2009年8月5日

純粋な気持ちから結成された。また、県内の
医師・医学者の交流の場となれば…」と述べ
ました。

ぜひご入会を

あれから２０年。世話人代表は佐々学先生
から片山喬先生、そして現在金井英子先生に
受け継がれています。「何はともあれ、核兵
器はよくない」とお考えの先生方のご入会を
心よりお願い致します。
当会は、今年で結成２０周年を迎えました。
１９８９年６月、佐々学・片山喬・中瀬真一・
品川俊男・深山正之・村田巧の６氏が呼びか
け人となって、設立発起人を募ったところ、
医薬大教授や公的病院院長、勤務医、医科歯
科の開業医など１０１人が承諾され、７月１
６日に結成総会が開催されました。
開会の辞で佐々学先生は、「この狭い地球
で人間同士が武器で殺し合い、ましてや核兵
器を使うなどと考えていることは、まったく
愚かしいこと。この会は、思想信条を超えて
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～結成二十周年に寄せて～

皆 様の エネル ギー のほん の一 部を
平和活 動に

私は、 会が創設さ れた時か ら係わ っ

て参り ました が、当 初は会 費を払 っ

ている だけの 会員で した。 それが た

またま 世話人 を引き 受けて 以来、 京

都の、 東アジ ア大会 に行か せてい た

だいた り、「 アンゼ ラスの 鐘」自 主

金 沢」で 特別講 演の司 会や、 富山
in

上映に 係わる ように なりま した。 そ

して 昨年十 一月に は「つ どい

県の 会の活 動報告 をさせ て頂き ました 。実は 私には そのよ うな事

をす る力が 備わっ てはい ません でした 。けれ ども、 そんな 私を大

きく 後押し してく れた出 来事が ありま した。 それは 前ＩＰ ＰＮＷ

共同 会長の メリー ウイン ・アシ ュフォ ード氏 にお会 い出来 たこと
でし た。

昨 年五月 に彼女 は石川 の核医 師の会 の招き で金沢 に来ら れまし

た。 ご主人 とお孫 さんを 連れて ホーム パーテ ィーに 来られ た彼女

は、 ごく普 通の穏 やかで 優しい 女性で した。 普通の 家庭人 として

の幸 せを壊 すこと なく、 自分の エネル ギーの 一部だ けを平 和活動

に費 やせば よいの だ、と 彼女が 教えて くれた ように 感じま した。

私 には 幼 い孫 が 三人 い ます 。 孫を 胸 に 抱く と き 、 私は 思 い ま す。

「孫 も、ひ 孫も、 そのま た子孫 も住む であろ うこの 地が平 和で緑

であ り続け ますよ うに」 と。

ど うか、 皆様ほ んの少 しずつ の力を お貸し 下さい 。その 積み重

ねが 大きな 力にな り平和 への礎 になる と信じ ており ます。

核兵器 廃絶を めざす 富山医 師・医 学者の 会

1

核兵器廃絶をめざす
富山医師・医学者の会

結成２０周年を迎えた
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医師として平和への心を粘りづよく訴え続けよう
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写 真で見 る２０ 年の歩 み
●８９年の結成総会の記念講演
で肥田舜太郎氏は医師の役割に
ついてこう述べました。「放射
線の恐ろしさを専門的に本当に
理解できるのは医師。被爆者は
明らかにガンの発病率が高い。
それを診察室や待合室で一般の
人にわかる形で話していただき
たい。」
●原爆写真は、被爆の実相をリ
アルに映す貴重な映像記録です。
９０年の「講演と映画のつどい」
の資料展では、会場の県民会館
に１０１３人の入場者を数え、
会員の待合室などで開く「ミニ
原爆写真展」は、９２年から９
６年まで毎年開催しました。
●２年に１回の総会に併せて記
念講演会を開催してきました。

