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守田敏也さんの 

2018年南フランス・ナルボンヌ 反核サマーキャンプレポート 
２０１８年８月２７日（月）京都「被爆２世・３世の会」例会での報告より 

 

 

０． はじめに 私のこれまでの国際交流活動から 

 私の最初の国際交流活動は、２０１４年２月から３月にかけてのベラルーシ、ドイツ、トルコの訪

問でした。 

ドイツ放射線防護協会のセバスチャン・プフルークバイル博士から、ドイツの医師団が日本とベラ

ルーシとドイツの医師たちを集めて放射能防護のための国際会議を開催しようとしているので、志

を同じくする日本の医師たちを紹介して欲し

いという依頼があり、また、同時期にヨーロッ

パ・アクション・ウィーク（ＥＡＷ）という催

しを組織している人たちが、各国で“チェルノ

ブイリと福島の後の未来のために”と題した集

会をするために証言者を求めていて、日本から

私（守田）にその一人にならないかと声をかけ

られたのがきっかけでした。派遣先は日本から

原発を輸出しようとしているトルコでした。 

その時の、ベラルーシの首都ミンスクでの医

師会議、ドイツ・フランクフルトでの国際医

師会議の様子を画像で紹介しています。 

 この時のことですが、私のプレゼンの中で、京都の三条河原で行われた「原発いらない子どもデモ」

の画像を紹介しました。これが会場では大うけで、「日本でのこうした活動にすごく勇気づけられ

た」と感想が寄せられました。こうした日本

からの情報が世界からはすごく求められてい

る、そのことを強く実感しました。今でも印

象深く憶えています。 

 その後に私はトルコを訪問しました。最初の

講演はイスタンブールででしたが８０人の参

加者のうち４０人がジャーナリストで翌日の

新聞にかなり報道されました。その後、原発

建設予定地のシノップにも訪れ、かの地の美

しさに魅せられました。 

 ２０１４年８月には再度トルコを訪問。この

時はシノップ県のゲルゼ市の夏祭りに招かれ

ました。驚いたことに夏祭りのメインイベントが私の反原発講演でした。 

 同じ２０１４年１０月にはポーランドでヨーロッパ・アクション。ウィークの総まとめの国際会議

が開催され参加してきました。この会議はいわゆる研究者や肩書のついている人たちの会議ではな

く、原発処理作業に携わってきたリクビナートの人たちや、原発によってさまざまな被害を受けて

きた当事者たちがたくさん参加した、庶民中心の会議でした。そういう意味でもとてもいい会議で

ミンスクでの医師協議会 

トルコの美しいシノップ 
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した。 

この時の参加が、後に反核国際サマー

キャンプに誘われるきっかけになっ

ています。 

 ２０１５年４月には３度目のトルコ

訪問をしました。この時はチェルノブ

イリ原発事故とトルコの黒海側での

がんの多発の関係を追いかけている

大学教授などと一緒に３つの都市を

周りました。トルコの人々がチェルノ

ブイリの被害を受けているがゆえに

原発建設に反対していることがよく

わかった旅でした。 

 また私からは安倍首相のオリンピック招致

のための大うそ発言を紹介。実はあのときの

東京のライバルはイスタンブールだったの

でトルコの人もこの時のことをテレビで見

ていたのです。私が「トルコのみなさん。日

本の首相は大嘘付きなので絶対に騙されな

いでください」というとやんややんやの拍手

が起こりました。講演後に数名のトルコ人男

性が寄ってきて「いやいや、うちの首相も大

嘘付きだから」と言って笑って去っていきま

した。 

 １１月には台湾にも行きました。『演習』(原

発事故避難演習のこと)という映画を作った

台湾の映画監督とクルーが、私が兵庫県篠山

市で行っている原子力災害対策の試みを知

り、わざわざ篠山市まで撮影に来てくれたこ

とがきっかけでした。この映画が封切られる

ことになりパネルディスカッションを行う

とのことでお招きいただいたのでした。ここ

でも日本の現状などについても話してきま

