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青島　明生 弁護士
核兵器で初めて人を殺して七〇年。未だに保有国の横暴を許す、この世界。
私達の生きている間に実現させたいです。

赤間　友子
相模原平和委

員会
3回のＮＰＴ再検討会議に参加して、日本の平和運動が世界の平和を願う人
達との連帯を進めているんだと強く思いました。世界大会成功させましょう。

秋間　実
東京都立大学

名誉教授

核兵器廃絶をめざすご活動に心から敬意と感謝とを申し述べますとともに、
非核の政府を求める神奈川の会の常任世話人の一人として熱い連帯の手
をさしのべさせていただきます。がんばりましょう！

浅子　薫衣
原発や核は、地球を滅亡させます‼‼恐ろしいです‼‼

阿部  國博 大会の世界を原水爆禁止に向けて大きく動かす大成功を念願しています。

阿部　太郎
名古屋学院大

学教員
世界中の一人一人の核兵器廃絶の声を集めて、大会が大きく成功されるよ
う祈念いたします。

荒井    献
東京大学名誉

教授
趣旨に心から賛同いたします。

荒木　豊 　
人類の幸せには原爆・水爆は不要です。世界で唯一の被爆国、日本の国民
は核廃絶と原発利用を世界から追放しよう。

在田  正義
海事・海難アナ

リスト
人類の明るい未来のため今出来ることをしよう

有馬　理恵 女優 核兵器のない世の中を。

池上  利秋 　　 核兵器の全廃へ大会の成功を‼

池田  　教 なし

労働法制の様々の改悪、若い方が未来への展望も持てない各施策は、すべ
て戦場へと駆り立てるものだと思っています。どんなに小さく見えるこの道
は、先の戦争を体験した私どもが全力で阻止しなければこの地からも若い方
の代表を派遣して世界大会の一層の盛会を心から祈念します。

石井　征亜
岐阜大学名誉

教授
核廃止(原発を含め)の世の中にして世界の環境を守りましょう

石川  元也 弁護士

唯一の被爆国である我が国が、核兵器廃絶の先頭に立つのは当然です。こ
れに消極的な安倍政権を批判しつつも、来年のＧ７の機会に各国首脳の広
島、長崎訪問を実現するよう取り組みましょう。

石田  秀子 時間を区切っての核廃絶が達成できるよう祈ってます。

石田  良正 大輪院貴住
今年のNPT会議における「最終文書」の採択はできませんでしたが、核兵器
禁止・廃絶を求める声が国連加盟の八割となっていることに希望を託し、原
水禁大会の成功を心からお祈りいたします。

石山　久男
核大国に追随し、戦争する国へ暴走する安倍内閣を倒して、日本が核廃絶
へ積極的役割を果たすようにしましょう。

磯野  有秀
山口県立大学

名誉教授
戦後今ほど平和が必要と感じたことはありません。皆さん頑張ってください。

伊藤　栄二
元・全税関労組
中央執行委員

長

大会の成功を祈念します。核兵器廃絶に全力をあげたいと思います。

伊藤　博義
宮城教育大学

名誉教授

ヒロシマとナガサキこそ抑止力(作者不明　調べると朝日川柳らん８月１６日
新潟市の馬場悦夫という人の作である。
)という川柳を見たことがあります。断じて核の保有は抑止力ではありませ
ん。

稲木　信夫 詩人
戦争を求めず、平和と生存権を今こそ広く強く求める時と思います。日本国
民の平和への意思を広く示す大会の成功を祈ります。

井町　良治 司法書士 核兵器はいらない。なくしましょう。維持するお金が沢山必要と思う。

伊豫谷　津多
子

ご盛会を祈ってます

岩井  忠熊
立命館大学名

誉教授
ＮＰＴに見られるように、原水爆禁止の動きに後退が感じられる昨今、原水禁
大会の世界的意義はますます重大化したと思います。

岩倉　政城 新医協会長
東北におしよせた放射能の津波は、まだ曳いていません。核のない社会を
目指しましょう。核兵器、核発電のない社会を実現しましょう

岩佐　菟絲 核兵器のない世界の実現を
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岩間  一雄
岡山大学名誉

教授
ともに頑張りましょう。

上田　喜清　 上田歯科医院 一日でも早く核兵器の無い世界を実現出来るよう頑張りましょう。

植村　香柳 書家
憲法9条が変えられようとしている今こそこの世界大会を大成功にしなけれ
ばならない。

鵜沢　秀行
文学座俳優・日
本新劇俳優協
会専務理事

安倍政権が戦争法案をごり押しで通そうとしている今、原水爆禁止世界大会
は、これまで以上に、意義あるものと思います。日本国民は、核廃絶、世界
平和を熱望していることを、世界に知らしめたいと考えます。

