
機関誌バックナンバー（2019年10⽉25⽇〜2013円4⽉25⽇） 1冊:200円
号／発⾏⽇ 主な記事

第81号
2019年10⽉25⽇発⾏

・五井平和財団に届いた「2万⼈×10」の優しさ
・ピースフルプロジェクト、11⽉〜2⽉のテーマを発表
・カザフスタン共和国⼤使館と共催 「核なき世界への道」について考えるシンポジウムの開催レポート
・⻘少年教育ー駐⽇外交官プロジェクト（⾸都圏の中・⾼3校）、地球っ⼦広場×国際平和デー
・「五井平和財団 設⽴20周年記念誌」の発⾏ ほか

第80号
2019年7⽉25⽇発⾏

・本年度の五井平和賞受賞者、ニップン・メータ⽒とサービススペースに決定！
・⻄園寺会⻑、理事⻑ルクセンブルク平和賞の受賞式に出席
・作⽂コンテスト受賞者たちによるウェビナーがスタート
・新プロジェトの名称、ピースフルプロジェクトに決定
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第55回 「つながりと健康格差」概要 ほか

第79号
2019年4⽉25⽇発⾏

・社会をよくする「参加型新プロジェクト」の紹介
・ESD⽇本ユースプラットフォーム会合（2⽉17⽇）の開催レポート
・新しい⽂明を築くムーブメント：世界的ベストセラー『FACTFULNESS』から「事実に基づく世界の⾒
⽅」を知ろう
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第54回 「協⽣農法―⾷糧⽣産の⾰新に基づく、健康と平和の創出に向
けて」概要

第78号
2019年1⽉31⽇発⾏

・2018年度五井平和財団フォーラム「いま、明⽇をつくる」を特集
五井平和賞受賞者のララ・ハスナ モロッコ王国王⼥による受賞記念講演、若者3⼈のリレートーク「志から
アクションへ」ほか。
・国際ユース作⽂コンテストの⽂部科学⼤⾂賞受賞作品を全⽂掲載
・ララ・ハスナ王⼥がモロッコと交流する都内中学校を訪問
・第5回ESD⽇本ユース・コンファレンス「教育で未来をつくる」開催レポ―ト 等

第77号
2018年10⽉25⽇発⾏

・8.8本当の平和ってなんだろう 〜映画『純愛』上映と対話会〜の開催レポート
・⻘少年教育ー駐⽇外交官プロジェクト（東京、愛知の中・⾼3校）、地球っ⼦広場×国際平和デー
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第53回 「国際⽀援の現場から学んだ、ひと・チーム・世界の変え⽅」
概要 ほか

第75号
2018年4⽉25⽇発⾏

・特集：新しい⽂明を築くムーブメント「AI（⼈⼯知能）についてどう思いますか〜五井平和財団理事会で
の意⾒交換より〜」
・イタリア中部⼤地震で被災した⼦どもたちと地球っ⼦広場奥州の交流
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第51回 「超⾼齢少⼦多死時代いおいて持続可能な社会を⽬指す」概要
・ESD⽇本ユースプラットフォーム会合（2⽉17⽇開催）のレポート ほか

第74号
2018年1⽉31⽇発⾏

・2017年度五井平和財団フォーラム「⾃然の叡智」を特集
五井平和賞受賞者の受賞記念講演「バイオニアーズ：⾃然と⼈間の⼼から起こす⾰命」、トークセッション
「新しい⽂明を築く道筋を描こう」ほか。
・国際ユース作⽂コンテストの⽂部科学⼤⾂賞作品の全⽂掲載
・ユネスコと共催した、若者のESDに関するリーダー育成ワークショップのレポ―ト等

第73号
2017年10⽉25⽇発⾏

・五井平和財団フォーラム「⾃然の叡智」の関連ワード
・ESDユース・ウィーク 〜⽇本から東アジア、世界へ〜 開催レポート
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第50回 「科学・技術と⼈類・社会 ―「⽣き⽅としての科学」を求めて
―」の講演録等
（講師 所 眞理雄／（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所創設者）
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号／発⾏⽇ 主な記事

