を通して
交流する会。広島県高等学校被爆二世教職員の会が支援している。
http://ww3.enjoy.ne.jp/~simoiti1329/

ヒロシマを継承するために被爆体験がなくても原爆犠牲者の碑や史跡
を案内することによって反戦、反核の思いを伝える。

平和のアニメーションを制作し、制作した『つるにのって』というアニメーショ
ンの普及活動および普及活動に関連した平和運動を行う。
www.hiroshima-peace-center.jp

公益財団法人 ヒロシマ平和創造基金

岡谷 義則

おかたに よしのり

理事長

730-0854

広島市中区土橋町7-1

082-234-0061

082-294-4621

hpcf@hiroshima-pcf.or.jp

広島平和美術協会

瀬古 正勝

せこ まさかつ

会長

731-0121

広島市安佐南区中須1-40-5
菊岡洋二様方

082-879-4032

082-879-4032

gs828828@tk2.so-net.ne.jp

公益財団法人広島平和文化センター

松井 一實

まつい かずみ

会長

730-0811

広島市中区中島町1-2

082-241-5246

082-542-7941

p-soumu@pcf.city.hiroshima.jp

恒久的世界平和の理想を実現するために諸施策を通して人類の福祉
と平和の具現化を図る。
１．核兵器の廃絶、世界の恒久平和を求める。 ２．会員及び被爆者
の相談及び支援。 ３．平和学習の支援。 ４．会員相互の親睦

原爆犠牲者及びあらゆる戦争犠牲者の冥福を祈り、核廃絶を願い平
和を願う意思表示として、芸術を通して広島を基点とし、全世界に呼
びかけ結集して、総合美術展を開催する。

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/

ヒロシマの体験を根底にすえ、全人類的な視野に立って、市民に平和
思想の普及をはかるとともに、国内・国外の平和研究機関及び関係団
体と連携し、ヒロシマを継承することによって世界の平和の推進と人類の
福祉の増進に寄与することを目的とする。

http://www.vide-navi.com/~hiroben/

１．平和・核兵器廃絶に関する問題を調査・研究し、これに必要な活
動を企画して実行するとともに、被爆者の人権を擁護し救済するために
必要な活動を行う。
２．憲法改正問題について調査・研究し、これに必要な活動を企画・
実行する。
３．特定秘密の保護に関する法律の廃止を目指し、これに必要な活
動を企画・実行する。

広島弁護士会 「平和・憲法問題対策委員会」

工藤 勇行

くどう ゆうこう

委員長

730-0012

広島市中区上八丁堀2-73

082-228-0230

082-228-0418

広島マスコミ九条の会

太田 武男

おおた たけお

事務局長

730-0805

広島市中区十日市町1-5-5
坪池ビル2階

082-231-3005

082-231-3005

hiro9@opal.plala.or.jp

http://hiromas9.jimdo.com/

１．改憲阻止、特に九条改憲に反対する。
２．マス・メディアの憲法関連報道に注目し、その動向をチェックする。
３．「九条の会」（大江健三郎氏ら９氏の呼びかけ）アピールの賛同者を
広げる。
４．その他、必要な取り組み。

広島ユネスコ協会

亀井 章

かめい あきら

会長

730-0036

広島市中区袋町6-36
広島市まちづくり市民交流プラザ フリースペース気付
メールボックスNo.89

(事務局長) 090-7132-2284

082-255-5464
（事務局長宅）

hiroshima2007@unesco.or.jp

http://www.unesco.jp/hiroshima/

ユネスコ憲章の精神に則り、教育・科学・文化を通じて、国際理解・交
流、国際協力を進め世界平和に貢献し、あわせて地域社会の向上に
努める。

公益財団法人 広島ＹＭＣＡ

殿納 隆義

とのう たかよし

理事長（総主事）

730-8523

広島市中区八丁堀7-11

082-228-2266

082-211-0366

tono@hiroshimaymca.org

http://hymca.jp

社会教育団体・国際ボランティア団体として、青少年育成、ボランティ
ア活動の推進、平和推進や国際交流・協力などを行う。

一般財団法人 広島ＹＷＣＡ

中木 風子

なかき ふうこ

代表理事（会長）

730-0051

広島市中区大手町4-6-31
小田ビル1階

082-521-2045

082-521-2045

info@hiroshimaywca.com

http://hiroshimaywca.com

キリスト教精神とグローバルな視野を持って日本国憲法の第九条の精
神に立ち、女性と子供をエンパワーし、平和・非暴力・人権運動を進め
る。
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ヒロシマを語り継ぐ教師の会

