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被 爆 者 合 唱

もう二度と　　
　　　　　　　　　　　寺　井　一　通　作詞・作曲

１ ． 聞 こ え て い ま す か 　 被 爆 者 の 声 が

　 　 あ な た の 耳 に 　 聞 こ え て い ま す か

　 　 も う 二 度 と 作 ら な い で 　 わ た し た ち 被 爆 者 を

　 　 あ の 青 い 空 さ え 　 悲 し み の 色

２ ． 覚 え て い ま す か 　 ヒ ロ シ マ ・ ナ ガ サ キ

　 　 い の ち も 愛 も 　 燃 え 尽 き た こ と を

　 　 も う 二 度 と 作 ら な い で 　 わ た し た ち 被 爆 者 を

　 　 あ の 忌 ま わ し い 日 を 　 繰 り 返 さ な い で

３ ． 聞 こ え て い ま す か 　 世 界 の 国 か ら

　 　 平 和 を 願 う 　 声 が す る で し ょ う

　 　 も う 二 度 と 作 ら な い で 　 わ た し た ち 被 爆 者 を

　 　 こ の 広 い 世 界 の 　 人 々 の 中 に

Chorus by A-bomb Survivors

'Never Again'
　　　　　　　　　　   Original Words and Music by Kazumichi Terai
 
 １．Can you hear us, the atom bomb survivors?
 　　Can you hear our voices? 
 　　Don't make any more of us hibakusha
 　　Even the blue sky is the color of sadness

 ２．Do you remember Hiroshima and Nagasaki
 　　Do you remember life and love both burning out?
 　　Don't make any more of us hibakusha
 　　Don't ever repeat that horrible day

 ３．Can you hear the voices from every nation?
 　　Can you hear them calling for peace?
 　　Don't make any more of us hibakusha
 　　No-one in the world should suffer this again
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小・中・高校生
による採水

長崎市江平1－32－ 1
　　　　穴弘法奥の院・霊泉寺内

長崎市西町19－ 33
　　　　西町の湧水

長崎市西山1－22－ 15付近
　　　　西山の湧水

長崎市三ツ山町139－ 5
　　　　恵の丘原爆ホーム内

　　　　　　長崎県立長崎明誠高等学校３年　山下明日香

司会者名
　　　　　　長崎県立長崎明誠高等学校１年　坂上　遥希

献水の採水場所

原爆死没者名簿登載者数（平成25年８月９日現在）

　　　　　　　　　　　  １６２，０８３人



　本日ここに、安倍内閣総理大臣をはじめ、ご来賓各位のご臨席と、ご遺族並びに市民の皆様の

ご参列のもと、被爆68周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を挙行するにあたり、原子爆弾の犠

牲となられました方々の御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。

　68年前の今日、長崎に投下された一発の原子爆弾は、一瞬にして人々の命と生活を奪い、まち

を破壊しました。被爆者は今なお、原爆後障害や心の不安に苦しんでいます。私たちは、このよ

うな非人道的行為が二度と繰り返されてはならないとの強い思いから、核兵器の廃絶を訴えてき

ました。

　長崎では被爆者の高齢化が進み、被爆体験を語り継ぐことが年々難しくなっています。そのよ

うな中、被爆体験のない人々が被爆の実相と平和の尊さを学び、平和案内人として、長崎を訪れ

る人々に長崎の思いを伝えています。また、今年４月、スイスのジュネーブで開催された核不拡

散条約（ＮＰＴ）再検討会議の準備委員会では、核兵器廃絶を堂々と訴える長崎の若者の姿があ

りました。私は、大きな感銘を受け、勇気づけられるとともに、未来への希望を感じました。

　今日、私たちは、ここ被爆地長崎において、世界の人々と共に手を携え、核兵器のない平和な

世界を実現するため、その決意を新たにしなければなりません。

　本日の式典にあたり、原子爆弾の犠牲となられました多くの御霊のご冥福を祈念いたしますと

ともに、被爆者並びにご遺族の皆様のご健勝を心からお祈り申し上げまして式辞といたします。

　　平成 25 年８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市議会議長　　板　坂　博　之
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式　　　　　　　　辞



Today, at the 68th Nagasaki Peace Ceremony with the attendance of Prime Minister Abe, our 

esteemed guests, bereaved families, and citizens of Nagasaki, I would like to begin by expressing 

my deepest condolences for those lost in the atomic bombing.

At 11:02a.m. on August 9, 68 years ago, a single atomic bomb exploded in the sky taking many 

precious lives and destroying Nagasaki in an instant. Even today, those that managed to survive 

suffer from the aftereffects of the bomb. Nagasaki and its citizens have continued to call for 

everlasting peace and the abolition of nuclear weapons because of our strong resolve to never 

allow such an unimaginable inhumane act like the one on that day to occur ever again.

With the atomic bomb survivors here in Nagasaki continuing to age every year it has become 

increasingly more difficult to pass on personal experiences from the bombing. Those unfamiliar 

with the bombing learn from these individuals the realities of the atomic bomb, the preciousness of 

peace, and the resolve of the people of Nagasaki. 

Furthermore, youth from Nagasaki participated in the 2013 NPT Preparatory Committee, held in 

Geneva, Switzerland this past April, calling for the abolition of nuclear weapons. This sight left a 

great impression and gave me hope and confidence in future generations.

Today, here in Nagasaki, we must join together and once again resolve to realize a peaceful world 

free of nuclear weapons.

