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主
な
内
容

◇オンライン原水禁世界大会に参加して（塩川哲男）    ２
◇書評「核のある世界とこれからを考えるガイドブック」（逸見由紀）    ３
◇原爆死没者北海道追悼会（上野武治、石田小雪）    ４
◇エッセイ（吉田匡伸、荻原宏志）    ６
◇総会と講演会のお知らせ    ７

⑴核兵器とコロナ
　ベアトリス・フィン ICAN（核兵器廃絶国際キャ
ンペーン）事務局長は、本年５月に「核兵器で新型
コロナ患者を救うことはできない：コロナパンデミ
ックを切り抜けるためには、核兵器でなく健康を守
るためにお金を使うべきである」と題した論文［1］
を発表した。彼女の以下のことばを世界各国の政治
家に届けたいものだ。「2019年に米国が核弾頭、核
ミサイル、爆撃機、潜水艦の建造維持に支出した税
金は351億ドルにのぼった。使い道を変えるとどう
なるか？米国で不足している１台37,500ドルの人工
呼吸器35,000台、１床25,000ドルの ICU 病床が30
万床増やせる。医師と看護師が不足しているため医
療現場は疲弊している。年俸７万５千ドルの看護師
15万人、年俸20万ドルの医師７万５千人の雇用を増

やせる（図）。
フランスでは毎
年45億５千万ユ
ーロを核兵器に
支出している。
これは１床当り
23,100ユーロの
ICU 病床10万床
と１台１万７千
ユーロの人工呼
吸器１万台、看

護師２万人（平均年俸３万５千ユー
ロ）と医師１万人（平均年俸13万ユ
ーロ）の雇用を増やせる」
　世界で毎年10兆円が核兵器の製
造、維持、更新に使われる。これだ
けでも膨大な額だが、世界の軍事費
は毎年200兆円（日本は５兆円台）である。一方、
新型コロナ対策の中心を担うWHOの年間予算額を
ご存じだろうか？６千億円である。実はニューヨー
ク市警の予算はこれよりもずっと多い。WHOは年
間６千億円の予算で、感染症対策、栄養失調対策、
衛生対策、非感染性疾患予防対策などで数十億人の
世界人口の健康を大きく改善してきたわけだ。
　核兵器禁止条約が発効する批准国50か国達成は目
前である。
　それにしても国連の交渉会議で日本代表の席に
置かれた折り鶴に書かれた言葉が切ない―「Wish 
you were here（あなたがここにいてほしい）」。

⑵�公明党は創価学会の姿勢に学び、�
� 核兵器禁止条約に賛成を

　公明新聞は2020年６月９日に「核兵器政策の変容
保有国は拡大抑止の考え捨てよ」と題した主張を掲
載した。「核抑止とは、核攻撃に対して核兵器を使
って応戦することであり、その結果として破滅的な

代表委員　松 崎 道 幸（道北勤医協 旭川北医院）
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被爆75年、原水爆禁止世界大会 国際会議を視聴して

事務局長　塩 川 哲 男

惨劇を招くことが想定されるから、核兵器の使用を
思いとどまるというものではなかったか。（中略）
ロシアのプーチン大統領が今月２日に承認した核抑
止政策の原則では、通常兵器による攻撃に対して
も、核兵器の使用を認める可能性があると明らかに
している。これは、核兵器の拡大抑止への道を開く、
危険な考え方だ。唯一の被爆国である日本は、あら
ためて核兵器がもたらす被害の甚大さを世界に訴え
て、核兵器廃絶の機運を盛り上げていくべきだ（後
略）」
　いっぽう、公明党の支持母体である創価学会は
「『核兵器禁止条約が採択！創価学会は60年にわた
り一貫して核兵器廃絶運動を展開してきました』
2017年７月７日（現地時間）、国連本部で開かれて
いた核兵器禁止条約の交渉会議で、同条約が採択さ
れました。この条約は、核兵器の使用や開発、実験、
製造、保有、移転、そして使用の威嚇などを禁止し

