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態度について被爆者への背信
行為だとし、安倍政権の改憲
の動きに対して 、「 ヒバク シ
ャ国際署名、安倍９条改憲反
対の３千万署名の運動を急速
に展開しなければならない」
と述べました。また、２０２
０年に開かれるＮＰＴ（核不
拡散条約）
再検討会議に向け、
「われわれ生かされている者
はうんと力を入れて核兵器廃
絶、平和のために力を尽くし
たい」と述べました。
集いでは、原爆の実相を伝
える映画３作品を上映しまし
た。
長編アニメ「ＮＡＧＡＳＡ
ＫＩ １９４５ アンゼラス
の鐘」は、自ら被爆しながら

も被爆者の治療にあたった長
崎の秋月 医師 の活動を、「 ヒ
ロシマの記憶～幻の原爆フィ
ルムで歩く広島」は、原爆投
下２カ月後の様子を現在の姿
と比較しながらその変貌を伝
えました。劇映画「アオギリ

にたくして」は、絶望を乗り
越え、平和の語り部として生
きる女性の姿を描きました。
午前中の「アンゼラスの鐘」
は子供たちの参加が目立って
いました。有原誠治監督は、
中高生や若者たちを対象に、
長崎の被爆の実相を伝える作
品をつくることになった時、
医師の秋月辰一郎さんの被爆
体験記に出会ったことを紹介
され、「あまりにもすさまじく、
アニメにふさわしいか、どこ
まで描けるかずいぶん悩んだ
が、この本を読んだら逃れら
れなくなった」
と語りました。
有原さん自身も東京練馬区
のヒバクシャ国際署名推進連
絡会代表を務めているとのこ
とでした。
枚方市原爆被害者の会の森
容香会長は、広島の自宅で、
５歳の時に被爆した体験を紹
介しました。家屋の下敷きに
なったが奇跡的に助かり、そ
の後の人生は病気の恐怖との
闘いであったこと、戦争は絶
対してはいけないとの思いを
強くしたこと、そして唯一の
被爆国の首相が核兵器禁止条
約 に 背を 向けて いるこ と が 、
「悔しい」と述べ、ヒバクシ
ャ国際署名への協力を改めて
呼びかけました。
「アオギリにたくして」に
出演した女優の斉藤とも子さ
んは、原爆との関わりは原爆
をテーマにした井上ひさし作
「父と暮せば」に出演したと

きからだそうです。自分の人
生に苦しんでおられ、もう一
度人生を見つめなおそうと大
学に入学が決まったとき、映
画の出演の話があり、出演を
決意。舞台の空気を感じたい
と一人で訪れた広島での被爆
者との出会いをきっかけに、
２０年来交流を重ねてきたそ
うです。
（写真右）
２０１１年の福島原発事故
が起きた際、福島にも赴き、
被災者と被爆者とも痛みを分
かち合えることの大切さも被
爆者の方々との交流から学ん
だことだと述べられました。
つどいの賛同団体の一つで
ある大阪ＹＷＣＡから、副会
長の大畑知子さんもヒバクシ
ャ国際署名
を集め、一
日も早く核
兵器のない
世界の実現
を願うと訴
えられまし
た。
（写真）
映画とト
ークの合間
に、大阪のうたごえ協議会の
皆さんのヒバクシャ国際署名
推進のために作られた歌「一
人から一人へ」の合唱、ケイ・
シュガーさんの美空ヒバリの
「一本の鉛筆」などのピアノ
弾き語りは、参加者の熱い思
いを一つにしました。

５１万００２９筆

閉会のあいさつを兼ねてお
礼とこれからの運動の提起を
「ヒバクシャ国際署名推進・
大阪の会事務局長」（大阪憲法
会議副幹事長）の梅田章二さ
んが訴え、
参加者とともに
「原
爆許すまじ」の合唱で閉幕と
なりました。
つどいは、落語家で芸人９
条の会の笑福亭竹林さんと大
阪民医連の伊東恭子さんの軽
妙なトークで進行していきま
した。
なお、
このつ
どいの
成功の
ために
来日中
のサー
ロー節
子さん
からメ
ッセージが寄せられました。
（二面掲載）