講演される肥田舜太郎先生と設立総会で挨拶される佐々学世話人代表

広島から取り寄せた「原爆写真・資料展」

９１年の講師は長崎原爆被災者
協議会会長で自身が原爆写真の
モデルにもなった山口仙二氏。
９３年の講師は、富山県の非核
の政府を求める会から木澤進弁
護士、９５年は富山大空襲を語
り継ぐ会の和田雄二郎氏を迎え
ました。
●９５年、フランスが核実験を
再開したことで、私たちの会と
しては珍しく富山駅前にて街頭
宣伝を行いました。マスコミの
取材を受けながら、参加した医
師たちは慣れないマイクを握り、
心をこめて行き交う人々に訴え
ました。
●９７年以降の公開講演会の講
師は本島等氏、ちひろ美術館副
館長の松本由里子氏、井上ひさ
し氏、科学者会議原子力問題委
員長の中島篤之助氏、渡辺治氏、

会員の医院で「院内原爆写真展」

２年ごとの総会に合わせて開催した記念講演会（左から山口仙二氏、和田雄二郎氏）

フランス核実験再開に抗議して行った富山駅前行動

九八年九月八日

氏

「 ちひろ の世界 ～今、 本当の

由里 子

氏

氏

ひさ し

や さしさ を求め て」

松本

九九年八月八日

「 二つの 憲法」

井上

篤之 助

〇〇年八月二十三日

中島

氏

「 東海村 臨界事 故の意 味する

も の」

〇一年七月一日

治

「 二十一 世紀の 日本～ 憲法問

渡辺

氏

題 と平和 ・核兵 器廃絶 への展

望」

〇二年八月八日

基文

「 迫りく る核戦 争の危 機、

浅井

氏

ピース トーク

日 本のと るべき 道は？ 」

〇三年三月

＆ ウォー クに参 加

〇三年八月六日

明生

氏

「 イラク 戦争・ 国民保 護法」

青島

〇四年十一月十六日

実郎

「 世界の 潮流と 日本の 進路」

寺島

〇五年九月二十五日

映 画「ア ンゼラ スの鐘 」上映
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最近１０年間の当会の声明
（抜粋）

1997年 7月 26日

2001年 7月 1日

元長崎市長

一橋大学教授

本島

等

渡辺

氏

治

当会は、核兵器、戦争、武力によ
る紛争解決など、世界の平和を脅か
す事象について会としての見解を発
表し、我が国政府や関係国大使館に
届けています。

1998年 5月
1998年 5月
1999年 10月
2000年 9月
2003年 1月

氏

1999年8月8日「二つの憲法」で井上ひさし 氏

浅井基文氏、寺島実郎氏と、戦
争や核兵器、憲法など平和問題
に一家言を持つ方々の講演会を
開催しました。なお０１年に世
話人代表が佐々学氏から片山喬
しに交代しています。
●０３年に入るとアメリカブッ
シュ政権がイラクへの先制攻撃
を宣言、日本政府は各国に先駆
けて支持を表明しました。当会
はイラク戦争展開のポイントと
なる各局面で声明を当該国大使
館や首相官邸に送付しました。
（右表）また県内のピーストー
ク＆ウォークに参加し、片山世
話人代表が挨拶を述べました。
●０４年８月、当会世話人会の
議論を通じて「９条の会の呼び
かけに賛同する富山医師歯科医
師の会」（略称：９条医師の会
とやま）を発足させました。こ
の会は会員を持たず、呼びかけ
人の３氏が多くの医師・歯科医
師の先生方に９条を守ることへ
の賛同の意思表示をしていただ
くことをめざしています。
●０５年９月、長崎の秋月医師
を主人公としたアニメ「アンゼ
ラスの鐘」を富山県民会館で２
回の上映を行いました。