　原爆被爆から75年という節目の年、新型コロナウ
イルスの感染拡大を受けて、今年の原水爆禁止世界
大会はすべてオンライン開催となりました（注目さ
れた４月のニューヨークでの世界大会もオンライン
開催）。
　私は８月２日に行われた国際会議にZoomウェビ
ナーで参加しました。当日の参加者は600人とのこ
とでしたが、当然ながらリモートなので、一体感に
は欠けるうらみがありました。逆に自宅で寝転がっ
ていても（ずっと聞き続けるのは疲れるものです）
参加できるというのは利点だと思いました。
　さて、カナダ在住の被爆者、サーロー節子さん（88）
のしっかりした訴えのなかで印象的だったのは次の
くだりです。
　「2017年７月７日、国連で核兵器禁止条約が採択
された瞬間、周囲の人々は総立ちして歓声を上げ、
拍手や抱擁しあっていましたが、私は着席のまま涙
と共に何十万という広島、長崎の死者の霊と会話を
交わしていたのです。吉報を一刻も早く伝えたかっ
たのです。『喜んでください。あなた達の死を意味
あるものとすると誓ったお約束の第一歩に到着しま
した。まだ道のりは長く遠いかもしれませんが、廃
絶の日まで待っていてください』溢れる涙を拭きな
がら瞼を閉じ祈った瞬間だった」
　第１セッション（世界の平和運動の代表）では、
米国、英国、ロシア、ドイツ（国際平和ビューロ
ー）、日本の各代表が発言し、とりわけ、イギリス
のCND（核軍縮運動）のケイト・ハドソン事務局長

が、運動にとって不可欠な３つの要素として、「団結、
多様性、国際協力」をあげていたのが心に残りました。
　第２セッション（アジア・太平洋）では韓国、ベ
トナム、インド、日本の代表が報告、このなかでは
韓国のイ・ジュンキュ氏（韓神大学統一平和政策研
究院）による朝鮮半島問題の分析と東アジアの平和
構築に向けた発言を興味深く聞きました。やや混迷
を深める北東アジアの政治情勢ですが、とくに韓国
民衆との連帯が重要だと改めて思いました。
　最後に「主催者声明」が読み上げられましたが、
その一節を紹介します。
　「いまなお１万４千発近く核弾頭が存在し、２千
発近くの核ミサイルが直ちに発射できる状態にあり
ます。意図的な使用の危険に加え、偶然や誤算によ
ってさえ、核爆発が起きかねない状況が続いていま
す。幸運にも、最悪の事態を回避してきましたが、
核兵器が存在する限りその危険は続きます。人類の
生存をこれ以上、『運』にゆだねるわけにいきません。
（中略）核兵器廃絶の緊急性はいっそう明らかとな
っており、これを求める世界的流れはさらに前進を
続けています」
　核兵器禁止条約の批准国は44に達して（2020年９
月６日現在）、条約発効と第１回の締結国会議も視
野に入ってきました。
　来年の原水爆禁止世界大会がどのような形で開か
れるか未知数ですが、核兵器廃絶をめざす運動にと
って画期的なものになることを願うものです。

た、歴史的な国際条約です。SGI（創価学会インタ
ナショナル）も、市民社会の代表として交渉会議に
参加するなど、条約成立に貢献してきました」（同
会ホームページより）として、核兵器禁止条約を支
持する姿勢を明らかにしている。
　公明党がいつまでも現政権の姿勢に追随して、核
兵器禁止条約反対を続けるなら、その支持母体から
見放されることは間違いないのではないか。
　世界の終末時計は、破局まで過去最短の100秒と
なっている。秒針を戻すために、政権与党であるこ
の党は、核兵器禁止条約の署名と批准を安倍首相に
強く進言すべきではないか。
 （2020年８月18日記）
【引用文献】
1.Fihn B, Sanders-Zakre A. You can't save a 
COVID-19 patient with nuclear arms. Med Confl 
Surviv. 2020;36⑵ :126-128. 
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当日の報告者の一部（YouTubeより）。上段右から二人目がサーロー節子さん、
３人目がケイト・ハドソンさん、中段左端がイ・ジュンキュさん

