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戦争のない世界になりますように ♡ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ♡ みんなが笑顔で暮せる世界を！！ 

子どもたちの未来に戦争はいりませ

ん！！ 

原発はいらない ひとりの思いを多くの人に 

安心安全な未来を子どもたちへつない

でいこう！ 

原発反対！ 平和 愛を込めて 

みんなが笑顔で暮らせる世界に みんな、みんな 平和がだいじやね

ん。 娘や孫の為にバーバは声をあげ

ます 

平和外交を徹底せよ！ 

平和を願っています。 武器のない平和な国になりますよう

に 

日本が誇る美しい文章！『憲法前文』

ずっと生きます♡変える必要はありま

せん！ 

憲法９条を変えずに戦争に参加して殺

し、殺させる国にならないでほしい。

いつまでも平和で基地もない国であっ

てほしい 

世界の平和があってこそ。私たちも平

穏に生きられます 

みんな平等に暮らせる社会にしてくだ

さい 

ちょっと考えると恐いなと思う法案が

たくさんあります。みんなちょっとア

レッと思いましょうよ 

戦争のない世界へ 今世界が右翼化！！気が付けば線化の

中にいることがないようにしたい。 

今の平和が子どもたち、たち、ひ孫た

ち、して、いつ、いつまでもつづきま

すように願っています。 

 

