
 

 

 

 

 

 

 

  

 
18th WORKING GROUP MEETING NOTES and FOLLOWUP STEPS 

27 November 2015 
Hosted by Hiroshima Peace Culture Foundation Offices  

 
［英語版］（日本語版は後ろのページにあります） 
 
Attendees: 13 
GLH core team: Nassrine Azimi(NA), Tomoko Watanabe(TW), Hideko Yamada(HY),  

Akio Nishikiori(AN) 
UNITAR: Junko Shimazu(JS), Nobuaki Nishikawa(NN) 
Hiroshima Peace Culture Foundation: Yasuyoshi Komizo(YK), Shinichiro Murakami(SM), 

Aki Matsumoto(AM), Chieko Nii(CN)  
Hiroshima University: Asami Ogura(AO) 
Hiroshima City: Katsumi Suesada(KS)  
Gyosei Shoshi: Yoko Mito(YM) 
  
  
1. STATUS OF GLH PARTNERS WORLDWIDE (NA/TW/HY & All WG members) 
  
Recent developments with partners introduced (updated status only).  
  
AFGHANISTAN 
NA: -In September 25 members of Afghanistan national women’s football team visited 

Hiroshima. 
 -They were interested in tree tour and asked many questions including how people have 

created public spaces in the city. 
  
AUSTRALIA 
NA: -In November Ginkgo seeds were delivered to Australian National University. 
 -Professor Thakur who was vice rector at UN University is now at this university, and 

introduced GLH. 
  
CAMBODIA 
NA: -The Camphor sapling in Compong Speu could not survive. A new one was delivered in 

September. 
 -The other one in Phnom Penh is in good health. 
  
ETHIOPIA 
NA: -Some species are relatively in good shape while others struggling to survive. 
  
GERMANY 
NA: -Mr. Wolfgang Schlupp-Hauck of Schwäbisch Gmünd, Germany, is very active.  
  
IRAN 
NA: -Ginkgo seeds were dispatched. 
 -Ginkgo saplings at Tehran Peace Museum could not survive. National Botanical Garden, a 

new partner introduced by Tehran Peace Museum, will try to grow Ginkgo tree. 
  
JAPAN 
TW: -At Asian Health Institute, the Aogiri sapling could not survive the winter. In October when 

international trainees visited Hiroshima, GLH gave them a new Aogiri sapling. 
HY: -The 6th graders of Nakanoshima Elementary School in Tokushima prefecture visited 

Hiroshima in October. After a lecture and Kamishibai, a Someiyoshino sapling was presented.  
 -At Bourbon Co., with the advice of Mr. Horiguchi, they gave a recovery treatment for Ginkgo 

sapling.  



 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
Russia 
NA: -At Tver State University, the second “Day of Open Heart” was held.   
 -Moscow State University has applied. We plan to deliver new seeds in spring. 
  
SWITZERLAND 
NA: At ICRC Ginkgo saplings is growing in good health. 
  
USA 
NA: -Ginkgo saplings at Harvard University’s Arnold Arboretum are in good health. 
 -In October Mr. Kawamura, Vice President of Japanese Friendship Garden Society of San 

Diego in Balboa Park, visited Hiroshima. A Letter from Mayor Matsui was delivered to the 
garden in November. 

  
TW: -I visited Oberlin College in September and delivered some saplings. At the meetings with 

the President, Shansi, and Professors, they promised their tender care of the saplings.  They 
have prepared special sites on their main street for the saplings to be planted in the future. 

  
NA: -We see interesting developments of partners. The meaning of A-bomed trees has become 

deeper on every continent.   
 -Although GLH is a small initiative, thanks to each partner’s network, and thanks to the help 

of botanical gardens, the message is resonating deeply and widely. 
 -We have to try to respond to the questions from partners. What we need to do is to tell the 

fact of each tree. We also need to enhance our data base. 
 -Interpretation of messages delivered by A-bombed trees can be diversified by each partner. 

  
TW: -We are at the stage to think about the symbol 
mark/plaque for the 2nd generation trees and 
descendant trees growing worldwide. 
  
