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核兵器廃絶をめざす
富山医師・医学者の会 会報

2017.12.15
核兵器廃絶をめざす

富山医師・医学者の会

富山市桜橋通り6-13
電話 076-442-8000

主な内容

●安倍９条改憲ＮＯ！市民アクションとやまスタート集会……………………………………２

活動交流での金井英子世話人代表の発言と参加報告

●改憲ＮＯ！全国統一署名にご協力を どこが問題？安倍自民党改憲案……………３

●第２８回反核医師のつどいｉｎ東京に参加して（花崎広子世話人）………………………４

一口メモ「ＩＰＰＮＷとその日本支部、ＩＣＡＮ、反核医師の会について」……５

●声明「北朝鮮による核実験に抗議し日本政府および各国の冷静な対応を求める」………６

●ノーベル平和賞授賞式でのサーロー節子さんの講演から……………………………………７

署名の目的

ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える

ヒバクシャ国際署名

●本会の会員には、この署名用紙を同

封しています。

●同封されていない先生は、公式ペー

ジ「ヒバクシャ国際署名」でダウン

ロードできます。またWEB上でも署

名できます。

被爆者は、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを求めてきました。

核兵器廃絶は、被爆者が心から求め、訴え続けてきた願いです。

ヒバクシャ国際署名は、この願いを実現させるための署名です。

核保有国とその同盟国は核抑止政策に固執しています。

政策を変えさせるのは、国民の声・要求です。

国内外の世界のすべての人が核兵器廃絶を求めることで、

核兵器の廃絶を実現することを目的とします。
署名期間

署名提出先

署名の目標数

2020年までに

世界数億の人

2016年４月～2020年

2020年のみ提出時期は未定

2020年以外は毎年10月提出

毎年の国連総会

（2016～2020年）

私たちも協力します
！

（公式ページより）
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私たち反核医師

の会もＩＣＡＮに

所属する団体の一

つです。なぜ医師

が核兵器廃絶運動

をするかと申しま

すと、核戦争が起

きて致死量の放射

線を浴びた場合は、

如何なる医学をもっ

てしても命を救う事は出来ません。ですから、命

を失わせないためには予防、すなわち核兵器の使

用を中止させるしかない、それが活動の動機です。

また、戦争が一旦起きて、銃弾に当たり致命傷を

負えば、やはり命を救う事は出来ません。

私の仕事は小児科医師です。私が医師になった

ばかりの頃は小児科医師の数は少なく、初めて市

中病院に行った時に上司は「患者が倒れるか、自

分が倒れるか！俺はそう思って仕事をしている」

と言いました。小さな未熟児が生まれた時、ある

いは仮死状態で赤ちゃんが生まれた時、私はずっ

と患者さんのそばについて治療をしました。今な

ら、時間外勤務の上限を超えて仕事をするな！と

言われるかもしれませんが、当時は死に瀕した患

者さんを置いて家に帰ることなどありえませんで

した。家に帰って来ない母親の犠牲者は子どもと

夫でした。

小児科医師が命を懸けて守ってきた命をむざむ

ざ戦争で死なせることなど絶対にあってはならな

い事です。どうか我々の力で９条を守り抜こうで

はありませんか！

世話人代表 金井 英子

本日は核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）

がノルウェーのオスロでノーベル平和賞を受賞す

る日です。授賞式で被爆者のサーロー節子さんは

被爆体験を話され、日本からも被爆者が参列しま

す。実は私の父は広島で被爆しており、私は被爆

２世です。父は42歳で脳梗塞を起こし左半身まひ

になり、62歳で血液の病気で死にました。いずれ

