
(English follows)

被爆 76 年にあたり、核兵器廃絶への行動を呼びかけますにあたり、核兵器廃絶への行動を呼びかけます核兵器廃絶への行動を呼びかけますへの行動を呼びかけます行動を呼びかけますを呼びかけます呼びかけますびかけます
――核兵器禁止条約締約国会議とと NPT 再検討会議とを呼びかけます前に――に――

1945年 8月、広島と長崎に米軍が投下したと長崎に米軍が投下した長崎に米軍が投下したに米軍が投下した米軍が投下したが投下した投下したした 1発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、原子爆弾により、両都市は壊滅し、に米軍が投下したより、両都市は壊滅し、は壊滅し、壊滅し、し、
数十万人が無差別に殺傷されました。それからが投下した無差別に殺傷されました。それからに米軍が投下した殺傷されました。それからされました。それから 76年が投下した経ちました。被爆者は、核兵器のちました。被爆者は、核兵器のは壊滅し、、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、
ない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてらが投下した生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてきてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてるうちに米軍が投下したと長崎に米軍が投下した願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて、生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてき地獄というべきその体験を語り、訴えてと長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてうべきその原子爆弾により、両都市は壊滅し、体験を語り、訴えてを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて語り、訴えてり、訴えてえて

きました。被爆者は、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、平均年齢はは壊滅し、 84歳に迫りました。しかし今日いまだにに米軍が投下した迫りました。しかし今日いまだにりました。しかし今日いまだにい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてまだに米軍が投下した 1万 3000発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて超
える核兵器のが投下したこの原子爆弾により、両都市は壊滅し、地球上に存在します。に米軍が投下した存在します。します。

世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、約９割を保有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて保有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもする米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えては壊滅し、じめと長崎に米軍が投下したする核兵器の国による核軍縮はあまりにもに米軍が投下したよる核軍が投下した縮はあまりにもは壊滅し、あまりに米軍が投下したも

遅く、核不拡散条約（く、核不拡散条約（NPT）第第 6条の原子爆弾により、両都市は壊滅し、義務を果たしているとはとても言えません。米国のを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて果たしているとはとても言えません。米国のたしてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてると長崎に米軍が投下したは壊滅し、と長崎に米軍が投下したても言えません。米国のえません。米国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、
新政権の誕生により新の原子爆弾により、両都市は壊滅し、誕生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてに米軍が投下したより新 START条約の原子爆弾により、両都市は壊滅し、失効はかろうじて回避されたものの、中国では核戦は壊滅し、かろうじて回避されたものの、中国では核戦されたもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、の原子爆弾により、両都市は壊滅し、、中国による核軍縮はあまりにもでは壊滅し、核戦
力増強が図られ、英国では核戦力上限の引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器が投下した図られ、英国では核戦力上限の引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器られ、英国による核軍縮はあまりにもでは壊滅し、核戦力上に存在します。限の引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器の原子爆弾により、両都市は壊滅し、引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器き上に存在します。げが投下した発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、表されました。核兵器国は、核兵器されました。核兵器の国による核軍縮はあまりにもは壊滅し、、核兵器の
の原子爆弾により、両都市は壊滅し、近代化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすの原子爆弾により、両都市は壊滅し、ために米軍が投下した巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすの原子爆弾により、両都市は壊滅し、予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてやすい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて」核兵器の開発と配備を公然とす核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、開発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、と長崎に米軍が投下した配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて公然とすと長崎に米軍が投下したす
すめてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。

核拡散や核テロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、脅威も一層深刻になっています。朝鮮半島を含む東アジア、南アジア、も一層深刻になっています。朝鮮半島を含む東アジア、南アジア、に米軍が投下したなってい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。朝鮮半島と長崎に米軍が投下したを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて含む東アジア、南アジア、む東アジア、南アジア、東アジア、南アジア、アジア、南アジア、アジア、
中東アジア、南アジア、などの原子爆弾により、両都市は壊滅し、地域情勢は、いずれも高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物は壊滅し、、い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてずれも高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて抱えています。プルトニウムなど核分裂性物えてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。プルトニウムなど核分裂性物など核分裂性物
質の備蓄はこうした脅威を増大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能の原子爆弾により、両都市は壊滅し、備を公然とす蓄はこうした脅威を増大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能は壊滅し、こうした脅威も一層深刻になっています。朝鮮半島を含む東アジア、南アジア、を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて増大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能させてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能や遠隔検知技術や遠隔検知技術、人工知能、人が無差別に殺傷されました。それから工知能
（AI）第を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて用いた新たな軍事技術の革新は、安全保障における不確実性を高めています。い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてた新たな軍が投下した事技術や遠隔検知技術、人工知能の原子爆弾により、両都市は壊滅し、革新は壊滅し、、安全保障における不確実性を高めています。に米軍が投下したおける不確実性を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物めてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。