杉山 武郎

すぎやま たけお

会長

731-0151

広島市安佐南区毘沙門台東2-3-7
梶矢文昭様方

福島地区被爆者の会

中西 はるゑ

なかにし はるゑ

会長

733-0024

広島市西区福島町1-19-19-102
広島県地域人権運動連合会内

082-291-6615

婦人国際平和自由連盟広島地方支部

谷尾 範子

たにお のりこ

広島地方支部長

732-0068

広島市東区牛田新町3-19-30
達川順子様方

082-227-2539

722-0041

広島県尾道市防地町24-27

FAX番号

082-870-6515

082-870-6515

082-291-6149

0848-37-3295

政平 智春

まさひら ともはる

会長

ブラジル被爆者平和協会
（Associação Hibakusha-Brasil pela Paz）

森田 隆

もりた たかし

会長

Av. Jabaquara, 1744 CEP:04046-300, Saúde - São (11) 2577-0323
Paulo - SP, BRASIL
(11) 5589-9594

米国広島・長崎原爆被爆者協会
[American Society of Hiroshima-Nagasaki A-bomb Survivors]

更科 洵爾

さらしな じゅんじ

会長

7101 Pelican Drive, Buena Park, CA 90620, USA

平和学習・ひろしま被爆体験証言グループ

幸元 省二郎

こうもと しょうじろう

代表

733-0821

広島市西区庚午北1-10-20-303
幸元省二郎様方

082-272-0332
090-8717-9019

082-272-0332

平和のためのヒロシマ通訳者グループ

小倉 桂子

おぐら けいこ

代表

730-0001

広島市中区白島北町18-3-702
小倉桂子様方

(小倉) 082-222-6103
(渡田) 090-6835-8391

082-222-6122

平和の灯奉讃会

藤田 一憲

ふじた かずのり

会長

730-0037

広島市中区中町8-6
(株)フジタ広島支店総務部気付

082-241-4131

082-241-4166

ボイス・オブ・ヒロシマ

増田 千代子

ますだ ちよこ

代表

730-0036

広島市中区袋町6-36
合人社ウェンディひと・まちプラザ フリースペース気付
メールボックスNo.67

090-3635-0231

082-892-3386

公益財団法人放射線影響研究所

丹羽 太貫

にわ おおつら

理事長

732-0815

広島市南区比治山公園5-2

082-261-3131

082-263-7279

放射線被曝者医療国際協力推進協議会（HICARE）

平松 恵一

ひらまつ けいいち

会長

730-8511

広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局被爆者支援課内

082-228-9901

082-228-3277

080-4732-6607

◇世界の平和を願い再び原爆の惨禍をこの地上に受けぬよう、すべて
の国の人びとに平和のメッセージを送る。
◇海外に居住するすべての国の原爆被爆者とともに、当然の権利とし
て日本国内の被爆者と同様の原爆被爆者関係の法律の適用を受け
るべく、強力に各方面に申請する。

将来の恒久的な平和社会を構築してゆくため、未来ある青少年、学
生の意識構築を願い、修学旅行時における平和学習の一助として、
原爆被爆体験の証言を行なっている。
hip-staff@googlegroups.com

http://www.hipj.org/

平和関係のガイド（特に平和記念公園案内）。英語による被爆体験
証言。被爆体験の通訳。ガイド用資料制作。
平和の灯建設の基本的精神、すなわち慰霊の心、無償の心、平和希
求の心の昂揚を目的とする。この灯は世界から核兵器が無くなるまで燃
え続ける。

chiko620@do2.enjoy.ne.jp

hicare1991@hicare.jp

http://blog.goo.ne.jp/p-h-21

よりよい共存社会をめざして、次のことを目的としている。
１．核兵器と戦争の廃絶 ２．ヒロシマの声の発信 ３．日常生活の
中で平和を築く力の育成 ４．他団体の協力・支援

http://www.rerf.or.jp

放射線の人に及ぼす医学的影響及びこれによる疾病の調査・研究。

http://www.hicare.jp

人類で最初に原子爆弾による惨禍を被った広島が有する被爆者治療
の実績及び放射線障害に関する調査研究の成果について、国内外の
被曝者の医療に有効に生かしていくための体制をつくり、もって広島の
世界への貢献と国際協力の推進に資することを目的としています。

knaruaki@d6.dion.ne.jp
kunonaruaki@hotmail.com

広島市東区曙1-3-15
立正佼成会 広島教会

082-261-3519

082-264-6774

広島市佐伯区安芸五日市郵便局私書箱第3号

090-7897-2095

082-928-1513

諏訪 了我

すわ りょうが

代表世話人

732-0052

広島市東区光町2-9-24-402
広島ﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ4F 広島教育研究所内

