第 52 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議東京大会
— 地域・時間をつなぐ新たな挑戦

開催要項

—

私たち、空襲・戦災を記録する会全国連絡会議は、アジア・太平洋戦争によって多くの都市が破
壊され、尊い人命がおびただしく失われたことを忘れてはならないという強い思いを持って、全国
で活動している団体や個人のゆるやかな連携を目的として 1971 年に生まれました。現在も犠牲と
なった方のお名前や人数を調査して記録に残したい、戦争の残酷な事実を知りたい、戦争や戦災の
体験を次世代に伝えたいなど、様々な願いや思いを持ち、各地で活動しています。
会が発足した時期は、終戦間もなく始まった朝鮮戦争や東西冷戦、ベトナム戦争など、世界各地
で戦争や紛争が発生し緊迫した状況でした。深い反戦の気持ちを胸に刻んでいた多くの人が危機感
を持ち、平和を希求するための行動をとりましたが、半世紀を過ぎた現在も状況は良くなっている
とはいえません。リアルタイムでもたらされる様々な情報は、ウクライナなど世界各地で継続され
ている戦争をますます身近に感じさせています。
一方で 1970 年代には、まだまだ生々しい、あるいは新しいと考えられていたアジア・太平洋戦
争当時の記憶や資料は、80 年近くの時を経て、現在ゆるやかに失われつつある状況です。新型コロ
ナウイルス感染症の世界的流行の発生から 3 年を経た現在、その流れはさらに加速しています。
こうした有無をいわせない空間的な断絶や、いよいよ眼前に迫ってきた時間的な限界は、一方で
新たな試みやつながり、戦後世代の新しい取り組みも生み出しつつあります。52 回目にあたる本大
会では、地域や時間の超越を目指すこの新しい挑戦をとりあげてテーマとしました。
本年、私たちは 3 年ぶりの対面での大会実行を目指すとともに、これまでに培ったオンラインで
のつながりも大切にハイブリッド方式で下記のとおり開催いたします。お好みの方法でご参加くだ
さい。
2022 年 6 月吉日
第 52 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議
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第５２回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議・東京大会実行委員会

対面方式会場(申込先着 100 名様まで)
東京女子大学 東京都杉並区善福寺 2-6-1
https://www.twcu.ac.jp/main/access/index.html
オンライン方式会場
Zoom 使用（参加される方には後日 URL を送付します）
日程概要

８月２６日（金） 夕方～夜 米軍資料研究会
８月２７日（土） 午前
午後
８月２８日（日） 午前

米軍資料研究会
シンポジウム「地域・時間をつなぐ新たな挑戦」
活動・自由報告

※日程については、多少変更になる可能性があります。プログラム詳細は後日、ホームペ
ージで発表します。
参加方法

① 対面方式で参加される方（申込先着 100 名様までとさせていただきます。）
・当日会場にお越しください。参加費 2,000 円は会場で現金にてお支払いください。
カード決済・ＩＣカード決済などはできませんので現金のご用意をお願いいたします。

② オンライン方式でご参加される方
・申し込み終了後、振り込み方法に従い、参加費のお振り込みをお願いいたします。
・登録と振込が確認できた参加者の方には、原則として開催日の 3 日前までに、ZOOM
参加用 URL・ミーティング ID・パスワードをお申込みいただいたメールアドレス宛てに
送付します。
参加申込み

以下のいずれかでお申し込みください。
① 「オンライン登録フォーム」で８月１９日（金）までに登録してください。

https://onl.sc/rnzdLai

② ①によらない場合には、７月３１日までに別添・「参加申込書」を郵送してください。
送付先 〒745-0121 山口県周南市須々万奥 286-3 工藤洋三
参加費

2,000 円
・対面、オンライン方式とも 3 日間共通で、学生・大学院生の方は無料です。
・米軍資料研究会に対面で参加される方は、当日別途 1,000 円（『空襲通信』第 24 号１
冊の代金を含みます。不要な方は 200 円となります。）

参加費のお支払い方法
① 会場にご来場される方 会場受付にて現金でお支払いください。クレジットカードな
ど電子決済の対応はしておりませんので、くれぐれもご注意ください。
② オンライン方式のみで参加される方 Peatix で支払われる方は登録フォームから、
口座振込の方は別添「参加申込書」記載の口座にお振り込みください。
Peatix 登録フォーム
寄付金について

https://onl.sc/T9LhEsU

空襲・戦災を記録する会全国連絡会議及び全国大会の運営のために、例年お志を頂戴
しております。本年から、寄付金と参加費と一括でお支払いいただくこともできるよう、
項目を設けました。これまでにない試みですが、ご賛同いただける方にはオンライン決
済でご選択いただけるようにしております。口座振込みの場合は、参加費とあわせて①
3,000 円または②4,000 円をお振り込みください。