In closing, I would like to again share my condolences for those lost in the atomic bombing and 

pray for the good health of all atomic bomb survivors and bereaved families.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroyuki Itasaka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagasaki City Council Chairman

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　August 9, 2013
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Opening Words



　68年前の今日、このまちの上空にアメリカの爆撃機が一発の原子爆弾を投下しました。熱線、

爆風、放射線の威力は凄まじく、直後から起こった火災は一昼夜続きました。人々が暮らしてい

たまちは一瞬で廃墟となり、24万人の市民のうち15万人が傷つき、そのうち７万４千人の方々

が命を奪われました。生き残った被爆者は、68年たった今もなお、放射線による白血病やがん発

病への不安、そして深い心の傷を抱え続けています。

　このむごい兵器をつくったのは人間です。広島と長崎で、二度までも使ったのも人間です。核

実験を繰り返し地球を汚染し続けているのも人間です。人間はこれまで数々の過ちを犯してきま

した。だからこそ忘れてはならない過去の誓いを、立ち返るべき原点を、折にふれ確かめなけれ

ばなりません。

　日本政府に、被爆国としての原点に返ることを求めます。

　今年４月、ジュネーブで開催された核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議準備委員会で提出され

た核兵器の非人道性を訴える共同声明に、80か国が賛同しました。南アフリカなどの提案国は、

わが国にも賛同の署名を求めました。

　しかし、日本政府は署名せず、世界の期待を裏切りました。人類はいかなる状況においても核

兵器を使うべきではない、という文言が受け入れられないとすれば、核兵器の使用を状況によっ

ては認めるという姿勢を日本政府は示したことになります。これは二度と、世界の誰にも被爆の

経験をさせないという、被爆国としての原点に反します。

　インドとの原子力協定交渉の再開についても同じです。

　ＮＰＴに加盟せず核保有したインドへの原子力協力は、核兵器保有国をこれ以上増やさないた

めのルールを定めたＮＰＴを形骸化することになります。ＮＰＴを脱退して核保有をめざす北朝

鮮などの動きを正当化する口実を与え、朝鮮半島の非核化の妨げにもなります。

　日本政府には、被爆国としての原点に返ることを求めます。

　非核三原則の法制化への取り組み、北東アジア非核兵器地帯検討の呼びかけなど、被爆国とし

てのリーダーシップを具体的な行動に移すことを求めます。

　核兵器保有国には、ＮＰＴの中で核軍縮への誠実な努力義務が課されています。これは世界に

対する約束です。

　2009年４月、アメリカのオバマ大統領はプラハで「核兵器のない世界」を目指す決意を示し

ました。今年６月にはベルリンで、「核兵器が存在する限り、私たちは真に安全ではない」と述

べ、さらなる核軍縮に取り組むことを明らかにしました。被爆地はオバマ大統領の姿勢を支持し

ます。

　しかし、世界には今も１万７千発以上の核弾頭が存在し、その90％以上がアメリカとロシアの

ものです。オバマ大統領、プーチン大統領、もっと早く、もっと大胆に核弾頭の削減に取り組ん

でください。「核兵器のない世界」を遠い夢とするのではなく、人間が早急に解決すべき課題と

して、核兵器の廃絶に取り組み、世界との約束を果たすべきです。

　核兵器のない世界の実現を、国のリーダーだけにまかせるのではなく、市民社会を構成する私

たち一人ひとりにもできることがあります。

　「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」という日本国憲法前文に

は、平和を希求するという日本国民の固い決意がこめられています。かつて戦争が多くの人の命

を奪い、心と体を深く傷つけた事実を、戦争がもたらした数々のむごい光景を、決して忘れない、

決して繰り返さない、という平和希求の原点を忘れないためには、戦争体験、被爆体験を語り継

ぐことが不可欠です。

　若い世代の皆さん、被爆者の声を聞いたことがありますか。「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・

ナガサキ、ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と叫ぶ声を。

　あなた方は被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代です。68年前、原子雲の下で何があ

ったのか。なぜ被爆者は未来のために身を削りながら核兵器廃絶を訴え続けるのか。被爆者の声

に耳を傾けてみてください。そして、あなたが住む世界、あなたの子どもたちが生きる未来に核

兵器が存在していいのか。考えてみてください。互いに話し合ってみてください。あなたたちこ

そが未来なのです。

　地域の市民としてできることもあります。わが国では自治体の90％近くが非核宣言をしていま

す。非核宣言は、核兵器の犠牲者になることを拒み、平和を求める市民の決意を示すものです。

宣言をした自治体でつくる日本非核宣言自治体協議会は今月、設立30周年を迎えました。皆さん

が宣言を行動に移そうとするときは、協議会も、被爆地も、仲間として力をお貸しします。

　長崎では、今年11月、「第５回核兵器廃絶－地球市民集会ナガサキ」を開催します。市民の力

で、核兵器廃絶を被爆地から世界へ発信します。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故は、未だ収束せず、放射能の被害は拡大しています。多

くの方々が平穏な日々を突然奪われたうえ、将来の見通しが立たない暮らしを強いられています。

長崎は、福島の一日も早い復興を願い、応援していきます。

　先月、核兵器廃絶を訴え、被爆者援護の充実に力を尽くしてきた山口仙二さんが亡くなられま

した。被爆者はいよいよ少なくなり、平均年齢は78歳を超えました。高齢化する被爆者の援護の

充実をあらためて求めます。

　原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げ、広島市と協力して核兵器のない世

界の実現に努力し続けることをここに宣言します。

　　2013 年（平成 25 年）８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市長　　田　上　富　久
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長 崎 平 和 宣 言



　核兵器のない世界の実現を、国のリーダーだけにまかせるのではなく、市民社会を構成する私

たち一人ひとりにもできることがあります。

　「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」という日本国憲法前文に

は、平和を希求するという日本国民の固い決意がこめられています。かつて戦争が多くの人の命

を奪い、心と体を深く傷つけた事実を、戦争がもたらした数々のむごい光景を、決して忘れない、

決して繰り返さない、という平和希求の原点を忘れないためには、戦争体験、被爆体験を語り継

ぐことが不可欠です。

　若い世代の皆さん、被爆者の声を聞いたことがありますか。「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・

ナガサキ、ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と叫ぶ声を。

　あなた方は被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代です。68年前、原子雲の下で何があ

ったのか。なぜ被爆者は未来のために身を削りながら核兵器廃絶を訴え続けるのか。被爆者の声

に耳を傾けてみてください。そして、あなたが住む世界、あなたの子どもたちが生きる未来に核

兵器が存在していいのか。考えてみてください。互いに話し合ってみてください。あなたたちこ

そが未来なのです。

　地域の市民としてできることもあります。わが国では自治体の90％近くが非核宣言をしていま

す。非核宣言は、核兵器の犠牲者になることを拒み、平和を求める市民の決意を示すものです。

宣言をした自治体でつくる日本非核宣言自治体協議会は今月、設立30周年を迎えました。皆さん

が宣言を行動に移そうとするときは、協議会も、被爆地も、仲間として力をお貸しします。

　長崎では、今年11月、「第５回核兵器廃絶－地球市民集会ナガサキ」を開催します。市民の力

で、核兵器廃絶を被爆地から世界へ発信します。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故は、未だ収束せず、放射能の被害は拡大しています。多