も原爆の放射線が原因であり、父は原爆に殺され

ました。

医師が命を懸けて守ってきた生命を
戦争で死なせるわけにはいかない

集会参加報告

上記集会の開催目的は憲法改正の発議を阻止するため

の署名運動を開始する事です。共同代表は、川渕映子

（「アジアこどもの夢」代表）、土井由三（元小杉町長）、

広瀬信（大学人９条の会・富山）、水谷敏彦（弁護士）

の４名です。

私は反核医師の会世話人代表として、命を守る医師の

立場から核兵器と戦争は絶対反対であり、どうか力を合

わせて９条を守ろうではありませんか！と話しました。

この取り組みは富山県全体で３０万人の署名を集める

事が目標です。私は法律や政治の専門家ではなく、また

「北朝鮮に脅威があるのにどうして軍隊を持ってはいけ

ないのか！」と詰め寄られた時に相手を納得させるだけ

の明確な回答を持ち合わせていませんが、それは私だけ

の問題ではありません。集会でも、これから「北朝鮮怖

いよ！」にどう答えるかの勉強会が必要である。と言わ

れました。

あるいは「憲法改正の国民投票になったとしても、世

論は改憲反対が多数なので改憲にはならない！」と思う

人が多いが、実際には改憲派はお金を持っているのでマ

スコミを買い占め、著明な知識人や俳優を起用して強烈

なプロパガンダをするので国民投票になってしまえば全

く楽観出来ない。その事を県民に伝えなくてはならない。

とも言われました。

私はこれからも市民アクションの方たちと自分の能力

の範囲内で歩みを共にし、反核医師の会の方々に情報を

発信していきたいと思います。（金井英子）

12月10日（日）、『安倍９条改憲ＮＯ！市民アク

ションとやま』が主催する集会が富山市・サンフォ

ルテで開かれ、当会の金井英子世話人代表が発言し

ました。この市民アクションとやまは、富山県内で

安倍政権による憲法９条の改変に反対するさまざま

な取り組みを行っており、金井先生はその呼びかけ

人（12/9現在17人）を務めています。
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政府や自民党は、法的に不安定な自衛隊を

憲法に明記するだけと言っています。自衛隊

員が誇りを持てるのは良いことだと思うので

すが、何が問題なのでしょうか。

これまでの自衛隊は、個別的自衛権の行使

を目的とした専守防衛の組織でした。ですか

ら朝鮮戦争やベトナム、イラク戦争などで、

同盟を結ぶ米国から自衛隊に戦争参加の圧力

が掛かっても、歴代自民党政府は憲法第９条

の制約を理由に断ってきました。それゆえ自

衛隊員は戦闘行為において一人も死なず、一

人も殺さずにこれたのです。

昨年成立の安保関連法によって、自衛隊は

集団的自衛権を行使できる組織に変貌しまし

た。しかし同法が憲法違反であることには変

わりなく、安倍政権にとって９条は「目の上

のたんこぶ」となっています。

安倍自民党がねらう、９条に今の自衛隊を

明記する改憲案は、同条第２項の戦力不保持

と真っ向から矛盾します。しかし法の世界で

は、後から作られた条文を優先する原則があ

りますので、事実上第２項は無力化され、日

本は同盟国が要請すれば世界のどこででも武

力行使できる国になってしまうのです。

安倍自民党の９条改憲案どこが問題？

三
千
万
署
名
に
ご
協
力
を

Ｑ

Ａ

自衛隊を明記するだけなら…

今の自衛隊が世界のどこででも

戦うことを認めることになる

●本会の会員には、署名用紙を同封しています。

●同封されていない先生で署名にご協力いただける場合は、当会事務局までご連絡

ください。（TEL 076-442-8000 FAX 076-442-3033）

●署名用紙ご返送の際の費用等については、申し訳ありませんが先生方の負担でお

願いします。

●署名期間は、来年５月末までです。
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核の廃絶と平和は健康を守る最大の予防策
「第28回 反核医師のつどいin東京」（11/4～11/5）に参加して