宇野木　洋
立命館大学教

授
核廃絶をアジアから実現していきましょう。その第一歩が安保法制打破で
す！

梅原　利夫 和光大学教授
「核抑止力神話」と「原発安全神話」二つの神話をのりこえて、核のない地球
を。

浦野　広明
立正大学法学
部客員教授・税

理士

安保法制を止めて日本国憲法の一元化へ。

大浦　ふみ子 作家 被爆七十年のこの年の大会を核兵器廃絶の飛躍の年にしたいものです。

大谷　東子
NPO法人福祉
作業所　代表

ピースアティスト

戦後70年、あまりにもおろか、極まりない政府の姿に危惧しています。被爆
国、私たちがやるべきことは地球上から全ての核を廃絶することです。地球
に存在するすべての核廃絶まで私たちがやらなくてはならない行動です。

大林　宣彦 映画作家
未来を生きる子どもたちのために。大人である僕らは人間の「正気」を取り戻
そう。

大山　さい子 　
世界で唯一の被爆国として、声を大にしてその禁止を訴えるべきだと思いま
す。

岡田　愛之助
元・日本高等学
校教職員組合

被爆七十年の原水爆禁止世界大会の成功は、「核兵器のない世界」実現へ
の確かな道です。「戦争法ストップ」の広範な人々の運動と合流し、安倍政権
を包囲しましょう。歴史的大会となるよう成功を祈ります。

荻野　隆章
大浦診療所内

科医師
核兵器のない平和な世界の実現を。

荻野目  洋子 歌手 被爆70年、語り継がれていくことの大切さを感じ続けています。

奥田　靖二
浅川金比羅神

社宮司
核兵器の存在は、人類の生み出した不孝です。戦後七十年、今こそ核兵器
の廃絶を。戦争法案反対、原発廃止と一体としておしすすめましょう！

奥村　晃久 　
”戦争をしない・させない”そして、他国の人、日本国民を戦争で死傷させて
はならない平和な国づくりを!!『集団的自衛権』『秘密保護法』を実行させては
なりません！皆さん！共に頑張りましょう！！

小山内　美江子 脚本家

新型爆弾と言う名前で、核兵器のことが不完全ながら伝わってから七〇年。
あと一〇年、二〇年となったら、被爆者はもう残っていないでしょう。けれど、
二世、三世がいるはずので、彼らと共に永久にイケナイ兵器だということを子
子孫孫に伝えましょう！70年を忘れずに世界大会を開くにあたって、再び核
のことを言い出したロシアなどへきつく反対のことを言いましょう

小沢　隆一 憲法研究者
アジアの緊張緩和、平和実現への最大の決め手は、核の威嚇を軸とする軍
事同盟体制を解消することです。戦争法案の成立を阻止して、核なきアジア
と世界の実現への道筋を拓いていきましょう。

小澤  勝美 大会の成功を祈ります。

小田中　聰樹
東北大学名誉

教授
原水爆は絶対に禁止しなければなりません。共に力を合わせて禁止実現の
ため頑張りましょう。

落合  峯子 大会のご成功をお祈りいたします。

尾林　芳匡
弁護士（八王子
合同法律事務

所）

一日も早い核兵器の廃絶を願います。

音田    篤様
喜久子

核兵器は非人道的「抑止力」にしてはならない。戦争(コロシアイ)は同じ理由
でダメ。

音田　篤 医師
核兵器は絶対に廃止すべきです。「抑止力」などの口実も許せません。さら
に言えば、ヒロシマ、ナガサキを世界に知ってもらうことは大切です。同時
に、これに至る経緯（支那事変～太平洋戦争）についての日本の反省も。

片平  洌彦
薬害問題研究

者
「唯一の被爆国」日本の政府は、戦争法案を成立させて軍拡競争のスパイラ
ルに入りこむのではなく、核兵器完全禁止のために尽力すべきです。

加藤　剛
日本ジャーナリ
スト会議会員

米中ソを始め世界の指導者はまず、広島、そして長崎を訪問してほしい。そ
の気になれば出来ることです。
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金子　ハルオ
東京都立大学

名誉教授
被爆70年を機に原水爆禁止運動の飛躍的発展を祈ります。

金子　康子 毎年の地道な努力、ご苦労様です。ささやかながら協力します。

亀井　朋治 無職
広島・長崎被爆７０年の今年、核兵器禁止運動の一層の発展と世界大会の
成功を祈念いたします。

河合　隆平
金沢大学　学校
教育学類教員

いのちと平和の歴史をつないで、核兵器なき未来をつくりましょう。心から連
帯の意を表します。

河村　洋
都立産業技術
研究センター

核兵器のない平和な世界のために一刻も早く核兵器廃絶を！ガンバリましょ
う。

河原田　和夫
医師・新日本医
師協会（新医
協）、副会長

ご盛会記念いたします。

菊池　史憲 弁護士

非核平和の実現が唯一の最終目的である。核兵器保有国や核兵器に依存
する国の抜本的意識改革が最重要である。「核兵器のない世界」実現のた
めに核保有国や核兵器に依存する国の役割が全く足りないことが、非核平
和の実現が難しい第一の理由である。