私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちは壊滅し、引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのき、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのコロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのに米軍が投下したよるかつて経ちました。被爆者は、核兵器の験を語り、訴えてしたこと長崎に米軍が投下したの原子爆弾により、両都市は壊滅し、ない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてパンデミックのの原子爆弾により、両都市は壊滅し、
中に米軍が投下したあります。感染症は、気候変動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルは壊滅し、、気候変動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルやそれに米軍が投下した伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルう自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて然とす災害の甚大化とならび、グローバルの原子爆弾により、両都市は壊滅し、甚大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすと長崎に米軍が投下したならび、グロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもーバル
な「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす人が無差別に殺傷されました。それから間の安全保障」に対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯しての原子爆弾により、両都市は壊滅し、安全保障における不確実性を高めています。」核兵器の開発と配備を公然とすに米軍が投下した対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してする脅威も一層深刻になっています。朝鮮半島を含む東アジア、南アジア、と長崎に米軍が投下したなってい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。今こそ世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、人が無差別に殺傷されました。それから々と国々は連帯してと長崎に米軍が投下した国による核軍縮はあまりにも々と国々は連帯しては壊滅し、連帯してして、
私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちの原子爆弾により、両都市は壊滅し、生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて命と環境に対する危機に立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的と長崎に米軍が投下した環境に対する危機に立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的に米軍が投下した対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してする危機に立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的に米軍が投下した立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的ち向かわければなりません。私たちにとって本質的かわければなりません。私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちに米軍が投下したと長崎に米軍が投下したって本質の備蓄はこうした脅威を増大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能的
に米軍が投下した大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能切なものは何かを問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてなもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、は壊滅し、何かを問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてかを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてしなが投下したら、安全と長崎に米軍が投下したは壊滅し、何かを問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてか、それを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてどう保障における不確実性を高めています。するの原子爆弾により、両都市は壊滅し、かに米軍が投下したつい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてて
考えることが必要です。若い世代の中からは、新しい動きがおきています。経済セクターえること長崎に米軍が投下したが投下した必要です。若い世代の中からは、新しい動きがおきています。経済セクターです。若い世代の中からは、新しい動きがおきています。経済セクターい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて世代の原子爆弾により、両都市は壊滅し、中からは壊滅し、、新しい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルきが投下したおきてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。経ちました。被爆者は、核兵器の済セクターセクのター
に米軍が投下したは壊滅し、、持続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックの可能な社会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競の原子爆弾により、両都市は壊滅し、ための原子爆弾により、両都市は壊滅し、責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競ある行動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルが投下した期待されます。もはや世界は、核軍備を競されます。もは壊滅し、や世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えては壊滅し、、核軍が投下した備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて競
い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて合ったり戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。ったり戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。の原子爆弾により、両都市は壊滅し、準備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてしたりしてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてること長崎に米軍が投下したは壊滅し、許されないのです。されない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、です。

2021年 1月、50カ国・地域以上の批准・加入を得て、核兵器禁止条約が発効しました。国による核軍縮はあまりにも・地域以上に存在します。の原子爆弾により、両都市は壊滅し、批准・加入を得て、核兵器禁止条約が発効しました。を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて得て、核兵器禁止条約が発効しました。て、核兵器の禁止条約が投下した発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、効はかろうじて回避されたものの、中国では核戦しました。
この原子爆弾により、両都市は壊滅し、条約は壊滅し、、広島と長崎に米軍が投下した・長崎に米軍が投下したの原子爆弾により、両都市は壊滅し、被爆者は、核兵器のや核実験を語り、訴えて被害の甚大化とならび、グローバル者は、核兵器のが投下した体験を語り、訴えてした「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす受け入れがたい苦しみ」をけ入を得て、核兵器禁止条約が発効しました。れが投下したたい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて苦しみ」をしみ」核兵器の開発と配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて
認識し、いかなる核兵器の使用も国際人道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活し、い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてかなる核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす用いた新たな軍事技術の革新は、安全保障における不確実性を高めています。も国による核軍縮はあまりにも際人が無差別に殺傷されました。それから道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活に米軍が投下した反するとして、核兵器に関わるあらゆる活すると長崎に米軍が投下したして、核兵器のに米軍が投下した関わるあらゆる活わるあらゆる活
動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて例外なく禁止しています。禁止から廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求めなく禁止してい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。禁止から廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求めへ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め条約の原子爆弾により、両都市は壊滅し、発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、効はかろうじて回避されたものの、中国では核戦に米軍が投下したより、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求めを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて求めめ
る国による核軍縮はあまりにも際社会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競の原子爆弾により、両都市は壊滅し、取り組みは新たな段階に入りました。り組みは新たな段階に入りました。みは壊滅し、新たな段階に入りました。に米軍が投下した入を得て、核兵器禁止条約が発効しました。りました。

