原水爆禁止 2022年世界大会
テーマ
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イ・ジュンキュさん

チェ・ボンテさん

韓神大学統一平和
政策研究所専任研究員

弁護士（韓国）

在韓被爆者の「アメリカの原爆投下を裁

きたい」の願いを受け止め、韓国の平和団
体や弁護士、専門家らが、2025 年 NPT

再検討会議で、原爆投下を裁く市民法廷を
開くことを決め、日本に協力を求めていま
す。

彼らは、どうすればそれができるの

か、その手だてや内容を学習し、議論して
きました。その到達点を明らかにし、原爆
裁判等の経験を持つ日本の運動がどのよう
な協力ができるか明らかにします。

すでに、このキャンペーンを、核兵器廃

絶、被爆者への補償・援護の運動として協
力することで一致しており、このキャン
ペーンを日本の被爆者や人々に広く知ら

せ、実質的な協力の一歩をふみだします。

14：00〜

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：80 人

●タイムスケジュール（予定）
１４：００ 開会
発言
▶韓国、日本の被爆者
韓国側からの発言 SPARK、法律家
▶日本側からの発言
原水協、法律家、「黒い雨」裁判について
報告
質疑
討論
１６：３０ 終了
●会場：

広島 YMCA２号館
地下１階
コンベンションホール

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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2022 年・被爆 77 年の今、被爆者援護・
連帯の諸活動の今を考え、交流します。
核兵器禁止条約第 1 回締約国会議の

「ウィーン宣言」と「行動計画」を踏まえ、
被爆の実相普及、被爆者支援、被爆者の
声を学び伝える活動など、今後の実践に
ついて学び交流します。
発言者
□ 家島昌志さん

日本原水爆被害者団体協議会代表理事
/ 東京都原爆被害者協議会会長

□ 濵田郁夫さん

太平洋核被災支援センター共同代表
/ ビキニ被災支援室戸の会事務局長

□ 横山幸吉さん
元マグロ漁船員・長崎でも被爆（動画）

□ 山本誠一さん
長崎被爆地域拡大協議会事務局長
/ 被爆体験者

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：96 人
●プログラム
１４：００ 開会（運営委員紹介、運営説明）
１４：０５ 問題提起
１４：１５ 締約国会議に参加した
被爆者の報告
１４：２５「黒い雨」、「被爆体験者」、
「ビキニ被災船員」の証言
１５：１０ 質疑・応答
１５：４０ 休憩
１５：５０ 活動・感想交流
１６：２０ まとめ・閉会
１６：２５ 終了
●会場：広島県立総合体育館

中会議室

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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ジョゼフ・ガーソンさん
平和・軍縮・共通安全保障
キャンペーン議長

ルド・デ・ブラバンデルさん
ベルギー 「平和」グループ

千坂純さん

原水爆禁止世界大会
運営委員会共同代表／
日本平和委員会事務局長
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米中対立の最前線となっているアジア太平
洋地域。ロシアによるウクライナ侵略をテ
コにして、米軍基地や軍事同盟の強化、対
抗する各国の軍事態勢の強化の悪循環が緊
張を生み出しています。市民の不安や疑問
にも答えながら、この流れを転換し、非核
平和のアジア・太平洋への流れを拓くため
に、どんな運動が必要か。各国の反基地・
平和運動を交流し、今後の交流と連帯の方
向を議論します。

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：90 人
１４：００ 開会
１４：１０ 各国からの報告
―現状と取り組み―
１５：１０ 質疑
１５：４０ 各国からの発言
―今後の連帯の方向―
１６：００ 参加者の意見・活動交流
１６：２０ 各国からの一言感想
１６：３０ 終了
●会場：
生協けんこうプラザ
５階 大会議室

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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アメリカ軍がベトナム

で初めて枯葉剤を使用し
てから 61 年。

被害は次世代、次々世

代の健康をもむしばみ、
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生活の困難は広がり続けています。ベト
ナム戦争を知らない世代が増え、ベト

