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原水爆禁止運動の原点

▲元気をもらった被災 64 年 2018 年３・１ビキニデー集会（焼津）

昨年７月７日に「核兵器禁
止条約」が採択されてから初
めて迎える３．ビキニデー集
会は、これまでにない盛り上
がりを見せ、登壇した多くの
方がその感動を述べていまし
た。日本被団協の和田征子さ
んは「核兵器禁止条約が採択
されたことは、重く錆び付い
た扉が開き、そこから光が差
したように思う。核兵器廃絶
という世界共通の願いが実現
されるためには、禁止条約が

被災６４年３・１ビキニデー集会成功
昨年７月７日に採
択された核兵器禁止
条約後、初めて迎
えるビキニデーで
す。世界・全国か
ら１５００人のピ
―スメッセンジャ
―が原水爆禁止運
動の原点の地に参
集しました。
大阪からは、４４
名が集会成功に力
を発揮しました。

発効されなくてはならない。
ヒバクシャ国際署名を広げて、
廃絶への扉を更に開こう」と
被爆体験を話される寝屋川の
挨拶のなかで述べ、核兵器の
被爆者 松山五郎さん
ない平和な世界を求める市民
の声が世界を動かす時代にな
感想が積極的に寄せられまし
っていることを感じました。
た。
一方で、北朝鮮の核開発問
今回のビキニデー集会では、
題、米トランプ大統領による
高齢となった被爆者から若い
ＮＰＲ（核態勢見直し）など
世代が反核・平和運動を引き
この間の国際情勢の危機感に
継いでいくことが喫緊の課題
ついても市民が立ち向かわな
として挙げられていましたが、
くてはならないことを強調す
実際に見聞きし、考え、実践
る発言も多くありました。
することで、青年は成長し、
米・比・韓の海外代表からは
活動も大きくなっていくよう
「戦争を煽る国家のプロパガ
に思います。夏の原水爆禁止
ンダに対して、平和を求める
世界大会、来年の３・１ビキ
市民は真実を広く知らせるこ
ニデーには沢山の青年と一緒
とで抵抗しなければならな
に参加したいと思いました。
い」と Post-truth
（脱真実）
（大阪平和委員会事務局員
に対抗する役割の重要性につ
山本 樹）
いて述べました。今、日本で
も安倍政権の下で真実が捻じ
曲げられた政治が行われてい
ますが、日本に住む私たちは
真実を武器にして平和を守っ
ていく必要があると感じまし
た。
大阪から参加した青年の多
くは初めてのビキニ集会でし
たが、帰りのバスの中で「知
らないことだらけで、学ばな
ければならないと思った」
「ビキニ事件の被災者に対し
て、国が何もしない。基本的
人権を蔑ろにした政治が続け
ら れて い るこ と が お かし い」
「一筆の署名の力について学
んだ、大阪に帰ってからどん
どん集めて行きたい」などの

※平和首長会議（日本国内１７１７都市、大阪府内は全自治体が加盟しています

とりくみの結集をよろしくお願いします！

◇泉南市◇阪南市◇富田林市◇箕面市◇豊中市◇高槻市◇摂津市

２９万６３０１筆

◇堺市◇岸和田市◇高石市◇泉大津◇和泉市◇泉佐野市◇貝塚市

ヒバクシャ国際署名（２月２８日現在）

核兵器のない世界、非核平和の日本の実現を

核兵器禁止条約を力に

tel(06)6765-2552 fax(06)6765-2837
原水爆禁止大阪府協議会 大阪市中央区谷町７－３－４ 新谷町第３ビル２１０号

国連ＮＧＯ原水爆禁止日本協議会
毎月１回６日発行
頒価 ２２０円
電話 (03)5842-6031
FAX (03)5842-6033
〒113-8464 東京都文京区湯島 2-4-2-4-

２０１８
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国連が採択した

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求めるため、府下自治体の賛同を！

２０１３年、
堺平和委員会
の再建総会が
開かれました。
その再建の中
心メンバーで
あり、国民平
和大行進通し
行進者として
活躍した田中
薫事務局長は、
戦争法案を廃
案に追い込む
運動の渦中に、病魔におかさ
れ、２０１６年１月に死去さ
れました。毎年、原水爆禁止
世界大会や３・１ビキニデー
の集会に参加され、青年達に
平和運動参加を呼びかけてい
ました。
あとを引き継ぎ、少しずつ
活動を拡げています。他団体
との共同宣伝はもとより、独
自に憲法改悪阻止３０００万
署名やヒバクシャ国際署名に
毎月とりくんでいます。