くの方々が平穏な日々を突然奪われたうえ、将来の見通しが立たない暮らしを強いられています。

長崎は、福島の一日も早い復興を願い、応援していきます。

　先月、核兵器廃絶を訴え、被爆者援護の充実に力を尽くしてきた山口仙二さんが亡くなられま

した。被爆者はいよいよ少なくなり、平均年齢は78歳を超えました。高齢化する被爆者の援護の

充実をあらためて求めます。

　原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げ、広島市と協力して核兵器のない世

界の実現に努力し続けることをここに宣言します。

　　2013 年（平成 25 年）８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市長　　田　上　富　久
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Nagasaki Peace Declaration

Sixty-eight years ago today, a United States bomber dropped a single atomic bomb directly over 
Nagasaki. The bomb's heat rays, blast winds, and radiation were immense, and the fire that followed 
engulfed the city in flames into the night. The city was instantly reduced to ruins. Of the 240,000 
residents in the city, around 150,000 were afflicted and 74,000 of them died within the year. Those who 
survived have continued to suffer from a higher incidence of contracting leukemia, cancer, and other 
serious radiation-induced diseases. Even after 68 years, they still live in fear and suffer deep 
psychological scars.

Humankind invented and produced this cruel weapon. Humankind has even gone so far as using 
nuclear weapons on both Hiroshima and Nagasaki. Humankind has repeatedly conducted nuclear tests, 
contaminating the earth. Humankind has committed a great many mistakes. This is why we must on 
occasion reaffirm the pledges we have made in the past that must not be forgotten and start anew.

I call on the Japanese government to consider once again that Japan is the only country to have suffered 
a nuclear bombing. At the Preparatory Committee for the 2015 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 
Review Conference, held in Geneva in April 2013, several countries proposed a Joint Statement on the 
Humanitarian Impact of Nuclear Weapons to which 80 countries expressed their support. South Africa 
and other countries that made this proposal asked Japan to support and sign the statement.

However, the Japanese government did not sign it, betraying the expectations of global society. If the 
Japanese government cannot support the remark that “nuclear weapons [should never be] used again 
under any circumstances,” this implies that the government would approve of their use under some 
circumstances. This stance contradicts the resolution that Japan would never allow anyone else to 
become victims of a nuclear bombing.

We are also concerned about the resumption of negotiations concerning the Japan-India Nuclear 
Cooperation Agreement. Cooperating on nuclear power with India, who has not signed the NPT, would 
render the NPT meaningless as its main tenet is to stop the increase of the number of nuclear-weapon 
states. Japan's cooperation with India would also provide North Korea, which withdrew from the NPT 
and is committed to nuclear development, with an excuse to justify its actions, hindering efforts toward 
the denuclearization of the Korean Peninsula.

I call on the Japanese government to consider once again that Japan is the only country to have suffered 
a nuclear bombing. I call on the Japanese government to enact the Three Non-Nuclear Principles into 
law and take proactive measures to exert its leadership by creating a Northeast Asia Nuclear Weapon-
Free Zone, thus fulfilling its duty as the only nation to have suffered an atomic bombing.

Under the current NPT, nuclear-weapon states have a duty to make earnest efforts towards nuclear 
disarmament. This is a promise they've made to the rest of the world. In April of 2009, United States 
President Barack Obama expressed his desire to seek a nuclear-free world during a speech in Prague. In 
June this year, President Obama stated in Berlin that he would work towards further reduction of 
nuclear arsenals, saying, “So long as nuclear weapons exist, we are not truly safe.” Nagasaki supports 
President Obama's approach.

However, there are over 17,000 nuclear warheads still in existence of which at least 90% belong to 
either the United States or Russia. President Obama, President Putin, please commit your countries to a 
speedy, drastic reduction of your nuclear arsenal. Rather than envisioning a nuclear-free world as a 
faraway dream, we must quickly decide to solve this issue by working towards the abolition of these 
weapons, fulfilling the promise made to global society.
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There are things that we citizens can do to help realize a nuclear-free world other than entrusting the 
work to leaders of nations only. In the preface of the Constitution of Japan, it states that the Japanese 
people have “resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of 
government.” This statement reflects the firm resolution of the Japanese people to work for world 
peace. In order not to forget this original desire for peace, it is essential to impart the experiences of 
war and atomic devastation to succeeding generations. We must continue to remember war has taken 
many lives and caused the physical and mental anguish of a great many more survivors. We must not 
forget the numerous cruel scenes of the war in order to prevent another one.

People of younger generations, have you ever heard the voices of the hibakusha, survivors of the 
atomic bombings? Have you heard them crying out, “No more Hiroshimas, no more Nagasakis, no 
more wars, and no more hibakusha”?

You will be the last generation to hear their voices firsthand. Listen to their voices to learn what 
happened 68 years ago under the atomic cloud. Listen to their voices to find out why they continue to 
appeal for nuclear abolition. You will find that, despite much hardship, they continue to fight for 
nuclear abolition for the sake of future generations. Please consider whether or not you will allow the 
existence of nuclear weapons in the world today and in the future world of your children. Please talk to 
your friends about this matter. It is you who will determine the future of this world.

There are many things that we can do as global citizens. Nearly 90% of Japanese municipalities have 
made nuclear-free declarations to demonstrate their residents' refusal to become victims of a nuclear 
attack and their resolution to work for world peace. The National Council of Japan Nuclear Free Local 
Authorities, comprising of these municipalities, celebrates its 30th anniversary this month. If any 
members of such municipalities plan to take any action in accordance with the declaration they have 
made, they shall have the support of the National Council, as well as that of Nagasaki and Hiroshima.