【書評】

　長崎大学の教養教育科目「核兵器とは何か」の講
義をもとにうまれた。学生たちの疑問に対して、教
員が一緒に答えを探していったという。タイトルの
通り、核について過去や現在の状況を知ることがで
き、参考書籍等が紹介されているので、さらに知識
を深められる。そして、読者一人ひとりが核の問題
にどのように向き合うのか考えられるようになって
いる。加えて、Ｑ＆Ａ形式になっているのが読みや
すい。
　私が気になった２つのＱ＆Ａを紹介したい。１つ
目は「Ｑ８ 核兵器が『減る』ってどういうことで
すか？」であるが、私は核兵器がなくなる手順につ
いては考えていなかった。数字上は冷戦後にかなり
減っているのだ。そもそも、核兵器はいつでも使用
できる状態にあるものと、解体待ちのものとがある。
ミサイルなどの運搬手段から核弾頭が切り離された
のち、ウランやプルトニウムが取り除かれる。兵器
として使用できなくなると「減る」という。ウラン
やプルトニウムは、安全に保管または処理されるか、
または、原子力発電に利用される。処理といっても
簡単になくなるものではなく、また、発電に使用で
きない核物質は長期貯蔵あるいは地層処分しか方法
がない。冷戦時にソ連とアメリカが製造し、その後、
削減した多量の核兵器から出た核物質はどう利用さ
れたのか。とにかく、核兵器を減らす作業は限られ
た施設でしか行えず、時間と費用を要するし、その
上、未来永劫、安全に保管しなければならない、継
続的な作業なのだ。
　２つ目は「Ｑ32 核兵器を手放した国はあります

か？」であるが、皆さんはそのような国をご存じだ
ろうか。恥ずかしながら私は、核兵器を放棄した国
が存在することを知らなかった。南アフリカ共和国
は、自ら製造した核兵器を自ら解体した唯一の国と
のこと。1990年に同国のデ・クラーク大統領が核兵
器の解体を宣言した。冷戦終結などの背景があるよ
うだが、同国がその後核軍縮に向けて国際社会に積
極的に働きかけていることは、世界から核兵器をな
くすことに希望がもてると思った。
　本書は核についての素朴な疑問に対して、簡潔で
わかりやすくまとめられているので、これから学び
たい人にもあらためて学び直したい人にもおすすめ
したい。
 （勤医協中央病院緩和ケア科　逸見由紀）

（RECNA叢書）

核のある世界とこれからを考えるガイドブック

中村桂子 著
法律文化社
2020年４月
A5版　159頁
1500円（＋税）
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　広島への原爆投下から75年目の８月６日、原爆死
没者北海道追悼会に出席した。今年はコロナ対策の
ため出席者を50名に抑えて開催され、第２部の交流
会は中止された。この１年間の死没者７名が新たに
祭られた。祭壇に並べられた沢山の死没者の名札が
あらためて胸を打つ。終了後、事務局に聞くと、名
札は500人分用意したが、把握数は千名に上り、そ
れも1965年の追悼会開始後に限られるという。なぜ
道内にはかくも被爆者が多いのか。当日の北海道新

聞によると、救援で入市して被爆した「 暁
あかつき

部隊」
には道内や東北の「特攻要員」の若者が多かったこ
とに加え、被爆者への差別・偏見や被爆の恐怖を逃
れて来た方々も少なくなかったという。４歳の時に
広島で被爆した大村一夫さん（79歳）の証言も今に
至る被爆の恐怖であった。
　私は、幼少の頃、室蘭の実家の裏にひっそり暮ら
していた〝長崎から来た方〟のことを想い浮かべな
がら会場を後にした。

　昨年の追悼会に参加された石田小雪さん（当時小学４年生）の感想文を本人の了解を得て、ご紹介します。
なお、小雪さんの母親は石田真実さん、祖父は福原正和さんでいずれも本会の会員です。

