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「核兵器のない世界の平和と
私たちも賛同しています。
安全」の実現に力を合わせましょう

1945年 8月 、広 島 と長崎 に落 とされた原爆 は―瞬の うちに二つ の 街 を廃墟 に変
え、 21万 の人々の命 を奪 いま した。いまなお20万 を超える被爆者 が苦 しんでいま
すσこの悲濠」
をいかなる地にもくり返 してはな りません。
いま核兵器 の廃絶を求める声は世界にひろが つてい ます。 多くの国で市民が行動
し、政 府 がその実現を支持 しています。 ヒロシマ ・ナガサキをくり返 させないも っ
とも確かな保証は核兵器を全面的に禁止 し、廃絶することです。

2010年 5月 の核不拡散条約 (NP丁 )再 検討会議では、核保有国を含む 189の 国々
が 「核兵器のな い世界の平不
□と安全を達成する」 ことを決 めました。 い ま、それを
実行に移すときです。

私 たちはすべ ての国の政府 に、
すみやかに核兵器禁止条約 の交渉 を開始するよ う求めます。

妹尾河童 (舞 台美術家・エ ッセイス ト)、 日野原重明 (医 師、聖路加国際メディカルセンタ
ー理事長)、 河野太通 (姫 路市・龍門寺住職、財団法人全 日本仏教会前会長)、 池辺晋―郎
(作 曲家)、 桂 米朝 (落 語家 )、 品川正治 (経 済同友会終身幹事 ・ 国際開発センター会
長)、 浅野慎― (神 戸大学教授)、 荒井 学 (神 戸港湾共闘議長)、 魚住和晃 (神 戸大学名
誉教授)、 川合清隆 (甲 南大学名誉教授)、 木下達雄 (浄 土宗大林寺住職、宝塚市)、 柴田
1党 子 (大 阪市立大学名誉教授 )、
冨田宏治 (関 西学院大学法学部教授)、 千葉孝子 (芦 屋市
被爆者の会会長)、 鳴海員人 (日 本濠」
作家協会会員、稲美町)、 二 宮厚美 (神 戸大学名誉教
授)、 和田 進 (神 戸大学名誉教授)、 藤末 衛 (全 日本民主医療機関連合会会長)、 津川
知久 (兵 庫県労働組合総連合議長)、 大森光則 (神 戸市職員労働組合委員長)、 松岡正章
(弁 護士、甲南大学名誉教授)、 水田全一 (臨 済宗妙心寺派龍澤寺住職、高砂市)、 青木敬
日本 から国連 に届 けた署名用紙 は ,国
介 (は りま宗教者平和の会代表、真宗西念寺前住職、たつの市御津町)、 尼川大作 (神 戸大
連が総会場の入 □に設置された「収納
学名誉教授)、 雨松康之 (兵 庫県高等学校教職員組合委員長)、 池内春樹 (兵 庫県保険医協
ケース」(「 署名 ツインタワー 」)に 収
会理事長)、 石川康宏 (神 戸女学院大学教授)、 藤原精吾 (弁 護士、原爆症集団訴訟近畿弁
納されています。世界の政府代表が総
護団長)、 渡辺 武 (元 大阪城天守閣館長、西宮市)、 松野 迅 (ヴ ァイオ リニス ト、西宮
会 に出る度 に、世界の反核の世論を実
感 させ ようとの 国連 の思 いの反 映 で
市)、 磯谷吉夫 (兵 庫県商工団体連合会会長)、 一海知義 (神 戸大学名誉教授)、 丼上喜博
す。これから届 ける署名も展示 されま
(武 庫川女子大学名誉教授)、 藤田佳代 (藤 田佳代舞踊研究所主宰)、 内田正樹 (九 条の会
す。
兵庫、三田九条の会)、 大島和夫 (京 都府立大学教授、前神戸外国語大学教授)、 中野照雄
(和 歌山大学講師)、 岡 正信 (日 本共産党兵庫県委員長)、 岡田章宏 (神 戸大学教授、兵
庫県自治体問題研究所理事長)、 岡本毅― (全 日本年金者組合兵庫県本部委員長)、 金持 徹 (神 戸大学名誉教授)、 菊本義治 (兵
庫県立大学名誉教授、大阪経済大学教授)、 岸本友代 (新 日本婦人の会兵庫県本部会長)、 合田泰幸 (兵 庫県民主医療機関連合会会
長)、 桑田葉子 (神 戸映画サークル協議会委員長)、 小泉 勇 (医 師、伊丹市)、 合田幸平 (劇 団どろ代表)、 郷地秀夫 (原 爆症訴
訟支援ネ ッ ト兵庫代表、東神戸診療所所長)、 幸原 久 (医 師、芦屋市非核平和のつどい実行委員長)、 古賀哲夫 (兵 庫県勤労者学
習協議会名誉会長)、 佐伯雄三 (弁 護士、 自由法曹団兵庫県支部長)、 柴田市子 (医 師、神崎郡市川町)、 柴田政義 (日 本福祉大学
名誉教授)、 田川浩三 (元 神戸親和女子大学教授)、 武村義人 (兵 庫県保険医協会副理事長、生田診療所所長)、 寺田綾子 (医 師、
西宮市)、 土肥 定 (医 師、尼崎市立花 9条 の会代表世話人)、 中村信司 (詩 人)、 中村治子 (兵 庫県母親大会連絡会会長)、 西岡
幸利 (日 本高齢者 NGO会 議代表委員)、 畠中正昭 (医 師、尼崎市)、 平田 康 (京 都橘大学名誉教授)、 古石忠臣 (兵 庫県原爆被
害者団体協議会理事長)、 風呂本武敏 (非 核の政府を求める兵庫の会代表世話人、元神戸大学教授)、 藤田誠一 (日 本ベ トナム友好
協会兵庫県連合会会長、神戸大学教授)、 前野育三 (関 西学院大学名誉教授)、 増川宏― (著 述業)、 松田誠思 (神 戸親和女子大学
名誉教授 )、 力重智之 (日 本民主青年同盟兵庫県委員長)、 脇野耕― (宝 塚医生協良元診療所所長)、 他 (順 不同、敬称略
(2012年 末時点)
)

氏

所

族

募

自1逢 事務総1轟￨ン ￨￨ベル■れ1費 轟著か￨'き ￨￨ル i:養 ‐
菌1
1豊

バ ン・ ギ ム ン国連 事務 総 長

・ウイリアムズさん
ジョディ

