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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
TEL　076-442-8000
世 話 人 代 表 　 金 井 英 子

№56

会報

非核 4 団体　新田八朗県知事と懇談

　８月６日、県内の非核４団体（注）は富山県庁を
訪問し、新田八朗富山県知事と知事応接室で、提出
した要請書にそって懇談しました。
　冒頭に県被爆者協議会の小島貴雄会長が「広島に
原爆が投下された祈念すべき日に懇談の場を設けて
いただき感謝します」「最近の世論調査で、日本政
府は核兵器禁止条約を批准すべきが 71％、締約国
会議に参加すべきが 85％となっています」と挨拶
し、続いて各団体の代表が訴えました。

　当会世話人代表の金井英子氏は、「父は暁部隊
で広島の救護活動で被爆し、62 歳で他界しまし
た。核兵器は人類と共存できません。私たちの会は
1989 年に結成され、現在会員は 68 名です。今朝
テレビで、広島市長が核兵器禁止条約批准を政府に
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8/6 核兵器禁止に向けた非核の富山県政を求めて

求める姿を見ました。富山県でも批准されるようす
すめてほしいです」と述べました。
　新田知事は「核兵器のない世界は人類共通の願い。
核廃絶については、現実的な取り組みとして政府の
立場は理解できる。県としても平和教育を推進して
きた。様々な国際交流を通して、文化的経済的なこ
とで力を合わせていきたい。今日はいろいろな話を
聞かせてもらった。これからも意見交換をさせてい
ただきたい」と述べました。

（注）県内非核４団体
・富山県被爆者協議会
・非核の政府を求める富山の会
・原水爆禁止富山県協議会
・核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会

富山県への要請書（項目）
（1）富山県のリーダーとして核兵器禁止条約の

署名・批准を日本政府に働きかけること。
併せて、核兵器のない世界をめざし平和の
自治体外交を推進すること。

（2）原爆写真展の開催、非核・反核基金の創設、
祈念式典挙行、平和首長会議加盟など、核
兵器禁止条約の理念を活かす県平和行政の
発展を図ること。

（3）非核４団体との懇談の場を設けること。

富山県知事

新田　八朗　氏

核兵器廃絶をめざす富山
医師・医学者の会

世話人代表
金井　英子　氏
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　原爆は、広島や長崎という特別な街の、特別な問
題なのでしょうか？そうではないはずです。だから
こそ長崎以外の市町村から、核兵器に対するＮＯ！
の意思を発信することが大切なのです。との冒頭の
言葉に心を動かされました。
　田上氏は長崎の歴史に触れ、1571 年以来 450 年
間、長崎は世界史の流れを受けながら過ごしてきた
こと。現在９つの都市と交流があること。平和への
連携を重視していることを述べられました。
　原爆の悲惨さを訴えるためには、心の中に血を流
しながら、心のカサブタを剝しながら当時を思い出
す「心の力」が必要と述べられました。
　核弾頭が全世界に 13,130 発もあること。これは
人類が抱える現在と未来の問題であり、その解決に
向けて長崎が行っている平和活動を列挙されまし
た。心に残ったいくつかを紹介します。
　被爆の実相をつたえる
　次のゴールを示す、そして、示し続ける
　平和を作る人材を育成する
　人、物、文化の醸成
　大学、専門機関、市民が一体となった NGO（ALL 

9/26 長崎市長・田上富久さんの講演会
長崎に学ぼう　平和を築く自治体と市民の力 

　NAGASAKI）の運営
　長崎のプロサッカーチームは、試合前に選手が原
爆に対する思いをサポーターに向けて語ることをし
ているそうです。まさに文化の醸成ですね。広島の
チームとの対戦の前のアピールは思い出深いものだ
ったと述べられました。