木崎敬一郎
夫人から

「核兵器のない世界」を地球人類の合言葉にしよう。世界大会の成功を祈り
ます。

北村　実 早大名誉教授
平和で公正な世界の実現は、友好をよりどころとしており、核兵器を無用の
長物と化します。

金　優 医者 核兵器を廃絶をお願いします。

清光　義則 寺井病院医師 核兵器のない平和で公正な世界のために、草の根から頑張ろう。

久峨　良修 僧侶 人類の幸せは、世界平和です。先ず核廃絶が第一歩。

日下部　吉彦 音楽評論家
たった一発の原水爆が、たった一発のテロリズムが地球の滅亡につながら
ないよう、みんなで守ろう。

草薙　秀一
日本民主主義
文学会幹事

核保有国の横暴をまのあたりにし、怒りを禁じえません。この国の私達の運
動が大きな決め手になると思います。盛会を祈っております。

久米　弘子 弁護士
原爆症認定訴訟の弁護団の一員です。70年たっても放射線の人体への影
響は未解明なまま、被害が続いています。原水爆は世界からなくす外はあり
ません。

倉又  孝夫 　
日本政府よ。日本こそ世界のリーダーになれ。堂々と胸を張って歩もう。70年
たった今年にふさわしい大会に！

倉本  純一 参加がかないません。成功をお祈りいたします。

倉本　元子 　
原水爆禁止を一部の人々が言うのに、何故叫ぶのか耳を傾けて下さい。人
間も作物も魚も地球がこわれてしまったら、私達生き物は全て死んでしまい
ます。一緒にＮＯを叫んで下さい。原水爆は地球を壊してしまいます。

栗木　英章 大会の成功を祈っております。

栗田　禎子　
千葉大学教授・
パグウォッシュ
会議評議員

戦後７０年という節目の年に、日本は戦争への道を突き進み始めました。核
兵器のない世界、戦争自体が否定される世界を打ち樹てることは私たちに
とって急務です。全力を尽くしましょう。

黒滝  正昭
宮城学院大学

名誉教授
丸木夫妻「原爆の図」展覧会を世界中で開きたいものです。

小池    汪 　 核の兵器と発電への使用全面禁止の声を上げつづけよう

小池　健志
原爆投下70年一日も早く核兵器の廃絶ができますよう今年の世界大会も大
成功を収められるよう努めます。

合田　幸平 劇団どろ代表 一日も早く核兵器廃絶の実現を！

越野　和之
奈良教育大学

教員

戦争と核兵器は障害をつくりだす最大の原因です。障害者の人権と発達の
保障を考えてきた研究者として核兵器の廃絶を心から訴えます。戦後７０年
の年、戦争反対・核廃絶の声をもっともっと大きくしましょう。

児島　美都子
日本福祉大学

名誉教授
戦争法案ノー。平和憲法を守りましょう。歴史的な大会の成功を祈ります。

古庄  ゆき子 女性史研究者
核兵器のない世界の実現を私たちの力で作り出したいと思います。大会の
ご成功をお祈りいたします。
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小竹  伊津子 俳優
全世界から核兵器、そして原発をなくしたいですね。原発を売り歩き、戦争法
案等を成立したいと躍起になっている安倍政権に怒り心頭です。

