２０２０年・被爆７５年へ 核兵器廃絶の壮大な運動を

ふさわしい活動を取り組もう！

核兵器禁止条約の発効にむけ、政治決戦の年に
自公維新の悪政打破！

【感想】
◇ 世界の動きその見方、日
本の外交力の弱さ、大変おも
しろく聞きました。北朝鮮に
関する報道、世界の激動する
姿を国民に知らせないマスコ
ミのあり方等を残念に思いま
す。安倍首相に聞かせたい話
でした。世界を駆けまわる人
の新鮮な話は、何度聞いても
値打ちがあります。
（滋賀・西野明）
◇ 被爆者援護を運動として
推進していくうえで、国家補
償運動の歴史と原水協運動を
推進するうえで、被爆者との
真の連帯を恒常的にすすめて
いくことが不可欠だと感じま
した。
（奈良・水谷祐一）
◇ 核兵器禁止条約の情勢に
ついてわかりやすくお話して
いただきありがとうございま
す。今度、署名をとるときの
宣伝に使っていきたいと思い
ます。世界のお話も聞けてお
もしろかったです。今年も月
例の署名行動、平和行進、世
界大会、がんばってとりくん
でいきたいです。
（京都・沓脱隆二）

70 ヵ国、20 ヵ国（１/２３現在）

今年の「関西原水協学校」で
は、被爆後７０年間の原水爆禁
止 運 動 の到 達 点 を しっかりふ
まえた学習となりました。
近 畿 各 府 県 から１月 ２６日
から二日間にわたって７２名が
富 田 林 に集 まり、核 兵 器 をめ
ぐる最 新 の情 勢 を学 び、次 に
被爆者援護・連帯についての現
状と課題を、そして、その中か
ら原 水 協 運 動 のこれからの展
望 と課 題 を明 らかになりまし
た。

国は２０か国 １(月２３日現
在 と)なり、国連のどの条約よ
りも早く進んでいること。被
爆７４年、長年の被爆者自身
の運動と原水協運動は国連加
盟国を動かし、世界の流れは
「核兵器禁止条約」の発効を
めざしていること。軍事同盟
を結んでいる諸国でも批准国
となるよう動きを見せている
こと。１２６か国が批准国を
めざし「核兵器は悪」の烙印
を押そうとしている情勢であ
ることを学びました。私たち
の運動の果たす役割は大きく、
被爆者とともに壮大な構えで
運動を進めることを確認しま
した。３講義ともたいへん貴
重な内容の講義でした。
関西原水協学校の次回開催
県は滋賀です。２０２０年は
核軍縮を話し合う核不拡散条
約再検討会議や「核兵器禁止
条約」批准国会議が予定され
ており、よりすすんだ内容の
現状と情勢が聞けるものと期
待しています。滋賀原水協の
みなさん、よろしくお願いし
ます。
（ 続昌司大阪原水協事務局長）

核兵器禁止条約調印国＆批准国

に発言している有様です。非
核化には１０年の歳月がかか
るという内容も驚きでした。
ちなみに北朝鮮と１６６か国
が国交を結んでいることなど、
マスコミが報道しない内容ば
かりのお話をお聞きし、確信
となりました。
第２講義では「核兵器のな
い世界をめざす被爆者はい
ま」をテーマに被団協中央相
談所相談員の原玲子が講義を
しました。丁寧で具体的な内
容で、被爆者との真の連帯を
恒常的に進めていくことが不
可欠であることを強調されて
いました。

第３講義は「２０２０年め
ざす壮大な原水協運動」テー
マに日本原水協事務局長の安
井正和さんの講義でした。核
兵器保有国や、日本を含む軍
事同盟国がこの禁止条約を支
持する国々に対し、妨害と圧
力を加えているにもかかわら
ず、核兵器禁止条約の署名国
は７０か国、批准国は２０か

５１万 ８４８４筆（１月３１日現在）

講師の話に納得と確信
第１講義では日本共産党国

際局長の緒方靖夫さんをお招
きし、「国際情勢―北朝鮮と核
兵器」をテーマにお話をお伺
いしました。昨年４月に行わ
れた第３回南北首脳会議では
『朝鮮半島では
もはや戦争は
起きず、新たな
平和な時代が
開かれた』朝(鮮
半島の非核化を
含 む こ) と を 確
固たる意志を込
めて「板門店宣
言」でうたい、
６月の米朝首脳
会談の共同声明
では『完全な非
核化に向けて取
り組む』ことか
両首脳間で約束
ができています。
こうした平和の
流れに日本政府
はなすすべもな
いどころか、首
脳会議を否定的

ヒバクシャ国際署名
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１月６日付の
毎日新聞（左
記）が国内大
手銀行のりそ
なＨＤが昨年
１１月発表し
た「社会的責
任投融資にむ
けた取り組
み」で核兵器
…非人道的な
兵器の開発・
製造・所持に
関与する先、
またはそのお
それのある先
への融資はお
こなわない、
との記事を掲
載しました。