核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会

世話人（真生会デンタルクリニック）

花崎 広子

シンポジウム「核兵器禁止条約から核兵器の廃絶を」

で発言するヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー

の林田光弘氏（被爆三世・元SEALDsメンバー）

横倉義武氏からのメッセージ（抜粋）

はじめに、反核医師の会の結成30周年おめでとうござ

います。そして、貴会が参加するＩＣＡＮのノーベル平

和賞受賞をお祝いすると共に、その直後に開催されるこ

の「つどい」に大きな意義を感じております。

（中略）

最近の世界情勢はますます混迷を深めており、われわ

れは、核兵器はもとより生物・化学兵器等の大量破壊兵

器への脅威など厭うべき現実に直面しております。世界

医師会の「ジュネーブ宣言」にも明示されているように、

こうした情勢の中で、医療専門職として、われわれは世

界の人々の健康を維持し、その向上に努めることを使命

としております。核兵器による悲劇は人類の歴史に二度

と刻まれてはいけない事実であり、その事実を医師の立

場から世界に発信し続ける義務があります。

世界で唯一の被爆国として、わが国は核兵器の非人道

性や被ばくにより苦難を背負った人々の苦しみなどを世

界に訴えてまいりました。その積極的な活動主体として、

反核医師の会やIPPNW日本支部の方々を中心とした長年

の献身的なご努力に心から敬意を表したいと思います。

今年のノーベル平和賞はＩＣＡＮ（核兵器

廃絶国際キャンペーン）が受賞しました。日

本からの参加団体の中に反核医師の会があり

ます。ＩＣＡＮは核戦争防止医師会議（ＩＰ

ＰＮＷ）を母体として２００７年に発足しま

した。ＩＰＰＮＷは１９８５年に同平和賞を

受賞しており、今年は日本支部長である横倉

義武日本医師会長が世界医師会長に就任され

ています。今回の集いにもＩＰＰＮＷ共同代

表のティルマン・ラフ氏とともに、「医療専

門職として核廃絶の動きを大きく後押しする」

というメッセージを寄せて下さいました。

今年の７月に、歴史に冠たる核兵器禁止条

約が国連で成立しました。この交渉において

大きな役割を果たしたのが世界の市民社会で

した。条約成立の強力な後押しになったのが

広島長崎の被爆者の証言だったとのことです。

今後同条約の実効へ向けて、更なる署名を

募って世論の後押しが必要であるとのこと。

その意味で、受賞はゴールではなく新たな活

動の始まりであるとのこと。オスロでの授賞

式にはシンポジストのＩＣＡＮ国際運営委員

日本代表の川崎哲氏や日本原水爆被害者団体

協議会事務局次長の藤森俊希氏も参加すると

のことで、今後メディアを通じて一人でも多

くの方々に核廃絶について知って頂きたいと

のことでした。川崎

氏は「ノーベル賞は

多くの参加団体とそ

の活動の先頭に立た

れる広島長崎の被爆

者そしてその活動を

支える人達全ての運

動の総和として賞を

頂いたことを喜びた

い」と述べられまし

た。

ヒバクシャ国際署

名キャンペーンの若

き被爆三世のリーダーは、「同じ土地に生ま

れ、同じ世代を祖父母に持つ若い世代が、既

に核の被害に共感できなくなっている」と訴

えました。しかし、伝えねばならないことで

す。核被害の教育の仕方や生き生きと活動で

きる方法が大切だと訴えられました。

最後は、今年９月に英国ヨークで開かれた

ＩＰＰＮＷの報告でした。テーマは核兵器禁

止条約を中心に多岐にわたっていたとのこと

です。「核の廃絶と平和は健康を守る最大の

予防策でありその為に教育をすることが医師

の使命である。核廃絶に勝る後世への人類の

遺産は無い」というまとめでした。

当日の花崎先生
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ティルマン・ラフ氏（IPPNW共同代表）
からのメッセージ（抜粋）