082-261-4423

有事立法はイケン（違憲）！広島県市民連絡会

横原 由紀夫

よこはら ゆきお

代表

733-0022

広島市西区天満町13-1-810
久野成章様方

立正佼成会広島教会

原 章雄

はら あきお

教会長

732-0045

劣化ウラン弾禁止を求めるグローバル・アソシエーション

嘉指 信雄

かざし のぶお

共同代表

731-5199

代表

http://www5f.biglobe.ne.jp/~vitima_bomba-atomica_brasil/

082-297-7145

「元大正屋呉服店」を保存する会

まえしま おさむ

hibakusya@latin.memail.jp

082-297-7145

733-0002

前島 修

１．原爆によって奪われた被爆者の人権と健康を取り戻すために、あら
ゆる差別を糾弾し、国家補償の立場において、不利益を行政に完全
保障させる。
２．広く国民に被爆者問題の歴史と現実を訴え、その正しい理解を求
める。

爆心地（中島地区）に唯一残された被爆遺跡を永久保存し、被爆の
実相を語らせる。

代表

ワールド・ピース・ヒロシマ

第一次世界大戦の後、婦人の力で世界平和をつくろうという呼び掛け
で結成した団体。

kyoikuken@hi.enjoy.ne.jp

こばやし じゅんこ

733-0032

http://www17.ocn.ne.jp/~wilpf/

082-261-1912

小林 純子

理事長

毎年、福島地区の被爆者の慰霊祭を行う。

donaworld-teresa@yahoo.ne.jp

みんなの寺子屋

やまね みちこ

１．一人ひとりの戦争・被爆・戦後体験の実相や実感と平和への思い
を、広く、深く偏ることなく次世代に語り継ぎ、書き継いでいく。
２．「核兵器の無い世界」と、それまでの間、「三度核兵器が使われるこ
とが絶体にあってはならない」という世論喚起に努める。
３．被爆（曝）者への偏見を正し、合わせて、会員相互の心のケア―に
努める。

0848-37-1317

(11) 5581-1221

設立目的

発達のつまづきや障害の有無を越えて、互いに育ちあえる子育て支援
スペースを提供する。 昔ながらの遊びと、季節感を取り入れながら、保
育士・ボランティアの見守りの中で「リサイクル工作・手話歌・集団ゲー
ム」などの遊びを中心に、相互コミュニケーション・交流・出会い・学び合
いを育む。 インドの文化紹介。広島市民とインド人との交流や平和活
動を行う。

広島市西区楠木4-11-203
小林様方

山根 美智子

ホームページアドレス

matsukei@Jkb.biglobe.ne.jp

baek24junko@yahoo.co.jp

部落解放同盟広島県連合会被爆二世の会

特定非営利活動法人 ワールド・ フレンドシップ・ センター

Ｅメールアドレス

広島市西区東観音町8-10

nkazashi@gmail.com

082-503-3191

082-503-3179

050-3440-3701

050-3440-3701 ousamaosamu@infoseek.jp
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wfchiroshima@nifty.com

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Hinoki/5678/

いわゆる「有事関連法」に反対し、いかなる形の有事（戦時）立法にも
反対し、日本国憲法第９条の実現をめざす。

http://www.kosei-kai.or.jp

法華経を基盤とした家庭・社会・国家・世界平和のための菩薩行実践
の会

http://www.nodu-hiroshima.org/

放射能兵器である劣化ウラン弾の禁止を求めるための国際的キャン
ペーンを展開していく。現在は、NO DU ヒロシマ・プロジェクトと一体化し
て活動に取り組んでいる。

http://www.wfchiroshima.com

世界中の人々に対して、被爆体験の継承を基に、国際理解と世界市
民の友愛の促進に関する事業を行い、パートナーシップや親善交流を
通じて、”架け橋”を築き、世界情勢に関わる知識と理解を深める場を
提供することにより、戦争をなくし核兵器廃絶という普遍的目標の達成
に寄与することを目的とする。

http://www.ousamaosamu.com/wphiroshima/

広島平和文化の創造を目的に、平和イベントの開催、広島観光まち
づくり戦略の立案・提言を続けている。