In Nagasaki, the Fifth Nagasaki Global Citizens' Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons 
will be held this coming November. At this assembly, residents will play the key role in disseminating 
the message for nuclear abolition to people around the world.

Meanwhile, the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant operated by Tokyo Electric 
Power Company, Inc. has yet to be resolved and radioactive contamination continues to spread. In an 
instant, this accident deprived many residents in Fukushima of their peaceful daily lives. They are still 
forced to live without a clear vision as to their future. The residents of Nagasaki truly hope for the 
earliest possible recovery of Fukushima and will continue to support the people of Fukushima.

Last month, Mr. Senji Yamaguchi, a hibakusha who called for nuclear abolition and for better support 
for hibakusha, passed away. The number of hibakusha continues to decrease with their average age 
now exceeding seventy-eight. Once again, I call for the Japanese government to provide better support 
for these aging hibakusha.

We offer our sincere condolences for the lives lost in the atomic bombings, and pledge to continue our 
efforts towards realizing a nuclear-free world, hand-in-hand with the citizens of Hiroshima.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tomihisa Taue
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mayor of Nagasaki
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　August 9, 2013
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　今年もまた、暑い夏がやってきました。あの日のことは、私の脳裏から消えることはありませ

ん。

　当時、私は18歳、師範学校の２年生でした。毎日、動員学徒として三菱兵器住吉トンネル工場

に通っていました。1945年８月９日、夜勤を終え、爆心地から北1.8キロのところにある寮に戻

ったのが午前７時ごろでした。主食のカボチャを食べた後、すぐに寝ました。

　バリバリバリという音で目が覚め、その瞬間、爆風で吹き飛ばされ、気がついた時には部屋の

壁に打ちつけられていました。隣に寝ていた友人は血だるまになっていました。私自身も左手首

と左足が焼けただれ、飛び散ったガラスの破片で体中から血が流れ、赤鬼のような姿になってい

ましたが、はだしのまま20メートルほど先の防空壕まで逃げました。

　防空壕の中はすでに人でいっぱいでした。その前には黒焦げになっている人、皮がペロリと垂

れ下がっている人、鼻や耳がなくなっている人、息絶えたわが子を抱きしめ放心状態で座り込ん

でいる母親、全身焼けただれ茫然と立っている人々の姿がありました。まさに地獄絵図でした。

　やがて起こった火事に追われ、長与の臨時治療所にたどり着きました。その翌日から疎開先の

自宅で療養しましたが、２ヶ月もの間、高熱と血便が続き、立つこともできず、脱毛と傷の痛み

に悩まされました。近くに避難をしている人が次々と亡くなっていく話を聞くと、次は私の番か

と恐怖の中で死を覚悟したものでした。私はそのときまだ、放射能の怖さを知りませんでした。

　幸いにして、私はこうして生き延びることができました。今、強く願うことは、この大量破壊・

大量殺人の核兵器を一日も早く、この地球上からなくすことです。しかし、いまだに核実験が行

われ、核兵器の開発は進んでいます。もし核兵器が使用されたら、放射能から身を守る方法はあ

りません。人類は滅亡するでしょう。

　わが国は世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶の先頭に立つ義務があります。私たち被

爆者も「長崎を最後の被爆地に」をスローガンに核兵器廃絶を訴え続けてきました。それなのに、

先に開かれたＮＰＴ再検討会議準備委員会で「核兵器の人道的影響に関する共同声明」に賛同署

名をしませんでした。私たち長崎の被爆者は驚くというより、憤りを禁ずることができません。

　その一方で、世界を震撼させた東京電力福島第一原子力発電所の事故で、新たに多くの放射線

被曝者がつくりだされ、平和的に利用されてきた原発が決して安全ではないことが改めて示され

ました。それにもかかわらず、事故の収束もみえないのに原発再稼働の動きがあるとともに、原

発を他国に輸出しようとしています。

　ヒロシマ・ナガサキ、そしてフクシマの教訓として「核と人類は共存できない」ことは明らか

です。政府は誠実かつ積極的に、核兵器廃絶さらには原発廃止に向けて行動してください。

　そして今、平和憲法が変えられようとしています。わが国が再び戦争の時代へ逆戻りをしない

ように、二度とあのような悲惨な体験をすることがないように、被爆者のみなさん、戦争を体験

した世代のみなさん、あなたの体験をまわりの人たちに伝えてください。長崎では核兵器の廃絶

と平和な世界の実現を願って活動を続けている高校生、若者がいます。彼らが集めた署名は100

万筆になろうとしています。

　この高校生たちに励まされながら、私はこれからも被爆の実相を次の世代に伝えていきます。

核兵器も戦争もない、平和な世界をつくることは、私たちすべての大人の責任です。

　ここに、私の願いと決意を述べて、平和への誓いといたします。

　　平成 25 年８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者代表　　築　城　昭　平
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平 和 へ の 誓 い