ティルマン・ラフです。英国のヨー

クで開催された第22回世界大会で、

光栄にもＩＰＰＮＷの共同会長に再

選されました。ここに反核医師の会

の創立30周年を祝し、深い敬意とと

もにメッセージを送ります。

私は過去十年余にわたって反核医

師の会のご招待により、日本での多

くの会議に参加し、日本の同胞の方々

とお会いし、意見交換する機会に恵

まれました。そのおり私は、反核医師の会が、核による

暴力と無差別の放射能汚染のない、健康で自由で安全な

未来を求めて、常に力強く、真摯に活動していらっしゃ

ることに、深い感銘を受けました。

私たちは今、歴史上重大な危機に直面しています。核

の危険が日々大きくなる中、世界の様々な場所で、政治

的軋轢が高まり、核兵器の使用さえ危惧されます。朝鮮

半島、南シナ海、インド・パキスタンを抱える南アジア、

中東、ヨーロッパにおけるＮＡＴＯ諸国とロシアの対立

など、一触即発の危機は世界中に存在するのです。

また、核兵器の使用可能性や、使用の威嚇を明白に表

明するなど、少なくない指導者が極端に挑発的なレトリッ

クを用いる一方で、核保有国は、持てる核兵器の永久保

有とハイテク化に余念がありません。核の危険が高まる

中、私たちの活動はかつてないほど重要になっています。

一方で、先ごろ歴史上極めて重要な大きな進展があり

ました。国際法として包括的に核兵器を禁止する条約を、

私たちは初めて手に入れたのです。核兵器は、人道的見

地から決して受け入れられないことを成文化した、この

条約が発効すれば、核兵器の保有、開発、使用、配備、

威嚇としての使用、そしてこれらの活動への支援はすべ

て、この国際法の禁じるところとなります。

この核兵器禁止条約こそが、世界の健康と民主主義と

いう、人類共通の理想に対する新たな、強力な主張とな

ります。この条約は、国連総会において、多くの加盟国

の賛成により採択されましたが、その交渉において、無

条件の核廃絶を求めて大きな役割をはたしたのが世界の

市民社会でした。条約の発効後も、核兵器の速やかな廃

絶に向けて、市民社会はその役割を果たし続けるでしょ

う。

皆さん方の運動に動かされ、日本政府は少なくとも条

約の初期の交渉には参加をし、しかし反対を表明しまし

た。核によって守られていると主張する国は多くありま

す。しかし、市民にたいして核兵器が使用された最初の

国である日本が、歴史の間違った側に与している事実は、

悲しく、受け入れがたく、この異常事態を私たちは解決

しなければなりません。私たちはなんとしても日本を正

しい側に導かなければなりません。核兵器の保有ではな

く、廃絶によってこそ安全保障は達成されます。すべて

の国が、保有国、非保有国、核の脅威の有無にかかわら

ず、その責任を果たしていかなければいけません。

（中略）

最後に、30周年を迎える反核医師の会のさらなるご活

躍を祈念します。核兵器廃絶という最も緊急の使命達成

に向けて、また、無差別の放射能による暴力という脅威

をこの地球上からなくすために、皆さん方と今まで以上

に連帯することを希望します。

IPPNW（核戦争防止国際医師会議）
冷戦下の核実験による健康被害を懸念する医師

たちにより、1980年12月、ジュネーブで米・ソの

医師達による会議が開催され、翌81年に第１回世

界会議が開かれた。

85年、核戦争がもたらす破滅的な結末について

信頼できる情報と理解を広めた貢献によってノー

ベル平和賞を受賞した。

第20回世界大会は広島で開催され、当会の金井

英子世話人代表が参加。（当会ＷＥＢページ参照）

IPPNW日本支部
1983年、第３回ＩＰＰＮＷ世界大会評議委員会

で、広島、長崎の支部加盟を確認。現在は11の府

県で計13の支部があり、日本支部事務局は広島県

医師会内にある。

今年５月、新たに代表支部長を設け、日医会長

の横倉義武氏が就任。10月の世界医師会会長就任

と合わせて世界への発信力強化を図った。支部長

は２人体制とし広島、長崎が担う。

ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）

ＩＰＰＮＷを母体とし、2007年にウィーンで発

足。日本のピースボートなど、101カ国に468のパー

トナー団体を持つ。国際会議へのＮＧＯの参加を

促したり、核兵器禁止条約を求める国際世論を高

めるためのキャンペーンを展開してきた。日本国

内では７団体が参加し、反核医師の会もそのうち

の一つである。

反核医師の会
1982年４月、第１回ＩＰＰＮＷ総会の開催を受

けて、核兵器廃絶を願う医師たちの反核運動が始

まった。各地で「反核医師の会」が作られ、87年

８月、第１回反核医師のつどいの開催を契機に全

国組織が結成された。当会は89年７月に結成。

IPPNWとその日本支部、ICAN、

反核医師の会について

一口メモ
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９月３日、北朝鮮は国営メディアを通じ６度目となる核実験の実施を発表しました。今

回は大陸間弾道ミサイルに装着する水素爆弾の実験であるとしています。同国はこの間、

度重なる弾道ミサイル発射実験を行ない、日本はじめ周辺各国の強い批判を受けてきまし

たが、今回のさらなる暴挙はこの国際社会の指摘に真っ向から背くものであり、北東アジ

アと世界の平和・安全を脅かす野蛮な行為はけっして許されるものではありません。

北朝鮮にとって安全保障上の最大の問題は、国際社会から孤立し、軍事力に依拠した

「瀬戸際外交」を続けていることにあります。同国にとって最も効果のある安全保障は、

ただちに核開発を中止し、軍事的な挑発をやめ、周辺各国と平和友好の外交関係を築き、

国際社会への復帰を本気でめざす道です。

一方、北朝鮮とアメリカおよび同盟国による軍事的挑発の応酬は、互いの緊張をいたず

らに増すだけであり、事態の解決にいっさい寄与しないことは、人類の戦争の歴史とその

反省からも明らかです。日本政府には、アメリカと歩調を合わせて北朝鮮に軍事的圧力を

かけるのではなく、被爆国として核兵器全面禁止を提唱し、問題の平和的解決に向け、冷

静に粘り強く働きかけ続けることが求められます。

核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会は、あらゆる国の、いかなる形態における核

実験をも全面的に禁止し、核兵器を緊急に廃絶することを求めてきました。私たちは人々

の健康と生命を守る医師・歯科医師の立場から、北朝鮮に対しただちに核兵器と弾道ミサ

イルの開発をやめ、その計画をすべて破棄するよう強く求めます。

２０１７年９月５日 核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会 世話人会

世話人代表 金井 英子

声 明
北朝鮮による核実験に抗議し

日本政府および各国の冷静な対応を求める

北朝鮮のたび重なる核実験、ミサイル発射実験に抗議

北朝鮮の金正恩政権は、今年に入って６回の核

実験と度重なるミサイル発射実験を行いました。

金正恩がこれほど核ミサイル開発に執着する理由

は、イラク、リビアなど独裁政権が倒れたのは米

国と対等に交渉できる大量破壊兵器を持たなかっ

たからという強迫観念といわれています。

一方トランプ政権は、北朝鮮のミサイルが米国

攻撃が可能になる前に実力行使も辞さないという

構えです。このチキンゲームのような緊張状態が

限界に達したとき、偶発的な軍事衝突や米国の先

制攻撃をきっかけとした米朝戦争に日本が巻き込

まれる危険性が強まっています。

今こそ、平和憲法を持つ日本が双方に冷静な対

応を求め、国際法に則った国連主体の解決を主導

できる立場にあるはずですが、安倍政権は「圧力

しかない」と米国追従の一点張りです。

当会は、９月に北朝鮮と関連各国政府に対し冷

静な対応を求める声明を発表しました。
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広島と長崎の原爆投下から