昨年、ヒバクシャ国際署名
推進・大阪の会で講演された
ＩＣＡＮの川崎哲さんは高く
評価されています。日本の７
つの銀行のうち、りそなＨＤ
が被爆国の金融機関として当
然な方針をしめしたものです。
原発ゼロの問題においても城
南信用金庫が積極的な役割を
はたしています。核兵器禁止
条約の国連での多数の国の採
択や原発ゼロに向かっている
国際的な動き、特に欧州での
金融機関の姿勢に日本の金融
機関も同様な動きが出てきた
ことは注目すべきことです。

今年のビキニ水爆被災６５周
年の取り組みは２０
２０年に向けた最初
の重要な全国的集会
の場となります。
、
核
兵器廃絶に立ち上が
った人びとの６５年
の歴史と運動に学び、
世界の人びとが手に
した核兵器禁止条約
の速やかな発効にむ
けての歴史的な運動
の出発点にしよう！
また、日本を非核平
和の方向に変え、安
倍９条改憲を許さず、
憲法を守り活かし、
核兵器禁止条約に参
加する政治の実現を
めざすたたかいを学
ぼう、日本原水協は
訴えています。
参加要綱の詳細は別紙を参考
にしてください。

くれる新成人がお
り、４３筆を集約
新春から核兵器廃絶の声を市民に届けました
しました。選挙の
年ですので、被爆
国の首相が核兵器禁止条約に
反対していることなど安倍政
権への批判の声を大きくして
いかなければ、と考えていま
す。
【平和委員会】昨年の七月、
全国知事会議で全会一致で初
めて「日米地位協定の抜本的
見直し」採択し、八月に政府
に提言しています。それにお
うじて大阪でも摂津市、吹田
市が決議をあげています。ま
た堺市では、昨年末１２月２
０日、土砂投入問題で国に対
して「国と沖縄県との誠実な
対話を求める意見書」が採択
されました。住民の民意を大
切にせよ、との声は党派をこ
えたものとなっています。

なご時世だが、核兵器はアカ
ン」
との声に励まされました。
平和委員会からの応援弁士は、
沖縄問題を熱く語って頂きま
した。
署名到達が１万１千筆。
【西淀川】一月九日と成人式
の日に署名・宣伝行動を展開
しました。いま、地域では「消
費税」
「３０００万署名」
「カ
ジノ」そして「ヒバクシャ署
名」と４本もの署名に取り組
んでいます。１万３０００筆
を集約しています「ヒバクシ
ャ署名」ですが、目標を到達
すると中だるみ状態、新たな
創意工夫が必要です。署名用
紙や宣伝チラシを新たに作る
などお願いしたいです。
【新婦人】目標２５万筆の半
分の到達です。とくに昨年九
月以降からの伸びがにぶく、
一万程度です。会員の外まで
広げ切れていません。新年は
成人式の日に会場で署名宣伝
を行いました。一部の地域で
は混乱を心配との理由付けで
干渉があったりしましたが、
外で集まっているグループに
話しかけるとしっかり聞いて

引き続きご協力をお願いします。

８日、日本被団協に箱詰めして届けました。

ク シャ 国 際 署 名１ ４ 万２ ３６ ３ 筆 を １ 月 １

昨年一年間に 大阪原水協に届きましたヒ バ

大阪原水協に届けられたヒバクシャ国際署名箱（14 万 2363 筆分）

▲焼津港に寄港直後の第五福竜丸を調査する西脇安夫妻（大阪市立医科大学）
帰阪後、大阪における原水爆禁止運動の出発となった写真です

★ 日時：２月２８日（木）～３月１日（金）
★ 場所：第１日目＝日本原水協全国集会（静岡市）
第２日目＝３・１ビキニデー全国集会（焼津）
★ 行程：貸切バス（７：００天王寺公園発）帰路は会場前から
貸切バスで帰阪（２０：３０ごろ着）
★ 費用：３６,０００円（被爆者・学生は３２,５００円）
★ 申し込み締切：２月２２日（金）

大阪原水協は一
月九日、上六で
２０１９年新春
の「６・９行動」
を行いました。
川辺理事長をは
じめ平和委員会
の方々の参加で
音楽を奏でなが
ら楽しく署名・
宣伝行動をおこ
ないました。
【八尾】一月六
日、８名の参加
でチラシ５０枚
の配布と４４筆
の国際署名を集約しました。
署名していただいたから、
「 寒いのにご 苦労様」「こ ん

2019 年３・１ビキニデー集会参加大綱
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「核兵器製造企業融資せず」
国内大手銀行初「社会的責任」公表

原水爆禁止運動の出発点：ビキニ事件を学ぼう！

一人でも多くの参加者を！若い青年の参加を！

2019 年 2 月 6 日
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