後藤　正人
研究者、元・大

学教授

日本国憲法第九条の規定に違反する核兵器の早急なる廃絶に向けて、が
んばって下さい。戦力廃止は植木枝盛以来の心ある日本人たちの悲願で
す。

小松　健一 写真家 核兵器も、核もない地球を。

古村　和子 世界平和をめざそう！

小森　香子
詩人会議運営

委員長
青い空は青いままで　子どもらにつたえたい　戦争法案許すな！

小山　弘泉
浄土真宗本願

寺派僧侶

被爆七十年の節目。原爆被爆の実相を伝え、草の根の運動を広げましょう。
核兵器にしがみつく一部勢力を追いつめ、非核の日本、非核の世界に向け
頑張りましょう。

近藤　直子
日本福祉大学

教授
人類の幸せと核兵器はあいいれません。地球の未来と核兵器はあいいれま
せん。すべての核兵器の廃絶を！

今野　鶏三 俳優
人類の名誉にかけてあらゆる生命を絶滅に導く核兵器を一日も早くなくすべ
く、大会の成功を祈ります。

西条　英章 劇作家
被爆、敗戦70年の節目の年。「戦争法案」を廃案に追い込み、核廃絶を実現
する年にしましょう。

榊原　道夫 被爆70年いまだ核兵器廃絶されず米国を先頭に核保有国に廃絶の要求を

坂本  玄子

ＮＰＯ保健婦資
料館長・日本子
どもを守る会全

国理事

第二次大戦の敗戦から70年、たった70年なのに、日本の為政者たちは、キ
ナ臭い武力拡充を狙い、世界で唯一の原爆被害国、日本の、「原爆、原発を
この世からなくせ」という、私たちの悲願を押しつぶそうとする世界の日本の
平和の為に世界大会の成功へがんばりましょう。

佐々木　章夫 俳優
9才で敗戦を迎え、それから70年。長い時代で、いろいろありましたが、今は
最悪の状況だと思います。安倍内閣を倒し、憲法を守る立場をはっきり示す
ことが、核兵器をなくす運動にもつながります。

佐藤  行夫 核兵器廃絶の声をもっともっと広げましょう

佐藤　英太郎
伝統こけし土人

蒐集家
大会の成功を祈ります。

佐藤　誠 なし 戦争は人間と命あるものを全て奪うことになる。絶対反対します。

澤田　章子 文芸評論家
第9回ＮＰＴ再検討会議へ1000人もの方々がご参加下さり、世界各国への多
大な働きかけとなったことに感動しております。世界中から核兵器をなくし、
安心して住むことのできる地球にしたいものです。ご成功を念じます。

四位  直毅 この国と世界の平和のため一日も早く安倍政権を打倒しましょう。

志岐　幸正
市民、京都大学

名誉教授
現実の核保有国、とくに、米ソ中の核兵器廃絶を要求します。日本国政府が
これを要求することを強く要求します。

茂垣　昌一
三鷹生活と健康
を守る会事務局

長

安倍自公政権は戦争法をつくりたい為に社会保障を削っています。国民を失
業、貧困に陥れて参戦させてはならず、その為に本大会が成功することは、
彼らの計画を挫折させる一歩となるでしょう。貧困、失業をなくす上でも、戦
争とりわけ核兵器の使用はあってはなりません。戦争法案を廃案に追い込
むためにも本大会の成功を願ってやみません。大会成功はそのための最大
最良の抑止力となるでしょう。

重富　健一
東洋大学名誉

教授
高齢や体調の事情で参加はできませんが、「大会」の成功と盛会を心から
願っています。

志田　やな子 弁護士 人間の生存と核兵器、核発電は共存できません。核廃絶！

白石　ミサノ 無職 核兵器のない平和で公正な世界のために

杉本　秀太郎 皆様の心のそばにそっと。

杉山　茂雅 弁護士 核兵器廃絶のためにがんばりましょう。

須田  哲夫 世界の平和のためにご苦労様。大会のご成功を祈り求めます。

須田  稔 核保有国の人民に強く広く訴えましょう

須藤　博 弁護士
核兵器の全廃を目標として、あらゆる核の容認行動を許さず、断固として核
保有国に対峙して行きましょう。

清家　裕 税理士
昨年、初孫が誕生しました。「宝もの」の孫のために、「核兵器のない平和で
豊かな世界を残さなければ」の思いが強くなりました。力を合わせましょう。
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関　眞知子
東京演演アンサ

ンブル俳優

妹がこの春ニューヨークの反核集会に行ってきました。結論が一致しなかっ
たのは残念です。非核の世界を望むのはみんなの願いなのに。1日も早く非
核の世界を‼‼

関本　秀治
税理士（関本秀
治税理士事務

所）

広島・長崎被爆七十周年にあたり、原爆も原発もない日本と世界を実現する
ために共に頑張りたいと思います。また、安倍内閣の戦争をする国づくりの
暴走に続く暴走に心から怒りを覚えます。平和な国、日本、戦争を放棄した
国、日本を子どもたちにしっかりと残したいと思っています。連帯の決意をこ
めて。