AN: -Some updates from Tonan Rotary: Every year, 
following a piano concert held on August 6th, Tonan 
Rotary deliver two recycled pianos accompanied by 
Ginkgo saplings to nurseries and kindergartens in 
Tohoku area.  We are in the 3rd year of 5-year-program 
and we delivered two pianos and saplings to Miyagi this 
year.  To our surprise, it seems that Ginkgo sapling is 
more appreciated than the piano. 
  

  
2. STATUS OF DELIVERY OF GLH SEEDS/SAPLINGS TO THE FOREIGN MEMBER OF 

MAYORS FOR PEACE (SM)  
  
SM: - In October, MFP has resent Ginkgo seeds to City of Manchester, UK. Many saplings died 

there this year and they want to grow new saplings again. They had a competition of peace 
pictures and poems among schools. The winner schools will receive Ginkgo saplings from the 
city in the future. 

 -We found that city of Ypres, Bergium, had received seeds on Mayor’s visit on Vienna in 2012. 
Ginkgo and Camphor saplings are growing there. MFP delivered a plaque to them in 
November. 

 -Reports from Frogn of Norway, Sarajevo of Bosnia & Herzegovina, and No Gun Ri of South 
Korea showed that the saplings are growing in good health in each city. 

 -Radlje of Dravi of Slovenia and Fredrikstad of Norway informed us that they have planted 
the seeds. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  
  
YK:   -An Aogiri sapling was planted in the garden of US Consulate General in Kobe on November 

2nd . When Consul-General Mr. Greenburg visited Hiroshima in April accompanying Ms. 
Caroline Kennedy, U.S. Ambassador to Japan, he was interested in the GLH activity of Mayors 
for Peace and he asked for a donation of sapling to his office. Ms. Caroline Kennedy was 
moved by the stories told by Mr. Komizo too. 

 -This is the first planting at a formal facility of US Government.  
 -We need two techniques to make peace: One is to give up nuclear power (remove 

dangerous things) and the other is to bring up new sense of value for peace (make new 
fundamentals for peace)  

  
3. INFORMATION ON GLH SEEDS/SAPLINGS (HY) 
  
HY:  Seed collection status as of November, 2015: 
 Collected 2015 Seeds: Ginkgo (700), Jujube (1000) 
 Expected seed collection from now on: Persimmon, Kurogane holly, and Camphor 
  
  
4. REEXAMINATION OF A-BOMB TREE DATA BASE (TW/NA/HY)  
5. FIELD STUDY OF A-TYPE A-BOMBED TREES (TW/HY) 
6. WORKSHOP FOR HIROSHIMA CITY WORKERS ON THE VALUE OF A-TYPE A-BOMBED 

TREES (TW/KS) 
  
  
TW: -Professor Masakazu Suzuki of Tsukuba University and 

his team have studied Hiroshima A-bombed trees, 
written a paper, and presented it at an academic 
meeting. He did research in Nagasaki too. (Thesis 
report distributed) 

 -Among classified A-bombed trees, Professor Suzuki 
says that A-type of trees – Its main trunk has survived 
the atomic bombing with recognizable effects, and the 
tree has lived without being transplanted from the 
original place till now – have special value. Most of 
A-type trees bow their head to the hypocenter and the 
trees share similar traits of atomic bombing. 

 -We need to make the complete list of A-type A-bombed trees. For that purpose we would like 
to ask Prof. Suzuki to come to Hiroshima and do the field survey in January next year. 

 -We also need to review A-bombed tree data base both in English and Japanese. We have 
found some mistakes in the description of several plaques and data base.  We would like to 
make a couple of new plaques with corrected information. 

 -We hope to make an opportunity for the city workers to learn the value of A-bombed trees. 
Hope to ask Mr. Suesada to coordinate such a program not only for the city people but also 
the members of Peace Culture Foundation and Education Board.  It is nice to have the 
lecture of Professor Suzuki, followed by the A-bombed tree tour and a party. 

  
KS: -I understand the academic value of A-type A-bombed trees. On the other hand I think all 

A-bombed trees are symbolically important too. I hesitate to put a special focus only on 
A-type of A-bombed trees. 

 -In our training program of the city, we have told the importance of A-bombed trees. 
 -I would love to listen to the lecture of Prof. Suzuki. I think it a good idea to make such an 

occasion. I would like to invite the member of Greenery Department, Education Board and 
Peace Volunteers too. 

