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今(私たちは途方もない生命の危機にさらされています。

これまで享受していた平和や安全、自由や平等、人間の尊厳や信頼と

いった、私たちが生きていくうえで欠かすことのできない大切なことが、

ないがしろにされ、踏みにじられようとしています。

もう、これまでのように、見ない、考えない、行動しないで生きていく

のが難しい時代に私たちは否応なく生かされているのです。

あなたにとつて大切なものはfrlで すか。

どんな世界に生きていきたいですか。

平和について、原発について、TPPや食料、福祉や貧困について・・・

音楽や芸術、家族や友達、美味しい物や将来の夢について・・・

考えること、語ること、分かち合うことはたくさんあります。

さあ、一緒に歩きましょう。

そしてお互しヽの声をしっかりと受け止め、絆を深めましょう。

あなたの一歩が幸せな未来への扉を開きます。

LivO&Event
9/25「 9条を抱きじめて」上映会@勝浦キリストバプテスト教会

9/2'「夏の終わ りのハーモニー」@秘境カフェ 権現平 (白浜町)

出演 :AwAYA、 行面帯
「

ornOftlmi&Gotsugotsu)他

食事 :発芽屋、Real ttfe 料金 :2000円 (お食事付 )

9/30「お話し会」@Kusat(橋本市杉尾)

10/1「自給農法のおはなし会」@道草屋(美浜町)

10/1「 DVD上映・お話し会・ライカ@なりゆき屋工房(橋本市学文路)

10/2「ライブ。お話し会」9ボングリ邸(紀ノ川市野上)

10/3「カヌー映像とおはなし」talシ
ニカヤッカー平甲さん宅(湯浅町)

10/3「 Yoga。キャンカ アイ午二・農作業体験」@米市農園(紀のjll市 )

インストラクター l David Fγ ance

10/4「キヤンプフアイヤー交流会」@にこにこのうえん 03歌山市府中)

10/5「やおよろずピースウォーク PEAcE LiVE」 @BjguS(新和歌浦 )

出演 :おおたか静流 ■Keilu、 ママテラス、kayo+Yu kl&,obtoo、

NO∞無、かずう、TOmOk。 (Hula)他

ビースシンボル合体・おはなし達c

参加費 :2000円   ‐

和をつな ぐ

心のままに歌って踊 りましょ

まあるい心でつながりましょ

やおよろずビースウォーク

【爾北ルート】

9/25(水 )新宮駅～勝浦キリストバプテスト教会

9/26(木 )那智勝浦～荒船キャンプランド

9/27(金 )串本町田原～潮岬青少年の家

9/29(日 )潮岬～秘境カフェ権現平

9/30(月 )白浜～てんつくゲストハウス

10/1(火)紀伊田辺～道草屋

10/2(水)美浜町γ白崎青少年の家

10/3(本 )由 良町～シーカヤッカー平圏毅さん宅

10/4(金)湯浅町～黒江工房

10/5(土)海南～木村屋旅館 (Bagus)

【東西ルート】

10/1(火 )橋本市杉尾 (Kusati)～なりゆき屋工房

10/2(水)橋本市学文路～ポングリ邸

10/3(本)紀の川市野上～米市農園

10/4(金)紀の川市Jヒ中～lcこ にこのうえん

10/5(土 )和歌山市府中～木村屋旅館 (Bagus)

【石巻市網地島 雷神社 r来人まつり』に繋ぐ1

10/13(日 )ピースシンボル奉納
※10/12雷神社前にて前夜祭ライブ予定

【9条世界会議関西・2013に繋ぐ】

10/14(月 。祝)@大阪市中央体育館
※地下鉄中央線・朝潮橋下車 5分 (http〃町ou‐kans顧 .com/)

● いつ、どの区間に参加されてもOKです。宿泊場所やイベント、

ルート途中からの参加もOKですが、宿泊が決まった方は、事前

にやおよろず会議までお知らせください。お知らせが無い場合、

宿泊できないことがあります。

● 歩く人の荷物を積んだり万―の救護のために各区間薫最低 1合 )

を伴走させたいと思います。車を出して伴走できるよという方

は、ぜひお申し出てください。

● キャンプ用テントを貸し出せるよという方は どうぞお申し出くだ

さい。(テ ント泊は2か所の予定)

PEACE Symbol

紀伊半島の2つのルニトを同行したシンボル2体と、租歌山市で待ち

受けるシンボル1体を合体させ、石巻市網地島へと繋ぎ、10月 13日 に

行われる「復興まつり」にて雷神社に奉納しますι

製作は、3.11福島県いわき市で被災された彫刻家、安藤 栄作 氏に

お願いしました。

オオ′イご