した。 

 一年おいて２０１７年３月、またトルコに招

かれて、この時はトルコの弁護士協会の集会

に参加してきました。東京弁護士会の甫守さんも一緒で、彼が 2014 年に大飯原発の運転停止を命

じた福井地裁樋口判決を朗読すると感嘆の声が上がってきました。これを受けて僕はこのときも安

倍首相のオリンピック招致の際の大嘘発言を紹介。再びやんややんやの拍手が。だんだんなんだか

ら落語のようにこれを話すのが僕の務めになりつつあります・・・。 

 それに引き続いて、7 月にドイツのデーベルンで開催された反核サマーキャンプに参加しました。

この年はその後１１月に、フランスの反核世界社会フォーラムにも参加してきました。 

ポーランドでのヨーロッパアクションウィーク 

国境を越えた連帯を！ 

トルコ：ゲルゼ市長、シノップ・メチンさんらと 

台北市長旧公邸にて １００人参加 
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 今、日本で動いている原発は５基だけです。エネルギー生産量にしてわずか数パーセント。いまだ

に原発が動ていなくても何の問題もないことが証明され続けています。私たちはこのことを海外の

人たちにもきちんと伝えなくてはいけないと強く思います。 

 海外の心ある人たちからこう言われました。「福島であれほどの事故が起こっても、日本の民衆が

立ち上がらないならもはや世界は絶望だと思った」と。しかし、「日本でこれだけ反核運動が大き

く長く続けられていることが知って、大変感動したし、胸が熱くなった。一緒に頑張りたい」と。

だから私は、海外に行くたびに日本の民衆が頑張っている姿を徹底して紹介することを心掛けてき

ました。 

 日本人ないし日本に住まう人の特徴として「謙虚過ぎる」ことがあります。日本人は自分を誉める

ことをあまりしないで日本人のダメさばかりを言う。そうすると世界の人々は日本人ほど極端に謙

遜しないので、それを額面通り受け止めてしまいます。「日本人はダメなんだ、がっかりだ」とい

うことになります。そうではなくて、日本民衆にはできていること、頑張っていること、世界に誇

れることもいっぱいあるので、それを強調して紹介していくべきなのです。世界の人々をがっかり

させていてはいけない！ 

 

１. 反核サマーキャンプを主催したメンバー 

 ２０１７年のドイツでのキャンプの時に、このサマーキャンプは毎年やっていこうということにな

り、そのためのチームができました。そのメンバーが次の人たちです。パリで行われた反核世界社

会フォーラムの時に行ったミーティング時の写真です。左から 

 トルコのプナールさん 

 ドイツのエクさん 

 インドのクマールさん 

 アメリカインディアンのレオナさん 

 ドイツのファルクさん。僕をドイツのキ

ャンプに誘ってくれた方です。 

 フランス人のアンドレさん。（映画の『バ

ックトゥーザフィーチャー』に出ている

方ではありません！） 

 ドイツ人のオリ。ドイッチェバーンの運

転手さんです。 

 オリバー スカイプ国際会議でいつも

ファシリテーターをしてくれています。 

 これらのメンバーと一月に 1回以上、ときには

２週間に１回のスカイプ会議を積み重ね、南仏ナルボンヌでの反核サマーキャンプの準備を進めて

きました。 

 私は以下のような決意と思いを持ってフランス・ナルボンヌに向かいました。 

 世界は共通の課題を持った。核の被害から逃れ、核のない世界を作り出すことだ。原発は元々

原爆製造の副産物であり、現代の暴力の象徴だ。 

 核のない平和な世の中を作り出すことは、戦争のない平和な世の中を作ることと同義だ。平和

こそ世界の共通目標だ。 

 この共通の目標に向けて、世界の中で日本の果たす役割は大きい。経済大国の中で今最も原発

の稼働の少ないのは日本であり、第二次世界大戦が終わって以降、いまだ自国軍隊に戦争をさ

２０１８年サマーキャンプに向けたパリミーティングの時 

フランス、ドイツ、アメリカ、トルコ、インド、日本から参加 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７2 別冊   ２０１９年 10 月２５日 