インド、核実験
パキスタン、核実験
米、臨界前核実験
ロ、臨界前核実験
イラク査察継続を

（米、英、独、仏、露、中に）

2002年 8月 8日

2004年 11月 16日

明治学院大学教授
（当時）

日本総合研究所会長

2003年 2月
2003年 2月
2003年 3月
2003年 4月
2003年 5月
2003年 5月
2003年 5月
2003年 11月
2003年 12月
2004年 2月
2004年 4月
2004年 11月
2004年 12月
2006年 10月
2007年 3月
2008年 4月
2008年 5月
2009年 5月

寺島 実郎 氏

浅井 基文 氏

イラク、査察協力を
米、先制攻撃やめよ
日、米政府の説得を
米、小型核兵器開発
日、有事法案
北朝鮮、核開発
日、有事法案衆院通過
米、小型核研究解禁
日、イラク自衛隊派遣
日、自衛隊の撤収を
日、邦人３人安全確保
日、邦人殺害、撤収を
日、自衛隊派遣延長
北朝鮮、核開発
北電、臨界事故隠し
イラク活動に違憲判決
北朝鮮、核実験
集団訴訟の全面解決を

2003年3月、イラクへの武力攻撃に反
対して、役員・事務局がピースウォー
クに参加

2005年5月の「富山県憲法のつどい講演
会」開催主旨を、県庁記者クラブで説
明する高野世話人副代表

氏

二 十年間の 主な企 画

舜太郎

八九年七月十六日

肥田

氏

「核 兵器を なくす 運動と 医師

の役 割」

仙二

九〇年七月二十九日

講演 と映画 のつど い

九一年七月十日

山口

「四 六回目 の夏、 被爆者 は訴

える 」

九二年八月三～十二日

第一 回ミニ 原爆展

九三年三月十七日

氏

「核 兵器廃 絶の展 望～冷 戦後

育郎

の世 界情勢 をふま えて」

安斎

九三年七月二十八日

氏

氏

氏

「核 兵器廃 絶の展 望と医 師・

進

医学 者に期 待する もの」

木澤

九五年八月九日

「フ ランス 核実験 再開と

雄二郎

核不 拡散条 約をめ ぐって 」

和田

九七年七月二六日

等

「ナ ガサキ の原点 に立っ て

二十 一世紀 を考え る」

本島
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「核兵器のない世界を」国際署名

新しい

この「核兵器のない世界」を求める国際署
名は、昨年、広島に集まった世界の平和運動
の代表の呼びかけで開始され、現在、多くの
国々で取り組まれています。集められた署名
は来年のＮＰＴ再検討会議に提出されます。
「核兵器廃絶をめざす医師・医学者の会」
会員の先生には、ぜひ周りの方に広く訴えて

いただきますようお願いいたします。署名用
紙のご返送は、同封の封筒をお使い下さい。
なお、誠に勝手ながら切手代をご負担いただ
きますようお願いいたします。
署名用紙の追加をご希望の場合は、会事務
局までご連絡下さい。
電話 ０７６－４４２－８０００

次期ＮＰＴ再検討会議の持つ意義
核拡散防止条約（ＮＰＴ）は、その進行
状況を確認する機会として、５年ごとに再
検討会議を開催することとされている。
２０００年の再検討会議は、非核保有国
の強い結束により核兵器廃絶への「明確な
約束」が全会一致で採択され、世界は核兵
器廃絶への明るい展望に満ちあふれた。
しかし０１年の同時多発テロを受けて米
ブッシュ政権は、その後、地中貫通型核兵
器の開発や包括的核実験禁止条約（ＣＴＢ
Ｔ）の批准反対など世界の流れに逆行する
態度をとり、その結果、０５年の再検討会
議を決裂させる役割を果たした。
さらに米国は昨年、ＮＰＴ未加盟のイン
ドと原子力平和利用協定を締結した。ＮＰ
Ｔは、非核保有国が核兵器開発を行なわな