ちゃん・ドクちゃんの記憶も薄れる中、
坂田雅子監督の最新作『失われた時の中
で』を上映します。

坂田監督、そしてベトナム代表団と交

流しながら「核も化学兵器もいらない」
という思いをつなぎ、支援の輪を広げま
しょう。

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●タイムスケジュール（予定）
１４：００
１４：０５
１４：１５

開会
坂田監督あいさつ
映画上映
「失われた時の中で」
１５：１５
休憩（10分）
１５：２５
質問、意見交流
ベトナム代表団・被爆者
１６：１５ まとめ・閉会
１６：３０
終了
●会場：広島県立総合体育館
グリーンアリーナ

©Masako Sakata

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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ユーリィ・シェリアゼンコさん

オレグ・ボドロフさん

フィンランド湾南岸公共評議会
／映画監督 ロシア

ウクライナ平和主義運動
事務局長 ウクライナ

世界大会に参加するロシアとウクライナ

の代表と交流する企画です。

報道ではわからないこと、特に平和活動

家たちが考えていることややっていること
について報告してもらいます。

ロシアのウクライナ侵略に対し、軍事対

軍事ではない国連憲章と国際法にもとづく
解決を求める内外のとりくみにも学びあ

い、グローバルな連帯をつよめる力にしま
しょう。

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：100 人
●タイムスケジュール（予定）
１４：００ 開会
１４：００ 問題提起
１４：１０ ロシア、ウクライナからの報告
１４：５０ 質疑応答
１５：２０ 休憩
１５：３０ 交流
１６：２５ まとめと閉会
１６：３０ 終了
●会場：
広島 YMCA２号館
４階大会議室

「ひまわり募金」に喜ぶリトアニアに
避難しているウクライナの子どもたち

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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核兵器禁止条約第 1 回締約国会議で

「ウィーン宣言」が採択されました。そ

して、7 月参議院選挙をうけて、政府が
進めようとしている、「戦争する国づく

り」や 9 条改憲の動向と今後の運動の展
望も学ぶ必要があります。

核兵器禁止条約への日本政府の参加を

求める署名をはじめとする各地のとりく
みを交流・意見交換し、運動の前進につ
なげていきましょう。

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：150 人
●タイムスケジュール（予定）
１４：００ 開会
１４：１０ 情勢と展望
１５：００ 質疑応答
１５：１０ 休憩
１５：２０ 署名・共同などのとりくみ報告
１５：５０ 参加者の交流、意見交換
１６：２５ まとめ・閉会
１６：３０ 終了
●会場：広島県立総合体育館
大会議室

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035
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〜被爆地で平和への想い語ろう！
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①核廃絶・平和運動の歴史と現局面の到達、
展望について学びます。
②被爆者の方に、被爆体験をお話しいただ
きます。
③同世代の青年からのスピーチを聞いて、
参加者同士が交流し、自分にできること
を考える機会をもちます。
広島・長崎に原爆が投下され、今年で

７７年目になります。被爆者を先頭にし
た運動で、核兵器禁止条約が発効し、第
1 回締約国会議が開催されました。

しかし、唯一の戦争被爆国である日本

は批准も参加もしていません。

一日も早く、核兵器を廃絶するために、

●日時 8 月 5 日（金）１４時開会
●参加定員：100〜150 人
●タイムスケジュール（予定）
14:00 開会
14:05 ミニ学習
（核廃絶・平和運動の歴史と到達、今後の展望）
14:20 海外・日本の青年からのスピーチ
被爆体験のお話
16:15 グループ交流
16:50 アピールタイム
（プラカード掲げて集合写真をとります！）

●会場：

広島県情報プラザ
地下多目的ホール

ミニ学習と被爆者の方のお話から実相を
学び、私たち青年一人ひとりが核廃絶へ
のあつい想いを語りあい、多くの青年に
伝えるそんな集会にしましょう。

申込先：原水爆禁止世界大会実行委員会（事務局・日本原水協）
03-5842-6035