奇跡的に生き延びた被爆者の

一人としてお話しする。この

会場で、広島と長崎で亡くなっ

たすべての人々の存在を感じ

てほしい。彼らの死を無駄に

してはならない。

米国が最初の原爆を私が住

む広島に落とした朝のことを

鮮明に覚えている。

（ここからは原文のまま）

幽霊のような姿の人たちが、足を引きずりながら行列

をなして歩いていきました。恐ろしいまでに傷ついた人々

は、血を流し、やけどを負い、黒こげになり、膨れあがっ

ていました。体の一部を失った人たち。肉や皮が体から

垂れ下がっている人たち。飛び出た眼球を手に持ってい

る人たち。おなかが裂けて開き、腸が飛び出て垂れ下がっ

ている人たち。人体の焼ける悪臭が、そこら中に蔓延し

ていました。

このように、一発の爆弾で私が愛した街は完全に破壊

されました。住民のほとんどは一般市民でしたが、彼ら

は燃えて灰と化し、蒸発し、黒こげの炭となりました。

その中には、私の家族や、351人の同級生もいました。

その後、数週間、数力月、数年にわたり、何千人もの

人たちが、放射線の遅発的な影響によって、次々と不可

解な形で亡くなっていきました。今日なお、放射線は被

爆者たちの命を奪っています。

広島について思い出すとき、私の頭に最初に浮かぶの

は４歳のおい、英治です。彼の小さな体は、何者か判別

もできない溶けた肉の塊に変わってしまいました。彼は

かすれた声で水を求め続けていましたが、息を引き取り、

苦しみから解放されました。

私にとって彼は、世界で今まさに核兵器によって脅さ

れているすべての罪のない子どもたちを代表しています。

毎日、毎秒、核兵器は、私たちの愛するすべての人を、

私たちの親しむすべての物を、危機にさらしています。

私たちは、この異常さをこれ以上、許していてはなりま

せん。

私たち被爆者は、この世に終わりをもたらす核兵器に

ついて世界に警告せねばならないと確信し、繰り返し証

言をしてきた。しかし、広島と長崎の残虐行為を戦争犯

罪と認めない人たちがいる。核兵器は必要悪ではなく絶

対悪だ。

今年７月７日、世界の圧倒的多数の国々が核兵器禁止

条約を採択した時、私は喜びで感極まった。かつて人類

の最悪の時を目撃した私は、この日、人類の最良の時を

目撃した。これを、核兵器の終わりの始まりにしよう。

核保有国の政府や「核の傘」の下で共犯者となってい

る国々の政府に言いたい。私たちの証言を聞き、私たち

の警告を心に留めよ。世界のすべての国の大統領、首相

に対し、条約に参加し、核による絶滅の脅威を永遠に除

去するよう懇願する。

私は13歳の少女だった時、くすぶるがれきに埋もれな

がら、光に向かって動き続けた。そして生き残った。今、

私たちの光は核兵器禁止条約だ。

ノーベル平和賞授賞式でのサーロー節子さんの講演（抜粋）

ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏

は記念晩餐会のスピーチで、長崎で被爆した母親

からノーベル賞が平和を促すためのものだと教わっ

たと紹介しました。以下該当部分を紹介します。

………………………………………………………

五輪のメダルとは異なる誇らしさ

私が初めてノーベル賞という言葉を耳にしたの

は日本語だった。母は「ノーベルショウ」が、平

和や調和を意味する「ヘイワ」を促すためのもの

と言った。私たちの街、長崎が原爆により壊滅し

たわずか14年後。幼いなりに「ヘイワ」は大切な

もので、もしそれがなければ自分の世界が恐ろし

い何かに侵されるかもしれないと知っていた。

ノーベル賞は、多くの偉大な思想がそうである

ように、子どもにも理解できる素朴なものだ。だ

からこそ恐らく、世界

の想像力を強くかき立

て続けているのだろう。

自分の国の誰かがノー

ベル賞を取った時に感

じる誇りは、自分たち

の選手が五輪のメダル

を得た場面を見る時に

感じるものとは異なる。

自らの民族が他より優れていると誇りを感じるの

ではない。それよりも、仲間の１人が人類共通の

努力に意義深い貢献をしたと知ってもたらされる

誇りだ。呼び覚まされる感情は、もっと大きく、

調和をもたらす感情だ。

私たちは今日、民族同士が敵意を増幅させる時

代に生きている。共同体が、激しく反目し合う集

団に分裂する時代。このような時代にあってノー

ベル賞は、私の分野である文学のように、分断の

壁を越えて考えさせ、人類として共に取り組むべ

きものは何かを思い起こさせてくれる。

ノーベル文学賞
カズオ・イシグロ氏のスピーチ（抜粋）
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編 集 後 記