 -Need to check the calendar and venue. 
 -How about having the meeting as a formal class open to public? Then City members will join 

there too. 



 

 

 

 

 

 

 

  
 -Regarding the description of plaques and data base, it is normal to have some mistakes.  

Including the information about A-type of A-bombed trees, we hope to review the data and 
level up our data base. 

 -We plan to make budget for monitoring, survey, and preparation of clinical record for each 
tree. 
  
YK: That is reassuring. 
  
AN:  For the plaques to be corrected, please let me 
know.  We will make new ones at Tonan Rotary. 
  
TW:  -I understand it is important to start growing the 
2nd generation trees of weakened mother trees.  Is it 
possible to do it at the Botanical Garden? 
  
NA:  Hopefully Horiguchi-san would be able to train a 
few deshi. 

  
TW:  Thanks to everyone’s efforts, I am very happy to know paper cranes are donated to the 

Camphor tree in Motomachi these days. 
  
  
7. ACKNOWLEDGEMENTS TO GREEN GREETINGS FOR DESIGN OF SYMBOL MARK 

(TW/NA) 
  
TW: -Symbol mark of Hiroshima A-bombed tree was designed by Green Greetings team. We 

would like to appreciate them for their contribution. We plan to hand them a thank you letter 
from Green Legacy Hiroshima. 

 -We are going to use this symbol mark as the certificate mark on the plaques for the 2nd 
generation trees and descendant trees of Hiroshima A-bombed trees.  Descendants of 
Hiroshima A-bombed trees have growing all over the world through various doors for 
delivery. 

  
YK: -At Mayors for Peace, we officially agreed to join GLH activity two years ago. For the 

descendant trees growing overseas, we also would like to use this symbol mark on our 
plaques too. 

 -If possible we hope to arrange the way to use it in MFP plaque. For example, is it okay to use 
the symbol mark as a watermark? Then we could use the big size of it. 

  
SM: Is it possible to change the size and color in respect of copyright? 
  
AN: Hopefully no big change of color. 
  
KS: We have to consult with the designers. 
  
TW: I will ask Seo-san for their thoughts. 
  
YK: We would like to appreciate Seo-san and his team for their contribution one more time. 
  
  
8. NEXT WORKING MEETING: in January or February? 
  
-Hosted by UNITAR Hiroshima Office  
-Date to be posted later 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 18回ワーキンググループミーティング議事録・今後の計画 

於 広島平和文化センターオフィス 会議室 

２０１５年１１月２７日 

             
出席者:13名 
ＧＬＨコミティーメンバー: ナスリーン・アジミ、渡部朋子、山田英子、錦織亮雄 
ＵＮＩＴＡＲ: 島津準子、西川信明 
広島平和文化センター：小溝泰義、村上慎一郎、松本亜紀、新井知恵子 
広島大学：小倉亜紗美 
広島市：末定勝美 
行政書士：三登陽子 
 
 
１. 国内外のパートナーとの現状報告（アジミ、渡部、山田、ワーキンググループメンバー全員） 

  
最新のニュースがあるパートナーのみ取り上げて報告 
 
アフガニスタン 
アジミ：  －9月にアフガニスタン女子サッカーチームの 25名の選手が広島を訪問。 

－樹木ツアーに興味をもって参加、たくさんの質問を受けた。（例：どうやって市の中に公共スペースを
確保してきたのか？） 

   
オーストラリア  
アジミ： －11月にオーストラリア国立大学にイチョウの種を送付。 
 －かつて国連大学の副学長だったタクール教授が現在オーストラリア国立大学にいる。その先生がＧ

