日本共産党
各務原市議団

２０１８年、９条
を聞 かせていただき、国会 へ届け てきま した。 引き続

新 年あけましておめでと うござ います 。旧年 はリニ
ア、 火力発電、台風災害な どで、 現地の みなさ んの声

参議院議員 武田良介

改憲の国会発議が狙
き国会内外で願い実現に力を尽くします。
安 倍政権の立憲主義、民 主主義 、平和 主義を 踏みつ

衆議 院 議 員
本村 伸子

われる最も厳しい年
を迎えました。この
平和憲法を守る人生
私 の今年の決意は、質・ 量とも に大き な日本 共産党
をつくること、国会議員としてさらに力をつけること、

ています。

１ 年 被 爆 二 世 と し て、 けにする暴走に対し、市民の歴史的運動がさらに広がっ
をかけたたたかいを
しなければなりませ
みなさんとともに力いっぱい頑張ります。

このたたかいは決

兵器禁止条約」が国連で採択

昨年の大きなニュースは「核

しては５期目の議席を与えて
いただきました。

えをいただき、各務原市議と

昨年は皆様の大きなお力添

各務原市議会議員 ハタノこうめ

ん。
して一人ではありま
せん。この間の信頼

関係のなか で多くの皆様と力 を合わ せるこ とがで きる
のです。
皆様にい ただいた二期目の バッチ を胸に 、国会 内外
でいっそう 手をつなぎ、連帯 の力で 必ず跳 ね返し てい
く決意です。本年もよろしくお願いいたします。

ご支 援 あ り が と う ご ざ い ま す 。 被 ば く 二 世 で あ る 私

もう 一つは就学援助制度の 入学準備金 の金額 が引き
上げられたことと、入学前支給に変更されたことです。

が歴史を動かしたのです。 （裏面にサーロー節子さんの訴え）

され たことです。ノーベル 平和賞 でのサ ーロー 節子さ
んの スピーチが忘れられま せん。 被ばく 者のみ なさん

の原点は核 兵器のない世界の 実現、 昨年は 国連本 部で
核兵器禁止 条約の採択に立ち 会うこ とがで き、声 を合

長年 の願いが実りました。 しかし ひとり 親世帯 などに

参議院議員 井上哲士

わせれば歴史は動くと実感しました。

を書き込むだけだから、何も変わらないと言います。
これはごまかしです。法律の世界では、後から作った

法律は先の法律に優先します。自衛隊の存在を憲法に

書き込めば、戦争の放棄と、武力を持たないという９
条１項、２項よりも、戦争法が道を開いた自衛隊の海

外派兵と武力行使が優先されてしまいます。９条が空

文化され、戦争に自衛隊を巻き込むことになってしま

います。日本の平和と安全を守るためにも、そして、
自衛隊員が、殺し、

殺される戦争に巻

き込まれないため

にも、憲法９条を
変えさせるわけに

はいきません。是

非3000万署名にご
協力ください。

支給 されている児童扶養手 当と連 動され ていな い世帯

という現在の９条１項、２項は残して、自衛隊の存在

今年はい ぬ年、私は年男。 三度目 の成人 式を迎 えま

たない」と定めた憲法９条のおかげで、自衛隊員は、
海外での戦争にかりだされることはありませんでした。

があ ることが分かりました 。まだ 制度の 周知が されて
いな いのです。引き続き弱 い立場 の人に 光を当 てる政

ます。「日本は戦争をしない」「そのための戦力は持

す。来年は 参院選。躍進と自 らの四 選めざ し、願 いあ
るところ駆 け回り、改憲許さ ず平和 に生か せと大 いに
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自衛隊は、いままで災害派遣などで大きな貢献を行っ
てきました。日本共産党はこうした活動に感謝してい

