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秘書広報課 p24-8801

戦後70年の節目の年にあわせ
て、二度と戦争を繰り返さないた
めに、広報丸亀で「戦争体験記」
を募集しました。お寄せいただい
た体験談を掲載した11月号をご
覧になった皆さんから、寄稿や問
い合わせを多くいただいています。
秘書広報課では、戦争を知らな
い世代に貴重な体験を語り継ぐた
め、引き続き体験記などを募集し
ます。

内

容
戦争体験や戦争中の生活を伝え
る体験談400字〜最大2000字（原
稿用紙１〜5枚）・資料など（使用
後返却）

応募方法など
住所、氏名、年齢、電話番号を
記入して郵送か持参またはＥメー
ルで秘書広報課まで。順次広報丸
亀などで紹介させていただきます。

送付・問い合わせ
〒763-8501大手町二丁目3番1号
秘書広報課 p24-8801
hishokoho-k@city.marugame.lg.jp
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「戦争体験記」
平和のために語り継ぐ

などを募集します
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