第72号
2017年7⽉25⽇発⾏

・特集 富⼠宣⾔シンポジウム「調和とバランスのとれた世界を共創する」
・講演会シリーズ：21世紀の価値観 第49回 「難⺠の世紀に⽣きる私たちの視点」の講演録
（講師 ⻑有紀枝／⽴教⼤学⼤学院教授）
・イスラエルの外交官と東京の中学⽣との交流授業ほか、⻘少年教育事業のレポート等

第71号
2017年4⽉25⽇

・新しい⽂明を築くムーブメント「つながりを⾒つめる」
・カナダで開催された国際会議「平和と持続可能な開発のためのユネスコ週間：教育の役割」のレポート
・イタリアの被災地で、地球っ⼦広場開催！
・「講演会シリーズ：21世紀の価値観」
第48回 病気の⼦どもに教育は必要ですか？ 〜院内学級の⼦どもたちが教えてくれた⼤切なこと〜（講師：
副島賢和⽒）のレポート 等

第70号
2017年1⽉31⽇

・特集 2016年度五井平和財団フォーラム「⼀⼈⼀⼈の輝きが未来をつくる」
・「平和の⽂化」特別賞授賞式（受賞者：ヌルスルタン・ナザルバエフ カザフスタン共和国⼤統領、会
場：迎賓館）
・ユース・シチズン・アントレプレナーシップ・コンペティション⼊賞者決定

第69号
2016年10⽉25⽇

・アフリカにおける⼥性の活躍
・地球っ⼦広場で「国際平和デー」を祝う
・駐⽇トンガ王国⼤使が、愛知県岡崎市の⾼校⽣らと交流
・講演会シリーズ：21世紀の価値観
これからの社会に必要とされる会社とは／新井和宏
・広がる「富⼠宣⾔」ムーブメント

第68号
2016年7⽉25⽇

・「ソウル・オブ・ウィメン」特集
・講演会シリーズ：21世紀の価値観
⽇本から幸せと平和を発信しよう／前野隆司
・群⾺県⽴⼥⼦⼤学連携講座「⼤使リレー講座」で⻄園寺理事⻑が講義
・パリにも開設！ 2016年度地球っ⼦広場がスタート 等

第67号
2016年4⽉25⽇

・⻄園寺会⻑が国連本部で「富⼠宣⾔」を紹介
・講演会シリーズ：21世紀の価値観
写真で伝える世界の⼦どもたち 〜カンボジア、東北、シリア難⺠〜／安⽥菜津紀
・「 ESD⽇本ユース・プラットフォーム会合」を開催
・「報告と感謝の集い」を⾼知市で開催
・「地球っ⼦広場研修会」を富⼠市で開催 等

第66号
2016年1⽉25⽇

・特集 2015年度五井平和財団フォーラム「ソウル・オブ・マネー 〜豊かな⼈⽣を⽣きるために〜」
・第2回ESD⽇本ユース・コンファレンス開催 ユース世代のプラットフォーム構築に向けて
・「 富⼠宣⾔」×経済・ビジネス─未来を共創するダイアログを開催 等

第65号
2015年10⽉25⽇

・群⾺県⽴⼥⼦⼤学「平和について考える⼤使リレー講座」10周年
・講演会シリーズ：21世紀の価値観
より良い社会をつくるためのヒント〜「⼈を助けるすんごい仕組み」と「本質⾏動学」の視座から〜／⻄條
剛央
・ミラノとパリで「富⼠宣⾔」についてスピーチ 等
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号／発⾏⽇ 主な記事

第64号
2015年7⽉25⽇

・「 富⼠宣⾔」発⾜記念 東京シンポジウム開催
・被災地の⼦どもに笑顔を届ける、地球っ⼦キャラバンを福島で開催！
・ユネスコ ESD-GAP パートナー・ネットワークに参画
・講演会シリーズ：21 世紀の価値観
SHIEN（⽀援）学：新しい時代の⽣きかた・働きかたへ／舘岡康雄 等