もう一つ。とある行事で子供たちが平和アピー
ルをすることになった時のこと。教師が参考にと例
文を作ったのですが、子供たちは討論し、例文の文
言にはないアピール文を作り上げたそうです。「結
論から入らないでほしい！」とのこと。創造性を育
むとは、このようなことなのですね。平和祈念式典
で、市長が読み上げるアピール文も、市民が作り上
げたものであることを話されました。市長は、市役
所に職員として採用され、職務を積み重ねて現在の
任に就かれたとのこと。強い使命感をお持ちなのだ
と感じました。

核兵器禁止条約は、Peace from Nagasaki を
体現した条約。この条約は生まれたばかりの赤ちゃ
んで、皆で育てていかなくてはと結ばれました。と
てもやさしい口調で終始話されました。田上氏を応
援したいと心から感じた講演でした。

講演の冒頭で広島・長崎が抱えてきたジレンマ
を説明されました。穏やかな語り口の裏には、これ
までの苦労や苦悩が想像されましたが、核兵器が過
去の問題ではなく、世界中の人々にとっての今と未
来の問題であることを強く印象付けたように感じま
した。
　その後の講演では、これまでとこれからの多彩な
取り組みを知ることができました。被爆者が少なく
なっていくこれからの課題をしっかり認識しつつ、
将来に向けたビジョンを示されました。今年批准さ
れた核兵器禁止条約に関して、生まれたばかりであ
り、これから育てていく重要性を訴えられました。
自分たちだけでなく子や孫、ひ孫につないでいくた
めに、自分の考えを持ち、共通の具体的なゴールを
目指すことが大切だと思いました。より多くの人に
この講演を聞いてほしいと思います。

将来に向けたビジョンを示した

川瀬　紀夫（入善町）

原爆は広島、長崎だけのことか

吉田　徹（富山市）

　9 月 26 日、核戦争を防止する石川医師の会の主
催で標記のオンライン講演会が開催されました。当
会はこの企画を後援し、会員の先生方にオンライン
での視聴を呼びかけ、また富山市内にパブリック
ビューイング会場を設けました。以下、参加者の感
想を紹介します。
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れるナガサキ・ユース代表団が国連の会議に参加す
るなど、平和な未来社会をめざす、若い人たちの活
躍が目に見えて増えているとのことです。
　現在は、集団自衛も集団安保も時代遅れ。これか
らは協調安保へ発想の転換を図らねば、戦場のない
世界を未来の子供たちに残せない。被爆した方々が
体験を訴えられなくなる時代がもうすぐそこまで来
ていることを思うと、今後はこの新しい考え方の普
及が大切と思います。
　条約には二通りあって、初めから規範が出来上が
っていて、それを当てはめていくタイプと、目的実
現に向けて、規範を作り上げていくタイプがあり、
核兵器禁止条約は後者に当たり、日本も核保有国も
条約に参加して社会規範を作っていって欲しいとの
お話はその通りと思います。
　条約締約国会議の来年開催が予定されており、先
日、ＮＡＴＯ加盟国のノルウェーがオブザーバー参
加を表明しました。日本も、将来を見据えた議論が
進むことを願います。

　核兵器の廃絶に向けて、日本においては北東アジ
ア非核兵器地帯条約の創設が一番現実的と言われな
がらも、北朝鮮の状態をみると、それもそう簡単な
話ではないと思います。ですが、南半球においては
非核兵器地帯がいくつも創設され、核兵器が実質使
えない状態になっている現実を、この講演で知るこ
とができました。
　核兵器は、使う側も使われる側も誰もが幸せにな
らないことが、科学的な検証によってはっきりして
います。大事なことは「未来に向けて、どんな世界
でありたいか」を想像し、その実現に向かって行動
を選択していくこと。長崎では RECNA（長崎大
学核兵器廃絶研究センター）が設立され平和活動に
取り組む学生が増え、また県や市などによって作ら

南半球では核兵器が使えない

花崎　広子（射水市）

田上富久・長崎市長の講演
　こんにちは。本来ならば皆さんとお会いしてお話
しできればよいのですが、コロナの感染状況からオ
ンラインとなりました。このオンラインという形は
プラスにもなりました。核兵器の廃絶についてどん
なに遠くの人でも、世界中のどこでも繋がることが
できるようになったのですね。
　長崎市長となって 15 年目です。これまで核兵器
をなくそうといろいろな活動を行ってきましたが、
今感じているジレンマがあります。

