
2015 NPT 再検討会議 関連行事一覧（2015/04/01 現在）

日時 イベント 場所 問い合わせ

4 月 24 日（金）

18:00 核のない平和で公正で持続可能な

世界のための国際平和地球会議

クーパーユニ

オン大学

担当：ソフィア・ウォルマン

4 月 25 日（土）

9:00 核のない平和で公正で持続可能な

世界のための国際平和地球会議

クーパーユニ

オン大学

担当：ソフィア・ウォルマン

4 月 26 日（日）

11:00 平和と地球のための多宗教合同礼

拝（国連チャーチセンター）

ティルマン・

チャペル

担当：マーク・ジョンソン

13:00-14:00 平和と地球のための大集会 ユニオンスク

ウェア北

担当：ソフィア・ウォルマン

13:20 グローバル・ウェイブ開始 ユニオンスク

ウェア北

担当：リマ・ヴェリカノヴァ

15:00-18:00 平和と地球のためのフェスティバ

ル

ダグ・ハマシ

ョルド広場

担当：ソフィア・ウォルマン

4 月 27 日（月）

07:30 多宗教朝の祈りの集会：ラルフ・バ

ンチ公園（国連の向い側）にて

ラルフ・バン

チ公園

クリスチャン CND

担当：パトリシア・プルハム

11:00-13:00 ヨーロッパの核兵器 会議室 C 国際反核法律家協会(IALANA)、INES、

担当：ルーカス・ウィール

13:00 グローバル・ウェイブ：核兵器に分

かれを告げて手を振る行動

国連の外 担当：リマ・ヴェリカノヴァ

13:15-14:30 マーシャル諸島のニュークリア・ゼ

ロ訴訟

会議室 C 核時代平和財団, IALANA

担当：ジョン・バローズ

14:00-16:00 広 島 ・ 長 崎 ア ピ ー ル 集 会

(Manhattan Room, One UN Plaza, 

New York)

同左 平和首長会議

担当：みやもとようこ

15:00-18:00 トライデントの解体：世界への影響

を評価する

会議室 C 核軍縮キャンペーン（CND）                                                                     

担当：ケイト・ハドソン

4 月 28 日（火）

07:30 多宗教朝の祈りの集会：ラルフ・バ

ンチ公園（国連の向い側）にて

ラルフ・バン

チ公園

クリスチャン CND

担当：パトリシア・プルハム

08:00-08:50 アボリション・コーカス 会議室Ｃ 担当：アリス・スレーター

09:00-09:50 NGO 向け政府ブリーフィング 会議室 C Reaching Critical Will

担当：レイ・アチソン



09:00-20:00 核軍縮・不拡散とエネルギー：未来

に向けた斬新なアイデア

未定 オランダ政府、国連軍縮課、ベルファー科

学と国際問題センター、核不拡散問題ジェ

ームズ・マーティン・センター

担当：ベルファー・センター

10:00～13:00 兵器の近代化・自動化と宇宙への配

備

会議室 C IALANA、INES, IPB

担当：ルーカス・ウィール

13:15～14:30 核飢饉と核兵器禁止条約：核兵器の禁

止・廃絶は気候災害を阻止できるか

会議室 C 核戦争防止国際医師会議（IPPNW）

担当：ジョン・ローレッツ

15:00～18:00 アメリカ核兵器複合体の近代化 会議室 C                    核の説明責任のための同盟

担当：ラルフ・ハッチンソン

4 月 29 日（水）

07:30 多宗教朝の祈りの集会：ラルフ・バ

ンチ公園（国連の向い側）にて

ラルフ・バン

チ公園

クリスチャン CND

担当：パトリシア・プルハム

08:00～8:50 アボリション・コーカス 会議室 C 担当：アリス・スレーター

09:00-09:50 NGO 向け政府ブリーフィング: 