（1１月 3１日現在）

非核の政府・自治体・ヒバクシャ・市民の共同の力で

「核兵器なき世界へ／映画とトークのつどい」 の成功を機に核兵器廃絶、署名推進へ
～被爆者の苦難の道のりに感動、共感、そして決意、６００名の参加で～

核なき世界を、核兵器禁止条約の発効を！
「核兵器なき世界へ
映画とトークのつど
い」が１日、大阪市中
央区のエルおおさか
ホールで開催され、約
６００人が参加しま
した。ヒバクシャ国際
署名推進・大阪の会、
同つどいを成功させ
る会が共催したもの
です。
原爆をテーマにし
た映画上映、監督、出
演俳優、被爆者の話や
音楽などを通して、核
兵器廃絶、署名推進へ
の思いを固め合いま
した。
広島で被爆し、今も
病とたたかいながら、
寝屋川市原爆被害者
の会会長の山川美英
さんが、主催者を代表
してあいさつしまし
た。山川さんは、米・
英・仏・ロ・中国の国
連安保理５カ国が１
０月末、昨年７月７日
１２２ヵ国の賛成で
採択された核兵器禁
止条約に反対すると
の共同声明を出した
ことについて大きな
憤りを述べ、唯一の被
爆国として、核兵器廃
絶のために努力する
と言いながら、禁止条
約に反対の立場をと
っている日本政府の
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熱く語られる有原誠治監督

す。原爆の後の様子を子ども
たちに見せて恐ろしいことだ
と が必要ではないかと思
います。
（北区・出橋さん）
◇時間の関係で２作しか視聴
できなかったが、困難な状況
の中ででも秋月医師の人道的
正義感そして皆の心暖まる団
結に感動しました。
（門真・小玉さん）
◇ケイ・シュガーさ
んの美空ひばりさん
の広島原爆の被爆者
の切実な心を歌って
いるのが素晴らしい
と感動しました。
（生野区・本木さん）
◇映画とトークの会に
参加して怒りと悲しみ
を新たにしました。今、
出来ることで少しでも
活動に参加できればと
思います。行動日など
知る機会があればと思
います。
（福島区・伊保さん）
◇今までは広島の被爆
の状況の映画しか見て
なかったのですが、こ
の映画は非常にリアル
で途中で何度も涙しま
した。秋月先生の生き
方について有原さんの
お話を聞いてさらに感
動しました。
（匿名・７０歳代女性）
◇平和・反戦への思いも日々
のだらだらした生活をしてい
るとどうしても弱まってしま
うので、こういう集いがある
と忘れないためにも大切だと
思いました。ありがとうござ
いました。
（東住吉区・佐伯さん）

日時：１２月１５日（土）午前１０時～１２時
場所：大阪府社会福祉指導センター（谷七）
内容：総括、方針、予算、会計報告、人事など
※記念講演などはなく総会のみの設定です。

８，３００，４０３人分

（２０１８年９月末現在）

首長からの署名

１，１２６市町村長及び２０都道府県知事

日時：２０１９年１月２６日～２７日
１３：００受付、１３：３０開校
場所：かんぽの宿富田林
内容：第１講義「国際情勢―北朝鮮と核兵器」
講師＝緒方靖夫氏（日本共産党国際局長）
第２講義「核兵器のない世界をめざす被爆者はいま」
講師＝原 玲子氏（日本被団協中央相談所相談員）
第３講義「２０２０年めざす壮大な原水協運動」
講師＝安井正和氏（日本原水協事務局長）
この第３講義は２７日（日）１０：００からです