主催者を代表してあいさつする眞田保北海道被爆者協会会長＝2020年８月６日

被爆75年 原爆死没者北海道追悼会に出席して

平和のために思いをつなぐ

会長　上 野 武 治

福島県郡山市　小学４年　石 田 小 雪

　「戦争は、終わったことではないんだ」
　私はこの夏、妹と二人で北海道の祖父母の家に旅
に出ました。そこで、おじいちゃんに「戦争の残こ
くさを知ってほしい」
　と、話をされ、妹と一緒に、「原ばく死ぼつ者追
とう会」に参加してきました。
　私のおじいちゃんは、人の命を守る医者をしてい
ます。この「原ばく死ぼつ者追とう会」にも毎年参
加をしているそうです。戦争のつらさや悲しみを忘
れず平和の大切さを忘れないために、そして命の大
切さを伝えていくために、今回私と妹も一緒に連れ
て行ってくれました。
　「原ばく死ぼつ者追とう会」がなぜ
北海道という北の大地で開かれている
かと言うと、原ばくが落とされた後、
広島県から移り住んで来た方たちがた
くさんいたからなのだそうです。
　「追とう会」に行くと、中には、写
真と名前が書いてある札がずらりと並
んでいました。席には、高れい者が多
くいました。最初にこの会を開いた代
表の人が写っている写真のことや、こ
の会を開いた理由を説明してくれまし
た。
　会場の写真に写っていた方たちは、
今年亡くなられた方々ということもわ
かりました。みんな涙目でその写真を

見ていました。にこやかな写真ばかりでした。その
後、たくさんの人たちの話を聞いた後、高れい者の
コーラス会の方々が、原ばくや戦争へのにくしみを
歌われていました。そして会場のみんなで原ばくの
詩を歌にしたものを歌いました。最後に花と水を写
真の前に置いて、亡くなられた人にささげました。
　私がこの会に参加して一番心に残ったことは、戦
争や原ばくでまだ苦しんでいる人がいるということ
です。生き残ることができた人でも長い間身体や心
にきずを負い、戦争が終ってからもずっと苦しみ続
けてこられた方がいたことを忘れてはいけないなと
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　原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」
を浴びて健康被害が生じた広島市や広島県安芸
太田町の住民 84人（うち16人は死亡）に対し、
広島市と広島県が行った「被爆者健康手帳の交
付申請却下処分」の取り消しを求めた訴訟で、
７月29日、広島地裁は、原告全員を被爆者と認
める判決を言い渡しました。
　判決では、「黒い雨」が降った範囲について、
これまで国が根拠としてきた「広島管区気象台
の調査に基づく広島市中心部の爆心地から市北
西部にかけて広がる長さ約19キロ、幅約11キロ
の「大雨地域」（いわゆる宇田雨域）にとどま

るものではなく、「より広い範囲に降った事実
を確実に認めることができる」と判断しました。
　これに対し、被告の広島県、広島市が国の意
向に従い、８月12日、控訴しました。政府は訴
訟を続ける一方で、援護対象区域の拡大も視野
に再度の検証を行う方針も明らかにしました。
　本訴訟の被告は、広島市と広島県ですが、根
本的には国の被爆者援護行政に問題がありま
す。国、厚生労働省は、被爆者認定基準のあり
かたを抜本的に改め、「黒い雨」により被爆し
たすべての人々を被爆者と認めるべきです。
 （事務局長　塩川哲男）

思いました。
　戦争についてもっと知りたくて沖縄に行き、戦争
のことを学べる会にも参加しました。その中で行っ
たひめゆりのとうも深く心に残りました。ひめゆり
のとうの建物の中には、女学生の写真が並べてあっ
たり、戦争のときに使われていた物が入っているガ
ラスの箱があったりしました。おくの部屋には、テ
レビがありそのビデオには、戦争で生き残った女学
生のインタビューの様子や当時の沖縄戦の様子が映
し出されていました。
　インタビューを受けている女学生が
　「アメリカ兵が来て、にげ場もなくかくれる場所
もない。それでもにげなければいけなくて。でも、
と中で友達がうたれてしまったり、転んだひょうし
にうたれてしまったり、友達をかばってうたれてし
まったりした人がたくさんいました。食べ物をさが
しに行ったっきり二度と帰ってこない人もいまし