イギリス

会議室 C Reaching Critical Will

担当：レイ・アチソン

10:00～13:00 平和首長会議アセンブリー 会議室 C 平和市長会議

担当：まつお くみこ

13:15-14:30 核兵器と国際法の人道的側面 会議室 C 広島県

担当：たざわ たくや

15:00-18:00 核兵器廃絶の戦略 会議室 C IPB, IALANA, INES

担当：ルーカス・ヴィール

4 月 30 日（木）

07:30 多宗教朝の祈りの集会：ラルフ・バ

ンチ公園（国連の向い側）にて

ラルフ・バン

チ公園

クリスチャン CND

担当：パトリシア・プルハム

08:00～8:50 アボリション・コーカス 会議室Ｃ 担当：アリス・スレーター

09:00-09:50 NGO 向け政府ブリーフィング: 会議室 C Reaching Critical Will

担当：レイ・アチソン

10:00-13:00 平和首長会議青年フォーラム 会議室Ｃ 平和首長会議

担当 まつお くみこ

13:15-14:30 未定 会議室Ｃ グローバル安全保障研究所

担当：リアナ・タイソン・クレガー

15:00-18:00 北東アジア非核兵器地帯 会議室 C ピース･デポ

担当：キム・マリア

5 月 1 日（金）

07:30 多宗教朝の祈りの集会：ラルフ・バ

ンチ公園（国連の向い側）にて

ラルフ・バン

チ公園

クリスチャン CND

担当：パトリシア・プルハム

08:00-8:50 アボリション・コーカス 会議室Ｃ 担当：アリス・スレーター

09:00-9:50 NOG への政府ブリーフィング 会議室 C リーチング・クリティカル・ウィル



担当：レイ・アチソン

10:00-13:00 核軍縮へ向けた若者のエンパワー

メントと取り組み

会議室 C 核兵器禁止世代(BanG)

担当：アンナ・イケダ

13:15~14:30 「爆弾に頼るな」 会議室 C PAX

担当：スーシー・スナイダー

15:00~18:00 NPT への市民社会のプレゼンテー

ション

5 月 2 日（土）

09:00～18:00 廃 絶 2000 年 次 総 会 (Pace 

University, 1 Pace Plaza)

ペース大学 廃絶 2000

担当：アリス・スレーター

20:00 広島と長崎へ愛を込めて：軍縮のた

めのコンサート (The New York 

Society for Ethical Culture)

2 West 64th 

St. New York

ヒバクシャストーリーズ・ニューヨーク

5 月 4 日（月）

08:00～8:50 アボリション・コーカス 会議室Ｃ 担当：アリス・スレーター

09:00～9:50 NOG への政府ブリーフィング：

オーストリア

会議室 C リーチング・クリティカル・ウィル

担当：レイ・アチソン

10:00-13:00 いかに朝鮮戦争を終結させ、非核の

北東アジアを実現するか

会議室 C 参与連帯

担当：イ・ミヒョン

13:15-14:30 未定 会議室 C 核軍縮と不拡散のためのラテンアメリカ

とカリブ海リーダーシップネットワーク

担当：イルマ・アルゲリョ

15:00-18:00 朝鮮半島の非核化と平和 会議室 C 平和と朝鮮統一のための連帯（SPARK）

担当：オ・ヘイラン

5 月 5 日（火）

08:00～8:50 アボリション・コーカス 会議室Ｃ 担当：アリス・スレーター

09:00～9:50 NOG への政府ブリーフィング：

フランス

会議室 C リーチング・クリティカル・ウィル

担当：レイ・アチソン

10:00-13:00 朝鮮半島の和平協定と北東アジア

非核兵器地帯の創設

会議室 C 平和と朝鮮統一のための連帯（SPARK）

担当：オ・ヘイラン

13:15-14:30 ジェンダーと核兵器 未定 アイルランド政府代表団

13:15-14:30 軍縮と不拡散教育 会議室 C NPS グローバル基金

担当：イルマ・アルゲーリョ

13:15-14:30 NATO は核兵器を禁止できるか？

(Baha’i Center, 866 U.N. Plaza)

Baha’i Center ICAN ドイツ、ハインリッヒ・ボル基金

担当：サーシャ・ハック

15:00-18:00 INENS 青年エキスパート対話 会議室 C 未来の核専門家国際ネットワーク(INENS)

担当：ミーナ・シンゲリー

（以下省略）