ヒバクシャ国際署名（全国）

（詳細はチラシ）

★関西原水協学校 in 大阪

かりやすくインパク
トがあってよかった
です。
（匿名・６０歳代）
◇映画製作について
の動機がよくわかり
ました。地獄でした
が秋月医師の踏みと
どまって支え続けた
姿、子供たちにもみ
せたいですね。
（非核・跡部さん）
◇ポリシーを越えて
運動を一本化してい
く。
（神戸市・山本さん）

★大阪原水協第５６回総会

◇講演会、今回のようなイベ
ント、未来を担う子供や若者
でも参加できるようなイベン
トも。
「歌の力」も大きいと思
います。来年３月、広島で被
爆された方を相生にお招きし
て体験談を聞きます。今日は
大変勉強になりました。あり
がとうございます。
（相生市・成富さん）

◇半分しか参加でき
ませんでしたが、
いい集会でした。
毎年、７月西区の
平和行進で唄いな
がら歩いています。
（西区・かわさき
さん）
◇
「原爆許すまじ」
の歌をうたいなが
ら、歌で訴えて路
地裏宣伝をあちら
こちらの町でとり
くみたい（署名と
あわせて）
（匿名・７０歳代）
◇今まであまりないパターン
の集会というか催し物でした。
いろんな場所で出来れば。今
日のような取り組みを重ねて
地道に進めるしかないのでは。
来年頑張らないといけないで
すね。
（匿名・６０歳代）
◇放射線による被害がよくわ

怒り・悲しみ・共感・感動の声

【参加者の声】

お集りの皆さまへ
広島への原爆投下から７０年以上が過ぎて、ついに核兵器禁止条
約ができたことを、私は心から喜んでいます。
日本は、核兵器禁止条約に署名・批准しなければなりません。私た
ちは絶対に、日本政府にそうさせなければなりません。
そのために一般市民に働きかけ、この条約についてより深く理解し
てもらう必要があります。
それと同時に、核兵器禁止条約に日本が署名・批准するように、皆
さんのそれぞれの地元選出の議員たちに働きかけ、彼らに圧力を
かけていくことが大切です。カナダでは、そのような運動を進めて
います。自分たちの代表者に正しい行動をするように迫っていくこ
とは、民主主義の基本です。
ともに頑張っていきましょう。
２０１８年１２月１日
サーロー節子

◇沢山の講演、中２の娘とこ
こで６時間過ごさせていただ
きました。二人ともそれぞれ
胸に残るものがあります。こ
の思いを忘れず、これからも
過ごしていきたいです。貴重
な経験ありがとうございます。
（都島・田中さん）
◇私もヒバク２世であります。
（母が広島師範のとき、翌日
支援にはいった）白血球の数
がおかしいこと以外、健康で
す。安倍のバカに鉄槌を落と
したいです。
（姫路・中田さん）
◇政府に批准を求める意見書
を市区町村で採択させていく
ことに関心があります。
（河内長野・藤丸さん）

◇被爆者の生の声がやはり良
い、胸にせまるものがありま
す。
（尼崎・融さん）
◇私の経験した中でもっとも
充実した内容の集会でした。
（吹田・石谷さん）
◇広く、
インターネット等で、
ネットの力をも味方にして若
い世代を巻き込んで活動を拡
げ、街頭・署名活動をしまし
ょう。私は狂言をやっていま
すが、笑いを忘れずいつも明
るく楽しく前へ進みましょう。
（京都・山田さん）
◇若者の姿が少なかったと思
います。やはりこれからは、
いかに伝えていくかが課題で
す。 （平野区・樋口さん）
◇科学者の目を通して描かれ
た記録を発見し、アニメ化さ
れた。そのために多くの協力
者を得て
完成され
た努力と
情熱は立
派です。
（淀川・
西 本 さ
ん）
◇全て良
かったで
す。初め
てだった
ので、思
った以上
の感動を
うけまし
た。映像
で見るこ
とが余り
ないので
再認識す
ることが
出来てよ
かったで

【当面の予定】
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