４ 

せていないのも日本だけだ。もっと日本市民の能動的な力に自信と誇りを持とう。 

 このことを踏まえて、世界ともっと大胆に、幅広く、深くつながっていこう。そのために交流

を重ねよう。英語での発信を。また海外からの招請応え、海外への人の派遣を積極的に行って

いこう。世界は日本の情報に飢えている。 

 

２. サマーキャンプ参加者概観 

 今回のサマーキャンプの参加者はＭＡＸで１００人くらい、常時は５０人くらいでした。参加国・

地域は１7でした。多くはヨーロッパの国々からですが、アジアから日本、インド、トルコ、ベト

ナムの方が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本から参加した人たちは次の通りでした。 

 私、守田敏也 

 辰巳玲子さん(LAND AND LIFE主催：映画『ホピの予言』を持参し紹介) 

 ＡＹＵＭＩさん(プロフラダンサー) 

 はたりえさん(東京のシュタイナースクールの校長を 30年以上務める。プロオイリュトミーダ

ンサー) 

 坊理可さん(鍼灸師・東京のたんぽぽ舎などで脱原発運動を担う) 

 池田寛信上人(日本山妙法寺のお坊さん) 

 エリザさん（日本に留学しているフランス人高校生・夏休みの帰省を利用して参加） 

 吉井美知子さん(沖縄大学教授・日本からベトナムへ原発輸出を止めた 1人 ) 

 吉井さんの夫のベトナム人 

 ナルボンヌ近郊に住む日本人女性も途中から参加してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンプ地（ナルボンヌ）はこんなところ！ 

テントなど設営中（８月６日） 
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３. 南仏ナルボンヌ反核サマーキャンプのスケジュールとセッション 

