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平和への
思いを

シェアしよ
う！

たくさんの
おも

思いが

こめられた            

お
ま

待ちしています♪

おりづるを折るおりづるを折る 写真や動画を撮る写真や動画を撮る

おりづるをアップで撮影し
たり、おりづるを手に持って
いるところを誰かに撮っても
らったり、スタイルは自由！

SNSに投稿するSNSに投稿する

「核兵器のない未来」のイメージ
と一緒に#CranesForOurFuture 
をつけてSNS（Instagram、
Twitter、TikTokなど）に投稿

家族や友達に呼びかける家族や友達に呼びかける

あなたの大切な人たちとも、
このアクションをぜひご一緒に

みんなの願いが、平和への
おおきな力になります

キャンペーン期間

2022 . 8 . 5 - 2022 . 8 . 9
あたなの

えが

描く
かくへ い き

核兵器のない
みら い

未来は どのような
せ か い

世界ですか？あたなの
えが

描く
かくへ い き

核兵器のない
みら い

未来は どのような
せ か い

世界ですか？

広島と長崎に原爆が落とされてから77回目の2022年の夏、世界中の人 と々
おりづるを折り、「核兵器のない未来」のイメージをSNSで共有します。

折しも8月には、世界の国々のリーダーたちがニューヨークに集まり、
核軍縮の成果報告を行い、進捗を話し合います。

わたしたちがどれほど核兵器のない未来を求めているか、
それぞれの場所から、おりづるにのせて伝えましょう。

広島と長崎に原爆が落とされてから77回目の2022年の夏、世界中の人 と々
おりづるを折り、「核兵器のない未来」のイメージをSNSで共有します。

折しも8月には、世界の国々のリーダーたちがニューヨークに集まり、
核軍縮の成果報告を行い、進捗を話し合います。

わたしたちがどれほど核兵器のない未来を求めているか、
それぞれの場所から、おりづるにのせて伝えましょう。

詳細は
WEBで

ハッシュタ
グをつけ

て投稿！

折り方動画はこちら

https://www.cranesforourfuture.org/oru

おりづるおりづる

み ら い
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Share your  

peace message!

Craf t ing a brighter  

future s tar ts  with 

a l l  of  us！

Fold your craneFold your crane Take a photoTake a photo

Take a close-up photo of 

the crane, or a movie of 

you dancing with your 

crane, it's up to you!

 Post with #CFOF Post with #CFOF

With your message, post 

your photo on social media 

(Instagram, Twitter, Tiktok, 

etc.) Don't forget to add

#CranesForOurFuture!

Share with Family & FriendsShare with Family & Friends

Remind your family and 

friends to join the action. 

Let's fold a crane for 

peace together!

What does a future without nuclear weapons mean to you?What does a future without nuclear weapons mean to you?

Between the anniversaries of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki this 
August, people around the world will fold and share paper cranes on social media 

with a message about what a future without nuclear weapons means to them. 

At the same time, global leaders will gather in New York to report 
on their commitments to rid the world of nuclear weapons. 

Show them you’re paying attention!

Between the anniversaries of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki this 
August, people around the world will fold and share paper cranes on social media 

with a message about what a future without nuclear weapons means to them. 

At the same time, global leaders will gather in New York to report 
on their commitments to rid the world of nuclear weapons. 

Show them you’re paying attention!

For
more

details

#CranesForOurFuture

Po s t  w i t h  t he  ha s h t a g !

For folding directions

https://www.cranesforourfu-
ture.org/en/take-action#fold

#CranesForOurFuture Campaigne#CranesForOurFuture Campaigne

August 5-9,  2022
Post your crane on the Peace Weekend 

【Quest ions?】Hiroshima Organizat ion for Global Peace (HOPe) Secretar iat :  Peace Promot ion Project Team, Hiroshima Prefecture
E-mai l :  hope@hiroshimaforpeace.com  Phone : +81-82-513-2466