毎日ふつうに生活できること、平和で

ありがたいです 

子どもたちの笑顔を守る！！！ 

いつもみんながスマイル 平和は世界中で！ 平和な日々が続くように！！ 

一人ひとりに小さな幸せがおとずれま

すように ♡恒久平和♡ 

人と人とのつながりを大切に。皆が笑

顔になれますように 

１人１人の力が集まれば大きな動きに

なる事を信じて・・・前向いて歩んで

いこう♡ 

いつでも笑顔でいられる不安のない世

界になりますように！！ 

笑顔の花咲く世界へ 戦争のない平和な世界を！！原発反

対！ 

今こそ平和を大切に！！ 平和を大切に！ 今年もやってきました。来年皆で一緒

に笑顔でお会いしましょう・・・♡ 

平和を守ることは命をまもること 平和はみんなお願いです！！ 一人ひとりが尊重される平和な社会

を！ 

手をつなごう。みんな笑顔。みんな友達   

（  東  ）ブロック 

平和が一番  

笑顔の花を咲かせましょう 

すべての人が 

笑顔ですごせますように 

真の平和を！ 

働きやすい環境 

世界中の人々が毎日笑顔で幸せに暮

らせますように！ 

すべての人が安心して幸せに暮ら

せる世界になりますように♥ 

皆、笑って生きていける 

平和な世の中になぁれ！！ 

平和 愛 みんなが笑顔でくらせる世界に 

平和 

いつまでもいつまでも 

続きますように 

高齢者も子ども達もみんなが 

安心して暮らせる 

“世界”になってほしい 

平和の尊さを、 

失う前に気づき行動して、 

失うことのないように 

していきたいと思います。 



おなかいっぱいに 

ごはんが食べれる世界へ♥ 

一日も早く紛争のない世界に 

なりますように！ 

みんな１人１人が思いやりの心を 

持ち続けられるように！ 

子どもも大人も安心して暮らせる社

会を！ 

南スーダンの戦闘地域より 

早く自衛隊の撤退を望みます 

子や孫の代まで 

平和が続きますように。 

すべての人が笑顔で 

生活できるよう、 

平和になりますように 

世界中の子ども達が 

笑顔ですごせる平和な毎日が 

やってきますように！ 

I hope 

people all over the world 

live in peace ♥ 

世界が平和で 

ありつづけますように 

世の中ごたごた続き・・・ 

平和でありますように 

世界の子ども達が 

幸せでありますように 

世界の人々が 

平和で暮せますように！ 

子ども達に 

笑顔あふれる平和な未来を 

世の中の皆が 

笑顔であふれますように。 

つなごう手と手 世界平和 夢みることのできる世界を！ みんなが笑顔でいられる世界に 

２４条たいせつに 平和 ＝ 笑顔 平和を守ろう 

パレードに参加出来ませんが 

私の出来る署名等で 

頑張っています 

国ごとの争いが 

なくなりますように 

世界中が平和で 

笑顔あふれる世に 

なりますように！ 

子どもに明るい未来を 思いやり 世界が平和に 

平和で子ども達が 

安心して暮らせる様に… 

子々孫々まで平和な地球を！ みんな♥♥ちがって 

みんないい♥♥ 

I Love Peace 『和』の世界を！！ 世界の子供たちが笑顔に！！ 

1 人 1 人が Happy に♥ 世界平和 願います 未来に残そう 緑の地球 

I love world peace 

一つの地球、皆んな仲良く 

子どもや孫たちに 

夢のある地球を目指したい！ 

青いそら 

子ども達の笑顔を永遠に 

PEACE 

         HISAYO 

I am playing that the world 

will have peace 

希望世界和平♥ 

憲法 9 条を守り 

平和な暮らしを守りたい 

戦争は 

絶対反対 

平和な世の中が 

永く続きますように 

すべての子どもたちが 

自由に未来をえらべる世界に 

子どもが安心して 

成長できる未来を！ 

子供たちの未来へ 

平和で安心して暮せる国を！！ 

安心して学べる平和な世界へ   

（ 南 ）ブロック 

みんなちがって みんないい 戦争は絶対嫌だ Smile 

みんなの安心笑顔を！ 祈るだけでは実現しない。 

考えよう、さんかしよう！ 

あなたの笑顔で私も前を向いて歩け

ています。 

笑顔いっぱいの世界を…。 

Smile(^.^)♥ みんなが笑顔で暮らせる世界に 

なりますように 

人類の永遠の理想である「平和と平

等」の世の中を手渡したい 

笑顔
え が お

de平和
へ い わ

 
世界平和 世界中の子どもが 

笑顔になれる様に！ 

戦争がない 

平和な暮らしが 

続きますように… 

みんな笑顔 テロや戦争のない世界になりますよ

うに 

平和守ろう！ 

子供や生き物皆のため 

みんなが幸せに 平和が一番 

Peace Love 

Smile 平和を続けていこう！ Love  Love  Peace！！ 

対話を大切に。 思いやり合えば平和 戦争はゼッタイダメ！ 



Love＆Peace 子供たちが安心して暮らせる社会

に！ 

戦争のない世界を   

（北）ブロック 

・今はボタン１つで核をとばす事ので

きる時代です。宇宙の奇跡のような

地球を守る為、今ガンバロウと思い

ます。 

・沖縄辺野古の基地は、すばらしい

地球の自然を奪うものです。絶対

反対!!世界自然遺産にして下さい!! 

・戦いのない世界をめざし、世界中

が手をつないで共に歩みましょ

う。 

・世界中の人々が平和で、笑顔で暮ら

せますように。 

・どの人も、もちつもたれつ、すこ

やかに暮らしていけますように!

お互い支え合って…。 

・戦争のない平和な世界を!! 

・未来ある子ども達に平和な世界を。

みんな仲良く!! 

・明日のこと、一年後のこと、十年

後のこと、明るい気持ちで考えら

れる世界になりますように。 

・平和こそ!あたりまえの毎日が安心

しておくれるように。戦争反対! 

（ 両丹 ）ブロック 

核兵器の廃絶を！！ 核兵器早期廃絶を！！ 世界中の子供たちが笑顔で輝ける未

来を！！ 

世界の平和を祈ります！ 核兵器のない世界を 争いのない世界に！！ 

全ての人がいつも笑顔で生活できま

すように 

今 この時こそ世界平和 君がいつも笑顔で＾＾ 

笑顔のたえない明るい未来を… 武器を捨てたその手で隣の人をハ

グしよう 

笑顔で 

核のない世界になりますように！！ 相手を理解し争いをやめよう！！ 祈世界平和 

ずっとずっと平和でありますように。

残したい子供たちに 

一人一人の思いやりが広がって大

きくなれ 

原発のない平和な地球を 

原発０（ゼロ） ＾＾みんな笑顔 愛 

今こそ、核兵器廃絶の条約を成立する

ことに日本政府は賛成してください。 

核兵器がなくなる世界を！ 平和な今を大切に 

次世代も平和に 心意気 未来の平和は私たちが作るもの 

平和な世界でありますように！ 子供たちが安心して暮らせる世界

を！ 

命の重さを考えよう！ 

平和で元気！ 平和ありがとう みんな兄弟 

全ての人が幸せに暮らせる世界を 戦争はやめろ！！ 世界中が平和に！ 

ずっと“平和”が続きますように！！ 平和いつまでも 戦争のない世の中に… 

Ｎｏ Ｗａｒ 平和がいちばん みんなが当たり前に暮らせるよう

子育てできるよう平和な世界を 

 

 