８月 ６日（月） 広島の日の祈りと踊りと奉納 

 池田上人 Ayumi・Kekamaikamalukoa はたりえ エリザ 辰巳玲子 

 原爆の隠された被害と核をめぐる日本の現状 守田敏也 

 核の火をめぐって 坊理可 

８月 ７日（火） マルべジのアレバ工場とはなにものか 

 ブルーノ・シャレイロン（フランス・クリラッド所属） 

 ロサトムとは何か いかに止めるのか アンドレ・オザロフスキー 

 フランスにおける核物質輸送のインパクト ブルーノ・シャレイロン  ラテンアメリカの核施設の状況 ベルナルド・コティエ 

 夜 アコーディオンと歌  アン・メイシニャック 

８月 ８日（水） ベルギーの核事情 レオ・タブバックス 

 ニュークリアヘリテージネットワークについて ファルク・バイヤー 

  核兵器の影響と核禁止条約 ADN34 ディディエ・ラトレ 

 ベトナムへの日本からの核輸出はいかに食い止められたの 吉井和子 

 ～マルべジ工場見学～ 

 夜 映画「ホピの予言」 辰巳玲子 

 ８月 ９日（木） 長崎の日の祈りと踊りの奉納 

 池田上人 Ayumi・Kekamaikamalukoa はたりえ エリザ 辰巳玲子 

 インドにおける反核運動 サナリ・フリア 

 トルコにおける原発プロジェクトの現状 プナール・デメルジャン 

 核労働者の現実 ミッシェル・ルクレール ジル・トイノー 

 核廃絶に関する国民投票や大規模行動 ACND バトリック・モキー 

 核と健康 マリエット・ガーバー 

 夜 ミスタージャックの音楽 

８月 10 日（金） エコフェミニズムからの核に対するオルタナティブ 

 MIA(イベリア半島反核運動) ヨランダ・ピカソ他 

 核廃棄物をめぐる円卓会議 ドイツ、フランス、ロシア、アメリカ、ベルギー・・・ 

 核物質の輸送について ラウラ セシル・レコント 

 ビューレの闘い 核処分場反対 ビューレの人々 

 ～海岸における核廃絶キャンペーン～ 

 夜 サックス・ピース・ツール 

８月 11 日（土）

曜 

ピエロ行動についてのワークショップ 

 未来の行動のためのネットワーク形成について 

 フェッシェンアイムからのラストニュース イルセ・マーティン 

 気候変動、反核キャンペーンについて ギュンター 

 ニュークリア・コロニアリズム レオナ・モーガン アイリーン 

 夜 アイリーンによる反核フォークソングライブ 

８月 12 日（日） 振り返りミーティング 

 解散！ 

 

４. ８月６日 広島への祈りと踊りで始められたオープニング 

 オープニングは広島への原爆投下の日、８月６日に設定していました。最初のオープニングセッシ

ョンは、私たち日本からの参加チームによる原爆犠牲者への追悼・祈りと踊りの奉納で行いました。 

まず辰巳玲子さんが英語であいさつ。エリザさんがフランス語に通訳してくれました。 

それから日本山妙心寺の池田上人によってお太鼓を叩きながらお題目が唱えられました。 
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続いてプロフラダンサーのＡｙｕｍｉさんによる

古代フラの祈りの舞が捧げられ、現代フラも奉納と

して舞われました。 

さらにたりえさんがオイリュトミーという踊りを

奉納してくださいました。 

 続いて全体セッションのオープニング講演を私（守

田）が務めさせていただきました。テーマは「原爆

の隠された被害と核をめぐる日本の現状」です。 

 原爆の放射線被害が非常に軽く扱われ、その後に核

実験が繰り返されてきて世界中に放射能がばらま

れたこと。「だからヒバクシャとは誰かと言えばこ

こにいるみなさんがそうなのです」と強調しました。

その後にいつものように日本民衆の頑張りを強調しました。 

 全体を通じて、キャンプ参加者全員が８月６日と８月９日を大切に受け止めてくれる心温まるオー

プニングになったと思います。 

 

５. ブルーノ・シャレイロンさん（フランス）のこと 

 ２日目に「マルべジのアレバ工場とは何者か」と題

したプレゼンをしたのは、フランスのブルーノ・シ

ャレイロンさんです。 

彼は実は日本に何度も来ていて、それどころか福島

原発事故の起こった後、福島に高価な放射能測定器

を１０台以上も投入してくれた人です。それもガイ

ガーカウンターではなく、食べ物や土を測れる本格

的な測定器です。 

 彼ら（フランスの人たち）は、フランスの中だけで

はとても活動が苦しくて、だから逆に、例えばフラ

ンスの植民地だったニジェールの人たちを助けるとか、日本で事故が起こった時には日本を全面的

に助けて、それで世界の声を大きくすることでフランスでの運動も強くしようと思っているのだと

思います。それもあってとても積極的に各国の被害者を支援してくれています。 

 フランスに行ってみて分かったことですが、フランスでは核兵器の存在が決定的に大きい。「核兵

器はいいものだ、二度とナチスドイツを登場させないために持っているんだ。国家の威厳の象徴な

んだ」という感覚が強くあります。フランスの労働運動は強くて、日本で言えば昔の総評が強かっ

た時のような感じがまだあるのだけれども、それでも組合は反原発運動を担えてはいないのです。 

 ブルーノ・シャレイロンさんは福島原発事故後に、日本で市民放射能測定所を作った人たちを応援

して一緒にやっていましたが、何かの事情で連絡がとれなくなっていました。昨年 11 月にパリで

お会いした時に、「もう一度一緒にやりたいのでつなぎなおしに協力してくれないか」と依頼され

たので、助力して、なんとかブルーノさんの手で測定器を頂いた方たちとの出会い直しを実現でき

ました。そのこともあって、今回のキャンプにもブルーノさんを招待しました。 

 