会場周辺での飲食について

東京女子大学付近の飲食店は数がかぎられています。コンビニはあります
が、昼食・飲料などはご持参されることをお勧めします。

懇親会について

新型コロナウイルス感染症をめぐる社会状況を鑑み、今回は懇親会の開催を見送るこ
とになりました。

【プログラム】
※時間・内容は変更される可能性があります。最新情報は空襲・戦災を記録する会ホームページまで。 http://kushusensai.net/

◆８月２６日（金） 午後 6 時～９時
８月２７日（土） 午前９時～１１時半 米軍資料の調査・活用に関する研究会
※米軍資料の調査・活用に関する研究会の発表についての問い合わせは、以下にお願いいたします。
工藤洋三 ykudo@bronze.ocn.ne.jp
◆ ８月２７日（土） 午後１時～４時半
・基調講演 「東京からウクライナへ～私たちは何を学び、記憶するのか」

13:10-14:20

長有紀枝さん（立教大学大学院教授、認定 NPO 法人 難民を助ける会（AAR）会長）
・シンポジウム 「地域・時間をつなぐ新たな挑戦」
空襲・戦災・戦争に関する記憶や事実を記録し、継承する取り組みは、ここ数年の間に変容を余儀なく
されつつあります。人と人がリアルでつながることも難しかったここ数年に試行された新たな模索、地
域や時間の隔たりを跳び超えていこうとする試みについて、報告・議論していただく予定です。

・地域別の空襲の概要を考えるプロジェクトについてー静岡県内の空襲を例にー
（静岡プロジェクトグループ ）

14:20-14:50

・空襲オンライン学習会の取り組み (柳原伸洋・牛田守彦)

14:50-15:10

・仙台における爆撃中心点を示す銘板の設置とクラウドファンディング
(佐藤陽子 仙台・空襲研究会)

15:10-15:30
休

憩

・地域に何を残して何を発信するのか－岡山空襲の証言動画の利活用を中心に－
(木村崇史 岡山空襲展示室)

15:40-16:00

・体験記は時間をつなぐか―東京空襲を記録する会・体験記原稿入力プロジェクトから
① プロジェクトの概要と意義（山本唯人 法政大学）
② プロジェクト参加学生の報告（予定）

16:00-16:25

・質疑応答・書籍販売
◆ ２８日（日）午前９時～１２時半 各地の活動・自由報告（応募方式）
各地から最近の活動・トピックについての報告をご応募ください。対面・オンラインどちらの方法でもご
参加いただけます。 報告時間は 1 本 15 分が目安です。なお、応募状況によっては日程調整や選考を
おこなう可能性もありますので、ご容赦ください。メールにてお申し込みください。
お問い合わせ方法（なるべく問い合わせフォ－ムをお使いください。）
① お問い合わせフォーム https://forms.gle/4AoZ1EuyPY9QTCCBA
③
TEL

〒745-0121 山口県周南市須々万奥 286-3 工藤洋三

0834-88-2776（午前 9：00～12：00 にお願いします）

第 52 回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議東京大会 参加申込書
年

月

日

※ グーグルフオームによるオンライン登録を行わない場合に限り、この用紙を使用してください。
※ 参加者 1 人につき１枚記入し、7 月 31 日までにお送りください。

1. 参加者 （ふりがな）
2. 住所
3. 電話番号

（連絡がつきやすい電話番号をお書きください）

4. 所属団体

（個人参加の方は記入不要です）
□対面参加 □オンライン参加

5. 参加方法

（参加方法に✓をお願いします。対面参加の上限は申込先着順
100 人で、これを超えた場合にはオンライン参加となります）

6. 対面の場合の参加日

7. 参加費のお支払い方法

□8/26

□8/27

□8/28
（参加予定日に✓をお願いします）

□対面参加につき当日受付で現金支払い
□オンライン参加につき事前振込(８月 22 日まで)
（✓をお願いします）
□販売する

振込（予定）日

月

日

□販売しない（✓をお願いします）

※書籍販売される方へ：荷物は 8/26 日（金）正午～午後 3 時）必着で下

8. 書籍・DVD などの販売

記あてお願いします。

〒167-8585 東京都杉並区善福寺 2-6-1 東京女子大学気付
柳原伸洋

9. 大会での活動報告・自由報告
(8/29/日 午前９時～12 時半)

TEL: 080-2253-6340 （8 月 26 日のみ）

１．希望 （7/20 まで事務局に申込）/E-mail アドレス：
※希望される方は事務局にメールで申し込んでください。）

＜申込書送付先＞
〒745-0121 山口県周南市須々万奥 286-3 工藤洋三
TEL 工藤洋三 0834-88-2776（午前 9：00～12：00 にお願いします）
e-mail：52kushutaikai@googlegroups.com

(※問合せ・申込専用)

＜参加費振り込み先＞
ゆうちょ口座からお振り込みの場合
郵便振替口座 15480 - 32127661 口座加入者名 スギヤマ チエ
② ゆうちょ銀行以外の銀行からお振り込みの場合
ゆうちょ銀行

店番号 ５４８ 普通預金 口座番号 ３２１２７６６ 口座名義 スギヤマ チエ