仙台錦町診療所 　
平和を求める多くの国民の願いを無視し、「戦争する・できる法」を求める安
倍内閣の意図をくじきましょう。戦争では必ず核兵器を使いたがります。

高橋　正
愛知大学名誉

教授
核兵器絶滅は現代に生きる私たちの至上の使命です。一日でも一刻でも早
い実現をめざし努力します。

高橋礼二郎
元・東北大学教

授

「わたしは戦後という言葉が好き」、これは今から約1１０年前、「留学生によ
る日本語スピーチコンテスト」でウガンダからの留学生が発表した題目です。
当時ウガンダは内戦が繰り返されている状態でした。スピーチは「戦後60も
戦争がない日本に来て、ウガンダにも早く戦後が来て、それが長く続いてほ
しい」と言うものでした。　私は1944年生まれの71年才。戦後も戦争を続け、
ベトナム戦・イラク戦等でたくさんの戦死者を出しているアメリカ多くの兵士・
民間人を殺してきた世界の国々、いま戦闘で殺し合っているイスラム諸国。
だが、被爆してからの戦後７０年、戦争で一人の死者も出していない日本、こ
れは誇るべきだ。それは平和憲法があったからこそだ。留学生の話を聞き、
日本に生まれ戦争のない時代を過ごしてこれたことのありがたさを感じない
わけにはいかなかった。「戦争の永久放棄」を宣言した日本国憲法第九条の
精神は、核兵器廃絶の柱としなければならない。

高見　英夫
山口県高教組

委員長
戦争法案を必ず阻止しよう

田川　浩三
神戸親和女子
大学元教員

核兵器廃絶するまで叫び続けましょう。

滝沢  俊治
群馬大学名誉

教授

ラッセル・アインシュタイン宣言と同じ60年の歴史を経たこの大会が核廃絶の
運動と世論形成に果たして来た役割ははかり知れないほど大きいと思いま
す。今年の大会も力強いスタートとなる事を願っています。

田北  亮介 龍谷大学教授
今年こそ!今年こそ！と思いながら…。日本政府に対する怒りは頂点です。頑
張って下さい。

竹田　和夫　
岡山大学名誉

教授
核兵器を世界からなくす長年の運動に敬意を表し、ともにがんばります。

武田　隆雄
日本山妙法寺

僧侶
核兵器をなくすため、さらに世論と運動を広げましょう！　合掌

田島　一 作家
被爆７０年の節目に、核兵器廃絶の共同行動の広がりに向けて、声を大に
発信していくことがとりわけ重要と考えます。

立石　雅昭 核廃絶に向け大会成功を祈念します。

立石　泰雄
戦後70年、安倍内閣の戦争する国づくりを許さないためにも重要な大会、成
功を心から祈念しています。

田中　礼
京都大学名誉

教授
核兵器廃絶と反核平和の文化創造のために力を合わせましょう。

田沼　祥子 　 原水爆禁止、戦争反対で一致する人びとのひろがりを願っております。

旦保　立子 宗泉寺
子を愛する、花をめでる、そんな人間が、人を殺す、大地を殺す核を持つ、矛
盾していませんか！

坪谷　誠 大会の成功を期待します。

鶴田　満彦
公益財団法人
政治経済研究

所理事長

安倍政権の戦争立法に最後の一撃を加える大会になってほしいと思いま
す。

手塚　エミ子
都教組ＯＢ（江
東・中野）、生活
と健康を守る会

大きな犠牲のもと70年続いた平和を壊してはいけない。その原点の原爆。未
だに続く被害者も。長崎の原爆資料館など、亡夫と孫と共に行ったこと思い
出し、体調不良の83才生きてます。安保反対闘争いまだ、まざまざと。

寺島  萬里子 元医師・写真家
残酷な核兵器を、二度と世界のどこででも使用させないために全世界、人民
の力を合わせましょう！
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暉峻　康瑞 浄土真宗僧侶
御苦労様です。人間は愚かな動物です。核廃絶、原発廃止、共にがんばりま
しょう。合唱

暉峻　衆三
元・農業・農協
問題研究所理

事長

大会の成功を祈ります。世界のたゆまぬ人々の努力によって。核固執勢力
はジリジリとですが、追いつめられているようです。

戸石　四朗 著述業
原水爆・原発を一体として把え、全面廃棄を実現することこそ次世代への責
任と痛感します。

東垣内　清 弁護士
核兵器全面禁止に背を向ける安倍首相はやめさせましょう。憲法９条と一体
での非核の運動を。

洞谷　吉男 　 武力で平和は得られない

徳山　勇太郎 農業
私は７０年前は大阪の東区（当時）に住み、３月１３日の空襲で自宅を失い、
勤務先の造船所で空襲（６月１日）に遭い、その１週間後に大阪・森ノ宮でも
空襲に遭い、道路が血で染まっていました。もう２度とないようにしたいです。

永尾　廣久 弁護士 核廃絶の声をさらに盛り上げましょう。

中小路　純 歴史研究者
威嚇や抑止の手段としても危険な核兵器は、速やかに廃絶されるべきものと
考えます。

中島　辰和
山梨県原水爆
被爆者の会事

務局長

原爆の被害者意識を捨てて世界の全ての人が核兵器廃絶を求めるよう、核
兵器の威力、その効力など活動を通じて呼びかけ続けます。核兵器廃絶の
成功の礎は市民活動に賛同する多くの声です。大会のご成功を祈ります。