いことを条件に原子力平和利用を認めると
するものであり、核兵器開発を行なったイ
ンドとこのような協定を結ぶことは、ＮＰ
Ｔの存在を揺るがす重大な問題である。

オバマ大統領誕生で展望開ける
次回の再検討会議は来年開催される。ブッ
シュ政権からオバマ政権に代わったことで、
今回、米国が主導的立場で再検討会議の取
りまとめ役を務めるものと見られている。
次回会議は、世界が核兵器廃絶を目指し
て歩み始めるのか、あるいは引き続き核戦
力・核抑止戦略の中に置かれるのか、その
重大な岐路となる。
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平和アーカイブ（反核平和番組の録画）より
彼は最後に言いました。
「私は犯罪者でしょうか？私は虐殺の大きな
グループの一員だっただけだ。自分の進むべ
き道を選択する自由が無いとき、自分の置か
れた道で最善を尽くすしかない。
ここで起きたことを否定しようとする、ホ
ロコースト否定論者がいる。しかし、私はガ
ス室をみた。焼かれる死体を見た。信じても
らいたい。私はあそこにいた。だから私はこ
うやって話しているのだ。後世の人に語り継
いでいかなければならない。」
アウシュビッツには１３０万人が移送され
てきて１１０万人が死亡。１００万人がユダ
ヤ人で、うち２０万人は子供だったそうです。
そこで突然、モーツァルトのレクイエム冒
頭の暗い和音が演奏されます。そして５回シ
リーズ２２０分の番組は終了します。この事
実を我々は永遠に忘れてはいけない、私もそ
う思いました。（英国ＢＢＣ制作 ０５年８
月ＮＨＫ総合にて放送）

当会では、過去に放送された貴重な番組を
録画・保存しています。毎号、その中から世
話人が視聴した感想を掲載します。
なお、目録や視聴希望の方は事務局までご
連絡ください。（電話

076－ 442－ 8000）

アウシュビッツ
～アウシュビッツ強制収容所 解放から60年～
世話人代表

金井

英子

今から十数年前に、医療雑誌にヴィクトル・
Ｅ・フランクル医師の記事が載っていました。
それで、彼の著書『夜と霧』を知りました。
以来、アウシュビッツをもう少し詳しく知り
たいと思っていました。今回、ＤＶＤで改め
てアウシュビッツを勉強しようとする事は、
しかしながらかなり勇気がいりました。イギ
リスＢＢＣはどのような意図で制作したので
しょうか。
番組の内容は、
なぜアウシュビッ
ツ強制収容所での
大量虐殺が始まっ
たか、それから、
実態、どのように
開放されたかとい
うことです。収容
されながらも生き
のびることが出来た人たち、及び元親衛隊員
のインタビュー、残されている記録映像、当
時の再現映像などを織り交ぜて、分かりやす
く構成されていました。かつて読んだ『夜と
霧』には解説がついており、アウシュビッツ
の恐ろしい実態が細かく記載されてありまし
たが、それに比べると、今回の映像は視聴者
に恐怖心を抱かせないように配慮してありま
した。生き延びた人たちは恐怖の経験を語っ
ておられましたが、アウシュビッツにいる時
のみならず、解放された後にも苦難が待って
いたそうです。
アウシュビッツで囚人となっていたソビエ
ト兵士は、帰還するとスパイの容疑をかけら
れ数年間抑留されました。スロバキアに帰郷
した元囚人たちは、自分の家に別の人が住ん
でいました。
元親衛隊員はなぜテレビでアウシュビッツ
での経験を話すことが出来たのでしょうか。

