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私たち（岐朋会）は、「すべての国に核兵器禁止条約の批准を求める署名」運動を
進めています。この市民の運動が世界を変えると確信しています。今、核戦争の
危険が去ったかというと、決して去ってはいません。戦争をなくすという意味では、
核兵器は無力であったことを歴史的事実が示しています。武器を持たない話し合い
によって世界の諸問題を解決することこそ大道だと思います。その道を求めて
歩んでほしいと思います。これから被爆者になるのは、これからの時代に生きていく
若い皆さん、次の世代の皆さんです。自分が被爆者になる危険の中で生きている
ことを想像し考え、いかに生き、命を守るかということを考えてください。

「すべての国に核兵器禁止条約の批准を求める署名」にご協力ください。

はい

いいえ

日本はいま平和だと思いますか？

母、おば、妹、姪、私で一緒に

ご飯をつくって食べる女子会。

あれこれしゃべり、写真を

撮って、いとこや娘にLINEを

して。「ああ、平和だな」と思う

穏やかな時間です。

（多治見市 ままりんさん）

今すぐにできることでも面倒

で明日にしようとするところ。

ふと、明日があるのを当然だと

思っていることに「平和なんだ

な」と思う時があります。

（美濃市 るるさん）

日常的に「平和とは何か」と

考えることがないです。これ

こそ平和ボケと言うか、幸せな

ことなんだなと思います。

（神戸町 ポキナちゃんさん）

自由で平等に暮らせるから。お金がなくても

医療を受けられるし、医療保険体制がしっか

りとしています。

（可児市 さつきちゃんさん）

ウクライナの悲劇を考えると今の日本は平和

です。戦争は絶対に許してはいけません。私は

父親を戦争で亡くしました。こんな悲しい惨め

な思いは誰にも味わってほしくありません。

（輪之内町 たんぽぽさん）

当たり前にご飯が食べられて、1日を終え、朝を迎えることができます。

この当たり前が、当たり前ではない国があるから。

（可児市 みくりさん）

ウクライナの情勢を聞くと、心配ながらどこか他人事になってしまう

私がいます。それだけ日本は戦争に対して免疫がなくなり、実感が

沸かないのかもしれません。非核三原則があるなかでも、アメリカ軍

の基地があり、北朝鮮からミサイルが飛んでくる日本。改めて、平和

に対して私たちができることを考えなくてはいけないと思いました。

（高山市 ゆかんぽんさん）

75年前の戦争で、広島や長崎を体験

した方から見れば「平和」なのかもしれ

ません。しかし、いまだ被爆された方が

苦しんでいます。核兵器のない世界が

できない限り、日本の平和はないと思

います。戦いがないことが平和ではな

く、平和な社会とは戦争、犯罪、貧困、

差別のない、自由であることだと思い

ます。

（笠松町 シナモンさん）

いじめがあったり、ネットで誹謗中傷が

あったりと、表に見えないところは平和で

はないかなぁ。

（海津市 なーきさん）

いま考える、 平和とは
いま世界中で戦争や紛争のニュースを聞かない日はありません。日本でも誹謗中傷、差別
など他者を攻撃する出来事は毎日のように起こっています。こんな時だからこそ今一度、
平和とは何か一緒に考えてみませんか？今回の特集では、組合員の生の声を集めました。
この特集をきっかけに大切な人たちと平和について話し合ってみてください。

平和に関連する作品（書籍・映画・音楽など）を教えてください。

高校生の時に読んだ「黒い雨」

が心に残っています。

（池田町 マコママさん）

『黒い雨』
井伏鱒二 著／新潮文庫ボブ・マーリーの曲は、主に平和を

意味する曲が多いです。

（中津川市 いもちゃんさん）

『One Love』 ボブ・マーリー

人の命を駒のように扱う戦争

の恐ろしさと、根本からは

変えられない状況で出来る

限りの救命を行う作品です。

（不破郡 五月晴れさん）

『シンドラーのリスト』

今の世界に伝えたい「ともに生きる」が

テーマのようです。とても心に響く歌です。

（多治見市 みーちゃんさん）

『ツバメ』 YOASOBI

あなたにとって平和とは何ですか？Q3

Q1

Q5

組合員に
聞きました
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平和のためには何が必要だと思いますか？
各人が平和を保つための意識をもつこと

です。

（岐阜市 Fuuさん）

まずは、身近なSDGsを進めていくことが平和

に繋がると思います。

（大垣市 ののあさん）

1人ひとりが、毎日の中に生きるという喜びを

失うことがないように、互いに支え合い努力

することが大切です。あなたがいるから、わ

たしがある。

（山県市 高橋さん）

無関心ではなく、きちんと「今起きていること」

「過去起きたこと」を学ぶことだと思います。

もし、自分にとって都合が悪いことが分かった

としても、必ず受け止めるということが必要で

はないでしょうか。

（各務原市 ぽっぽちゃんさん）

Q4

日本原水爆被害者団体協議会 事務局長
岐阜県原爆被害者の会（岐朋会）事務局長

き    ど　すえいち
木戸 季市さん

ロシアのウクライナ侵攻に関する報道を見て、

小3の子どもですら戦争について考えています。

どうしたら争いがなくなるのか、今の子ども

たちによく考えてもらいたいです。

（大垣市 あっちゃりさん）

ウクライナだけでなく、ミャンマーやアフガ

ニスタン、中東のテロなど、あまりニュースに

なっていない所でも人々 が迫害され、傷つけ

られて苦しんでいるから。

（大野町 ノー天気母さん）

世界には、学校に行けない子どもや、食事や

医療を充分に受けられない人々 がいるから。

（各務原市 更紗さん）

飢餓、病気、戦争、略奪、拘束、洗脳、これらに

命を脅かされる国が余りに多いから。

（岐阜市 きっちさん）

他国に侵略されたり、国民が国家に弾圧

され自由が無い国、貧困にあえぐ国などが

多くあります。

（可児市 みいさん）

貧富の差が激しい国々…みんなが平等に

生活できるのが平和だと感じます。

（多治見市 ないすさん）

世界が平和でないと感じることは何ですか？Q2

平和には2つあると思います。1つ目は戦争

がないこと、2つ目は人権が守られている

こと。今、日本で戦争はないですが、貧困

家庭があったり、ヤングケアラーがいたり、

いじめや差別があったりしています。

（多治見市 ぽっさんさん）

平凡だけど、毎日家族と普通

に生活できることです。

（多治見市 みさぽんさん）

◀組合員の皆さん
　から寄せられた
　平和を願う折り鶴

▲折り鶴に添えられたメッセージ　

署名用紙は8月1週の商品
案内と共に配布しております。

オンライン署名はこちらから▶
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核兵器は無力であったことを歴史的事実が示しています。武器を持たない話し合い
によって世界の諸問題を解決することこそ大道だと思います。その道を求めて
歩んでほしいと思います。これから被爆者になるのは、これからの時代に生きていく
若い皆さん、次の世代の皆さんです。自分が被爆者になる危険の中で生きている
ことを想像し考え、いかに生き、命を守るかということを考えてください。
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思っていることに「平和なんだ

な」と思う時があります。
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医療を受けられるし、医療保険体制がしっか

りとしています。
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