中島　和子
ピアニスト「ての
ひらげきじょう代

表）

唯一の被爆国を忘れてはいけない。世論と運動の強化をいたしましょう。

中谷　武
尾道市立大学

学長
被爆70年の世界大会を機に核兵器廃絶の運動が大きく前進することを期待
しています。

中村　博
平和を語る第五
福竜丸の会世

話人

私どもは、10・23に第五福竜丸記念館で「平和を語る集い」を続けています。
ささやかな会ですが、25回をむかえます。今年もいま計画中です。ともに核
兵器のない世界実現のため、頑張っていきたいと思います。世界大会の成
功を心から願って…。

中村　敏子 　
人類の未来に核兵器はいりません。核兵器のない平和で公正な世界、社会
づくりにごいっしょに歩を進めましょう！！

中村　方子
中央大学名誉

教授
生命を亡ぼすとわかっていながら、七〇年以上にわたって核兵器を持ちつづ
けている人間のおろかさを悲しく思います。

中村　利子 　
核兵器ノー、原発ノー、戦争法案ノー、安倍政権ノー。平和で公正な世界の
ために、何としても明るく希望のもてる国を残したい。核兵器のない世界を未
来の人々に残してあげたい。

中村　和雄 弁護士
「戦争する国」づくりをすすめる安倍政権、今こそ、ヒロシマ・ナガサキを世界
に発信し、核兵器の削減の運動を広げましょう

中山　髙光
熊本県原爆被
害者団体協議

会顧問

被爆七十年を迎え、核兵器のない世界をめざし、原爆被害への国家補償実
現に向け、原水爆禁止世界大会の成功を心より願っています。核兵器ノー！
原爆被害への国家補償を！

滑川　静夫

千葉県宗教者
平和協議会世

話人

聖書の言葉　剣を鞘に納めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる

新倉　　修
青山学院大学

教授
70年の節目を核兵器廃絶と平和への権利実現の前進につなげよう。

西川　治郎
宗教者平和協
議会大阪理事

原水爆は全ての声明と共存できない覇権主義のうんだ悪の塊である。戦争
の出来る日本にしようと核の傘にたよる安倍政権を追放しよう。憲法九条は
国の宝。１０５歳の私はこの心念にしがみついて生を生きている。

西谷　敏
大阪市立大学

名誉教授
大会の成功が「戦争への道」にストップをかけることを期待します。

西村　秀一 　 成功を祈念します

貫名　初子 被爆国日本の声を聴いて下さい

野中  郁江 明治大学教授

たった一つの爆弾で都市を破壊しつくすなんて悪魔の兵器としか言いようが
ありません。核保有国が「抑止力」という名目で増えていくことは愚かとしか
言いようがありません。核廃絶を願う人、その励ましとなる成功を祈念いたし
ます。
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野々村  邦夫
粘り強く楽しくやっていきましょう

橋本    敦 弁護士

夏がめぐり来るたびに峠三吉の詩……ちちをかえせ　ははをかえせ　としよ
りをかえせ こどもをかえせ わたしをかえせ　わたしにつながる
 にんげんをかえせ　 にんげんの　にんげんのよのあるかぎり　くずれぬへい
わを　へいわをかえせ　が心に浮かび胸が熱くなります。そして、今年も皆さ
んと共に、私もこの老躯にムチ打って歩きます。なんとしても二度と原爆は許
すまじとの熱い決意の高まる大会を期待しています。

長谷川　隆 詩人・小説家 汚れた「手」はいらない！　核兵器廃絶へ！

長谷部　栄佑
開業医（はせべ

クリニック）
憲法違反の戦争政策の安倍政権に負けないよう頑張りましょう。

畑　　明郎
元大阪市立大

学教授
ご盛会をお祈りします。

浜林　正夫 　
今年は、広島、長崎に原爆が投下されてから七〇年になります。この間すこ
しずつですが、核廃絶運動は前進してきました。少しでも早く、廃絶を達成し
ましょう。