変貌するＮＰＴ
４年前のＮＨＫテレビ「今日の世界」から
世話人副代表

黒部

信也

２０００年の核兵器拡散防止協定再検討会
議（以下ＮＰＴと略）では、当時クリントン
大統領でしたが、アメリカを含めて世界の国々
が核兵器を廃絶する約束をしました。その５
年後のＮＰＴでは、その約束を再確認するこ
とが期待され、日本原水爆禁止協議会も日本
で集めた署名簿を持ってニューヨークの国連
で開かれるＮＰＴ
に要請行動を行い
ました。
その時私もその
一員として渡米し
たのですが、その
際には核兵器の廃
絶を求める富山の
会の皆さんを始め多くの方々から多額の資金
援助をして頂きました。（そのことに対して
改めてお礼申し上げます。）
しかしその時は核戦略に固執するブッシュ
大統領によって前回の約束が破棄され、成果
をあげずに終わりました。そのときの国連の
各国によるやり取りを知ることが出来たのは
帰国後１ヶ月ほど後、たまたま夜１０時過ぎ
に見ていたＮＨＫの「今日の世界」の「ＮＰ
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けています。
原爆投下から６０年以上たって、裁判で国
の敗訴が続き、ようやく認定基準が見直され
ようとしています。
被爆の問題に限らず、公正とは言いがたい
調査研究が横行しています。そんなはずはな
い、という現場の声がやがて真実を明らかに
するかもしれません。しかし、そこに至るに
は大変な忍耐と努力が求められ、多くの犠牲
が伴います。（０８年８月放送）

Ｔ再検討会議について」の解説によってでし
た。
その番組を録画し、私がニューヨークで撮
影した８ミリビデオの映像と組み合わせたと
ころ、多くの人に親しく理解して頂けるもの
になり、色々な集まりで好評を博することが
出来ました。
そこで今日オバマ大統領の音頭もあって来
年のＮＰＴが核兵器の廃絶に向かって大きな
前進をすることが期待されるようになって、
今度こそそれを実現したいという思いを強く
すると共に、４年前のＮＨＫの「今日の世界」
の番組に感謝したい思いをしている次第です。

←
番組のオープニング

ＮＨＫスペシャル

「見過ごされた被爆～残留放射線
６３年後の真実～」
世話人副代表

小熊

清史

→ 「当時は入市被
爆者がかなりの線量
を浴びているとは想
定していなかった」
と語る鎌田七男広島
大学名誉教授

番組では現存の「入市被爆者」にスポット
をあて、残留放射線被爆による健康異常と、
それが原爆症と認められない不合理を追究し
ています。
１６歳の女学生だったＫさんは、原爆投下
の２週間後に救護所で活動するために広島に
入りました。広島駅から救護所まで、「人骨
を踏んで歩いた」と語ります。１週間、泊り
込んで救護にあたり、帰宅したあと、脱毛な
どの症状が現れ、２０年後に乳癌、その後も
胃癌、卵巣癌の重複癌にかかっています。いっ
しょに救護にあたった２３人の同級生のうち
３人が白血病で死亡し、ほかにも癌、とくに
重複癌にかかった人が何人もいます。
厚生省の基準では、いわゆる「入市被爆者」
が原爆症と認められることは極めて難しい。
その根拠となったのが、ＡＢＣＣに代表され
る米軍による調査と日米の研究者によるＤＳ
８６と呼ばれる研究報告です。
ＡＢＣＣは調査研究が目的であって治療が
目的ではありませんでした。原爆の威力を研
究するのが主眼であって、被爆線量の推定が
難しい「入市被爆者」は対象となりえません。
米軍は残留放射能の発生が最小限になるよ
うに原爆を設計し投下した、と主張します。
原爆投下１ヶ月後の調査で「放射線の影響は
残っていない」と発表しています。
もうひとつ大きな影響を及ぼしている「Ｄ
Ｓ８６」（１９８６）については、原子力産
業の振興のため、原子力発電所の安全基準を
つくる、という目的で研究が行なわれました。
残留放射線は３日後にゼロになる、と結論付