核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、保有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにも国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、政府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、は壊滅し、い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてずれも、核兵器の禁止条約に米軍が投下した背を向けたままです。しかし、を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて向かわければなりません。私たちにとって本質的けたままです。しかし、2010
年の原子爆弾により、両都市は壊滅し、 NPT再検討会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確の原子爆弾により、両都市は壊滅し、最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確では壊滅し、、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、完全廃棄の達成という「核兵器国の明確の原子爆弾により、両都市は壊滅し、達成という「核兵器国の明確と長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてう「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす核兵器の国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、明確
な約束」が再確認され、核兵器国には「具体的な軍縮努力」の実行が求められ、すべての」核兵器の開発と配備を公然とすが投下した再確認され、核兵器の国による核軍縮はあまりにもに米軍が投下したは壊滅し、「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす具体的な軍が投下した縮はあまりにも努力」核兵器の開発と配備を公然とすの原子爆弾により、両都市は壊滅し、実行が投下した求めめられ、すべての原子爆弾により、両都市は壊滅し、
加盟国による核軍縮はあまりにもに米軍が投下したは壊滅し、「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす必要です。若い世代の中からは、新しい動きがおきています。経済セクターな枠組みは新たな段階に入りました。み」核兵器の開発と配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて確立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的する「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす特別に殺傷されました。それからな努力」核兵器の開発と配備を公然とすが投下した強が図られ、英国では核戦力上限の引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器調されました。核兵器禁止条されました。核兵器の禁止条
約は壊滅し、、こうした NPTの原子爆弾により、両都市は壊滅し、約束」が再確認され、核兵器国には「具体的な軍縮努力」の実行が求められ、すべてのに米軍が投下した基づくものです。日本は、づくもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、です。日いまだに本は壊滅し、、NPTを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす国による核軍縮はあまりにも際的な核軍が投下した縮はあまりにも・不拡
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散体制の礎石」としてきたはずです。の原子爆弾により、両都市は壊滅し、礎石」としてきたはずです。」核兵器の開発と配備を公然とすと長崎に米軍が投下したしてきたは壊滅し、ずです。

国による核軍縮はあまりにも家は市民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなは壊滅し、市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなの原子爆弾により、両都市は壊滅し、声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなすること長崎に米軍が投下したは壊滅し、できません。「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす兵器のは壊滅し、絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してに米軍が投下した市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなに米軍が投下した向かわければなりません。私たちにとって本質的けて使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすわれては壊滅し、な
らない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて」核兵器の開発と配備を公然とすと長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてう基づくものです。日本は、本的な原則と核兵器が有する「非人道性」を市民がしっかりと認識し、と長崎に米軍が投下した核兵器のが投下した有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもする「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす非人が無差別に殺傷されました。それから道性」核兵器の開発と配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなが投下したしっかりと長崎に米軍が投下した認識し、いかなる核兵器の使用も国際人道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活し、
これまでの原子爆弾により、両都市は壊滅し、 NPTの原子爆弾により、両都市は壊滅し、約束」が再確認され、核兵器国には「具体的な軍縮努力」の実行が求められ、すべてのを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて踏まえて現在の安全保障政策に対する疑問の声を上げれば、政まえて現在します。の原子爆弾により、両都市は壊滅し、安全保障における不確実性を高めています。政策に対する疑問の声を上げれば、政に米軍が投下した対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してする疑問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについての原子爆弾により、両都市は壊滅し、声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて上に存在します。げれば、政
府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、の原子爆弾により、両都市は壊滅し、姿勢は、いずれも高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて変えること長崎に米軍が投下したが投下したできます。自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてらは壊滅し、核兵器のを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて持たない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてが投下した他国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、核兵器のに米軍が投下した依存する政
策に対する疑問の声を上げれば、政を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてと長崎に米軍が投下したる国による核軍縮はあまりにも々と国々は連帯しても、同条約を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて拒否しています。唯一の戦争被爆国である日本の政府がこうししてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてます。唯一の原子爆弾により、両都市は壊滅し、戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。被爆国による核軍縮はあまりにもである日いまだに本の原子爆弾により、両都市は壊滅し、政府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、が投下したこうし
た核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、共犯者は、核兵器のであり続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのけること長崎に米軍が投下したを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて、私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちは壊滅し、許されないのです。容することはできません。国会議員はすること長崎に米軍が投下したは壊滅し、できません。国による核軍縮はあまりにも会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確員はは壊滅し、、
市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなの原子爆弾により、両都市は壊滅し、声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなに米軍が投下した向かわければなりません。私たちにとって本質的き合ったり戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。うべきです。