林　友信 医師 人道上も環境上も医学的にも核のない世界を実現しましょう。

林　正道 安養寺　住職 核兵器も原発もない世界を一緒につくりましょう

林　昭
龍谷大学名誉

教授

世界で唯一の原爆の恐ろしさを経験した国として核兵器廃絶に更なる世論
高める義務があると思います。

原    和人
石川勤労者医

療協会

被爆70年、今年こそ核兵器禁止条約の交渉開始に向けての大きな一歩にな
るような世界大会に期待しています。

晴山　一穂 専修大学教授 一刻も早く核のない世界の実現を！

引地　秀世

和歌山県宗平
協、日本キリス
ト者平和の会代

表

核廃絶の波を世界中に巻きおこし、核も戦争もない平和な世界をつくりましょ
う。

樋口　義博
ＮＰＯのむぎ地
域教育文化セン

ター理事長

被爆70年。核兵器のない世界への扉を開く歴史的な大会になるようともに、
頑張りましょう

日隈　威徳 宗教研究者
１９５５年の第一回から６０年、その歩みは、戦後史を切り開く偉大な歩みで
す。戦争法案ノーとあわせて、成功を期待します。

久村　進 彫刻家 悪魔の兵器である核兵器は即刻廃止されるべきです。

平田　康
京都橘大学名

誉教授
被爆７０年の節目の年の大会の成功を祈ります。

平田　熙
東京農業大学

名誉教授

現在の地球人類社会は、生活しているすべての地球生物の生活を支えてい
く基盤なのですから、協力し合って生きてゆくことが不可欠でしょう。

平山　知子 弁護士
核兵器ＮＯ！　原発ＮＯ！　戦争ができる国ＮＯ！　世界中の人々と連帯と友
情で、平和な地球をめざしましょう。

福地  保馬

北海道大学名
誉教授・働くも

のの命と健康を
守る全国セン
ター理事長・北
海道反核医師

の会会長

被爆70周年、世界大会の圧倒的な成功を‼‼

藤岡    惇
立命館大学教

授

宇宙戦争、サイバー戦争の阻止と結び付けて核戦争の阻止の議論が進むこ
とを期待します。今年は20名ほどの外国人とともに参加します。

藤沢　法暎
金沢大学名誉

教授
核も戦争もない世界を！

藤原　精吾 弁護士 今こそ核兵器全面禁止条約へ

堀口  正美
戦争のない平和で豊かな国づくりは世界中のみんなの願いです。共同の取
り組みを大きく広げましょう。

本田　宏
医療制度研究
会副理事長

戦争法案　反対！
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前田　尋 切り絵画家 被爆70年、ＮＰＴ最終文書不採択は残念、世界大会の成功を！

前田　貞夫 弁護士
世界大会の成功を祈念します。ともに核兵器のない世界を目指して奮闘しま
しょう。

増田　善信 気象学者
ＮＰＴの最終文書をつくらせなかった核保有国は世界人民の敵だ。市民社会
こそ人類の希望だ。被爆七〇年。一貫して核兵器廃絶と公正な世界を要求
し続けてきた原水爆禁止世界大会こそ、その原動力だ。ご盛会を祈る。

松野　豊
東北大学名誉

教授
辺野古にも普天間にも基地はいらない。核兵器ノーのたたかいと、沖縄の基
地ノーのたたかいは結びついているし、結びつけるべきだ。

松本　征海 医師
アメリカは原子爆弾を投下したことを、正しく反省したら保有することなどもっ
ての他。率先して廃絶するべきです。ＮＰＴでのこの度の態度は許せません。
日本国憲法第9条を世界の憲法に‼‼

松山　幸生
エクレシア・シャ
ローム　牧師

神様の恵みにより与えられた絶対平和を掲げる平和憲法をないがしろにし、
「核兵器のない世界」に背を向ける安倍政権の戦争法案に反対します。人と
人との信頼に立つ政治の確立を目ざし手を結びましょう。

三上　満 　
草の根からの運動が、ますます重要になってきています。成功を心から期待
します。

溝原　光夫 　
核兵器は地球の上から一時も早く無くしましょう。人間の愚挙で地球上の生
物を絶滅させてはいけません。豊かで美しい地球を次の世代に送りましょう。

三井  斌友
名古屋大学名

誉教授
被爆70年を核兵器廃絶の転機にーーー本当にこの目標実現をはかりましょ
う。

峯廻　攻守
札幌西円山病
院名誉院長

今や兵器のみならず発電所も含め、”核”という名の付くものは、すべて廃止
するという決意の元に進むべきと思います。

宮城　泰年
京都聖護院門

跡　日本宗平協
代表委員

敗戦と被爆７０年と言う節目に関わらず、ＮＰＴ会議において核廃絶の合意が
なされなかったことは残念です。しかし世界１９１カ国の大多数が廃絶を願っ
ていることに目を向けて、希望を失わずに積極的に今後も核廃絶の運動を
実らせねばなりません。殺し殺される核の罪悪を否定し、何十万年もの美し
い地球の将来を見つめて、近くは戦争法案の廃絶を願って世界大会が実り
ある成功をおさめられる事を念じます。