『核持込密約に思う』
世話人

太田

真治

歴代の外務事務次官複数が核持込に関す
る密約の存在を認める証言をしたことは御
存知だと思う。ところが中曽根外務大臣は
そのようなものは無いと答弁したのだ。さ
すが、売上税の際に「コノ顔がウソをつく
顔に見えますか？」と言い放った大勲位の
息子である。
その後、自民党の河野衆議院外務委員長
が村田元外務事務次官から直接に証言を確
認し、かつ、元条約局長が条約本文の保管
を明らかにしたにも拘わらず、外務省は否
定し続けている。この期に及んで、アメリ
カからの圧力で、非核三原則を二原則にな
し崩し的に変更するんじゃないでしょうねぇ。
７／１９毎日新聞の朝刊に、ベルギーが
非核三原則へ向けての法制化の準備を進め
ているとの報道スクープ。日本が世界の潮
流に逆行しようものなら、笑いものだ。ま
して、オバマの核廃絶演説にも拘わらず、
核の傘抑止力強化から離れられない日本外
交が恥ずかしい。
戦後のアメリカ従属に決別すべき時（総
選挙）である。
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オバマ大統領の核政策を深読みすると…
の核兵器国として、アメリカは行動する道義
的責任がある」
この発言は、彼が核兵器廃絶への認識に到
達する可能性を示している。しかし続けて、
「核兵器のない世界の平和と安全を求めると
いうアメリカの公約を明確かつ確信を持って
述べる。この目標への到達は容易ではない。
たぶん私が生きている間ではないだろう。忍
耐と辛抱が必要だ。」
としている。この「暫定的肯定－根本的否定」
式の論理展開は、次の、
「核兵器のない世界へむけて具体的な措置を
とる。冷戦思考を終わらせるために、わが国
家安全保障戦略における核兵器の役割を引き
下げる…。誤解しないように。これら兵器が
存続する限り、アメリカはどんな敵をも抑止
するために、安全で確かな効果的兵器庫を維
持する。」
との発言にも共通するが、彼が核抑止論の影
響から完全には自由になっていないことを示
している。
以上から、プラハ演説では彼の認識が深まっ
ていることを窺わせるが、核抑止力を優先す
る点においてアジェンダでの認識を超えてい
ない。この背景には前出のペリー・シュレジ
ンジャー報告の影響があると考えられる。こ
の報告は、明確に核抑止力堅持の立場に立っ
ており、「地球規模で核兵器を廃絶すること
を可能にする条件は今日存在しない。その条
件が創造されるには、世界政治秩序の根本的
変質が求められるだろう」とまで言っている。
またもう一つの特徴として、核テロリズム
の位置づけの変化が挙げられる。アジェンダ
では冒頭に取り上げられていたが、プラハ演
説では最重要課題からは後退している。これ
もペリー報告において、「テロリストに核兵
器が渡らないようにする措置が、ある見積も
りでは５０億ドルで実施できる」と極めて楽
観的な判断が示されており、この影響による
ものと思われる。
つまり、核テロリズムの問題に関するオバ
マ大統領の認識は、以前の危機感あふれた認
識からペリー報告の楽観的認識へと変化して
いる。この場合、核テロへの対応が最重要課
題でなくなることは、テロリストに核兵器を
渡さないための「核兵器廃絶」という根拠も
失われるということを示している。
結論として、オバマ大統領を核兵器廃絶に
取り組ませるべく、我々の手で国際世論を作
り上げていく必要があるということである。

「核兵器のない世界を目指す」と高らかに
宣言したオバマ米大統領のプラハ演説（０９
年４月）は、非核平和を願う世界の人々に絶
大な拍手を持って迎えられました。
しかし一方で、核廃絶の目的としてテロリ
ストへ核を渡さないことが第一義的に強調さ
れている点などから、オバマ氏への過大な幻
想を戒める意見もあります。
本稿では、広島平和研究所所長の浅井基文
氏の論考を要約して紹介します。
引用：ＮＰＴ再検討会議へ向けて～課題と
展望（民医連医療０９年８月号）