●「抑止力」はテロ組織や独裁国家に対して無

力である。それが働くためには双方がクレバー

で冷静沈着であることが前提だから。もっと

もそうなら核兵器などお互い持たないほうが

安全だと気付くと思うが…

●悲惨な事件が絶えない銃社会米国。身を守る

ため、抑止力として銃を持つ権利を信じる国

民。車社会に事故はつきものという感覚なの

だろう。禁止条約は銃規制と同じように受け

入れがたいものかもしれない。

●銃を禁止した社会が、安全に安心して暮らせ

ることを、私たちはよく知っている。そんな

日本だからこそ核兵器禁止条約を世界に広げ

る先頭に立ってほしいと思う。（Ｓ・Ｍ）

会費納入のお願い

私たちの会の活動は、会費によって支えら

れています。活動の基盤となる財政を確保す

るため、先生の入会ならびに今年度会費の納

入をお願いします。

会の趣旨に賛同し、入会を了承される先生

は、ＦＡＸまたは電話でその旨ご連絡くださ

い。会費納入用郵便振替票をお送りします。

◇年会費 ５，０００円（毎年７月が期首）

◇振込方法 郵便振替

被爆者がノーベル平和賞授賞式に出席
ＩＣＡＮ代表、「抑止力」を批判、保有国に条約参加を迫る

12月10日、広島、長崎の被爆者と連携し、核兵

器禁止条約の採択に尽力した非政府組織「核兵器

廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ)に対するノー

ベル平和賞の授賞式がノルウェー・オスロ市で行

われ、ＩＣＡＮのベアトリス・フィン事務局長と

被爆者のサーロー節子さんは演説で、核保有国の

主張する「核抑止力効果」を批判し、「核兵器の

終わりか私たちの終わりか」と、究極の選択を全

世界に迫りました。

米国よ、恐怖より自由を！（フィン氏）

フィン氏は冷静な口調で抑止力効果に対し、

「彼らは恐怖を戦争の兵器としてたたえている。

無数の人間を一瞬で皆殺しにする準備があると宣

言し、威張っている」と強く批判。北朝鮮の核開

発問題も「核兵器の存在が、核競争への参加に他

国を駆り立て、私たちを安全にするどころか紛争

を起こす」と指摘しました。

圧巻は核兵器保有９カ国に、名指しで禁止条約

への参加を迫ったことです。

「米国よ、恐怖よりも自由を（選べ）」

「ロシアよ、破壊よりも軍備撤廃を」

「英国よ、抑圧よりも法の支配を」

「フランスよ、恐怖よりも人権を」

「中国よ、理不尽よりも理性を」

「インドよ、無分別よりも分別を」

「パキスタンよ、ハルマゲドンよりも論理を」

「イスラエルよ、抹殺よりも良識を」

「北朝鮮よ、荒廃よりも知恵を」

また「核の傘」に頼る国々に対しても、

「核の傘の下に守られていると信じている国々よ、

あなたたちは自らの破壊と、自らの名において他

国を破壊する共犯者となるのか」と訴え、日本政

府などに条約参加を迫りました。

日本政府「核廃絶のゴールは共有」

河野外務大臣や菅官房長官は「日本政府のアプ

ローチとは異なるが核廃絶というゴールは共有し

ている。核軍縮、不拡散の機運が高まることは喜

ばしい」とのコメントを出しています。

メダルと賞状を受け取るサーロー節子さん（中央）

とＩＣＡＮのベアトリス・フィン事務局長（右）

2017年度分（2017.7～2018.6）が未納の

方に郵便振替用紙を同封しています


