2017年 4月 1日

空襲・戦災を記録する会全国連絡会議
関係団体・関係者の皆様へ

第47回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議
千葉大会実行委員会

第47回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議・千葉大会へのご案内
1971年の東京から始まった全国大会が、今年千葉市で初めて開催されることになりました。
現在私たちによる千葉市の戦争・空襲体験を伝える運動は、先人たちによる「戦争体験の記録]（1970年代)
「戦争体験の記録]（1980年代）の運動・発刊のうえに、2009年「千葉市大空襲とアジア太平洋戦争の記録
100人証言集」を発刊し、「千葉市空襲犠牲者刻銘式平和祈念碑」の建立、又、戦争を繰り返さないための
世代継承運動として、共催で「ピースフェアー」を開催してきました。千葉に限らず、京都、奈良を除く殆どの
県庁所在地が空襲を受けた戦争体験を、後世に伝えることは極めて重要な運動です。
戦後72年目となり、戦争・空襲の体験が風化してきている今「戦争の悲惨さ・無意味さと平和の大切さ」を、
如何に次世代に継承していくか。を、千葉大会のコンセプトの一つにし、私たち微力ではございますが、皆様
からの活動報告を頂き、その情報を共有し、この大会が更なる一歩になることを願って準備しております。
全国の皆様のご参加で有意義且つ貴重な大会になると存じます。大会中千葉は「親子三代夏祭」開催中で、
19日は前夜祭、20日は本祭りです。お時間がございましたら千葉のお祭りもお楽しみください。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。

第４７回千葉大会要項
１、大会開催日
8月18日（金・夜間） ※プレ企画・米軍資料研究会
会場…千葉県教育会館2F 201会議室
8月19日（土・午前）
〃
会場…千葉県教育会館 大ホール
8月19日（土・午後） 本大会 1日目
会場…
〃
〃
8月20日（日・全日） 本大会 2日目
会場…
〃
5F 501会議室
88月20日（日）大会終了後 ※空襲と戦跡めぐり（千葉市内）

２、会場 千葉県教育会館

千葉市中央区中央4-13-10

TEL 043-227-6141(詳細別紙）

※18・19日のプレ企画・米軍資料研究会、及び20日の戦跡めぐりはオプションになります。
開催会場が日毎に変わりますのでご注意下さい。

３、参加費
〇大会参加費
〇懇親会

土日参加 ： 2300円 １日のみ参加 ： 1300円（予稿集込） 高校生以下無料
4000円（会場 ： ホテルプラザ菜の花）

４、参加申込
〇参加申込締切 参加申込書・払込共に6月30日必着 大会参加者は先着170名
〇申込み方法
別紙の参加申込用紙に必要事項を記入し、下記宛郵送願います（FAXは不可）
◇ 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町 5-1 竹久 一美
〇参加費・懇親会費は、郵便振込で下記口座に6月３０日迄ご送金下さい。

郵便振込口座
口座加入者名

００２６０－１－８６１９７ （同封の払込書をご利用下さい）
空襲・戦災を記録する会千葉大会実行委員会

５、大会日程
※プレ企画・米軍資料研究会
8月18日（金）18：00～21：00 / 19日（土）9：00～12：00
本大会 1日目 8月19日（土）13：00～17：00
1）千葉県内からの報告
千葉市 ・銚子市 ・館山市
2）全国各地からの活動報告 これから募集、希望者は伊藤章夫宛5/31までにメールで連絡
3) 空襲と新聞報道
朝日新聞元社長 現相談役
中江 利忠 氏
※懇親会
17:30～19:30
本大会 ２日目
8月20日（日） 9：00～12：00 13：00～15：30
これから募集、希望者は伊藤章夫宛5/31までにメールで連絡
1)全国各地からの活動報告
2）千葉県内からの報告
千葉市 ・木更津市
3)大会まとめと次期開催地挨拶
※空襲と戦跡めぐり (千葉市内）
本大会終了後、予定時間2～3時間
（※印はオプション）

６、活動報告申込者の原稿締切りと原稿体裁
〇活動報告申込の締切は5月31日厳守、タイトル・作成者・発表者を明記して下さい。
申込者はワード作成原稿とpdfを、6月30日必着でメールに添付し「伊藤章夫」宛ご送付ください。
一太郎の場合はテキスト保存ファイルとpdfを送付して下さい。原稿の体裁はA4サイズ2枚まで/
明朝体10.5ポイント/上2.5左右下2cmの余白を取る/2段組・1段組どちらも可/新聞記事の転載は
載せません
大会初日に、プログラムと報告を印刷した予稿集を配布します。締切に間に合わない原稿は掲載
されません。その場合、大会当日に各自指定された場所に置き、参加者にお取りいただきます。
〇報告時間は5月31日以降に連絡します。発表はPower Pointを使用出来ますので、USBめもりーで
持参してください。
◇ 伊藤 章夫 E-mail ： akioito@w3.dion.ne.jp

７、米軍資料研究会
〇日時・会場は別記、参加費 1000円（「空襲通信」込） は当日徴収
〇参加 ・報告申込、及びお問い合わせは、工藤洋三氏 へ直接お願いします。
◇ 〒745-0121 周南市須々万奥286-3 FAX ： 0834-88-2776 ykudo@bronze.ocn.ne.jp

８、書籍や配布資料の送付日と宛先
〇販売用書籍や各会の配布資料（報告は除く）は、8/10～8/15必着で、「配布資料在中」と明記の上、
◇〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町３８３ 白井進 TEL043-264-4454 宛 お送りください。

連絡・問い合わせは下記の大会実行委員へ
伊藤 章夫 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町149-2
TEL ： 080-5305-3739

