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戦争と平和の資料館
「ピースあいち」に行ってきました
認定NPO法人 平和のための戦争メモリアルセンター設立準備会 理事
（特）名古屋ＮＧＯセンター理事
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職員は１名のみで、他は90名ほど
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こ
れは他地域の平和資料館には見られな
い大きな特徴です。
ピースあいちの年間運
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近藤 すべて市民の手作りなのですね。
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私たちはピースあいちの運営以外

にもさまざまな活動をしています。広報を
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編集発行し、戦争遺跡を調査するとか、市

戦争と平和の資料館「ピースあいち」
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開館時間：午前11時から午後4時まで。休館日：日・月(祝日は開館します)
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