私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちは壊滅し、、世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、すべての原子爆弾により、両都市は壊滅し、国による核軍縮はあまりにも々と国々は連帯しての原子爆弾により、両都市は壊滅し、政府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、と長崎に米軍が投下した人が無差別に殺傷されました。それから々と国々は連帯してに米軍が投下した求めめます。

 核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、惨害の甚大化とならび、グローバルを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて体験を語り、訴えてした被爆者は、核兵器のや核実験を語り、訴えて被害の甚大化とならび、グローバル者は、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなに米軍が投下した真摯に耳を傾け、核に米軍が投下した耳を傾け、核を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて傾け、核け、核
兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、非人が無差別に殺傷されました。それから道性を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて学び、伝えること。び、伝えること。えること長崎に米軍が投下した。

 「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす兵器のは壊滅し、絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してに米軍が投下した市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはなに米軍が投下した向かわければなりません。私たちにとって本質的けて使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすわれては壊滅し、ならない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて」核兵器の開発と配備を公然とすと長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてう国による核軍縮はあまりにも際人が無差別に殺傷されました。それから道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活の原子爆弾により、両都市は壊滅し、基づくものです。日本は、
本的な規則と核兵器が有する「非人道性」を市民がしっかりと認識し、を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて再確認し、それを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて守ること。ること長崎に米軍が投下した。

 NPTを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えては壊滅し、じめと長崎に米軍が投下したする軍が投下した縮はあまりにも・不拡散の原子爆弾により、両都市は壊滅し、ための原子爆弾により、両都市は壊滅し、国による核軍縮はあまりにも際法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて尊重し、これらの中でし、これらの原子爆弾により、両都市は壊滅し、中で
なされた核軍が投下した縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、約束」が再確認され、核兵器国には「具体的な軍縮努力」の実行が求められ、すべてのを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて遅く、核不拡散条約（滞なく、確実かつ完全に実行すること。なく、確実かつ完全に米軍が投下した実行すること長崎に米軍が投下した。

 核兵器の禁止条約への原子爆弾により、両都市は壊滅し、未署名・未批准国による核軍縮はあまりにもは壊滅し、、署名・批准を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて進めること。政府めること長崎に米軍が投下した。政府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、
が投下した消極的な場合ったり戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。に米軍が投下したは壊滅し、、まず地方自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて治体や、金融界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてや企業を含む民間セクを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて含む東アジア、南アジア、む東アジア、南アジア、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはな間の安全保障」に対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してセクの
ター、教育や宗教を含む市民社会アクターの間で活動を活発化させることや宗教を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて含む東アジア、南アジア、む東アジア、南アジア、市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはな社会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競アクのターの原子爆弾により、両都市は壊滅し、間の安全保障」に対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してで活動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて活発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすさせること長崎に米軍が投下した。

そして私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちは壊滅し、、日いまだに本の原子爆弾により、両都市は壊滅し、国による核軍縮はあまりにも会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確員はと長崎に米軍が投下した政府はいずれも、核兵器禁止条約に背を向けたままです。しかし、に米軍が投下した求めめます。

 核兵器の禁止条約に米軍が投下した早期に米軍が投下した署名・批准すると長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてう目標を掲げ、そのための条を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて掲げ、そのための条げ、その原子爆弾により、両都市は壊滅し、ための原子爆弾により、両都市は壊滅し、条
件について国会で調査し真摯に議論すること。に米軍が投下したつい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてて国による核軍縮はあまりにも会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競で調されました。核兵器禁止条査し真摯に議論すること。し真摯に耳を傾け、核に米軍が投下した議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確論すること。すること長崎に米軍が投下した。