第63号
2015年4⽉25⽇

・節⽬の年。平和を考えるヒント
・10周年を迎えた地球っ⼦広場のあゆみとこれから
・講演会シリーズ：21世紀の価値観
超⾼齢化社会における⽇本の役割／酒向正春 等

第62号
2015年1⽉31⽇

・特集1 2014年度五井平和財団フォーラム「⼼の復興からはじまる新しい⽂明」
・特集2 ユネスコESDユース・コンファレンス、岡⼭で開催!
・ユース・シチズン・アントレプレナーシップ・コンペティション表彰式を開催
・富⼠宣⾔について 等

第61号
2014年10⽉25⽇

・五井平和賞受賞者たちの⾔葉
・ユース・シチズン・アントレプレナーシップ・コンペティション⼊賞者決定！
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
グローバルなエネルギー変⾰─地域からの挑戦／飯⽥哲也

第60号
2014年7⽉25⽇

・設⽴15周年特集
・会員総会「報告と感謝の集い」広島で開催
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
グレートジャーニー ⼈類の旅〜我々はどこから来て、どこへ⾏くのか〜／関野吉晴

第59号
2014年4⽉25⽇

・ESD⽇本ユース・コンファレンスを開催
・コミュニケーター研修・交流会開催報告
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
地球の⽣命と宇宙の⽣命／海部宣男

第58号
2014年1⽉25⽇

・特集 2013年度五井平和財団フォーラム「平和の⽂化を⽣きる」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
森は海の恋⼈〜⼈の⼼に⽊を植える〜／畠⼭重篤
・特集 第8回ユネスコ・ユースフォーラムを共催

第57号
2013年10⽉25⽇

・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
⽣きものはつながりの中に／中村桂⼦
・欧州の歴史的な場所でピースポール建⽴とWPPC開催

第56号
2013年7⽉25⽇

・ESD（持続可能な開発のための教育）の発展に向けて〜2つのユース・コンファレンスを開催
・会員総会「報告と感謝の集い」福岡で開催
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
⾃然と⼈間の距離をこれ以上離さない⽣き⽅／⻄辻⼀真
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号／発⾏⽇ 主な記事

第55号
2013年4⽉25⽇

・社会起業家に⾒る新しい⽣き⽅、働き⽅
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
脳科学と⼈間〜⼼の計測・解析の最先端が垣間⾒たもの〜／⼩泉英明
・国連特別⾏事でフラッグセレモニー開催

機関誌バックナンバー（2013年1⽉25⽇〜1999年12⽉20⽇） 1冊300円
号／発⾏⽇ 主な記事

第54号
2013年1⽉25⽇

・特集 2012 年度 五井平和財団フォーラム「 幸せの価値観」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
「Earthling ＝地球⼈として⽣きる」／上⽥壮⼀

第53号
2012年10⽉25⽇

・座談会（松浦貴昌×河村和紀×井⼝奈保×川村真妃）
・平和教育
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」特別連続企画 第2 回
「震災を乗り越えて、新しい未来へ」／⽥坂広志×⽵村真⼀

第52号
2012年7⽉25⽇

・平和教育
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」特別連続企画 第1 回
「震災を乗り越えて、新しい未来へ」／⽥坂広志×⽵村真⼀

第51号
2012年4⽉25⽇

・平和教育
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
コミュニティデザイン―⼈がつながるしくみをつくる／⼭崎 亮

第50号
2012年1⽉25⽇

・2011年度五井平和財団フォーラム
「希望の輪を広げる」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第30回旭川市旭⼭動物園園⻑／坂東元

第49号
2011年10⽉25⽇

・地球っ⼦キャラバン 被災地に⼼を届ける
・座談会 ⽇本が考えるべきこと
アレイダ・ゲバラ（チェ・ゲバラ⽒⻑⼥・⼩児科医）×⻄園寺昌美会⻑×⻄園寺裕夫理事⻑×川村真妃常務
理事

第48号
2011年7⽉25⽇

・2011年度五井平和財団会員総会「報告と感謝の集い」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第29回社会福祉法⼈横須賀基督教社会館会⻑／阿部志郎