どちらも５００目標でやっ
と過半数を越えたところです
が、こつこつと積み上げてい
っています。
国民は、「急いで憲法を変
える必要はない」と思ってい
るこ と、「自衛隊 の活動範囲
をひろげてほしくない」と思
っていることなどを訴えまし
た。
今後は、昨年から企画して
きた平和ツアーや沖縄をとり
あげた映画上映会を成功させ
たい思っています。
（堺平和委員会会長
片山直規）

当面のとりくみ 3 月～４月上旬

なくせ！原発 再稼働はんたい！

３・１０おおさか大集会―２０１８福島原発事故から７年―

手作りソーラーカー工作教室

今年のビキニデーに参加して
ようやくの初参加でしたが、
学びも多く、何より普段交流
できない団体の方々との時間
がよかったです。若い方には
元気いただきました。被爆者
の方々と来年も元気に再会し
たいです。ビキニ事件の分科
会で静岡・焼津の第五福竜丸
のビキニ事件が、なぜ高知で
の裁判になるのかの疑問が解
けました。またマーシャル諸
島からのアバッカ・アンジャ
イン・マディソンさんの訴え
も具体的でした。翌朝の久保
山さんの墓前行進での混雑は
想像以上でした。初めての者
には、
「原水協」
ののぼりがと
ても助かりました。雨がふら
なかってよかったです。
（新婦人高槻 松本千峰さん）
２０１７年の核兵器禁止条
約採択やノーベル平和賞など
歴史的な出来事のあとだった
のでワクワクしながら参加。
３・１のすばらしさ再認識さ
せられま した。「被爆者とと
に」の分科会では、被爆者の
方々の発言、
心に残りました。
「私は被爆者」といえるまで
９年の月日を思うと胸がくる
しくなります。
バス車中では、
たくさんの方の参加で盛り上
がり楽しかったです。参加者
のみなさんの報告、とても勉
強になりました。
またクイズ、
自己紹介、ハーモニカ＆漫才
など内容豊富で楽しかったで
す。ありがとう！ごくろうさ
ん！
（天王寺平和委員会 吉田一
江さん）

日
場
対

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

できることがあれば
協力します

２月６日、大阪原水協の事
務所に署名用紙
を持参された庄
司 さ ん 、「 去 年
の１２月１８日
のヒバクシャ国
際署名推進・大
阪の会」の新聞
記事を見て参加
しました。リレ
ートークで知ら
ないことを学ん
だので、できる
ことがあれば協
力します」と申
し出ていただき
ました。
（事務局、元気を
いただきました）

日時 ４月１６日 18:30～
場所 エルおおさか南館ホール（地下鉄谷町線 天満橋駅５分）
講演 川崎 哲氏（ＩＣＡＮ）
※詳細は「４月号」に掲載します。

時： ３月１０日(土)
１０時～１２時
所： エルおおさか本館 7 階
７０９号室
象： 小学４～６年生【先着３０組】
※保護者同伴でお願いします。
内
容：
 自然エネルギーや温暖化のお話
 作り方の説明
 工作
 走行テスト
 授業のまとめ
 費
用： 材料費（ソーラーカー１台につき）１，５００円
持ち物：
申し込み
 四角い 500ml のペットボトル
原発ゼロの会へ
 ペットボトルキャップ４つ

「講演と交流のつどい ICAN 川崎哲さん語る」

自然エネルギーを体感しよう♪

日時 ３月１０日（
（土）９：３０～１６：００
（集会終了後、市役所前までパレード）
第 1 部（午前中）
（エルおおさか ７階会議室７０８）
◇自然エネルギー推進交流会 → → → → → → →
第 2 部（午後 13:30～16:00）
（エルおおさか２階エルシアター）
◇メイン講演
「福島のいまと原発住民運動の課題～原発住民運動の歴史にもふ
れて～」
講師：原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員
伊東達也氏
【主催：原発ゼロの会・大阪】
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「震災復興、核兵器なくそう、原発ゼロ！第７回アートフェア」
日時 ４月４日（水）～６日（金）
場所 中之島公会堂
【大阪革新懇・大阪美術家革新懇・大阪原水協】共催
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ヒバクシャ国際署名推進・大阪の会主催
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ガンバッテいます

～堺からのレポート～