 明年に米軍が投下したウィーンで開催が予定されている第が投下した予定されている第されてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてる第 1回の原子爆弾により、両都市は壊滅し、締約国による核軍縮はあまりにも会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確までに米軍が投下した日いまだに本が投下した
批准できない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて場合ったり戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。に米軍が投下したは壊滅し、、日いまだに本は壊滅し、同会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確に米軍が投下したオブザーバーと長崎に米軍が投下したして参加し、核軍が投下した
縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、前進めること。政府の原子爆弾により、両都市は壊滅し、ために米軍が投下した貢献すること。すること長崎に米軍が投下した。

 安全保障における不確実性を高めています。政策に対する疑問の声を上げれば、政に米軍が投下したおける核抑止の原子爆弾により、両都市は壊滅し、意味を明らかにすること。核抑止と国際法を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて明らかに米軍が投下したすること長崎に米軍が投下した。核抑止と長崎に米軍が投下した国による核軍縮はあまりにも際法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活
と長崎に米軍が投下したりわけ国による核軍縮はあまりにも際人が無差別に殺傷されました。それから道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活の原子爆弾により、両都市は壊滅し、基づくものです。日本は、本原則と核兵器が有する「非人道性」を市民がしっかりと認識し、と長崎に米軍が投下したの原子爆弾により、両都市は壊滅し、関わるあらゆる活係について、認識と議論を深めるこに米軍が投下したつい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてて、認識し、いかなる核兵器の使用も国際人道法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活と長崎に米軍が投下した議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確論すること。を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて深めるこ
と長崎に米軍が投下した。

 核兵器のに米軍が投下した依存した安全保障における不確実性を高めています。政策に対する疑問の声を上げれば、政から脱却すること。核抑止依存のリスクにすること長崎に米軍が投下した。核抑止依存の原子爆弾により、両都市は壊滅し、リスによるかつて経験したことのないパンデミックのクのに米軍が投下した
つい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてての原子爆弾により、両都市は壊滅し、議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確論すること。を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて深め、先制の礎石」としてきたはずです。不使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす用いた新たな軍事技術の革新は、安全保障における不確実性を高めています。などの原子爆弾により、両都市は壊滅し、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、役割を保有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにも低減措置を進めるこを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて進めること。政府めるこ
と長崎に米軍が投下した。

 朝鮮半島と長崎に米軍が投下したの原子爆弾により、両都市は壊滅し、非核化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすと長崎に米軍が投下した平和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて達成という「核兵器国の明確し維持するための原子爆弾により、両都市は壊滅し、法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活的・政治的枠組みは新たな段階に入りました。みに米軍が投下したつ
い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてて、北東アジア、南アジア、アジア非核兵器の地帯して条約の原子爆弾により、両都市は壊滅し、可能性を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて含む東アジア、南アジア、め、協議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて行うこと長崎に米軍が投下した。

 日いまだに本の原子爆弾により、両都市は壊滅し、プルトニウムなど核分裂性物大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能量保有する米ロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもが投下した国による核軍縮はあまりにも際的懸念の的になっていることに鑑み、の原子爆弾により、両都市は壊滅し、的に米軍が投下したなってい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてること長崎に米軍が投下したに米軍が投下した鑑み、み、

2



六ヶ所村の再処理工場は凍結させ、核分裂性物質の削減につとめること。ヶ所村の再処理工場は凍結させ、核分裂性物質の削減につとめること。所村の再処理工場は凍結させ、核分裂性物質の削減につとめること。の原子爆弾により、両都市は壊滅し、再処理工場は壊滅し、凍結させ、核分裂性物質の削減につとめること。させ、核分裂性物質の備蓄はこうした脅威を増大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能の原子爆弾により、両都市は壊滅し、削減に米軍が投下したつと長崎に米軍が投下しためること長崎に米軍が投下した。

 被爆者は、核兵器のが投下した高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物齢は化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすする中、若い世代の中からは、新しい動きがおきています。経済セクターい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて世代に米軍が投下した核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、非人が無差別に殺傷されました。それから道性を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて継承するために、するために米軍が投下した、
デジタルやオンライン技術や遠隔検知技術、人工知能を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて含む東アジア、南アジア、む東アジア、南アジア、軍が投下した縮はあまりにも教育や宗教を含む市民社会アクターの間で活動を活発化させることの原子爆弾により、両都市は壊滅し、活性化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて図られ、英国では核戦力上限の引き上げが発表されました。核兵器国は、核兵器ること長崎に米軍が投下した。