第47号
2011年4⽉25⽇

・「新時代の復興」〜新しい⽂明に向けて〜
・対談 平和に向けたユネスコの取り組み
松浦晃⼀郎（前ユネスコ事務局⻑）×⻄園寺裕夫理事⻑
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号／発⾏⽇ 主な記事

第46号
2011年1⽉25⽇

・2010年度五井平和財団フォーラム
「平和をつくる意識の⼒」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」（特別企画）
BELLA GAIA〜⾳楽と映像でつづる、宇宙から⾒た地球の姿／ケンジ・ウィリアムス

第45号
2010年10⽉25⽇

・世界は明らかにかわってきた
・対談 古き⽣き⽅に新しき⽣き⽅を学ぶ
藤尾秀昭（致知出版社⻑）×⻄園寺昌美会⻑×⻄園寺裕夫理事⻑
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第28回東京都⽴駒込病院 脳神経外科部⻑／篠浦伸禎

第44号
2010年7⽉25⽇

・五井平和財団会員総会「報告と感謝の集い」
・対談 「ギフト経済」の時代へ
ニプン・メータ（チャリティ・フォーカス共同創始者）×⻄園寺裕夫理事⻑
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第27回ユニバーサルデザイン総合研究所所⻑／⾚池学

第43号
2010年4⽉25⽇

・対談 核兵器のない平和な社会の実現に向けて
⻄園寺裕夫理事⻑×デイビッド・クリーガー（核時代平和財団理事⻑）
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第26回早稲⽥⼤学理⼯学術院総合研究所客員顧問研究員／桜井邦朋

第42号
2010年1⽉25⽇

・五井平和財団フォーラム
「地球⼈類の進化の⾏⽅」〜科学の世界からのメッセージ〜
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第25回NPO法⼈⽇本紛争予防センター事務局⻑／瀬⾕ルミ⼦

第41号
2009年10⽉25⽇

・⼗年⽬を迎えた国際ユース作⽂コンテスト
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第24回⽂化⼈類学者、京都造形芸術⼤学教授／⽵村真⼀

第40号
2009年7⽉25⽇

・聖シュリー・ニャーネシュワラー世界平和賞受賞
・五井平和財団会員総会「報告と感謝の集い」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第23回環境考古学者、国際⽇本⽂化研究センター教授／安⽥喜憲

第39号
2009年4⽉25⽇

・五井平和財団設⽴10周年記念特集
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第21回 多摩⼤学⼤学院教授、シンクタンク・ソフィアバンク代表、社会起業家フォーラム代表／⽥坂広
志、
福岡 映画監督『地球交響曲』／⿓村仁
第22回 NPO法⼈江⼾しぐさ理事⻑／越川禮⼦

5 / 9 ページ



号／発⾏⽇ 主な記事

第38号
2009年1⽉25⽇

・2008年度五井平和財団フォーラム
世界を変える新しいフィランソロピー
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
⼤阪 作曲家／神津善⾏

第37号
2008年11⽉1⽇

・世界平和賞 受賞記念特集
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第20回 東京国⽴博物館 学芸研究部⻑／島⾕弘幸

第36号
2008年8⽉1⽇

・五井平和財団会員総会
「報告と感謝の集い」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第19回フォトジャーナリスト／桃井和⾺

第35号
2008年5⽉1⽇

・平和の⽂化創造に向けた⽇本とアジアの教員交流プログラム
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第18回 環境緑化コンサルタント、樹⽊医／塚本こなみ
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
⼤阪 筑波⼤学名誉教授／村上和雄

第34号
2008年2⽉1⽇

・2007年度五井平和財団フォーラム「みんながチェンジメーカー」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第17回 ⽂部科学省中核的研究拠点 新潟⼤学統合脳機能研究センター⻑／中⽥⼒

第33号
2007年11⽉1⽇

・⽇本の夜明け ⼈類の夜明け
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第16回 東京⼤学名誉教授／清⽔博
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
仙台 映画監督『地球交響曲』／⿓村仁

第32号
2007年8⽉1⽇

・新しい世づくり ―分裂から合⼀へ！―
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第15回東京⼤学名誉教授／渥美和彦

