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杉本 純 の
原子力の話Ⅱ
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日本政府と広島市及び
長崎市の共同による国連
内の常設展示「Towards
a world free of Nuclear
weapons」のオープニン
グ式典が 10 月 17 日に行
われた。ウィーンの国連
ビルには毎年５万５千人
以上のガイドツアー参加
者があり、原爆資料など
の展示がより多くの人の
目に触れることになる。

国連常設展：核兵器のない世界

月刊ウィーン主催の講演会「佐渡裕：
ウィーンと私」が企画されている。今シー
ズンからトーンキュンストラーオーケス
トラ・ニーダーエスタライヒの首席指揮
者として活躍中の佐渡裕さんの講演会を、
2016 年のなるべく早い時期の平日の夜に
ウィーン市内で実現できるよう調整中。
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2016 年 佐渡裕 講演会
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