三宅  善昭
浄土真宗本願

寺派僧侶
被爆70年、今年こそ歴史に残る年にしたいものです。ともに頑張りましょう。

三輪　定宣
千葉大学名誉

教授
戦後70年、被爆70年の今　世界大会、戦争法案の動向をにらみ、平和な世
界を大きくアピールしましょう。

宗川  吉汪
京都工芸繊維
大学名誉教授

核兵器も原発もない世界の実現を望みます。

村上　博
広島修道大学

教授

憲法体系と安保法体系の矛盾を安保法体系への一元化によって解決しよう
とする戦争法案を廃案にし、憲法体系への一元化(安保のない日本)を実現
しましょう。

望月　峻成
長野中央病院

内科医師
原水爆が禁止されるときまで運動しましょう。

森　修覚
日本宗平協事

務局長
核兵器のない世界を！原発のいらない世界を。兵器無用の世を‼大会の成
功をお祈りします。合掌

森井　俊行
神戸大学名誉

教授
一日も早い核兵器の廃絶を！また、日本をアメリカにつき従わせることにな
る戦争法案は断固反対です。

守川  幸男 弁護士
核兵器と原発…科学技術の暴発は人の手では制御できず、甚大な被害を及
ぼします。核と原発をともになくしましょう。

安岡  加代子
時代が逆戻りするかもしれない日本社会になってきた今、平和の声を広げま
しょう。

安田  清平
核戦争のみならず国家の名の下のあらゆる人殺しに反対します。

山崎　住男
国民救援会京
都与謝郡支部

長

ニューヨークでのＮＰＴ再検討会議で多くの国が核兵器禁止条約の交渉開始
を求めたにもかかわらず、被爆国である日本政府は賛成しないという事は許
せません。最終文章はまとまりませんので残念です。しかし、核兵器禁止・廃
絶を求める声は国連加盟国８割にもなるという。大会の成功を祈念します。

山下  二美子 画家

夏の雲の下で今年も参加されている方々に敬意を表します。（安倍政権の”
あまりにも”ひどさに怒っている毎日です。早くやめさせよう！）人類は核文明
から一刻も早く脱するべきです。
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山本　英典 東友会副会長

私は長崎の被爆者です。わたしたち被爆者は世界大会を成功させている皆
さんの支援で、活動出来ています。暑い日も寒い日もつづけられている六九
行動に参加のみなさん、日本列島縦断の平和行進、時折々に開かれる反核
集会を施行させているみなさん。皆さんのはげましがあって、被爆者は高齢
でも病気がちでものりこえる力を得ています。ありがとう。

山本　司 歌人・評論家

「核兵器のない世界」実現は世界平和にとって、最小限の課題です。切実な
内容です。また、被爆日本にとって戦争法案を廃案にし、平和憲法を守ると
共に、原発の廃棄は緊急の課題です。それらの実現のために、共に、努力
するものです。歴史的大会の成功を。

山本　忠生 うたごえ運動者
平和を願う人の心を育む文化の活動も更に！「戦争につながる一切の行為
を否定し、人間性の発露である文化をこよなく愛する」沖縄のこころより

湯川　れい子
音楽評論家、作

詞家

どんな事があっても、日本が戦争をする、戦争ができる国になったら終わりで
す！！　今こそがんばりましょう！！

雪田　慎二
医師・医療生協
さいたま理事長

核兵器禁止条約は世界の流れです。その実現に向けて共に頑張りましょう。

横田　茂
2015年世界大会の成功を願っています。核兵器のない平和な世界の為に

横田　力
都留文科大学

教授

現在国会で審議中の11の法案にある「存立危機事態」恒久法と重要影響事
態法にある「後方支援行動」は、両者とも実体的には武力行使そのもの集団
的自衛権の行使を意味します。戦後史の事実にきちんと立ち返って全力で
阻止に向け行動しましょう。

横山　英信 岩手大学教授
今こそ、核兵器のない世界に向かって、大きく声を上げるべきと思います。大
会の成功を心より祈念します。

吉岡　康裕
真宗大谷派了

因寺住職

なぜ、大量殺りく兵器を保持するのか。純粋な願いに立って放棄し、温もりあ
る地球を建設しよう。

米澤　恭子 社会福祉士

恨みや、復讐心を超えて、「自分たちの味わった経験を、二度と他の人にさ
せてはならない」と被爆体験を語る広島、長崎の被爆者の気高い志を、世界
に広め、核兵器廃絶を実現させましょう。

渡辺　武
元大阪城天守

閣館長
被爆７０年、反核の決意が一層固められる大会になることを期待します。

渡邊　澄子
大東文化大学

名誉教授、文化
評論家

安倍政権は平和を願う全人の敵です。日本人はなんでこんな人を選んだの
でしょうか。今が正念場です。オール日本で現政権の進行を阻止しましょう。

渡邊　保博 大学教員
核兵器は戦争を前提にしています。子どもたちが安心していき、笑い、遊び、
食べ、寝ることができるには平和な世界が必要です。ですから、戦争と核兵
器に反対します。
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