第31号
2007年4⽉25⽇

・「新しい⽂明」を築くイニシアティブ
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第14回⽇本UNHCR協会 シニア・マネジャー／中村恵

第30号
2007年1⽉25⽇

・五井平和財団フォーラム2006
新しい⽂明を築く：若者とのコラボレーション
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第13回 学校法⼈武蔵野東学園 武蔵野東教育センター所⻑／⻑内博雄
⼦どもたちの⼼に輝きを
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号／発⾏⽇ 主な記事

第29号
2006年10⽉25⽇

・「新しい⽂明を築く」イニシアティブ
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第12回 建築家／鈴⽊エドワード
バックミンスター・フラーとワールド・ゲーム

第28号
2006年7⽉25⽇

・レスター・ブラウンと共に2025年を考える会
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第11回 帯津三敬病院名誉院⻑／帯津良⼀
総合医学を超えて、ホリスティック医学へ

第27号
2006年4⽉25⽇

・「新しい⽂明を築く」ためのビジョンと⾏動
・名古屋ピースネットフォーラム

第26号
2006年１⽉25⽇

・国際フォーラム2005「新しい⽂明を築く」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第10回 創作絵本作家・画家・詩⼈／葉祥明
⼼に響く声 〜words & verse〜

第25号
2005年10⽉25⽇

・未来をつくる教育を考えるシンポジウム
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第9回 筑波⼤学⼤学院教授／宗像恒次
愛の健康科学

第24号
2005年7⽉25⽇

・座談会 ⽣命の尊厳、命の⼤切さ
⽇野原重明（聖路加国際病院理事⻑）/⿊岩祐治（フジテレビ報道局解説委員）
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第8回 ノートルダム清⼼⼥⼦⼤学⼤学院教授／濱野惠⼀
「閃き体験」が意味するもの

第23号
2005年4⽉25⽇

・「地球の⼦広場」プロジェクト
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第7回 東京⼯業⼤学⼤学院⽣命理⼯学研究科教授／本川達雄
ゾウの時間・ネズミの時間・私の時間

第22号
2005年1⽉25⽇

・2004年度五井平和財団フォーラム「世界を変える個の⼒」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第6回 駐⽇エジプト⼤使／ヒシャム モハメッド モスタファ バドル
平和・正義・寛容
〜アラブ・イスラム世界のより良い理解のために〜

第21号
2004年10⽉25⽇

・地球意識啓発講座「⽣命倫理を巡って」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第5回 学校法⼈ 学習院⻑／⽥島義博 「⼈間⼒」を育てる
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号／発⾏⽇ 主な記事

第20号
2004年7⽉25⽇

・いちかわ「平和の祭典」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第4回 ミズノ株式会社 代表取締役社⻑／⽔野正⼈ オリンピックと環境

第19号
2004年4⽉25⽇

・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第2回 琉球⼤学教授／⽐嘉 照夫  奪われし未来から蘇る未来
第3回 筑波⼤学名誉教授／村上 和雄  「笑い」と「感動」はよい遺伝⼦を⽬覚めさせる

第18号
2003年12⽉25⽇

・2003年五井平和財団フォーラム「世界ビジョンの実現に向けて」
・講演会シリーズ「21世紀の価値観」
第1回 宮城⼤学教授／佐治 晴夫  宇宙のひとかけらとしての私たち

第17号
2003年9⽉25⽇

・平和な世界の実現に向けてのあゆみ

第16号
2003年7⽉25⽇

・⼥性リーダーたちによる座談会「⾃分⾃⾝を創造する」
（相⾺雪⾹／野村佳⼦／荒井佐⼦／⻄園寺昌美）
・対談「スピリチュアル・ルネッサンス（精神性の復興）」
（アーヴィン・ラズロ博⼠／⿓村仁監督）