現代フラを奉納（Ａｙｕｍｉさん） 

クリラッド(仏)測定室長ブルーノ・シャレイロンさんがマル

べジ工場のこと、フランスの核物質輸送の問題について

講演 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７2 別冊   ２０１９年 10 月２５日 

７ 

６. マルべジのアレバ工場 

 ３日目の８月８日（水）、前日ブルーノ・シャレイ

ロンさんがプレゼンしたマルべジのアレバ工場を

見に行きました。 

 キャンプ地ナルボンヌの中のマルべジという所に、

ウラン転換工場があります。ここはウラン鉱石を輸

入してきて、ある一定の製品までに製造して、次の

工程へ持ち出しています。いわゆる「イエローケー

キ」を作っている工場です。核燃料の出発点となる

所です。軍事と民間用と両方の燃料を作っているの

かもしれません。 

 見学と言っても少し離れた小高い丘の上からでし

たが、眼下にウラン転換工場の廃液プールが見えま

した。 

 この工場のことは地域の住民はあまりよく知って

いないようです。工場の中で何が行われているのか

もよく分かっていないようです。 

 この時は３０人位で見学に行きましたが、終わって

丘から降りてくると警官隊が待っていて、全員にＩ

Ｄを見せろと迫ってきました。フランスはすべての

核工場が軍とつながっている、そのことを強く感じ

ました。核関連工場の警備は日本よりもっと厳しい

のではないでしょうか。フランスの法律ではＩＤを

見せるように言われると拒否できないのだそうで

すが、私たちはみんな揃って拒否をしました。 

 実は２０１１年の３月２０日、日本の福島で原発事

故が発生した直後ですが、ナルボンヌの町でも何か

行動すべきだと、とりあえずこの工場の前に集まろ

うとよびかけると、想像を越えて７０人が集まった

のだそうです。そして何かもっと積極的な行動をし

ようということになり、一気に飛躍して核燃料の輸

送を止めようということになり、輸送トラックが交

差点に差し掛かった時にわらわらと周りの草むら

から出てきた人が車の前に倒れ込んで、ダイインし 

て、輸送を２時間に渡って止めてしまったのです。 

 その後は、ナルボンヌ市庁舎前集会に３万人の人が集またこともあるそうです。 

 今回のキャンプを地元の主催者の一員として支えてくれたフランス人のエルヴィさんは「福島原発

事故によってフランスも変わりだしたのだ」と言っていました。実はこのナルボンヌの仲間たちを

バックアップしようという意味合いも込めて、今回のサマーキャンプをここでやろうということに

なったのでした。 

 

７. ベルギーの核事情から 

マルべジ(ウラン転換)工場見学 
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 ベルギーの核事情の報告がありました。ベルギーに

は Doel、Tihange の二つの原発サイトがあります。

Doel はオランダとの国境のそば、Tihange はドイツ

国境から少し離れたところでオランダ国境の近くで

もあります。この Thiange 原発の運転延長をめぐっ

て人間の鎖が行われたそうですが、ドイツからもた

くさんの人が参加したそうです。こうしたことを見

ているとヨーロッパは本当に一つであること、一度

核の被害が起こると複数の国に被害が及ぶことを実

感します。ベルギーの話を聞いていても、他の国の

人が「それは私の国の話だ」となるわけです。 

 

８. ベトナムの原発輸入撤回に貢献した吉井美和子さんの話 

 日本から参加した沖縄大学の吉井美和子さんが「ベ

トナムへの日本からの核輸出はいかに食い止めら

れたか」と題してプレゼンしました。 

 吉井さんを含むベトナムの反核グループの人たち

は、日本で出ている原発事故に関する論文を、次か

ら次へとベトナム語に翻訳してベトナムの官僚に

渡し続けていきました。若い官僚たちがそれを回し

読みして、最後は首相まで読んで、その結果ベトナ

ムでの原発建設は止められることになったわけで

す。 

 吉井さんは元々フランス語の通訳て旅行ガイドなどをしていた人ですが、フランスでベトナム人結

婚された人で、プレゼンの冒頭で「私はベトナム人ではありません。日本人です。夫がベトナム人

です。我が家は日々国際連帯を実現しています」と語られました。 

 