This year's summer is also a hot one. I will never forget that day. I was 18 at the time, a second grader at 
Normal School. Every day I worked at the Mitsubishi Sumiyoshi Tunnel Arms Factory as a mobilized 
student. On August 9, 1945 I completed a night shift and returned to my dormitory (located 1.8 
kilometers north of the hypocenter). It was 7 a.m. After eating some pumpkin, a stable food at the time, I 
soon fell asleep.
I woke up to a cacophony of sound and in that instant I was blown back by the blast winds. When I 
came to, I noticed I had slammed into the wall. My friend who had been sleeping next to me was 
covered in blood. I, too, suffered from bad burns on my left wrist and leg and blood flowed from the 
parts of my body cut by glass fragments. Although barefoot and covered in blood, I managed to take 
refuge in an air raid shelter twenty meters away.
The air raid shelter was already full of people. In front of the shelter there were people who were charred 
black, people whose skin was peeling off their bones, people without noses and ears, a mother in a state 
of shock holding her dead child, and completely charred bodies standing expressionless. Just like 
straight out of a painting of a scene in Hell.
Before long, I was forced out by the spreading fire and I arrived at the temporary aid station in Nagayo. I 
received medical treatment at my house, located away from the hypocenter, from the following day. In 
those two months, I suffered from a fever, had bloody stool, and I couldn't even stand. My hair fell out 
and I struggled from the pain of my wounds. After hearing that people nearby were dying one by one, I 
prepared for my own death, fearing I would be next. At the time, I still did not know the true fear of 
radiation.
I have been lucky to have been able to live as long as I have. What I desire the most is the immediate 
removal of these genocidal weapons of mass destruction from the face of the earth. However, nuclear 
tests are still being carried out today and nuclear weapon development continues. If one of these nuclear 
weapons were to be used, there is no way to be protected from the radiation. It will surely mark the end 
of humanity as we know it.
Japan, as the only country to suffer from a nuclear bombing, has a responsibility to stand at the forefront 
of the abolition of nuclear weapons movement. Other atomic bomb survivors and I have continued to 
call for the abolition of these weapons under the slogan, "Nagasaki: The Last Atomic Bombed City." 
Unfortunately, Japan did not sign the joint statement at the last NPT Preparatory Review Conference 
calling for the recognition of the humanitarian impact of nuclear weapons. As atomic bomb survivors 
from Nagasaki, rather than being surprised, we cannot hide my resentment.
Meanwhile, due to the Tokyo Electric Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant disaster, a new group of 
radiation victims was created, showing that even the peaceful use of this technology isn't safe. 
Notwithstanding, actions are being taken place to restart nuclear power reactors and sell nuclear power 
to other countries even though disaster recovery is still underway.
It is clear that the lesson we can take from Hiroshima, Nagasaki, and Fukushima is that humanity cannot 
coexist alongside all things nuclear. I call on the government to make sincere, proactive efforts to further 
the movements towards abolishing nuclear weapons and shuttering nuclear power plants. 
Even now, changes are being proposed to our peaceful Constitution. Please, all atomic bomb survivors 
and those who have experienced war, tell the people around you of your experience so that our country 
does not revert to the generation of warfare from the past and so that another tragedy does not occur 
again. There are young people in Nagasaki who desire a peaceful world without nuclear weapons that 
are working hard to achieve this goal. Their signature drive totals nearly 1,000,000 signatures.
I intend on continuing to tell my story to future generations, encouraged by these high school children. It 
is the responsibility of us adults to create a peaceful world safe from nuclear weapons and war.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shohei Tsuiki
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atomic Bomb Survivor Representative
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　August 9, 2013
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Pledge for Peace
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児 童 合 唱

子らのみ魂よ　　
　　　　　　　　　　　　　　　 島　内　八　郎　作詞
　　　　　　　　　　　　　　　 木　野　普見雄　作曲

１．めぐりきぬ　　この月　　　この日

　　思い出は　　　白雲の　　　かなた

　　ひらめきの　　またたく　　ひまに

　　声もなく　　　空しく　　　散りし

　　先生よ　　　　子等の　　　み魂よ

２．今日ここの　　夏草の　　　うえ

　　すぎし日の　　友の　　　　姿に

　　とむらいの　　真を　　　　こめて

　　はるかなる　　空に　　　　へだてし

　　なつかしの　　み魂を　　　しのぶ

３．すみわたる　　城山の　　　空

　　うちひらく　　つるの　　　港に

　　平和なる　　　光　　　　　みつれば

　　先生よ　　　　子等の　　　み魂よ

　　安らぎて　　　永久に　　　ましませ

CHILDREN'S  CHORUS

SOULS OF CHILDREN
                                                           Lyrics by:    Shimauchi Hachiro
                                                           Music by:    Kino Fumio
 
1.　Here again, this month, this day

Memories soar beyond the drifting clouds
And in a flashing instant
They disperse voicelessly, hopelessly
Oh, teachers! Oh, souls of the children!

2.　Here today, on this summer grass
Memories linger on departed friends
With feelings of deep mourning
Reaching high above the heavens
To the souls of the beloved.

3.　The sky is clear over Shiroyama
And the light of peace glitters on the harbor
Oh, teachers! Oh, souls of the children!
Rest tranquilly.
For all eternity.

たま

しらくも

むな

たま

たま

わと

まこと

ら

ら

きょう

たま
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千 羽 鶴

A Thousand Paper Cranes

１．平和への誓い新たに
　　緋の色の鶴を折る
　　清らかな心のままに
　　白い鶴折りたたみ
　　わきあがる熱き思いを
　　赤色の鶴に折る　　　   

２．平和への祈りは深く
　　紫の鶴を折る
　　野の果てに埋もれし人に
　　黄色い鶴折りたたみ
　　水底に沈みし人に
　　青色の鶴を折る　　　   

３．平和への願いをこめて
　　緑なる鶴を折る
　　地球より重い生命よ
　　藍の鶴折りたたみ
　　未来への希望と夢を
　　桃色の鶴に折る

　　未来への希望と夢を
　　虹色の鶴に折る

1.   With a renewed pledge for peace
I fold a scarlet crane
And with a pure and noble heart
I fold a fresh white crane
And then I fold a bright red crane,
burning with emotion.

2.  With a fervent prayer for peace
I fold a purple crane
And for the people buried in the fields
I fold a yellow crane
And then I fold a dark blue crane,
for the people sunken in the water's depths.

 
3.  With an aspiration for peace

I fold a grass green crane 
And for the lives heavier than the Earth
I fold an indigo crane
And then I fold a soft pink crane,
gazing with hope and dreams to the future.

And still gazing with hope and dreams,
I fold a rainbow-colored crane.