声高に叫ぶほど２つの特別な
まちの問題と受け取られる

　一つは、広島市長とも一緒に行動することが多い
のですが、私たちが核兵器廃絶を声高に叫べば叫ぶ
ほど、それはヒロシマとナガサキだけの特別なメッ
セージとして受け取られているのではないか。もう
一つは 70 年以上前の、遠い過去の話と受け取られ
ているのではないかというジレンマです。現在と未
来の問題なのに「２つの特別なまちの過去の問題」
と受け取られがちな面があります。しかしこの問題
は、1945 年から 75 年以上にわたって核兵器の脅
威にさらされている地球に住むすべての人々の問題
であり、若い人たちやこれから生まれてくる赤ちゃ
んも当事者なのです。
　このジレンマをどのように乗り越えていくかを考

え続けてきましたが、その答えはヒロシマ・ナガサ
キ以外の人たちからも非核のメッセージを発信して
いただくことだと思います。するとそれを聞いた多
くの人たちは、どうやらこれはヒロシマ・ナガサキ
だけの問題ではないと気づく。そして社会全体が核
兵器廃絶に向かう。それが一番よいストーリーでは
ないかと感じています。そういう意味で石川反核医
師の会がこのような活動を続けてこられ、メッセー
ジを発信していることを心強く感じています。

長崎はどういうまちか

　本題の前に少し長崎のことを紹介させていただき
ます。今年「開港 450 周年」の節目を迎えました。
450 年前、ポルトガルの船が安全に寄港できる港
を探していました。1571 年、領主・大村純忠が開
港を許可し、その後、江戸幕府では唯一西洋との窓
口として栄えました。幕末には列強がアジアに進出、
日本も開国を迫
られ、長崎も５
つの港のうちの
一つで外国人居
留地が作られま
した。中国上海
租界から多くの
外国人が避暑に
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訪れるようになり、戦後は観光都市として現在に至
っています。
　このように 450 年間、いろいろな国の人々と交
流し、世界史の波が押し寄せる港というのが長崎

の特殊性ではな
い か と 思 い ま
す。グラバー園
のような洋風建
築が並ぶ地区が
あり、ペーロン
という夏の風物
詩は中国の人た
ちがやっていた
レースから始ま
りました。長崎
くんちという祭
り、これはオラ

ンダの船ですがさまざまな出し物が登場します。異
国情緒豊かで、独特な文化が育っていく中で観光都
市となっていった歴史がありますが、いま長崎のま
ちづくりは大きく進む時期を迎えていて、これから
毎年のように新しい動きが予定されています。

交流を軸に発展し平和へとつなぐ

　一つ紹介しましょう。今年 10 月に長崎南端の野
母崎でオープンする恐竜博物館です。北陸のみなさ
んは福井の恐竜博物館のイメージがあると思います
が、それと比べるとずっとミニサイズです。実は
長崎で化石を見つけてくださったのは福井の先生
です。化石の年代は
長崎のほうがずっと
新しいそうでティラ
ノ系の時代だそうで
す。写真はオランダ
のライデン市にある
ほぼ完全なティラノ
ザウルスの化石から、ひとつだけレプリカを作って
いただいたものです。これは特別なことで、長崎市
とライデン市の姉妹都市関係のおかげでした。
　長崎は世界の９つの都市と姉妹関係を結んでい
て、交流はやがて平和を作る力になるとの考え方を
基本としています。長崎の 450 年は交流の歴史で
あると申しました。恐竜博物館も一見、平和とは関
係なさそうですが、長崎市の考え方としては交流を
軸にして発展し、それが平和につながっていくとの
認識を持っています。以上、長崎市の現状について
少し紹介させていただきました。