 放射性降下した物に米軍が投下したよる内部被曝の影響を認めた今年の原子爆弾により、両都市は壊滅し、影響を認めた今年を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて認めた今年 7月の原子爆弾により、両都市は壊滅し、広島と長崎に米軍が投下した高い緊張を抱えています。プルトニウムなど核分裂性物裁「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とす黒いい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて
雨」核兵器の開発と配備を公然とす訴えて訟判決に対する国の上告断念と判決確定を踏まえ、核兵器の影響をに米軍が投下した対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してする国による核軍縮はあまりにもの原子爆弾により、両都市は壊滅し、上に存在します。告断念の的になっていることに鑑み、と長崎に米軍が投下した判決に対する国の上告断念と判決確定を踏まえ、核兵器の影響を確定されている第を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて踏まえて現在の安全保障政策に対する疑問の声を上げれば、政まえ、核兵器のの原子爆弾により、両都市は壊滅し、影響を認めた今年を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて
より広い世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて見地から再検討し、被害の甚大化とならび、グローバル者は、核兵器の救済セクターに米軍が投下した生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてかすこと長崎に米軍が投下した。

 憲法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活 9条の原子爆弾により、両都市は壊滅し、平和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつ主義の原子爆弾により、両都市は壊滅し、下した、軍が投下した事力に米軍が投下した依存しない世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて平和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつ外なく禁止しています。禁止から廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め交を発展させることを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて発ずつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、展させることさせること長崎に米軍が投下した。
自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて衛の名の下の武力攻撃に道を開くような政策変更に私たちは反対しますの原子爆弾により、両都市は壊滅し、名の原子爆弾により、両都市は壊滅し、下したの原子爆弾により、両都市は壊滅し、武力攻撃に道を開くような政策変更に私たちは反対しますに米軍が投下した道を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて開くような政策に対する疑問の声を上げれば、政変更に私たちは反対しますに米軍が投下した私たちは引き続き、新型コロナウイルスによるかつて経験したことのないパンデミックのたちは壊滅し、反するとして、核兵器に関わるあらゆる活対する脅威となっています。今こそ世界の人々と国々は連帯してします。

原爆被爆体験を語り、訴えてや戦争の準備をしたりしていることは許されないのです。体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、風化のために巨額の予算をつけ、より「使いやすい」核兵器の開発と配備を公然とすが投下した、歴史を忘れ、過ちをくり返すことにつながってはなりを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて忘れ、過ちをくり返すことにつながってはなりれ、過ちをくり返すことにつながってはなりちを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてくり返すことにつながってはなりすこと長崎に米軍が投下したに米軍が投下したつなが投下したっては壊滅し、なり
ません。核兵器のが投下した人が無差別に殺傷されました。それから々と国々は連帯してに米軍が投下した何かを問い直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについてを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてもたらしたかを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて思い起こし、核兵器が平和をもたらすというい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて起こし、核兵器が平和をもたらすというこし、核兵器のが投下した平和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてもたらすと長崎に米軍が投下したい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてう
謬論すること。と長崎に米軍が投下したは壊滅し、決に対する国の上告断念と判決確定を踏まえ、核兵器の影響を別に殺傷されました。それからしましょう。世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてが投下したパンデミックのの原子爆弾により、両都市は壊滅し、危機に立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的に米軍が投下した直しながら、安全とは何か、それをどう保障するのかについて面している今、もはや猶予はあしてい世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてる今、もは壊滅し、や猶予は壊滅し、あ
りません。

核兵器の廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求めと長崎に米軍が投下した平和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつの原子爆弾により、両都市は壊滅し、ための原子爆弾により、両都市は壊滅し、行動やそれに伴う自然災害の甚大化とならび、グローバルを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えて、世界を自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えての原子爆弾により、両都市は壊滅し、すべての原子爆弾により、両都市は壊滅し、国による核軍縮はあまりにも々と国々は連帯してと長崎に米軍が投下した人が無差別に殺傷されました。それから々と国々は連帯してに米軍が投下した呼びかけます。びかけます。

2021年 8月 5日いまだに

核兵器の廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め日いまだに本NGO連絡会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競
共同代表されました。核兵器国は、核兵器
足立ち向かわければなりません。私たちにとって本質的修一　（核兵器の廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求めを自らが生きているうちにと願い、生き地獄というべきその体験を語り、訴えてめざすヒロをはじめとする核兵器国による核軍縮はあまりにもシマの会共同代表）の原子爆弾により、両都市は壊滅し、会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競共同代表されました。核兵器国は、核兵器）第
伊藤和を達成し維持するための法的・政治的枠組みにつ子　（ヒューマの会共同代表）ンライツ・ナウ事務を果たしているとはとても言えません。米国の局長）第
大させています。精密誘導技術や遠隔検知技術、人工知能久保賢一　（日いまだに本反するとして、核兵器に関わるあらゆる活核法に反するとして、核兵器に関わるあらゆる活律家は市民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはな協会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競長）第
川崎に米軍が投下した哲　（ピースによるかつて経験したことのないパンデミックのボート共同代表されました。核兵器国は、核兵器、核兵器の廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め国による核軍縮はあまりにも際キャンペーン