９. 映画『ホピの予言』を上映 

 ８日夜に辰巳玲子さんが持参した映画『ホピの予言』の

上映討論会を行いました。アメリカ・インディアンのホ

ピ族の予言と広島・長崎の被ばくの関係などを映像化し

たもので、キャンプの場に平和を願うスピリチュアルな

ものを持ち込みたいと辰巳さんが企画してくださいま

した。討論は深夜までおよび平和への願いを参加者みん

なでシェアできました。 

 

１０. ８月９日（木）、長崎の日 

 ８月９日も、８月６日と同じように、長崎の日の祈りと

踊りの奉納が行われました。 

 

 

ベルギーの核事情・・・ 

吉井さんがベトナムへの日本からの原発輸出はいかに阻

まれたのかを流ちょうなフランス語で講演 

長崎の日 オイリュトミーを奉納 (はたりえさん) 
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１１. ＭＩＡ（イベリア半島反核運動）によるエコフェミニズムをテーマにした発信 

 ＭＩＡというのはスペインとポルトガルで構成してい

るグループで、今回は二人の女性が参加しました。彼女

たちは「エコフェミニズムからの核に対するオルタナテ

ィブ」と題した発言を行い、とても面白いものでした。 

 反核運動といっても男ばっかり、重要な決定もみんな男

だけで決めているのではないかという問題提起です。ま

た、ヨーロッパの核工場も全部社長は男ばかりで、女性

は一人もいないのだそうです。そういうところを変え

ない限り、この暴力の体系は変わらないという主張で

した。私も非常に共感しました。 

 

１２. 核の廃棄物をめぐるセッション（円卓会議） 

 ５日目の８月１０日（金）、核廃棄物をテーマにしたセッションが行われました。このセッション

のメンバーは、フランス人、元東ドイツ地域のドイツ人、元西ドイツ地域のドイツ人、ロシア人、

アメリカ人（この人はレオナと一緒にニューメキシコで活動している人）、そしてＭＩＡのメンバ

ーの６人でした。 

 メンバーはみんなそれぞれが近くに核廃棄工場とか、ウ

ラン鉱山とか、そういうものがある地域の人たちです。

その核廃棄物をこれからどうして処理していくのか、ど

う市民側から安全を確保し、危険を防いでいくのかとい

うことを、一緒になってやっていかなくてはなりません。

そのためのセッションで話が盛り上がりました。ヨーロ

ッパではウラン鉱のことと共に核廃棄物のことが大き

な焦点になっています。日本の運動もここにもっと入っ

ていかなくてはならないと思いました。 

 このセッションで特に面白かったのは、アメリカ人とロシア人２人がお互い顔を見合わせながら、

「一番困るのは核兵器だよなー」「そうだなー」と発言していたことです。それぞれの国の核兵器

はお互いの国を狙っているわけですが、そこにいる人々が憎しみ合っているわけじゃない。現にこ

うした協働が生まれているのです。フランスも核兵器大国ですから、フランス人も同じ思いで聴い

ていたと思います。国と国との問題ではなくて、みんな一人一人の人間として、お互いにどうやっ

てこのあまりに愚かな核の問題を超えていこうかと話し合ったのです。 

 

１３. Ｂｕｒｅ（ビューレ）の闘い 

 フランスのＢｕｒｅ（ビューレ）の闘いが紹介されま

した。Ｂｕｒｅという地域での核廃棄物処分場建設に

抵抗する運動です。 

 このプレゼンの様子は撮影禁止だったので、代わりに

フランスのインターネットテレビで放映された映像か

ら闘いの様子を紹介します。 

 建設予定地はまだ森林の中。人々はそこを守ろうと周

イベリア半島の MIAの女性たち 

タイトルはエコフェミニズムからの核に対するオルタ

ナティブ 

核廃棄物をめぐるセッション 

Bureのアクティヴィストたちが闘いを報告 
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りに作られた壁を打ち壊したり、森林に立てこもり、小屋を建てて陣取っています。中には伐採予