http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/th
oughts/2009/288.html
オバマ大統領のプラハ演説は、彼が述べた
「核兵器を使用した唯一の大国としての道義
的責任」という点が特筆されているが、それ
だけでは本質を見誤る危険がある。政権発足
時の彼の認識や、核兵器政策のベースとなっ
ているキッシンジャー氏らの主張（論文「核
兵器のない世界へ」）、米国議会の戦略体制
に関する委員会報告（ペリー・シュレジンジャー
報告・ 2009年４月）との関連も含め判断する
必要がある。
１．政権発足時の認識
オバマ大統領が就任直後に掲げた政策アジェ
ンダにおける核兵器関連の項目は次のとおり
（掲載順序も原文のまま）。
○「管理の甘い核物質をテロリストから守る」
○「ＮＰＴ強化」
○「核のない世界への前進」
彼がここで重視するのは、核テロリズムの
抑制と見られる。項目の掲載順序を見ても、
核兵器廃絶そのものが最重要テーマとはなっ
ていない。次に、ＮＰＴ強化に強い関心があ
るが、アジェンダの内容を読んでいくと、そ
こでは核不拡散に重点があり、核兵器廃絶に
向けた取り組みは言及していない。第三に、
核兵器のない世界への前進を唱えているが、
そこでは「核兵器が存在する限り強力な抑止
力を維持する」とも書かれており、そこに力
点が置かれている印象がある。
２．プラハ演説での発言
次にプラハ演説における核問題に関する主
要な発言について見ていきたい。
「核兵器国として、核兵器を使用した唯一
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核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会

結成20周年記念

堤未果さん講演会

貧困、医療、経済、そして平和
～変わるアメリカ、混迷する日本～
■と き

１０月１２日（月・祝）
１３：３０～１６：００

■ところ

富山国際会議場
２階 多目的会議室

■参加費 無料
貧困の蔓延と格差拡大、そして未曾有の
大不況に揺らぐアメリカ。それを忠実に後
追いする日本。オバマを選んだアメリカは
どう変わろうとしているのか。そして日本
の新たな指導者は…。気鋭のジャーナリス
トが、最新の情報で私たちに問いかけます。

共催

核兵器廃絶をめざす富山医師・
医学者の会／富山県保険医協会

堤未果さんのプロフィール

著作家・ジャーナリスト
東京生まれ。和光小、中、高卒業後、アメリカに留学。ニューヨーク
州立大学国際関係論学科卒。ニューヨーク市立大学国際関係論学科修士
課程修了。国連、アムネスティインターナショナル・ＮＹ支局員を経て、
米国野村證券に勤務中に、９・１１に遭遇。現在はニューヨーク－東京
間を行き来しながら執筆、講演活動を続けている。
著書『報道が教えてくれない弱者革命』（海鳴社）で2006年日本ジャー
ナリスト会議黒田清新人賞受賞。『ルポ・貧困大国アメリカ』(岩波新
書、2008年)は、米国の極端な民営化政策の果ての貧困問題を取り上げ、
日本の格差社会に鋭く警鐘を鳴らした。2008年日本エッセイストクラブ
賞、新書大賞2009受賞。以後『正社員が没落する～貧困スパイラルを止
めろ』（湯浅誠氏との対談、角川新書、2009）、『アメリカは変われる
か？－立ち上がる市民たち』（大月書店、2009）など旺盛に活動。

反核・平和に関するイベント紹介
魚津市

とやま朗読劇の会
朗読劇

伝えたい－あの日のナガサキ

平和な未来へ -「非戦」-

～原爆被災写真パネル展～

～日本の戦争と富山大空襲～

８月１５日（土）13： 30～16： 00

期

間

～８月１５日（土）

ところ

富山県民小劇場

会

場

魚津市立図書館

入場料

５００円（小学生以下は無料）

と

き

１階ロビー

＊１階の展示コーナーで「戦争と人々の
暮らし」展を開催しています）

非核の政府を求める会講演会
と

き

ところ

核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会

９月２６日（土）13： 30～
サンシップとやま

入会金

福祉ホール

連絡先

日本原水協代表理事、名古屋大学名誉教授

講

師

沢田

昭二

１階ロビー

氏
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なし

930-0004

年会費

５千円

富山市桜橋通り 6-13
フコクビル11Ｆ
電話 076-442-8000

