2018 年 5 月 1 日現在
第 48 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議 松山大会
（概要および報道機関向け発表）
【日

プログラム

（案）

程】8 月 24 日（金）18：00～21：00 米軍資料の調査・活用に関する研究会【1 日目】
8 月 25 日（土） 9：00～12：00 米軍資料の調査・活用に関する研究会【2 日目】
12：00 開場
13：00～17：30 本大会【1 日目】
8 月 26 日（日）8：30 開場
9:00～12:30 本大会【2 日目】
13:30～16：00 見学会：松山戦災・戦跡
【会 場】愛媛大学城北キャンパス（松山市） グリーンホールほか
【主 催】第 48 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議松山大会実行委員会
【後 援】愛媛大学 愛媛県教育委員会 愛媛県歴史文化博物館 松山市 松山市教育委員会
伊予市 東温市 久万高原町 砥部町 松前町 宇和島市 西予市 愛南町 伊方
町 鬼北町 松野町 今治市 西条市 新居浜市 上島町 （公財）松山観光コン
ベンション協会 愛媛新聞社 朝日新聞松山総局 産経新聞社 毎日新聞松山支局
読売新聞松山支局 南海放送 テレビ愛媛 あいテレビ 愛媛朝日テレビ 愛媛
CATV FM 愛媛 愛媛県ユネスコ連絡協議会 （一社）国連平和の鐘を守る会
【協 力】愛媛大学平和学受講生 愛媛大学法文学部教員共同研究「戦争体験記録」チーム
NPO 法人平和学研究室 今治の戦災を記録する会 宇和島空襲を記録する会 松山
市平和資料館をつくる会 松山えんたい壕を考える会 近代史文庫
【連絡先】790-8577 松山市文京町 3 番 愛媛大学法文学部社会科学講座
第 48 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議 松山大会実行委員会
E-mail：<kusenkikai.matsuyama.2018@gmail.com>
TEL：089-927-9260
FAX：089-927-8820
【交通】①公共交通機関をご利用ください。市内電車が便利です。
②愛媛大学に駐車を希望する方は松山大会実行委員会にご相談ください（先着順）。

2018 年 5 月 1 日現在
第 48 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議 松山大会 プログラム （案）
（配布対象：全国連絡会議関係者・出席者・ご関心のある方）
（1）本大会【1 日目】
日時：8 月 25 日（土）12：00 開場 13：00 時開会 17：30 休会
会場：愛媛大学城北地区グリーンホール（ＧＨ） 共通講義棟Ａ11
次第：12：00 平和友好行事①動画上映
『愛媛の空襲』『2018 年度今治戦災死没者追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典』
12：40 平和友好行事②平和学習紹介 合唱 国連平和の鐘
13：00 開会式
紹介；出席者ならびに愛媛県在住の戦争・空襲・戦災の体験者
挨拶；空襲・戦災を記録する会全国連絡会議代表幹事 今村修
松山大会実行委員長 和田寿博
来賓挨拶
祝電・メッセージ紹介 児童朗読
13：30 記念講演
演題；（予定）松山・瀬戸内地域の空襲・戦災と博学連携
講師；（予定）愛媛県歴史文化博物館学芸員
14：30 松山・愛媛・四国・瀬戸内の空襲・戦災の記録
＊愛媛県住民より次の主題を準備中
愛媛の空襲・戦災体験の記録；空襲体験者と愛媛大学平和学受講生
戦争・空襲体験の記録；愛媛大学学生
八幡浜第一防空壕と空襲；
宇和島空襲の記録と継承；
今治空襲の考察；
愛媛県の空襲；
愛媛県・四国の空襲・戦災と連合国軍の進駐；
16：30 発表 2 四国と全国の空襲・戦災の記録
＊募集中
高知の空襲・戦災：
高松の空襲・戦災：
徳島の空襲・戦災：
全国の空襲・戦災：
全国の空襲・戦災：
17：30 休会
18：15～20：30 懇親会

於愛媛大学生協食堂

本大会【2 日目】
日時：8 月 26 日（日）8：30 開場 9：00 開会 12：30 閉会
会場：愛媛大学城北地区グリーンホール（ＧＨ）、共通講義棟Ａ11 ほか
次第： 8：30 開場 平和友好行事③紙芝居
9：00 発表 3 全国の空襲・戦災の記録
＊募集中
全国の空襲・戦災：
11：30 まとめ
大会まとめと講評 空襲・戦災を記録する会全国連絡会議事務局長
幹事会報告
次期大会主催者挨拶
12：00 閉会式
挨拶：空襲・戦災を記録する会全国連絡会議 松山大会実行委員長

工藤洋三

和田寿博

12：30 昼食交流会
（2）松山大会関係団体展示
日時：8 月 25 日（土）11 時～26 日（日）14 時
会場：愛媛大学城北地区 共通講義棟 A11
（3）戦災・戦跡見学会
＊別紙参照
①松山戦災・戦跡見学会
日時：8 月 26 日（日）13：30～16：00
＊バス（定員 27 人） 愛媛大学発着
申し込み：松山大会実行委員会（先着順） ＊費用：1000 円
②今治戦災・戦跡見学会
日時：8 月 26 日（日）14：30～16：30
＊自家用車乗り合わせ
申し込み：今治の戦災を記録する会 新居田大作 電話 090-7627-2505 FAX089-836-5010
（4）松山大会参加費
1 日参加；1500 円
2 日参加；2500 円

＊（予稿集込価格）

＊未成年無料

（5）米軍資料の調査・活用に関する研究会
日程：8 月 24 日（金）18：00～21：00
8 月 25 日（土）9:00～12：00
会場：愛媛大学城北地区 校友会館
連絡先：参加・報告申込、問い合わせは工藤洋三氏へ
〒745-0121 周南市須々万奥 286-3
FAX：0834-88-2776
E-mail：ykudo@bronze.ocn.ne.jp
備考：希望者のみ

＊別紙にて参加・見学会・参加費の申し込みと振込み、会場地図、便利情報を紹介。
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