作詞　横山　　　鼎
作曲　大島　ミチル

Lyrics by Kanae Yokoyama
　　　（translated by B. Burke-Gaffney）
Composed by Michiru Ohshima

　「千羽鶴」は、原爆被爆 50 周年を記念して、歌詞を全国から募集し、曲を長崎市出身の
大島ミチルさんに依頼して作られました。毎月９日の午前 11 時２分には、市内の防災行政
無線を通じて放送されています。 

千 羽 鶴



　私たちのまち長崎は、古くから海外文化の窓口として発展し、諸外国との交流を通じて豊かな

文化をはぐくんできました。

　第二次世界大戦の末期、昭和20年（1945年）８月９日、長崎は原子爆弾によって大きな被害

を受けました。私たちは、過去の戦争を深く反省し、原爆被爆の悲惨さと、今なお続く被爆者の

苦しみを忘れることなく、長崎を最後の被爆地にしなければなりません。

　世界の恒久平和は、人類共通の願いです。

　私たち長崎市民は、日本国憲法に掲げられた平和希求の精神に基づき、民主主義と平和で安全

な市民生活を守り、世界平和実現のために努力することを誓い、長崎市制施行100周年に当たり、

ここに長崎市民平和憲章を定めます。

１．私たちは、お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努め

ます。

１．私たちは、次代を担う子供たちに、戦争の恐ろしさを原爆被爆の体験とともに語り伝え、平

和に関する教育の充実に努めます。

１．私たちは、国際文化都市として世界の人々との交流を深めながら、国連並びに世界の各都市

と連帯して人類の繁栄と福祉の向上に努めます。

１．私たちは、核兵器をつくらず、持たず、持ちこませずの非核三原則を守り、国に対してもこ

の原則の厳守を求め、世界の平和・軍縮の推進に努めます。

１．私たちは、原爆被爆都市の使命として、核兵器の脅威を世界に訴え、世界の人々と力を合わ

せて核兵器の廃絶に努めます。

　私たち長崎市民は、この憲章の理念達成のため平和施策を実践することを決意し、これを国の

内外に向けて宣言します。

平成元年３月27日　長崎市議会議決
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長 崎 市 民 平 和 憲 章

長 崎 市 章
Emblem of  Nagasaki City



　　The city of Nagasaki served for centuries as a gateway for the introduction of foreign 
culture and knowledge to Japan, and through this history of international exchange it has 
developed its own unique cultural heritage.

　　On August 9, 1945, Nagasaki was devastated by the explosion of an atomic bomb.
Reflecting upon the actions of our predecessors in past wars, and remembering the unending 
sufferings of the atomic bomb survivors, we resolve to ensure that Nagasaki is the last place 
on Earth subjected to the horror and misery of a nuclear holocaust.

　　Lasting world peace is the common aspiration of all humanity.

　　In accordance with the spirit of peace cited in the Japanese constitution, we pledge out 
utmost efforts to promote a life of democracy, peace and safety and to work for the 
realization of global harmony. We hereby establish, on the 100th anniversary of the 
inauguration of our modern municipal administration, the "Nagasaki Citizens Peace 
Charter."

  1.  We will strive to create and maintain a bright social environment characterized by 
thoughtfulness, respect for human rights, and freedom from discrimination.

  1.  We will strive to enhance peace education and to inform our children － on whose 
shoulders the future lies － about the horror of war and the reality of the atomic 
bombing.

  1.  We will strive to promote the prosperity and welfare of humanity in cooperation 
with the United Nations and cities around the world while strengthening bonds of 
friendship as an international culture city.

  1.  We will strive for world peace and disarmament by observing the Three-Fold Non-
Nuclear Principle (not to manufacture, store or introduce nuclear weapons) and by 
pressing the Japanese government to strictly observe this principle.

  1.  As the mission of an atomic-bombed city, we will strive to rid the Earth of nuclear 
weapons by revealing the horror of nuclear destruction and by joining in efforts with 
peace-loving people everywhere.

　　The citizens of Nagasaki proclaim, to all the people of Japan and other countries, an 
unbending determination to achieve the ideals expressed in this charter by carrying various 
peace-promotion measures into concrete practice.

（Resolved by the Nagasaki City Council on march 27, 1989）
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NAGASAKI  CITIZENS  PEACE  CHARTER
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長 崎 平 和 宣 言 〈 こ と ば の 解 説 〉
　68年前の今日、このまちの上空にアメリカの爆撃機が一発の原子爆弾を投下しました。熱線、爆風、放射線の威
力は凄まじく、直後から起こった火災は一昼夜続きました。人々が暮らしていたまちは一瞬で廃墟となり、24万人
の市民のうち15万人が傷つき、そのうち７万４千人の方々が命を奪われました。生き残った被爆者は、68年たった
今もなお、放射線による白血病やがん発病への不安、そして深い心の傷を抱え続けています。
　このむごい兵器をつくったのは人間です。広島と長崎で、二度までも使ったのも人間です。核実験を繰り返し地
球を汚染し続けているのも人間です。人間はこれまで数々の過ちを犯してきました。だからこそ忘れてはならない
過去の誓いを、立ち返るべき原点を、折にふれ確かめなければなりません。

　日本政府に、被爆国としての原点に返ることを求めます。
　今年４月、ジュネーブで開催された①核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議準備委員会で提出された核兵器の非人道
性を訴える共同声明に、80か国が賛同しました。南アフリカなどの提案国は、わが国にも賛同の署名を求めました。
　しかし、日本政府は署名せず、世界の期待を裏切りました。人類はいかなる状況においても核兵器を使うべきで
はない、という文言が受け入れられないとすれば、核兵器の使用を状況によっては認めるという姿勢を日本政府は示
したことになります。これは二度と、世界の誰にも被爆の経験をさせないという、被爆国としての原点に反します。
　②インドとの原子力協定交渉の再開についても同じです。
　ＮＰＴに加盟せず核保有したインドへの原子力協力は、核兵器保有国をこれ以上増やさないためのルールを定め
たＮＰＴを形骸化することになります。ＮＰＴを脱退して核保有をめざす北朝鮮などの動きを正当化する口実を与
え、朝鮮半島の非核化の妨げにもなります。
　日本政府には、被爆国としての原点に返ることを求めます。
　③非核三原則の法制化への取り組み、④北東アジア非核兵器地帯検討の呼びかけなど、被爆国としてのリーダー
シップを具体的な行動に移すことを求めます。