（ICAN）第国による核軍縮はあまりにも際運営委員は）第
田中煕巳　（日いまだに本原水爆被害の甚大化とならび、グローバル者は、核兵器の団体協議の最終文書では、核兵器の完全廃棄の達成という「核兵器国の明確会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競代表されました。核兵器国は、核兵器委員は）第
朝長万左男　（核兵器の廃絶へ―条約の発効により、核兵器の廃絶を求め地球市は壊滅し、民の声を無視することはできません。「兵器は絶対に市民に向けて使われてはな長崎に米軍が投下した集会のための責任ある行動が期待されます。もはや世界は、核軍備を競実行委員は長）第
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76 Years since the Atomic Bombings: 
Calling for Action for Nuclear Weapons Abolition

- In Advance of the Treaty on the TPNW Meeting of States Parties
 and the NPT Review Conference - 

In August 1945, the United States dropped an atomic bomb on each of the cities of Hiroshima and
Nagasaki. Both cities were destroyed, killing and injuring hundreds of thousands indiscriminately.
Seventy-six  years  have  now  passed  since  then.  With  hope  of  seeing  a  world  free  of  nuclear
weapons  while  they  are  still  alive,  the  Hibakusha  (atomic  bomb  survivors)  have  told  of  their
experience of this living hell, and shared their urgent appeal for nuclear weapons abolition. The
average age of the Hibakusha is now close to 84 years old. Yet, more than 13,000 nuclear weapons
still exist on this planet.

Nuclear disarmament by the nuclear weapon states, including the US and Russia which possess
approximately 90% of the world's nuclear weapons, has been so slow that it can hardly be said
that they are fulfilling their obligations under Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT). Although the new US administration narrowly avoided the expiry of the
New  START  Treaty,  China  has  increased  its  nuclear  capabilities,  and  the  United  Kingdom  has
announced an increase in its nuclear capability cap. The nuclear weapon states are spending huge
sums of money to modernise their nuclear arsenals and are openly promoting the development
and deployment of more 'usable' nuclear weapons.

The threats of nuclear proliferation and nuclear terrorism are also becoming more serious. There
are high tensions in the regional situations in East Asia including the Korean Peninsula, South Asia
and the Middle East. Stockpiles of plutonium and other fissile materials are exacerbating these
threats. New military innovations in precision guidance and remote detection technologies, as well
as artificial intelligence (AI), are also adding to security uncertainties.

We continue to be in the midst of the unprecedented COVID-19 pandemic. Infectious diseases are
a threat to global human security, along with climate change and the resulting increase in severity
of natural disasters. Now is the time for the peoples and nations of the world to stand together in
solidarity to confront such threats to our lives and our environment. We must think about what
security means and how we can guarantee it, asking ourselves what is essentially important to us.
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There are new movements led by the younger generation. The economic sector is expected to act
responsibly for a sustainable society. The world cannot afford to be embroiled in a nuclear arms
race or to prepare for war.

In January 2021, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) entered into force,
having  been  ratified  and  acceeded  by  more  than  50  states.  Recognising  the  "unacceptable
suffering"  experienced by  the Hibakusha of  Hiroshima and Nagasaki  as  well  as  the  victims of
nuclear testing, the treaty prohibits all activities related to nuclear weapons without exception,
and considers that any use of nuclear weapons would be contrary to international humanitarian
law.  From prohibition to  abolition -  with  the  entry  into  force  of  the  Treaty,  the  international
community's efforts for nuclear weapons abolition have entered a new phase.

The  governments  of  the  nuclear  weapon  states  continue  to  turn  their  backs  on  the  TPNW.
However, the final document of the 2010 NPT Review Conference noted the “reaffirmation by the
nuclear-weapon States of their unequivocal undertaking to accomplish… the total elimination of
their nuclear arsenals”, called on them to “undertake concrete disarmament efforts", and stressed
that “all States need to make special efforts to establish the necessary framework". The TPNW is
based on these NPT commitments. And, Japan is supposed to regard the NPT as the "cornerstone
of the international nuclear disarmament and non-proliferation regime".