治に するために頑張ります 。今年 もよろ しくお 願いい

す。

訴え、介助 犬のように国民の 命に寄 り添っ て頑張 りぬ

通常国会に提出し、国民投票に持ち込もうとしていま

たします。

安倍首相は、憲法９条を変えると、改憲案を今年の

きます。よろしくお願いします。

災害時に大きな貢献を行ってきた自衛隊を
戦場に生かせるわけにはいきません

しかし、安倍首相のもとで、安全保障法制＝戦争法

が強行採決され、これまで「できない」とされてきた、
自衛隊の海外派兵と武力行使ができる自衛隊に変えら
れてしまいました。

安倍首相は、「戦争はしない」「戦力はもたない」

12月12日・ノルウェーのオスロで

かわる類い希なるすべての人たちを代表して受

今日 ９カ 国は、 都市 全体 を燃 やし 尽 くし 、 地
代が暮らしていけないものにすると脅し続けて

球上の生命を破壊し、この美しい世界を将来世

ま焼き殺されていきました。私の周囲全体には

ている人たち。飛び出た眼球を手に持っている

部を失った人たち。肉や皮が体から垂れ下がっ

黒こげになり、膨れあがっていました。体の一

たりにした私は、この日、人類の最良のときを

まりました。かつて人類の最悪のときを目の当

兵器禁止条約を採択したとき、私は喜びで感極

今年 ７月 ７日、 世界 の圧 倒的 多数 の 国々 が 核

悪ではなく、絶対悪です。

と堕落することを表しています。核兵器は必要

ることを表すものではなく、国家が暗黒の淵へ

います。核兵器の開発は、国家の偉大さが高ま

幽 霊の よう な姿 の人 たち が、足 を 引き ず りな
がら行列をなして歩いていきました。恐ろしい

人たち。お腹が裂けて開いている人たち。そこ
目の当たりにしました。私たち被爆者は、 年

までに傷ついた人々は、血を流し、火傷を負い、

から腸が飛び出て垂れ下がっている人たち。人
体の焼ける悪臭が、そこら中に蔓延していまし
これを、核兵器の終わりの始まりにしようでは

にわたり、核兵器の禁止を待ち望んできました。

一人が、核兵器の時代を終わらせることは可能

こ のよ うに 、一 発の 爆弾 で私が 愛 した 街 は完
責任ある指導者であるなら、必ずや、この条
拒む者たちを厳しく裁くでしょう。彼らの抽象

約に署名するでしょう。そして歴史は、これを

黒こげの炭となりました。その中には、私自身

そ の後 数週 間、 数カ 月、 数年に わ たり 、 何千

しかないことはもはや明らかです。私たちはも

「抑止」論なるものは、軍縮を抑止するもので

という現実をもはや隠し通すことができません。

的な理論は、それが実は大量虐殺に他ならない

全に破壊されました。住民のほとんどは一般市

う大いなる希望を与えてくれます。
私は、広島と長崎の原爆投下から奇跡的に生
き延びた被爆者の一人としてお話をします。
人もの人たちが、放射線の遅発的な影響によっ
いのです。

て、次々と不可解な形で亡くなっていきました。 はや、恐怖のキノコ雲の下で生きることはしな

浮かぶのは４歳の甥、英治です。彼の小さな体

広 島に つい て思 い出 すと き、私 の 頭に 最 初に

聞き、私たちの警告を心に留めなさい。そうす

政府の皆さんに申し上げたい。私たちの証言を

傘」なるものの下で共犯者となっている国々の

ます。

今日なお、放射線は被爆者たちの命を奪ってい

万人の

と長崎で非業の死を遂げたすべての人々の存在
私たちの上にそして私たちの周りに、
思います。その一人ひとりには名前がありまし

れば、必ずや、あなたたちは行動することにな

核武装国の政府の皆さんに、そして、「核の

た。一人ひとりが、誰かに愛されていました。
は、何者か判別もできない溶けた肉の塊に変わっ

ることを知るでしょう。あなたたちは皆、人類

彼らの死を無駄にしてはなりません。

てしまいました。彼はかすれた声で水を求め続

を危機にさらしている暴力システムの不可欠の

たちの親しむすべての物を、危機にさらしてい
ます。私たちは、この異常を、これ以上許して
いてはなりません。

滅の脅威を永遠に除去してください。

したい。核兵器禁止条約に参加し、核による絶

世界のすべての国の大統領や首相たちに懇願

づかなければなりません。

一部分なのです。私たちは皆、悪の凡庸さに気

けていましたが、息を引き取り、苦しみから解

米国が最初の核兵器を私の暮らす広島の街に
分、

落としたとき、私は 歳でした。私は今でも鮮
明にその朝のことを覚えています。８時
私は窓から目をくらます青白い閃光を見ました。
私は、宙に浮く感じがしたのを覚えています。
静 寂と 暗闇の 中で 意識 が戻 った とき 、 私は 、
自分が壊れた建物の中で身動きがとれなくなっ

私は 歳の少女だったときに、くすぶる瓦礫
て動き続けました。そして生き残りました。今、

の中に捕らえられながら、押し続け、光に向かっ

私 たち 被爆 者は 、こ の苦 しみと 、 生き 残 るた
険しい闘いの中で、この世に終わりをもたらす

私たちの光は核兵器禁止条約です。この会場に

めまた灰の中から自らの人生を立て直すための
核兵器について世界に警告しなければならない

いるすべての皆さんと、これを聞いている世界

ていることに気がつきました。私の同級生たち

と確信しました。くり返し、私たちは証言をし

中のすべての皆さんに対して、広島の廃墟の中

てきました。

が「お母さん、助けて。神様、助けてください」
とかすれる声で叫んでいるのが聞こえ始めまし
た。
そ のと き突然 、私 の左 肩を 触る 手が あ るこ と
に気がつきました。その人は「諦めるな、押し

こに向かって、なるべく早く、はって行きなさ

隙間から光が入ってくるのが見えるだろう？そ

だったというプロパガンダを受け入れています。

これは「正しい戦争」を終わらせた「よい爆弾」

を戦争犯罪と認めない人たちがいます。彼らは、 「諦めるな。押し続けろ。光が見えるだろう？

で私が聞いた言葉をくり返したいと思います。

い」と言うのです。私はそこからはい出てみる

この神話こそが、今日まで続く悲惨な核軍備競

そ れに もか かわ らず 、広 島と長 崎 の残 虐 行為

と、崩壊した建物は燃えていました。その建物

争を導いているのです。

るための私たちの情熱であり、誓いなのです。

この光は、この一つの尊い世界が生き続け

そこに向かってはって行け。」

の中にいた私の同級生のほとんどは、生きたま

続けなさい。あなたを助けてあげるから。あの

13

核 兵器 は、 私た ちの 愛す るすべ て の人 を 、私

放されました。

魂の大きな固まりを感じ取っていただきたいと

25

を感じていただきたいと思います。皆さんに、

今日私は皆さんに、この会場において、広島

の家族や、３５１人の同級生もいました。

民でしたが、彼らは燃えて灰と化し、蒸発し、

ありませんか。

た。

72

であるし、私たちはそれを成し遂げるのだとい

け取ることは大変な光栄です。皆さんお一人お

異常な、想像を超えた破壊がありました。

ノーベル平和賞の授賞式で
核廃絶を目指すべきだと力強い訴えに涙が・・・

広島の被爆者でカナダ在住の
この賞 をベアトリ スと共に ＩＣＡＮ運 動にか

サーロー節子さん（85）＝2017年
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