第15号
2003年4⽉25⽇

・「あなたは世界を変えられる」出版記念会
・対談「武⼒から意識改⾰の時代へ」
（アーヴィン･ラズロ博⼠／⻄園寺昌美会⻑／⻄園寺裕夫理事⻑）

第14号
2003年1⽉25⽇

・⽣命憲章シンポジウム −調和の世紀を創る−
・国際ユース作⽂コンテストを振り返って

第13号
2002年9⽉25⽇

・国連の特別⾏事への参加
・対談「真の教育」とは
・ぼくらの学校に世界各国の外交官がやってきた

第12号
2002年6⽉25⽇

・21世紀 夢の学校を求めて
・フィリピンの閣僚会議で「⽣命憲章」の朗読
・「⽣命憲章」を理解しよう！実⾏しよう！

第11号
2002年3⽉25⽇

・ソルトレークシティー・冬季オリンピックを記念して市庁舎前にピースポールの広場
・「⼼の教育」を⽬指して⽇本各地の学校がピースポールプロジェクトに参加
・東京・中央区⽴⽇本橋⼩学校でイギリス⼤使館書記官を迎えて「国際理解教室」
・財団設⽴から三年間の主要⾏事：年表と写真
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号／発⾏⽇ 主な記事

第10号
2001年12⽉25⽇

・⽣命憲章シンポジウム「21世紀における⼈類の使命」
（アーヴィン・ラズロ、⽊村孟、村上和雄、⻄園寺昌美、⻄園寺裕夫）
第2回五井平和賞はアーヴィン・ラズロ博⼠が受賞
第2回国際ユース作⽂コンテスト授賞式及び作品発表
・ラズロ博⼠インタビュー「地球規模での意識の⼤転換」
・平和教育：世界平和に向け、国際理解教育 ⼩中学校で展開される

第9号
2001年9⽉25⽇

・国連国際ボランティア年記念座談会
（岡⽥達雄、冨⽥洋、⻄園寺昌美、⻄園寺裕夫）
・熊本ピースフォーラム

第8号
2001年6⽉25⽇

・五井平和財団の使命と『⽣命憲章』
・狂⽜病と⼝蹄疫から学んだこと
・平和教育：⽇本とロシアの⼦ども達に友情芽⽣える

第7号
2001年3⽉25⽇

・ラブロック博⼠（第⼀回五井平和賞受賞者）と若者達
・ユネスコ本部とのパートナーシップ

第6号
2000年12⽉25⽇

・特集：「平和の⽂化」創造のための2000年祭（於：⽇本武道館）
平和を願う1万⼈のフラッグセレモニー（82カ国駐⽇⼤使が出席）
第1回五井平和賞はジェームズ・ラブロック博⼠が受賞
第1回国際ユース作⽂コンテスト最優秀作品に⽂部科学⼤⾂奨励賞授与さる
・「⽣命憲章」について
・⾸相官邸でピースメッセージとピースポールの贈呈式

第5号
2000年9⽉25⽇

・沖縄サミット参加国⾸脳へ⼦ども達のピースメッセージ
・広島の原爆ドームで世界各国の平和を願うフラッグセレモニー
・アナン国連事務総⻑等にピースポールを贈呈

第4号
2000年8⽉1⽇

・野澤重雄講演会と座談会「⽣命の発⾒」
・２０００年祭に向けて盛り上がる平和の潮流
・ウズベキスタン⼤使館でフラッグセレモニー

第3号
2000年4⽉1⽇

・座談会：新千年紀に向けて（明⽯康、俣野華⼦、⻄園寺昌美、⻄園寺裕夫）
・村上和雄講演会「⽣命の暗号」
・沖縄・⽷満ピースフルイルミネーション開会式でフラッグセレモニー

第2号
1999年12⽉20⽇

・座談会：21世紀は⼼の時代〈鈴⽊治雄、並川汎、⻄園寺昌美、⻄園寺裕夫〉
・松本元講演会「愛は脳を活性化する」
・⻄園寺昌美の講演〈ミュンヘン インターナショナル ピース コンファレンス〉

創刊号
1999年12⽉20⽇

・特集：五井平和財団設⽴記念パーティー
各界のオピニオンリーダー多数出席〈前国連事務次⻑・明⽯康／⽂部事務次官（当時）・佐藤禎⼀／他〉
・駐⽇各国⼤使館でピースセレモニー開催
南アフリカ共和国⼤使館、ユーゴスラビア⼤使館、レバノン⼤使館など
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