1945 年 8 月 9 日の長崎

　ここからは核兵器
のお話です。76 年
前の８月９日、死者
７万４千人、負傷者
７万５千人、当時の
人口が 24 万人です
から三分の二の市民
が一瞬で死傷しました。その時の凄まじい様子をあ
る被爆者の方が詩に詠み、私は２年前の平和宣言で
その詩を読み上げました。できれば目を閉じて聞い
てください。

幾千の人の手足がふきとび
腸わたが流れ出て
人の体にうじ虫がわいた
息ある者は肉親をさがしもとめて
死がいを見つけ　そして焼いた
人間を焼く煙が立ちのぼり
罪なき人の血が流れて浦上川を赤くそめた

ケロイドだけを残してやっと戦争が終わった

だけど…
父も母も　もういない
兄も妹ももどってはこない

人は忘れやすく弱いものだから
あやまちをくり返す
だけど…
このことだけは忘れてはならない
このことだけはくり返してはならない
どんなことがあっても…

　これは、当時 17 歳で母親と２人の妹とともに爆
心地から 1.1km で被爆した山口和子さんの詩です。
山口さん自身は奇跡的に一命をとりとめましたが、
３人は亡くなりました。彼女はこの体験を誰にも話
さないで生きてきました。34 年経ったある朝、澄
んだ空を見上げ、ふと平和っていいなと思ったそう
です。その時に言葉がすらすら出てきて書いたのが
この詩でした。

心のかさぶたを剥がして血を流すに
等しい
　山口さんのように、誰にも話していない被爆者は
たくさんおられます。話すためには、あまりの辛さ
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に封印していた記憶を思い出さなくてはなりませ
ん。被爆された方々がその記憶を話すことは、時間
をかけて苦しみを封印したかさぶたを剥がして、心
の中に血を流すことだと私は思います。
　熱線は３～４千度に達し、爆風は１キロ離れてい
ても時速 100km もありました。爆心地の人々は一
瞬で焼かれ、ガラスなどの破片を受け、多くの市民
が押しつぶされた家とともに炎で焼かれたのです。
残ったのは一部のコンクリートだけ。この写真は長
崎医科大の跡です。

　ここで医療関係者 850 人が犠
牲となり、その後の医療に大き
な影響がありました。写真の黒
い部分は、梯子と兵士です。壁
のコールタールが熱線で溶け人
の影だけが残ったものです。
　核兵器の特徴として、放射線
による障害を残すこともあげら
れます。即死を免れた人々も、あとになって脱毛し、
斑点が現れ、下痢が続きました。何十年たってもガ
ンや白血病を発症したりして、被爆した人々を一生
にわたって苦しめる、非人道性を持った兵器である
ことが一番大きな特徴だと思います。

長崎の復興の歴史に関心

　長崎の復興は、戦後焼け跡に仮設住宅を建てると
ころから始まり、イワシの豊漁が復興に力を貸し
てくれました。1955 年に平和祈念像が建てられ、

「世界平和を長崎から」を合言葉に国際文化都市を
めざす街づくりがスタートしたのです。世界の人々
と交流していると復興の歴史に関心を持つ人が多い
です。世界では内戦やテ
ロなどの被害を受けた後、
そこからどうやって復興
するのかが大きな課題の
一つになっていることを
あらためて感じます。

その後の核兵器をめぐる世界情勢

　1945 年当時、核兵器保有国はアメリカだけだっ
たのが 1949 年のソ連を皮切りに次々と保有国が増
え、５つの国が持つことになりました。この流れの
背景には、「国同士の不信感」が「いつ自国が攻撃

されるかという不安」につながり、それを解消しよ
うと「相手を力で抑え込もうとする考え」にいたっ
た結果、核兵器を持つことで強くなろうとしたこと
があります。現在の北朝鮮なども同じ道を辿ってい
ると思います。