E-mail ： akioito@w3.dion.ne.jp

竹久 一美 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町5-1
TEL ： 043-263-1756 / 090-6569-2011 E-mail ： kazumi4827@yahoo.co.jp

白井 進

〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町383
TEL ： 043-264-4454 / 090-9306-1583 E-mail ： kdt-shirai@kjd.biglobe.ne.jp
＊大会初日に報告内容を印刷した予稿集を配布いたします。
＊送付内容 １、大会へのご案内 ２、参加申込書 ３、振込用紙 ４、各種ご案内
大会のお知らせは今回だけです。諸々お間違えの無いよう、よろしくお願いいたします。

第４７回空襲・戦災を記録する会全国連絡会議
千葉大会参加申込書
＊参加者１人につき、１枚の申込書をお願いします。（参加申込締切 6月30日
活動報告申込締切 5月31日 / 原稿締切 6月30日）

参加申込みは「郵送」でお願いいたします。
２０１７年

日

ふりがな（

１、 参加者（ふりがな）
２、 参加者住所・電話番号

月

）

〒
(連絡がつきやすい電話番号を記入）

３、 所属団体
所属団体住所・電話番号

４、

＊代表の方の住所

５、 大会

・8/19 13：00～17：00
両日参加/2,300円
８/１９ ８/２０（参加日を〇で囲んで下さい）
・8/20 9：00～15：30
1日のみ参加/1,300円

６、 大会での活動報告

１、希望 （○で囲み5/31までに申込）

７、 懇親会（8/19/土）

１、参加 （参加費 4,000円）

２、不参加

１、希望 （800円）

２、希望しない

８、 8/20(日）昼食（弁当）
９、 米軍資料研究会参加

E-mailアドレス

内容は一任させて頂きます。

工藤洋三氏に直接申し込んでください。

オプション(8/20）

１、参加

空襲と戦跡めぐり（市内）

大会終了後、参加人数により公共交通機関を利用（交通費実費負担）

１０、

１１、書籍・DVDなどの販売

２、不参加

１、販売する

２、販売しない

＊書籍販売される方は8/10～8/15必着で下記宛お願いします。
◇ 〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町383
【申込書送付先】 締 切 6/30
◇ 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町 5-1

白井 進 TEL 043-264-4454 / 090-9306-1583

竹久 一美

TEL043-263-1756 / 090-6569-2011

【活動報告申込締切 5/31・ 原稿締切 6/30】
◇ 申込及び原稿はメールにて 伊藤 章夫 E-mail ： akioito@w3.dion.ne.jp にお願いします。
【参加費・懇親会費送金先】 締 切 6/30

郵便振込口座
口座加入者名

００２６０－１－８６１９７ （同封の払込書をご利用下さい）
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大会会場のご案内
千葉県教育会館

千葉市中央区中央４－１３－１０

TEL０４３－２２７－６１４１

バス（千葉駅中央口出口）
２番・３番より乗車、中央4丁目（千葉駅よりバス停2つ目\１００円）にて下車徒歩３分
徒歩（千葉駅中央口出口）
JR千葉駅…２０分 JR本千葉駅…１２分
京成千葉中央駅…１２分
８月１８日（金）米軍資料研究会…２０３会議室（本館２F）
８月１９日（土）
〃
…大ホール
８月１９日（土）本大会１日目…大ホール（新館２F）
８月２０日（日）本大会２日目…５０１会議室（新館５F)
※ 1日目の米軍資料研究会、本大会1日目・２日目の会場が変わりますのでご注意下さい。
5Fのトイレですが、女性用は和式のみですので、洋式は６・７・８Fトイレをご利用下さい。

千葉駅周辺のホテル
インターネットで「千葉市のホテル」で検索して頂ければ、多くのホテルの案内が出ますが、
比較的交通の便の良いホテル、会場に近いホテルをピックアップしました。
会場の千葉県教育会館に一番近いホテルはプラザ菜の花です。
ネットで予約しますと各種サービス料金がありますが、詳細は電話でお問い合わせされたら
良いかと思います。又、予約は各自でお願い致します。
8月はイベントが多く、特に金・土は混雑が予想されますので予約は早めにお取りください。
下記に載せたホテルは会場までタクシーでも1メーター、又、徒歩でも可能です。

ホテル名

住所

電話番号
043－202－4755

1 ダイワロイネットホテル
中央区富士見1－1－14
2015年オープン 千葉駅中央口より徒歩３分
2 千葉ワシントンホテル
中央区富士見1－13－1
043－222－4511
千葉駅中央口より徒歩４分
3 東横イン千葉駅前
中央区富士見1－14－6
043－227－1045
千葉駅中央口より徒歩約５分
4 東横イン千葉駅東口
中央区富士見1－9－12
043－201－1045
千葉駅中央口より徒歩３分
5 三井ガーデンホテル千葉
中央区中央1－111
043－224－1131
千葉駅中央口より徒歩約６分（千葉中央公園目の前）
6 京成ホテルミラマーレ
中央区本千葉15－1
043－222－2111
千葉駅中央口より徒歩約８分・京成線千葉中央駅直結
7 ホテルサンルート千葉
中央区新千葉1－4－1
043－301－3301
千葉駅西口直結
8 ホテルプラザ菜の花
中央区長洲1－8－1
043－222－8271
千葉駅よりバス、又はモノレール3分「県庁前」下車目の前（全33室）S16室 定員52名

※ 大会期間中、会場近くの千葉中央公園と周辺の通りで「親子三代祭」を開催しております。
１９日は前夜祭、２０日は本祭りです。
〈 別紙の地図をご参照ください 〉