　核兵器保有国には、ＮＰＴの中で核軍縮への誠実な努力義務が課されています。これは世界に対する約束です。
　⑤2009年４月、アメリカのオバマ大統領はプラハで「核兵器のない世界」を目指す決意を示しました。今年６月
にはベルリンで、「核兵器が存在する限り、私たちは真に安全ではない」と述べ、さらなる核軍縮に取り組むこと
を明らかにしました。被爆地はオバマ大統領の姿勢を支持します。
　しかし、世界には今も⑥１万７千発以上の核弾頭が存在し、その90％以上がアメリカとロシアのものです。オバ
マ大統領、プーチン大統領、もっと早く、もっと大胆に核弾頭の削減に取り組んでください。「核兵器のない世界」
を遠い夢とするのではなく、人間が早急に解決すべき課題として、核兵器の廃絶に取り組み、世界との約束を果た
すべきです。

　核兵器のない世界の実現を、国のリーダーだけにまかせるのではなく、市民社会を構成する私たち一人ひとりに
もできることがあります。
　「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」という日本国憲法前文には、平和を希求す
るという日本国民の固い決意がこめられています。かつて戦争が多くの人の命を奪い、心と体を深く傷つけた事実
を、戦争がもたらした数々のむごい光景を、決して忘れない、決して繰り返さない、という平和希求の原点を忘れ
ないためには、戦争体験、被爆体験を語り継ぐことが不可欠です。
　若い世代の皆さん、被爆者の声を聞いたことがありますか。「⑦ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノ
ーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と叫ぶ声を。
　あなた方は被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代です。68年前、原子雲の下で何があったのか。なぜ被
爆者は未来のために身を削りながら核兵器廃絶を訴え続けるのか。被爆者の声に耳を傾けてみてください。そして、
あなたが住む世界、あなたの子どもたちが生きる未来に核兵器が存在していいのか。考えてみてください。互いに
話し合ってみてください。あなたたちこそが未来なのです。
　地域の市民としてできることもあります。わが国では自治体の90％近くが非核宣言をしています。非核宣言は、
核兵器の犠牲者になることを拒み、平和を求める市民の決意を示すものです。宣言をした自治体でつくる⑧日本非
核宣言自治体協議会は今月、設立30周年を迎えました。皆さんが宣言を行動に移そうとするときは、協議会も、被
爆地も、仲間として力をお貸しします。
　長崎では、今年11月、「第５回⑨核兵器廃絶－地球市民集会ナガサキ」を開催します。市民の力で、核兵器廃絶
を被爆地から世界へ発信します。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故は、未だ収束せず、放射能の被害は拡大しています。多くの方々が平穏な
日々を突然奪われたうえ、将来の見通しが立たない暮らしを強いられています。長崎は、福島の一日も早い復興を
願い、応援していきます。
　先月、核兵器廃絶を訴え、被爆者援護の充実に力を尽くしてきた山口仙二さんが亡くなられました。被爆者はい
よいよ少なくなり、平均年齢は78歳を超えました。高齢化する被爆者の援護の充実をあらためて求めます。
　原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げ、広島市と協力して核兵器のない世界の実現に努力し
続けることをここに宣言します。

　2013年（平成25年）８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎市長 　　田　上　富　久
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１　核不拡散条約（NPT）再検討会議
　　核不拡散条約

　核不拡散条約（NPT）は、核兵器保有国が増

える（核が拡散する）ことを防ぐ目的でつくら

れた条約で、1970 年（昭和 45 年）に発効しま

した。2003 年（平成 15 年）１月に一方的に脱

退を表明している北朝鮮も含めると、現在の国

連加盟国の中で、インド、パキスタン、イスラ

エルの３か国を除く 190 か国が加盟しています。

　主な内容は、1967 年（昭和 42 年）１月時点

で核兵器を保有していたアメリカ・ロシア・イ

ギリス・フランス・中国の５か国だけに核兵器

の保有を認め（核保有国）、それ以外の国（非

核保有国）が保有することを禁止しています。

　核保有国には、核兵器を減らすための交渉を

誠実に行うことを求め、非核保有国には核兵器

の製造、取得を禁じています。

　また、非核保有国には、原子力の平和利用が

認められており、原子力発電所を建設する場合

は、必ずそれが平和利用であるかどうかを確認

するために、国際原子力機関 (IAEA）の検査

を受ける義務があります。

　しかし、イランは、原子力の平和利用を名目

に核兵器を開発しているのではないかと疑いを

持たれているほか、核保有国の核兵器の削減も

進んでいないなど、多くの問題を抱えています。

　核兵器の保有国を増やさないためにも、この

条約内容に各国が真剣に取組むことに加え、核

兵器禁止条約など新たな取組みも求められてい

ます。

　　再検討会議

　核不拡散条約（NPT）では、核兵器の軍縮や

拡散の状況を定期的に検討するため、５年毎に

再検討会議と、その間に３回から４回の準備委

員会が開催されます。

　2000 年（平成 12 年）の再検討会議では、核

保有国による核軍縮への努力が不足していると

の声が高まり、「核兵器の全面廃絶に対する核

兵器保有国の明確な約束」を盛り込んだ合意文

書が採択されました。

　しかし、2005 年（平成 17 年）の再検討会議

は、核保有国と非核保有国の意見が鋭く対立し、

成果を得ることなく閉幕しました。

　2010 年（平成 22 年）の再検討会議は前年に

アメリカのオバマ大統領が登場し、「核兵器の

ない世界」への機運が高まる中で開催され、「核

兵器のいかなる使用も人道上、破滅的な結果を

もたらすことを深く憂慮する」と核兵器の非人

道性が明記された核軍縮に向けた 64 項目の行

動計画を柱とする最終文書が採択されました。

　次回の再検討会議は、2015 年（平成 27 年）

４月 27 日から５月 22 日までニューヨークの国

連本部での開催が決定しています。

２　インドとの原子力協定交渉の再開
　核不拡散条約（NPT）に加盟した国々には、

核軍縮と核不拡散に取組む義務と同時に原子力

を平和利用する権利が与えられます。

　原子力の平和利用の権利の一つとして、原子

力発電などの高い技術をもつ国から、資機材や

技術などの提供をうける原子力協力があります。

　原子力発電の高い技術をもつ日本は、アメリ

カ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラ

リアなどと協定を結んでいます。

　ところが、インドは NPT に加盟しないまま、

1998 年（平成 10 年）に核兵器の保有を宣言し

ました。当時は国際社会の大きな反発を招き、

国連安保理の制裁や各国から経済制裁を受ける

ことになりました。

　しかし、その後、急速な経済発展をしている

インドの巨大市場への進出を狙って、まずアメ

リカがインドと原子力協定を締結しました。

2010 年（平成 22 年）６月、日本政府もインド

との原子力協定の締結に向けて、話し合いを開

始し、東京電力福島第一原子力発電所の事故で

中断したものの、2013（平成 25 年）年５月に

交渉再開を発表しました。

　これに対し長崎市は、「被爆地として交渉再

開は、NPT 体制の形骸化につながるもので、
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納得しがたい」と日本政府へ、インドとの原子