た。次は自分が殺される番なのではないかといつも
びくびくしていました」
　その話を聞き、亡くなった人はもちろんかわいそ
うだけれども、生き残った人たちにも戦争体験をさ
れた方々は、心に大きなきずをかかえて苦しんでい
たのだなとかんじました。このひめゆりのとうを見
学して一番感じたことは、「戦争からは、何一つ幸
せは生まれない」ということです。
　私はこの二つの体験から、戦争はおそろしいもの
で想像がつかないほどの苦しみをみんなに与えるこ
とを知りました。残された人の悲しみや戦争の悲さ
んな様子を見学したことで、本当の悲しみというも
のがわかったような気がしました。
　私と妹を「追とう会」に連れて行ってくれたおじ
いちゃんも、体験したことを話してくれた人たちも、
みんな平和のために思いをつないでほしいと願って
いることを忘れてはいけないと思いました。

「黒い雨」訴訟の行方は？
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〈エッセイのコーナー〉

吉 田 匡 伸

祖母から伝え聞いたこと

　私の祖母は長崎県の伊王島出身です。長崎に原爆
投下があったときには、長崎市内に入院しており、
祖母の言葉を借りるならば、比較的新しい建物の病
院だったから助かったとの事でした。また、私の父、
そして私自身も福岡県の北九州市出身です。ご存知
かと思いますが、長崎県に投下された原爆は、当初
福岡県北九州市に投下予定でした。当日の天候や、
八幡製鉄所でタールを燃やしたため煙がひどかった
等の理由で、第一目標の北九州ではなく第二目標の
長崎市内に投下されました。もし祖母が入院してい
なかったら、もし原爆が北九州に投下されていたら、
私はこの世に生まれてこなかったかもしれません。
「たら・れば」を言い出したらキリはありませんが、
私自身小さい頃から原爆に関しては、何かしらの縁
を感じていました。
　北九州市内の小学校では、毎年８月９日は夏休み
中の登校日に指定され、必ず戦争や原爆に関する平
和授業を行っていました。「はだしのゲン」や「対
馬丸」といったアニメを皆で見た記憶があります。
アニメの映像や写真で、原爆当時の映像を見たりし
ましたが、祖母がその状況を体験したという事はな
かなか想像できませんでした。実際、祖母に聞いて
も、あまり話したくないと言われ、話を聞く事は出
来ませんでした。また、不謹慎極まりない話かもし
れませんが、親族の間では、「祖母は被爆者健康手
帳を所持しており、医療費が全くかからないからす
ぐに病院に行くことができる。だから長生きなんだ」
など、あたかもラッキーなことのように話す人もい
ました。
　そんな祖母は、昨年90歳で他界しました。最後の
２年ほどは認知症が進み、あまり話ができませんで
したが、私が医者になって数年経った頃、初めて原
爆の話をしてくれました。具体的な光景は、数多く
ある色々な方々の手記に記されているものと同じで
した。想像するに、この世のものとは思えない情景
でした。初めて祖母が戦争を体験したんだと実感し
ました。その時に祖母に、「あんたは医者になった
のだから、原爆の辛さや悲しみ、そういったことを
わからなければいけない。また、ばあちゃんが話し
たことを、後世に伝えていってほしい」と言われま
した。既に認知症の兆しはあり、話が噛み合わない
ことが多かったので、突然真面目な話をされびっく
りしたのと同時に、大きな宿題を与えられたなと思

いました。幸い、私はばあちゃん子だったので、祖
母とその後、苦もなくいろいろな話ができました。
祖母に聞いた話を、母や、叔父叔母に話しても、知
らないことが多かったので、話したくはないことだ
ったのだなと感じましたし、祖母にとっても、当然
ですが、辛い記憶だったのだなと改めて実感しまし
た。
　昨年の祖母の葬儀で、なぜか私は親族代表の挨拶
をしました。そこで、祖母の意思を引き継ぐという
ことを誓いました。具体的に何ができるかはまだわ
かりませんが、祖母から伝え聞いた話を忘れず、次
世代に伝えていきたいと考えています。
 （医療法人社団楽優会 札幌なかまの杜クリニック）