進まない核軍縮

　しかし、核兵器が増えていくのは世界にとって危
険との考え方が広まり、1970 年に核不拡散条約（Ｎ
ＰＴ）が生まれました。当時の核保有国だけを認め
るといった不平等を解消するため、保有国に核軍縮
の義務が課されましたが、この条約発効で核弾頭数
が減ることはなく、またＮＰＴに加入せずに核開発
を行う国も出てきました。

　世界の核弾頭数の推移を見てみましょう。青が米
国、オレンジがロシア（旧ソ連）です。第二次世界
大戦後に急激に増え、ＮＰＴ発効後も増え続けます
が、東西冷戦が終わる頃、レーガン・ゴルバチョフ
会談後に削減を検証するしくみが作られ、減少の時
代に入ります。現在は少なくなったように見えます
が、それでも地球を何度も破壊する能力があり、核
軍縮は頭打ちの状況です。

世界に広がる非核兵器地帯

　一方、明るい動きとしてカザフスタン、リビア、
南アフリカのように、核兵器を放棄する国が出たり、
また非核兵器地帯といって、自分たちのエリアでは
核兵器を作ったり使ったりさせないとの動きもあり
ます。これらは核保有国の軍縮を待つだけでなく、
非保有国がルールを作ることで核の破壊から人々を



6

№ 56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　2021 年 11 月 25 日

守ろうとする考え方です。中南米の非核兵器地帯か
ら始まって、アフリカ、東南アジア、オセアニアと
南半球はほぼ非核地帯となっています。一つひとつ
は簡単にできたわけではなく、たとえば当時アルゼ
ンチンとブラジルは対立していましたが、今では両
国共通の誇りとなっています。

核兵器禁止条約にオブザーバー参加を

　このような動きの中で、核兵器を持たない国々が
核保有国の不誠実さに業を煮やして作ったのが核兵
器禁止条約です。これは大国であり核保有国でもあ
る常任理事国の発言力が強い国連の歴史でも画期的
なことで、50 カ国が条約を批准し発効にこぎつけ
ました。長崎でもあと何日と数えながら今年 1 月
22 日の発効を待ちました。その日、平和公園に集
まった被爆者のみなさんは、生きているうちにこん
な日が来るとは思わなかったと感激していました。
　その核兵器禁止条約にオブザーバー参加するよう
私たちも日本政府に求めています。この条約は完全
なものではなく、今後も育てていく必要があります。
残念ながら日本は産みの親にはなれなかったけど、
育ての親になってほしい。政府は非保有国と保有国
との橋渡しを務めると言っているわけですから、ぜ
ひその役割を果たしてほしいとナガサキ・ヒロシマ
から伝えています。

長崎市が行っている平和活動

　ここからは長崎市が行っている平和活動を紹介し
ますが、いくつかの分野に整理できます。
1）被爆の実相を伝える…これがスタートであり、

長崎の最も大きな役割だと思います。
2）ズレを正す…これまで核実験に抗議したり、

日本政府や核保有国の好戦的な動きに対し、核
兵器のない世界に向かう動きと違いますよと、
警鐘を鳴らしてきました。

3）次の一歩を示す…ただゴールを叫ぶだけでな
く、専門家の力を借りながら具体的に何をすれ

ばよいかを示すことです。
4）ネットワークを広げる…長崎や広島だけが叫

んでいてもなかな進みません。世界中にネット
ワークを広げることが大切です。

5）ゴールを示し続けること…これまで核軍縮の
時代や核兵器が使われるかもしれない危機的な
動きがありました。それでもブレずにゴールを
示し続けることが長崎の役割だと思います。

これまで５つの平和活動と言っていましたが、
最近は６つめの活動にも力を入れています。
6）平和をつくる人材を育成する…長崎大学の中

に核兵器廃絶研究センターができたことで、平
和活動に参加する若い学生さんが増え始めまし
た。これも長崎の大事な活動です。

被爆の実相を伝える
　被爆者の証言活動は圧倒的な伝える力を持ってい
ます。故谷口稜曄さんは「私たちがいなくなった後、
核兵器の恐ろしさを知らない人たちが核兵器を使っ
てしまうことが心配だ」とおっしゃっていました。
いま、被爆者が少なくなってきていますが、被爆体
験のない世代からも「平和案内人」や「家族交流証
言」「青少年ピースボランティア」に参加する人た