力協定締結交渉を中止するよう要請しました。

３　非核三原則
　非核三原則とは、核兵器を「持たない」「つ

くらない」｢持ち込ませない｣ という被爆国であ

る日本政府の３つの原則のことです。

　1967 年（昭和 42 年）12 月、当時の佐藤栄作

首相が国会（衆議院の予算委員会）で表明しま

した。1971 年（昭和 46 年）11 月の衆議院で沖

縄返還に関連して、初めて国の方針（国是）と

して決議（国会の意志を決めること）が行われ

ました。

４　北東アジア非核兵器地帯
　北東アジア非核兵器地帯とは、日本と韓国と

北朝鮮の３か国を ｢非核兵器地帯｣ にしようと

するものです。条約として成立するためには、

３か国に核兵器が存在せず、近隣の核保有国

（アメリカ、ロシア、中国）が、３か国を核兵

器で攻撃をしないと約束することが必要になり

ます。

　日本では、1971 年（昭和 46 年）に非核三原

則の国会決議が行なわれ、また、韓国と北朝鮮

による「朝鮮半島非核化共同宣言」が、1992

年（平成４年）に発効するなど、それぞれの国

が非核化を表明しました。

　しかし、2006 年（平成 18 年）10 月、北朝鮮

が最初の核実験を実施し、さらに、2009 年（平

成 21 年）５月に２回目を、2013 年（平成 25 年）

２月に３回目の核実験を強行したことから、朝

鮮半島の非核化の実現が困難な状況になりまし

た。

　今後、北東アジア非核兵器地帯を実現するた

めには、国際社会が結束して、北朝鮮の核を放

棄させることが必要となります。

５　オバマ大統領による核軍縮演説
　オバマ大統領は就任１期目の 2009 年（平成

21 年）４月、チェコ・プラハで、「核兵器のな

い世界」を目指すと訴えました。大統領は、核

兵器を使用したことがある唯一の核保有国とし

てアメリカが先頭に立ち、核兵器のない世界の

平和と安全を追求する決意を明らかにしました。

アメリカの核軍縮へと向かう核政策の転換を国

際社会に強く印象づけ、核兵器廃絶への機運が

高まりました。

　大統領２期目の 2013 年（平成 25 年）６月、

ドイツ・ベルリンでの演説で、「核兵器がある

限り真の安全とは言えない」と述べ、「核兵器

のない世界」の実現を重要課題として取組む姿

勢を示しました。ロシアと一緒に戦略核を３分

の１減らすことで核軍縮を推進しようとしてい

ます。

　この提案にロシア政府とアメリカ国内が応じ

るか。核超大国アメリカ大統領のリーダーシッ

プが注目されます。

６　１万７千発以上の核弾頭
　長崎に落とされた原爆は、通常火薬の約２万

1,000 トンの量に相当する威力があったといわ

れています。一方で現代の核兵器は、その数倍

から数百倍の威力を持つものまであります。核

保有国が持っている核弾頭は、使用できる状態

にあるもののほか、ミサイルから取り外されて

いるものの、再び使用できるよう保管されてい

るものも含めると、アメリカ 7,700 発、ロシア

8,500 発、イギリス 225 発、フランス 300 発、

中国 250 発となっており、インド、パキスタン、

イスラエル、北朝鮮などの推計もあわせると、

世界中に１万７千発以上の核弾頭があるといわ

れています。

こ と ば の 解 説
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７ ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・
ナガサキ、ノーモア・ウォー、ノ
ーモア・ヒバクシャ

　1982 年（昭和 57 年）、国連軍縮特別総会で

山口仙二さんが被爆者の代表として演説した時

の言葉です。

　被爆当時 14 歳だった山口さんは、学徒動員

先の三菱兵器製作所大橋工場で被爆し、顔と全

身に大やけどを負いました。

　山口さんは、1955 年（昭和 30 年）の長崎原

爆青年会の結成をはじめとして、被爆者援護運

動と核兵器廃絶を世界に訴える活動に生涯をさ

さげ、2013 年（平成 25 年）７月、82 歳で逝去

されました。

　山口さんの核兵器廃絶への思いは多くの人々

に受け継がれています。

８　日本非核宣言自治体協議会
　非核都市宣言や議会決議を行った自治体が連

携しながら核兵器の廃絶と恒久平和の実現を世

界の自治体に呼びかけ、その輪を広げていくこ

とを目的に、1984 年（昭和 59 年）に広島県府

中町で設立されました。

　現在、全国 294 自治体（平成 25 年８月１日

現在）により組織され、総会、研修会のほか、

さまざまな平和事業などを通して、住民が核兵

器の脅威を感じることなく安心して暮らせる地

域社会の実現にむけて努力しています。

９　核兵器廃絶―地球市民集会ナガサキ
　国内外の NGO・自治体関係者・市民が長崎

に集結し、核兵器廃絶と恒久平和の実現にむけ

た具体的な活動方針を話し合う国際集会で、官

民一体となった実行委員会が企画と運営を行っ

ています。

　これまで、2000 年（平成 12 年）、2003 年（平

成 15 年）、2006 年（平成 18 年）、2010 年（平

成 22 年）の４回開催され、「長崎アピール」を

採択してきました。

　2013 年（平成 25 年）11 月２日から４日まで、

第５回目の集会が開催される予定です。核兵器

の非人道性に注目が集まる中で、2015 年（平

成 27 年）の核不拡散条約（NPT）再検討会議

にむけて、NGO の連携が期待されています。

こ と ば の 解 説
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