定地の樹の上に小屋を作って住まう人も。どこか往年の成田闘争を思い出させるような感じでした。 

 

１４. レオナ・モーガンのメッセージ 

 友人でもあるアメリカ・インディアンのレオナ・モーガンさんのプレゼンテーマは「ニュークリア・

コロニアリズム」＝「核の植民地主義」です。レオナさんはこの中で、アメリカ・インディアンが

どういう目に遭ってきたのか、その歴史と現状を報告しました。 

 インディアンはもともと大地に対して所有意識を持

っていませんでした。「母なる大地」は誰のものでも

なくみんなのものだったのです。みんなとは過去から

未来の人を含む「みんな」です。アメリカ白人はそこ

に近代の法律を持ち込んできて「所有」意識を植え込

み、まずは個人個人に土地を分割させて、その上で騙

して奪っていきました。そういう手法で母なる大地は

ずたずたにされ、奪われていきました。多くの場合、

ほとんどまともなお金も支払われませんでした。 

 もっともそれ以前の時代にはインディアンは次々と殺

され、土地を強奪されたのです。インディアンが抵抗

して、すべてを殺すことはできなくなって、土地を奪

うにはどうすればいいかということで、騙しが横行したのです。レオナはこういうインディアンの

歴史を話してくれました。聴いていて涙が出ました。 

 

１５. レオナの謝罪 

 ちなみに９日に日本グループが原爆被爆者追悼のセレモニーを行ったあと、女性たちがキャンプ地

を後にしたのですが、その前にレオナは日本人たちに集まって欲しいと語り、彼女たちの部族の祈

りの儀式をしてくれました。ホワイトコーンを撒き、私たちの旅の安全と幸福を祈ってくれたので

す。 

 その祈りが終わった時、なんとレオナは、「アメリカ人の一人として原爆投下に対して謝りたい」

と丁寧に謝罪をしてくれたのです。 

「それ（原爆投下）は私がやっとことではないけど、私はアメリカの、ＵＳＡの一員だから、日本

人のみなさんに謝罪したい」と。 

私はアメリカ人に公式に謝罪されたのは初めてでした。個人的な友だちから会話の中で「悪かった

と思っているよ」と言われたことはありましたが、こういう場所を設けてくれて、謝罪してくれた

のは初めてだったのです。 

 私はその時思わず「いや、あなたたちこそが最初の被ばく者じゃないですか」と叫びました。だっ

てインディアンが先にウランを掘らされたのですから。でもそれはとても心に残る温かいシーンで

した。それがあったからこそレオナのプレゼンで話されたインディアンが通ってきた苦難の道はよ

り胸に染みわたりました。 

 

１６. キャンプ最後のミーティングで 

 今回のキャンプの最後のミーティングで私はこの時のエピソードを交えて以下のようなことを話

しました。 

Nuclear Colonialismについて講演 レオナとアイリーン 
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 私は今回のキャンプを主催したニュークリア・ヘリテージ・ネットワークのメンバーの一人で、キ