ＬＨをご紹介くださった。 
 
カンボジア 
アジミ： －コンポンスプーのクスノキの苗が枯死、9月に新しい苗木を届けた。 
 －プノンペンの苗木は元気に成長中。 
 
エチオピア 
アジミ： －比較的良好な苗木もある一方、弱っている苗もあるとの報告あり。 
  
ドイツ 
アジミ： シュトゥットガルトのヴォルフガング氏がとても活動的。 
 
イラン 
アジミ： －国立植物公園にイチョウの種を送付。 
 －テヘラン平和資料館のイチョウの苗木は枯死。テヘラン平和資料館からの紹介で、国立植物公園

がパートナーとなった。 
 
日本 
渡部： -ＡＨＩで育てていたアオギリが冬越しできず枯死。10月に研修チームが来広した際、新しいアオギリの

苗木を持ち帰ってもらった。 
山田： -徳島県阿南市中野島小学校の６年生が 10月に修学旅行で広島を訪問。 被爆樹木について学び、

ソメイヨシノの苗木を持ち帰った。 
-ブルボン(株)のイチョウ、堀口さんのアドバイスを受けて、すぐに樹勢回復処置。 

 
ロシア 
アジミ： －トヴェリ国立植物公園では第二回目の「オープンハートデー」を開催。 
 －モスクワ国立大学から申込みをもらっている。春に種を送付する予定。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
スイス 
アジミ： －ICRCのイチョウの苗木は元気に成長中。 
 
米国 
アジミ： -ハーバード大学植物公園のイチョウの苗木は元気。 
 -10月に、サンディエゴのバルボアパークにある日本友好庭園の副園長河村氏が GLHを訪問。この庭

園には 11月に市長からのレターも届けた。 
 
渡部： ９月にオバリン大学を訪問し、数種の苗木を届けた。学長、シャンシー、植物担当教員と会い、手厚い

ケアを確信した。将来の植樹場所もメイン通りに確保してもらっている。 
 
アジミ： -パートナーの展開は興味深い。被爆樹木の意味は全ての大陸において深まってきている。 
 -GLHは小さい団体だが、各パートナーのネットワークのおかげで、また、植物公園の協力で、メッセー

ジはより深く広く伝わってきている。 
 -パートナーからの質問に答えられるように準備をしておく必要がある。それぞれの樹木の事実を伝える

ことが大切。データベースの充実を図りたい。 
-被爆樹木が伝えるメッセージの解釈はそれぞれのパートナー
が行うことで、多様性が期待できる。 
 
渡部： 世界で育ちつつある2世の苗、子孫の木につけるシン
ボルマーク・標識を考える時期に来ている。 
 
錦織： 東南ロータリークラブからの報告：毎年、東南ロータリ
ークラブでは、8月 6日のピアノコンサートを行ったあとで、2台
の中古ピアノにイチョウの苗木を添えて東北の保育園、幼稚園
に届けている。５年計画で今年 3年目。驚きなのは、ピアノにも
ましてイチョウが感謝されているらしい。 
 

                        
 
２. 平和首長会議国外加盟都市への被爆樹木の種や苗木の配付について（村上） 
 
村上： -10月にイギリスマンチェスター市にイチョウの種を送付。昨年から育てていた苗木の多くが枯れてしま

ったため種を再送した。マンチェスターでは学校参加の平和の絵画・詩のコンクールを開催、表彰校に
イチョウの苗木を提供することにしている。 

 -ベルギーのイーペル市が 2012年に市長がウィーンを訪問されたときに GLHの種を受け取っていたこ
とが判明、イチョウとクスノキの苗木が育っている。11月の出張の際、平和首長会議より標識を贈呈し
た。 

 -ノルウェーのフロン市、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ市、韓国のノグンリ市からは苗木が元気に
成長中の報告あり。 

 -スロベニアのラドリェ・オブ・ドラヴィ市、ノルウェーのフレッドリクスタッド市からは種まきの報告あり。 
 
小溝： -11月 2日に神戸の米国総領事館の庭にアオギリの苗を植樹した。ケネディー大使に同行して、グリー

ンバーク総領事が広島を訪問した際、平和首長会議のGLHの取り組みに興味を示され自身のオフィス
に苗を植えたいとの申込みがあった。ケネディー大使も感動した様子だった。 

 -米国政府の公式施設の中では最初の植樹となった。 
 -平和を作るにはふたつの手段が必要：ひとつは核廃絶（危ないものを除去する）、もう一つは平和の基

盤を作ること（違った価値観・立場の人が協力して新しい価値を育てる） 
  

 
３.  GLHの木、種、苗についての報告（山田） 
 
山田： 11月現在の種取り状況について 
 -これまでに採取した種： イチョウ （700個）、ナツメ （1000個） 
 -これからの採取予定の種： カキ、クロガネモチ、クスノキ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
４． 被爆樹木のデータベースに関する再検討について（渡部、アジミ、山田） 
５． Ａ型被爆樹木の調査について（渡部、山田） 
６． 広島市職員を対象としたＡ型被爆樹木についての研修会開催について（渡部、末定） 
 
