
2018年　都道府県母親大会日程
都道府県連絡会 大会名称 日程 記念講演・講師 ﾃｰﾏ 会場

北海道 第61回 7月22日（日） 浜 矩子（同志社大学院） みんなで行こう、経済の闇の向こう側 ～案内役は日本憲法～ 札幌市教育文化会館

秋　田 第65回 7月22日（日） 大館市

岩　手 第64回 6月30日（土） 前川喜平（文部科学省前事務次官） これからの日本、これからの教育－憲法がめざすものー 滝沢市　国立岩手青少年交流の家

山　形 第48回 6月3日（日） 安田菜津希（ﾌｫﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） 写真で伝える世界、東北の今 ﾋﾞｯｸｳｲﾝｸﾞ（山形国際交流ﾌﾟﾗｻﾞ）

宮　城 第58回 9月2日（日） 斉藤貴男（ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） なぜ改憲？どうなるわたしたちのくらし 子どもたちの未来 大河原町立大河原小学校

福　島 第61回 7月7日（土） 那須稔雄（山形大・福島九条の会事務局） 憲法が生きる社会づくり－草の根から運動を広げ、改憲阻止しよう－ 郡山市中央公民館

東　京 2018年 12月9日（日） 立川市

栃　木 第53回 6月24日（日） ｱｰｻｰ・ﾋﾞﾅｰﾄﾞ（詩人) ぼくらの言葉と生きる 栃木文化会館

茨　城 第58回  6月10日（日） 八法亭みややっこが語る憲法噺「歴史に学び、未来を志向する日本国憲法」 大洗文化ｾﾝﾀｰ、永町会館、寿集会所

群　馬 第57回 9月10日（月・休） 三上智恵（ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画監督） 伝えきれない沖縄・平和への想い 伊勢崎市文化会館

埼　玉 第63回 6月24日（日） 川田忠明（日本平和委員会） 市民の声と行動が平和を創る ～憲法・平和・くらし～ 入間市民会館

千　葉 第61回 7月22日（日） 小森陽一（東京大学） 八千代市

神奈川 第63回 9月23日（日） 浜 矩子（同志社大学院） 横須賀市文化会館

山　梨 第61回 9月17日（月・休） 姜 信子

長　野 第61回 9月9日（日） 飯田女子短期大学

新　潟 第64回 7月16日（月・休） 松元 ﾋﾛ（ｺﾒﾃﾞｨｱﾝ） 小刈谷市民会館

富　山 第58回 7月29日（日） 富山市ｻﾝﾌｫﾙﾄ

石　川 2018年 7月1日（日） 県女性ｾﾝﾀｰ

福　井 第50回 7月8日（日） 飯田美弥子（弁護士） 教育ｾﾝﾀｰ

静　岡 第56回 5月13日（日） 渡辺 治（政治学者） ねがいをつなぎつくろう平和でしあわせな明日を 富士宮市民文化会館 他

愛　知 第64回 9月9日（日） 豊川市

岐　阜 第61回 6月3日（日） 伊藤千尋（国際ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） 各務原市民会館

三　重 第63回 6月3日（日） 藤田孝典（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 広がり続ける格差と貧困 ～若者から高齢者まで～ 松阪市嬉野ふるさと会館、嬉野町社会福祉ｾﾝﾀｰ
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滋　賀 第64回 7月1日（日） 西郷南海子（大学院生・3児の母） ママが子どもの未来にできること 湖南市立石部小学校

京　都 第63回 6月24日（日） 冨田宏治（関西学院大学） 地球規模で考えよう ～生かそう憲法　守ろう平和～ 京都ﾃﾙｻ

奈　良 第61回 5月20日（日） 白井 聡（京都精華大学） 憲法を活かす日本を 声をあげよう つながろう 斑鳩町　いかるがﾎｰﾙ

和歌山 第63回 7月1日（日） ｹｲｼｭｶﾞｰ（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ・大阪地方紙記者） 平和への願いと生きる喜びを歌にたくして ～歴史を変えるのはわたしたち～ 日高川町立川辺西小学校 他

大　阪 第63回 6月24日（日） 石川康宏（神戸女学院大学） 力をあわせて平和憲法を守りぬこう たかつｶﾞｰﾃﾞﾝ、ｸﾚｵ大阪中央

兵　庫 第62回 5月13日（日） 板垣淑子（NHK名古屋放送局） 経済大国日本の貧しさ－無縁社会から血縁社会へ 明石市市民会館、勤労福祉会館

鳥　取 第55回 4月22日（日） 藤田安一（鳥取大名誉教授） いま、なぜ改憲なの？－みんなで考えよう、私たちのくらし・未来－ 大栄農村環境改善ｾﾝﾀｰ

岡　山 2018年 7月8日（日） 好井敏彦 核兵器禁止条約とﾉｰﾍﾞﾙ平和賞について 岡山市西大寺百花ﾌﾟﾗｻﾞ

島　根 第56回 6月17日（日） 松本侑子（作家・翻訳家） 童謡詩人・金子みすゞと平和憲法 松江市民活動ｾﾝﾀｰ

広　島
2018年
第52回 9月23日（日） 島 洋子（琉球新報政治部長） 広島市西区民文化ｾﾝﾀｰ

山　口 第64回 6月10日（日） きたがわてつ（ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ） 歌とﾄｰｸ「平和と生きるよろこびを歌い続けて」 下関市菊川町 菊川ふれあい会館

香　川 第63回 4月22日（日） 浜 矩子（同志社大学院） みんなで行こう ｱﾎﾉﾐｸｽの向こう側 高松市総合福祉会館

徳　島 第58回 7月8日（日） 浜 矩子（同志社大学院） ｽﾞﾊﾞｯと語る日本の経済 どうなる？うちらの暮らし とくぎんﾄﾓﾆﾌﾟﾗｻﾞ

愛　媛 第61回 6月10日（日） 畠山澄子（I CAN ﾋﾟｰｽﾎﾞｰﾄﾞｽﾀｯﾌ） 被爆者から私たちへ ～ﾊﾞﾄﾝを受け継ぐ～ 東温市中央公民館

高　知 第64回 6月3日（日） 川崎 哲（I CAN） ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ

福　岡 第60回 9月30日（日） 伊藤千尋（ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） 古賀中央公民館

佐　賀 第55回 9月9日（日）

長　崎 2018年 9月30日（日） 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ

大　分 第64回 6月24日（日） 三上智恵（ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ・映画監督） 伝えきれない沖縄 平和への想い 大分市ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ

熊　本 第63回 9月9日（日） 西谷文和 新都心ﾌﾟﾗｻﾞ、九州ﾘﾊﾋﾞﾘ

宮　崎 2018年 6月10日（日） 前川喜平（文部科学省前事務次官） 個人の尊厳から出発する教育論 ～学習者本位の教育をめざして 佐土原総合文化ｾﾝﾀｰ

鹿児島 第53回 6月10日（日） 県婦人会館

沖　縄 第24回 7月22日（日） うるま市
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ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「学校現場の現状と　先生の声　親の声」
小学校低学年、高学年、中学校教師、療育の先生　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：前田晶子（鹿児島大）
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