ャンプの準備をしてきました。キャンプを８月６日から１２日まで、広島の日、長崎の日を含めて

行おうと提案したのも私でした。 

 このもとで８月６日と９日には日本から参加した仲間たちが犠牲者を追悼するセレモニーを行っ

てくれました。また私は被爆２世として「原爆の隠された秘密について」の話もさせていただきま

した。このことは、このキャンプにとっても、世界の核の犠牲者にとってもとてもいいことだった

と思います。みんなとピースフルな気持ちを分かち合えたことをとても嬉しく思っています。 

 もう一つ言いたいことがあります。日本人の仲間たちの幾人かがキャンプを去る時、レオナが私た

ちの旅の安全と幸福のために祈ってくれました。そして彼女はアメリカの原爆投下について私たち

に謝ってくれたのです。私は非常に感動しました。同時に「あなたたちこそが一番最初の被ばく者

だ」と私は言いました。 

これはアメリカ人から公式に謝られた初めての経験です。その最初のアメリカ人はネイティブ・ア

メリカンでした。そのためにレオナがプレゼンでインディアンの悲しい歴史を語った時、私はほと

んど泣きそうでした。 

 私は来年もこのキャンプに参加します。みなさんも来年また是非一緒に参加して下さい。 

 

 この時、レオナはすでにキャンプを去っていたのですが、レオナ

と一緒にアメリカから参加したアイリーンさんがミーティング

後に私の元にきて「守田さん、私を２番目のアメリカ人にしてく

ださい」と言って謝ってくれたのです。 

私も、「あなたもニューメキシコに住んでいるのだから、私たちと

同じ核の被害者です」と言葉を返しました。とても心に残るシー

ンでした。 

 

 後に聞いたことですが、広島・長崎に投下された原爆のウラン原

料は、アメリカ国内で採掘されたものより、元々はアフリカで採

掘されてアメリカに運び込まれたものが多いらしい。しかしイン

ディアンの人たちの多くは、自分たちの土地で採掘されたウラン

が広島・長崎に使われたと思い心を痛めているようなのですが、どうもそれは事実と違うようです。

このことはもっと詳しく正確に調べて、あらためてみなさんに報告できるようにしたいと思ってい

ます。 

 

１７. ２０１８年反核サマーキャンプを終えて 

 キャンプに参加してきた人たちはみな同じよ

うに核に対して痛みを抱いている人々です。核

兵器、核工場、原発、ウラン鉱、核廃棄物処分

場などの被害にも合い、たたかってきた人たち

です。だからこそすごく心が通じるし、一番セ

ンシティブな気持ちを分かちあうことができ

る。このことを強く感じました。実際、あるフ

ランス人の女性は毎年８月６日から９日まで

断食して被爆者を思い、原爆投下に抗議してい

アイリーンも謝罪してくれました！ 

たくさんの新たな連帯を築いてきました！ 
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ることを伝えてくれました。こうした人々とさらに一緒になって核廃絶のために頑張りたいと思い

ます。 

 そのためのこれからの活動として「ＯＰＥＮ ＳＥＣＲＥＴ ＭＥＥＴＩＮＧ」というちょっとおか

しな名前のサイトを立ち上げました。このサイトのＱＲコードを「２世・３世の会」のメーリング

リストにも流します。そのＱＲコードを写真に写すだけでホームページに飛べるようになります。

ここに日本の運動の情報をどんどん載せて、できるだけ多くの言語で発信していくつもりです。 

また今回はキャンプの各セッションをビデオに撮ってきましたので、許可されるものはすべてサイ

トにアップしていこうと思っています。 

 また、オーストリアの参加者から、「来年４月には核廃棄物関連のセッションをドイツでやるから

参加して欲しい」と言われました。是非参加したい！もちろんＯＫしました。 

 さらに来年２０１９年の反核サマーキャンプはフィンランドでやらないかという話になっていま

す。バルト海の周辺に核廃棄物の問題があるらしいのです。まだ具体的なことは何も決まっていま

せんが、ぜひまた僕も準備から関わっていきたいと思います。また来年こそは、京都「被爆２世・

３世の会」からも僕以外の誰かが参加できるようなればいいなと思っています。われはと思う方、

ぜひ考えてみてください。大歓迎です！ 

終わり 

 

 

 

８月１０日には地中海のビーチで核兵器廃絶行動 新たなサイトの立ち上げ 

来年（２０１９年）も反核サマーキャンプを行います！ フィンランド開催？ ぜひご参加を！ 