渡部： -筑波大学の鈴木教授とそのチームが広島の被爆樹木の研

究をし、学会でも発表されている。先生は長崎の被爆樹木
の調査もされた。（論文コピー配布） 

 -この研究で、被爆樹木を分類したとき、A タイプの被爆樹
木（単幹、地上部被害痕跡有り、移植無し）は被爆の影響を
顕著に示しており特に価値が高い、とされている。A タイプ
の被爆樹木の多くが爆心地に向って傾いている。 

 -A タイプの樹木リストを洗い直す必要がある。そのために、
来年1月に鈴木先生に広島に来ていただき調査をお願いし
たい。 

 -GLH としても、日英ともにデータベースを再確認する必要
を感じている。標識の記載、データベースの情報に間違い
を見つけてしまったので、それについては正しい記載の標
識をつくり直したい。 

 -広島市の職員を対象に、被爆樹木の価値を学んでもらえる機会を設けたい。末定さんを中心に、広島
市の職員だけではなく平和文化センター、教育委員会の方にも参加していただける会を考えていただ
きたい。鈴木先生に講演をお願いし、引き続き被爆樹木ツアー、懇親会というプログラムはどうだろう。 

 
末定： -学術的に A型の被爆樹木の価値があることは理解できるが、すべての被爆樹木は象徴的な価値があ

ると思っている。A型を差別化はしたくない。 
 -広島市の研修において、被爆樹木の大切さは伝えている。 
 -鈴木教授の話は聞きたいと思うし、そのような機会を作ることはよいと思う。緑政課のメンバー、教育委

員会、に加え、ピースボランティアの方にも参加いただきたい。 
 -広島市の公開講座として行い、そこに広島市のメンバーも参加するという形はどうだろうか？ 
 -標識やデータベースの記載間違いについては、人間がすることなので有りうること。A型の被爆樹木の

情報も含め、データを見直し、データベールのレベルアップを図
っていきたい。 
-モニタリング、個別調査、カルテ作成の予算も来年度要求してい
る。 
 
小溝： 心強い。 
 
錦織： つくり直す標識については、詳細ご連絡を。東南ロータ
リークラブで作成する。 
 
渡部： 弱っている被爆樹木の２世を育てておくことも大切だと
思う。植物公園ではできないだろうか？ 
 

アジミ： 堀口さんの弟子が必要。 
 
渡部： 皆さまのお力のおかげで、最近では基町のクスノキに折り鶴が添えられていることもあるそうだ。 
 
 
７． みどりの伝言に対し、シンボルマーク作成についての謝辞（渡部、アジミ） 
 
渡部： -広島の被爆樹木のシンボルマークは、みどりの伝言チームによってデザインされた。その貢献に感謝

の意を表したい。GLHから感謝レターを贈りたい。 
 -このシンボルマークを広島の被爆樹木の認証マークとして 2世の樹木、子孫の樹木の標識にも使っ

ていく。広島の被爆樹木の子どもたちは、いろいろな窓口を通して届けられ世界中で育ちつつある。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
小溝： -平和首長会議は 2年前に正式に GLHの活動に参加することを決めた。海外で育っている子孫の樹

木の標識には、我々もこのシンボルマークを使いたい。 
-可能であれば、平和首長会議の標識には、シンボルマークを少しアレンジしたものを使いたいと思う。
たとえば、シンボルマークを透かし模様にすると、もっと大きく使えると思うが。 

 
村上： コピーライトの関係はどうか？色や大きさは変えられるものだろうか？ 
 
錦織： 色はあまり変えてほしくない。 
 
末定： デザイナーに相談してみる必要があるのでは。 
 
渡部： 瀬尾さんに意向を確認してみる。 
 
小溝： 改めて、瀬尾さんと緑の伝言チームに感謝したい。 
 
 
７. 次回のＷＧミーティング：１月あるいは２月 
 
・ユニタール広島オフィス主催 
・日程は後日連絡  
 


