2018 年原水爆禁止国民平和大行進
全国通し行進者プロフィール・決意

山内 金久

栖原 秀夫

北海道→東京 北海道→東京
（太平洋）

（内陸）

山口 逸郎

南 友佳子

五十嵐 成臣

米山 幸子

西田 重好

北海道→東京

東京→広島

四国→広島

富山→広島

宮崎→広島

竹田 昭彦
沖縄→広島

嶋田 紀子
長崎→広島

（日本海）

【北海道→東京（太平洋）コース】（5/6 北海道・礼文島出発→6/3 青森
→6/9 岩手→6/17 宮城→6/24 福島→6/28 茨城→7/11 千葉→7/24 東京→7/27 上
野終結）

山内

金久（やまうち・かねひさ）

（東京・板橋原水協推薦

69 歳）

平和行進参加の経験：2014 年北海道→東京コース（日本
海）
、15 年沖縄→長崎コース、16 年東京→広島コースを
通し行進。
決意：昨年 7 月 7 日、被爆者と国民の悲願である核兵
器廃絶に向け大きな画期となる核兵器禁止条約が採択
されました。いよいよ日本国民の平和運動の正念場で
す。憲法 9 条を持つ唯一戦争被爆国の日本政府に、核兵器禁止条約に参加し批
准を迫る大きな国民平和大行進にするため通し行進を決意しました。私はこれ
まで 2014 年に北海道→東京、15 年に沖縄→長崎、16 年には東京→広島の 3
コースを趣味のトランペットで｢原爆を許すまじ｣｢青い空は｣｢沖縄を返せ｣など
演奏し歌ってもらいながら草の根の平和運動と連帯してきました。今年はふる
さと青森から東日本大震災の被災地･太平洋コースを「核兵器も原発もいらな
い」の思いを共有しながら、原発再稼働反対の声も大きく上げて通し行進した
いと思っています。｢うたごえは平和の力｣､楽しく元気いっぱい歩きます。
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【北海道→東京（内陸）コース】（5/6 北海道・礼文島出発→6/3 青森
→6/7 秋田→6/16 山形→6/23 福島→6/30 栃木→7/14 埼玉→7/25 東京→7/27 上
野終結）

栖原

秀夫（すはら・ひでお）

（神奈川県平和委員会推薦

68 歳）

平和行進参加の経験：2009 年富山→広島コースを通し行
進。2010 年から県内通し行進に数回参加。何回か県内通
し行進の事務局を手伝う。
決意：9 年前に歩きましたが、介護などでできなくなり
ました。母も義母も亡くなり、妻が背中を押してくれた
ので、歩けるうちに歩こうと決めました。核兵器をなく
すため大きな声で訴えて歩きたいです。
（5/6 北海道・礼文島出発→6/3 青森→6/7
【北海道→東京（日本海）コース】
秋田→6/14 山形→6/18 新潟→6/29 長野→7/11 山梨→7/19 東京→7/27 上野終結）

山口

逸郎（やまぐち・いつろう）

（映産労、被爆者の声をうけつぐ映画祭実行委員会推薦
86 歳）
平和行進参加の経験：2012 年東京→広島コース、14 年
北海道→東京コース、15 年東京→広島コース、16 年沖
縄→広島コース、17 年富山→広島コースを通し行進。
決意：私は全国通し行進者として今年で 6 回目となりま
す。昨年は私が兵庫県内を行進中に国連で核兵器禁止条約が採択され、この記
念すべき年に平和行進に参加できたことに喜び、嬉しく光栄に思って歩きまし
た。今年は西本敦さんが歩き始めてから 60 周年となる国民平和大行進です。
「核
兵器廃絶」
「原発ゼロ」
「原水爆禁止世界大会成功」に向けて「
『一歩でも二歩で
も』ご一緒に歩きましょう」と呼びかけながら、今年は昨年から 10 歳年をとっ
て 68 歳のつもりで歩きます。
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（5/6 東京・夢の島出発→5/7 神奈川→5/19 静岡→5/31
【東京→広島コース】
愛知→6/11 岐阜→6/16 滋賀→6/21 京都→6/26 奈良→6/30 大阪→7/7 兵庫→7/16
岡山→7/26 広島→8/4 平和記念公園終結）

南

友佳子（みなみ・ゆかこ）

（京都平和委員会推薦

37 歳）

平和行進参加の経験：2017 年京都府内通し行進、過去に
京都府内網の目行進多数。
決意：私は被爆 2 世・3 世でもない京都で生まれ育った
人間です。今回応募したのは、昨年の出来事が大きかっ
たからです。昨年、京都府内の通し行進をやらせていた
だいている時の 7 月 7 日に「核兵器禁止条約」が国連で
採択され、その喜びは私を含めて歩いている皆さんにも大いに励ましになりま
した。核兵器を使うこととなった理由は戦争。誰かの命を脅かすだけでなく、そ
の人の個性も奪われてしまいます。過去を繰り返してはいけないと、京都でも
おこなっている「ヒバクシャ国際署名」にも参加しております。被爆者に寄り添
い、そして多様性を持って生きられるように、全国の皆さんと一緒に歩いて広
げていきたいです。