ちが出てきています。被爆された方々と深い交流を
し、その体験談を「…だったそうです」という三人
称ではなく、感じたことを自分の言葉でしっかり語
ってくださっています。

ズレを正す
　国連の国際会議でのスピーチ、政府や国会議員へ
の働きかけなどを行っています。国連の軍縮議論は
どうしても軍事バランスや国同士の力関係を意識し
て結論を出そうとします。そうではなく、きのこ雲
の下でいったい何があったのかという視点が原点だ
と、それを毎回訴えるために会議に参加してきまし
た。それを続けないと、すぐに雲の上からの議論に
なってしまうのです。
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次の一歩を示す
下の図は長崎の平和宣言の中に毎回必ず入れて

発信している、北東アジア非核兵器地帯構想です。
すでに南半球のほとんどが非核地帯となっています
が、これを東アジアで作れないかという研究で、長
崎大学の核兵器廃絶研究センターでもこれを大きな
テーマとして韓国やアメリカの研究者と連携しなが
らすすめています。3 ＋ 3 というのは、ロシア、中
国、アメリカの 3 つの保有国は南・北朝鮮、日本
の３つの非保有国を核攻撃しない約束をするという
内容です。

実際、私たちが核兵器廃絶を訴えると「あなた
の国は核の傘に守られているじゃないか、矛盾して
いる」と指摘されることがありますが、この東アジ
ア非核構想は、「核の傘」から「非核の傘」に発想
を切り替えようとするものです。これは様々な研究
が必要ですが、日米安保と矛盾しないこの研究のス
タートを日本政府に要請しています。

ネットワークを広げる
　世界で 165 カ国、8,054 の都市が加盟している
平和首長会議という組織があります。国連ＮＧＯと
して登録されていて、そこで私の発言の時間を確保
してもらっています。それぞれに戦争や内戦の経験
を持ち、その首長たちは二度と子どもたちに戦争を
体験させたくないが、その気持ちがなかなか国に届
かない。ナガサキ・ヒロシマと一緒に世界の流れを
作っていきたい、そのためにこの会議に参加してい
る、という声をよく聞きます。
　また、全国各地の地方都市で取り組まれる平和に
向けた活動を集約する組織として、日本非核宣言自
治体協議会があります。343 の自治体が参加して
知恵を出し合い、共同で活動のツールを作ったり経
験交流をしています。長崎市が事務局を担っていま
す。
　長崎市独自の取り組みとして、「長崎平和特派員」
があります。写真の左上はニューヨークでヒバクシ
ャストーリーズという活動をしているキャサリン・
サリバンさんです。いろんな学校をめぐって子ども

たちに核兵器のことを考える契機を作っています。
右上はアフリカのスーダンで医療活動とともに平和
活動もしてくださる川原尚行先生、左下はイタリア
で学校を回って折り鶴を教えるご夫婦、右下はアメ
リカの大学で教える日本人の先生で、毎年学生たち
を連れて長崎に来てくれます。世界の人たちは原爆
のことを知ると大きく変わります。とても大きな効
果のある活動だと思います。

平和をつくる人材を育成する
　10 年ほど前に RECNA（長崎大学核兵器廃絶研
究センター）が設立され、平和活動に取り組む学生
が増えました。写真は、県・市・大学で作る推進協
議会が募集するナガサキ・ユース代表団のメンバー
で、国連の会議に参加したり取材したりしています。

若い人たちはどんどん自分たちのネットワークを作
るなど、自律的に動くようになって頼もしいと思い
ます。そのほか、高校生平和大使、家族証言などの
取り組みも行われており、若い人にどれだけ広がっ
ていくかが今後の課題だと思います。
　「被爆者がいる時代の終わり」が近づいています。