No  state  can  ignore  the  voice  of  its  citizens.  If  citizens  are  firmly  aware  of  the  fundamental
principle that “weapons should never be used against civilians” and of the inhumanity of nuclear
weapons, and if they question current security policies in the light of the NPT commitments, it is
possible to change the stance of their governments. States that do not possess nuclear weapons
themselves, but have policies that rely on the nuclear weapons of others are also rejecting the
treaty. We cannot allow the government of Japan, the only nation to have experienced atomic
bombings  in  war,  to  continue  to  be  an  accomplice  to  these  nuclear  weapons.  Members  of
parliament should heed the voices of citizens.

We urge the governments and peoples of all the nations of the world to:

Listen sincerely to the voices of Hibakusha and of nuclear test victims, who have experienced the
devastation of nuclear weapons, and learn about and convey the inhumanity of these weapons.

Reaffirm and uphold the fundamental rule of international humanitarian law that "weapons must
never be used against civilians".

Respect  the  NPT  and  other  international  laws  on  disarmament  and  non-proliferation,  and
implement the nuclear disarmament commitments made therein without delay, with certainty and
in full.
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States that have not yet signed or ratified the TPNW should proceed to sign and ratify it. In cases
where  governments  are  reluctant  to  do  so,  firstly,  activities  should  be  mobilized  among local
governments, the private sector including the financial sector and business communities, and civil
society actors, including education and faith-based groups.

We urge Japan’s parliamentarians and government to:

 To set the goal  of early signing and ratifying the TPNW, and to investigate and
conduct serious discussion in the Diet about conditions for doing so.

 In the event that Japan is unable to ratify the TPNW before the first Meeting of the
States Parties scheduled for Vienna in early 2022, Japan should participate as an
observer and contribute to the advancement of nuclear disarmament.

 To  clarify  the  meaning  of  nuclear  deterrence  in  security  policy,  and  promote
awareness and debate on the relationship between nuclear deterrence and the
fundamental principles of international law, particularly international humanitarian
law.

 Break away from a security policy that relies on nuclear weapons.  The risks of
dependence  on  nuclear  deterrence  should  be  further  discussed  and  measures
should be taken to reduce the role of nuclear weapons, including a policy of no-
first use.

 Consult  on  the  legal  and  political  framework  for  achieving  and  maintaining
denuclearization and peace on the Korean Peninsula, including the possibility of a
Northeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty.

 Given that Japan's massive possession of plutonium has become an international
concern,  to  freeze  the  Rokkasho  reprocessing  plant  and  work  to  reduce  the
amount of fissile material.

 As the Hibakusha are aging, revitalize disarmament education, including through
use  of  digital  and  online  technologies,  to  pass  on  the  inhumanity  of  nuclear
weapons to the younger generations.

 Reconsider the impacts of nuclear weapons from a broader perspective and apply
this information to the relief of victims, in light of the Hiroshima High Court's July
2021  ruling  in  the  "Black  Rain"  case,  which  recognized  the  effects  of  internal
exposure to radiation from radioactive fallout, and the fact that the government
has abandoned its appeal and the ruling has been confirmed.
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 Develop peaceful  diplomacy that does not rely on military force,  based on the
pacifism of  Article 9 of  the Constitution.  We oppose any change in policy that
paves the way for armed attacks in the name of self-defense.

We must not allow the fading of the experiences of the atomic bombings and of war to lead to the
forgetting of history and repetition of the mistakes of the past. Let us remember what nuclear
weapons have brought upon people, and break away from the fallacy that these weapons bring
peace. As the world faces the crisis of the pandemic, there is no more time to lose. 

We call on all nations and peoples of the world to act for the abolition of nuclear weapons and for
peace.

August 5, 2021
Japan NGO Network for Nuclear Weapons Abolition

Co-Chairs:
ADACHI Shuichi (Hiroshima Alliance for Nuclear Weapons Abolition (HANWA) Co-chair)
ITO Kazuko (Human Rights Now Secretary General)
OKUBO Ken'ichi (Japan Association of Lawyers Against Nuclear Arms (JALANA) President)
KAWASAKI Akira (Peace Boat Executive Committee member, International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN) International Steering Group member)
TANAKA Terumi (Japan Confederation of A-and H-Bomb Suffers Organizations (Nihon Hidankyo) Co-
chair)
TOMONAGA Masao (Nagasaki Global Citizens' Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons 
Organizing Committee Chair)
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