【四国→広島コース】（5/6 高知・宿毛市出発→5/27 徳島→6/10 香川→6/24
愛媛→7/8 高知終結

＊兵庫県から東京→広島コースに合流）

五十嵐

成臣（いがらし・しげおみ）

（JMITU、東大和原水協推薦

74 歳）

平和行進参加の経験：2009 年〜2017 年の 9 年間連続で
各コースを通し行進。
決意：平和行進は今年で 60 年。昨年は国連で核兵器禁
止条約が採択されました。しかしアメリカは核態勢見直
し（NPR）を発表し、日本政府は唯一の被爆国でありな
がら支持、禁止条約が発効されるにはまだ時間がかかる
と思いますが、早期発効を訴え、今年も歩きます。
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（6/7 富山・朝日町出発→6/16 石川→6/24 福井→7/2 京
【富山→広島コース】
都→7/4 兵庫→7/9 鳥取→7/20 島根→7/30 広島→8/4 平和記念公園終結）

米山

幸子（よねやま・さちこ）

（神奈川みなみ医療生協推薦

76 歳）

平和行進参加の経験：2008 年東京→広島コース、2012 年
北海道→東京コースを通し行進。
決意：2017 年に核兵器禁止条約が採択され、ICAN（核
兵器廃絶国際キャンペーン）のノーベル平和賞受賞など
平和運動への社会的評価が高揚している中、安倍政権は
まったく逆行し、国際的にも異常さが目立ちます。米国ベ
ッタリの姿勢は国民の願いとは背反しています。被爆国が禁止条約に背を向け
るなど許しがたいです。平和行進を大きく盛り上げ、世論が大きく声を上げる
ことで、国民の心に沿う立場に立たせるべきだと宣伝していきたいです。
（6/22 宮崎・えびの市出発→7/2 大分→7/18 福岡→7/21
【宮崎→広島コース】
山口→8/2 広島→8/4 平和記念公園終結）

西田

重好（にしだ・しげよし）
63 歳）

（滋賀県原水協、滋賀県平和委員会推薦

平和行進参加の経験：2015 年富山→広島コース通し行
進、16 年滋賀県内通し行進、17 年東京→広島コース通
し行進。
決意：憲法 9 条が危ない時、日本中に憲法守れの声、そ
して「平和の暦」を歌いながら歩きます。
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（6/3 沖縄・名護市出発→6/10 奄美→6/12 鹿児島→6/26
【沖縄→広島コース】
熊本→7/7 福岡→7/21 山口→8/2 広島→8/4 平和記念公園終結）

竹田

昭彦（たけだ・あきひこ）

（神奈川県原水協推薦

77 歳）

平和行進参加の経験：2001 年北海道→東京コース（太平
洋）
、02 年北海道→東京コース（内陸）
、03 年富山→広
島コース、04 年長崎→広島コース、05 年沖縄→長崎コ
ース、06 年宮崎→広島コース、07 年東京→広島コース、
08 年イギリス・オルダーマストン平和行進、四国→広島
コース、09 年広島→長崎コース、2010 年北海道→東京
コース（日本海）
、11 年北海道→東京コース（内陸）
、12 年和歌山→広島コース、
13 年富山→広島コース、14 年東京→広島コース、15 年北海道→東京コース（日
本海）、16 年長崎→広島コース、17 年広島→長崎コースを通し行進。
決意：昨年の 7 月 7 日、国連で核兵器禁止条約が 122 か国の賛成で採択されま
した。被爆者をはじめとする日本国民の願いが、世界を動かしたと思います。そ
の採択に、唯一の被爆国の日本政府は反対しました。残念でなりません。1 日も
早く、日本政府が核兵器禁止条約に賛成し、批准するよう訴えます。あわせて、
核戦争につながる横須賀をはじめとする米軍基地の撤退を求めます。
（6/28 長崎・松山公園出発→7/5 佐賀→7/11 福岡→7/21
【長崎→広島コース】
山口→8/2 広島→8/4 平和記念公園終結）

嶋田

紀子（しまだ・のりこ）

（東京原水協推薦

76 歳）

平和行進参加の経験：2017 年広島→長崎コース ＊2012
年から毎年、夢の島から芝公園まで行進に参加。
決意：昨年、国連で核兵器禁止条約が採択された時に、
初めての通し行進をし、地域のとりくみや、その土地、
土地の平和、核兵器廃絶の思いを同じにする人びとと歩
くことができて、今年も日本政府が賛同しない中、それ
を実現すべく訴えながら歩いてみようと決意しました。
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