「被爆者がいない時代の始まり」に備えて、何を準
備しておかなければならないかを考えることが、時
代のバトンを持たせていただいている私たちの役割
だと思っています。

平和を考える多様な入口
　戦争を知らない世代が増え、平和を語るときに
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●「まずはきのこ雲の下で何があったかを知ること、
そして感じること」「多様な入り口から平和を考え
る」「私たちのまちから平和を」　
　田上氏は長崎における具体的な取り組みを紹介し
ながら、私たちに何ができるかヒントをくれた。

●核不拡散や核軍縮の交渉は核兵器保有国が当事者
のため、もどかしい歴史だった。しかし「核兵器禁
止条約」「非核兵器地帯構想」は非保有国が一次的
な当事者になる。アフリカ、南太平洋、ラテンアメ
リカなど、南半球の非核兵器地帯条約は核保有国も
署名・批准した。

●長崎を中心に提唱されてきた「北東アジア非核兵
器地帯」構想。北朝鮮・韓国・日本は核兵器を持たず、
ロシア・中国・アメリカはこの 3 国を核攻撃しない、
という内容。確かに北朝鮮の核開発、冷え切った日
韓関係など課題は多いが、田上氏の講演からこの道
しかないという確信が持てた。（S・M）

編集後記

様々な入り口を用意する必要があります。「好きな
ことから平和を」を合言葉に、平和の文化を醸成す
る活動を長崎市が認定することで応援する制度を今
年からスタートさせました。
　その第 1 号が V・ファーレン長崎というサッカー
チームです。「愛と平和と一生懸命」をキャッチコ
ピーにして、これまで選手たちは原爆資料館の見学
や献花を続けて来ました。ホームゲームではキック
オフ前に平和宣言を自分の言葉で読み上げます。一
度、Ｊ１に上がった
ときにサンフレッチ
ェ広島とピースマッ
チを行いました。試
合は力の差が大きく
負けましたが、とて
もよい思い出です。

３つのステップ
　核兵器廃絶をめざして、これから私たちにできる
ことには３つのステップがあります。第１歩は「知
る、感じる」ことです。初めからなくすべきだとい
う結論から入るのではなく、まずあの日、そこで何
が起きたのかを知り、心に何を感じたか。それがす
べてのスタートだと思います。第２歩は「考える、
話す」、そして第３歩で「動く」です。
　たとえば被爆樹木。すべてが焼けたその年の秋、
芽を出したクスノキがありました。人々はその生命
力に、自分たちも頑張れるんだという勇気をもらい
ました。そのクスノキを守り、全国に増やし、そ

長崎市長・田上富久さんの講演は
当会ホームページから視聴できます

＊トップページ中央メインエリアのYouTube画面から

政府に核兵器禁止条約への
参加を求めるオンライン署名
＊トップページ左側サイドメニューから

れを眺めることでナ
ガサキを思い出して
もらおうというプロ
ジェクトです。これ
には福山雅治さんも
応援してくれていま
す。若い世代への平
和教育も「キッズゲルニカ」「折鶴プロジェクト」「被
爆地図作り」「紙芝居」「朗読」など、多様なやり方
が取り入れられています。

あなたのまちから平和を

　最後に、占領軍司令官で長崎の復興に努力された
ビクター・デルノアさんの言葉を紹介します。彼は
1948 年に平和祈念式典の前身である文化祭の開催
を許可し、メッセージを送ってくれました。「原爆
は人類を滅亡させる無用の長物、二度と原爆を使っ
てはいけない」と、勇気をもって米政府とは違う意
見を寄せてくれました。また長崎を離れる際の手紙
に「我々は Peace from our Nagasaki（長崎か
ら平和を）と叫ばなければなりません」と書かれま
した。以来、長崎ではこの言葉を平和のシンボルと
してずっと使い続けています。この言葉は、世界の
どの国の、どのまちでも共通する願いです。まず自
分たちのまちから平和をめざそう、「石川から平和
を」「富山から平和を」と広げていってくれたらあ
りがたいと思います。