荻 原 宏 志

民医連歯科の平和活動

　私が勤務する診療所は民医連に加盟しており、全
国に約120の歯科診療所や病院歯科がある。民医連
歯科では、７年目から20年目くらいまでの歯科医師
が自ら企画し、集い学習する「中堅歯科医師交流集
会」を２年に一度行っており、これまでも沖縄の戦
跡や基地を見学するなど平和学習に取り組んできた。
　昨年2019年11月には戦争について考えることをメ
インテーマとして広島で開催され、北海道から沖縄
まで40名の歯科医師が参加した。
　早朝から案内を受けながら原爆ドームとその付近
を回り、その後４月にリニューアルが終わった平和
記念資料館を見学した。
　午後からは講演で、最初に広島県原爆被害者団体
協議会の佐久間邦彦理事長からの広島復興のお話を
聞いた。食べ物もなく雑草を食べて飢えをしのぐほ
どの貧しい生活をする者もおり、広島市民が必死に
働いたことが復興の原動力であること、そして被爆
者は毎年9000人近く亡くなっていること、被爆国で
あるにもかかわらず日本政府は核兵器禁止条約に批
准しないことを語られた。
　その後は小方澄子さんから原爆体験を聞いた。87
歳になる小方さんは57年間被爆体験を人に話すこと
ができなかった。それは地獄のような体験を思い出
すことがつらかったからだとおっしゃっていた。爆
心からわずか700ｍの自宅で13歳の時に被爆し、何
度も入退院を繰り返してきたが、命続く限り被爆体
験を語り、核廃絶、憲法９条を守る活動に参加し続
けたいと語った。被爆者のお二人の生の声は重く、
参加者の心に貴重な経験として残った。
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　「75年は草木も生えぬ」といわれた広島の、原爆
ドームを囲む青々とした木々と人の賑わいを思い返
すと生命の力強さを感じる。しかし、75年経って語
り部も少なくなっている今、核兵器禁止条約の批准
など早期に成し遂げなければならない課題もまだ山

積みであることを感じ、若手に伝える活動が重要で
あることを実感している。コロナ禍という新たな障
害の中、自分にできることを模索していきたい。
 （勤医協きたく歯科診療所）

平和記念公園で記念撮影。２列目右端が筆者。

◆◆◆ 本会年次総会  
　毎年６月に行っていましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期としていまし
た。₁₁月１日（日）午後４時から５時まで、北海道民医連会館にて行います。今回は、Zoom併用で
オンライン参加も可能とします。

◆◆◆ オンライン講演会  
　全国の「反核医師のつどい in 千葉」も１年延期となりましたが、₁₁月１日（日）午後５時～７時、
中村桂子先生（長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授）を講師として、オンライン講演会を行いま
す。演題は「被爆75年 核兵器をめぐる情勢」( 仮題 ) です。本会総会に続いて、北海道民医連会館で
視聴するか、Zoomを利用して個別に視聴することも可能です。
　視聴希望者は https://ux.nu/posLg から必要事項を記入のうえ10月28日までお申し込みください。

◆◆◆ 樋口英明さん講演会  
　これもコロナ禍で延期されていた講演会です。泊原発を再稼働させない北海道連絡会（本会も加盟）
主催で、₁₁月₂₈日（土）午後２時半開演　札幌市教育文化会館小ホールで行われます。事前予約制で
参加費は1,000円を予定しています。ネット参加と課金システムを検討中とのことです。なお、演者
は福井地裁元裁判長で2014年５月に大飯原発運転差し止め判決を出したことで知られています。

総会と講演会のお知らせ
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会員の動き（2020年３月～８月、 敬称略）
【入会】
　なし
【退会】
　高畑　直司
　柴田　夫佐　死亡退会（2020年７月15日）

柴田夫佐先生は本会結成時からの会員で、財政
面での多大な援助を頂きました。享年98歳でし
た。謹んで哀悼の意を表します。

　会員数は８月末現在で133名（うち準会員＝学生
０名）となっています。また、正会員133名のうち、
医科は129名、歯科は４名となっています。

活動日誌（2020年３月～８月）
【３月】
　19日　第39回事務局会議（道民医連）
　21日　会報第62号発行
【７月】
　12日　 第17回泊原発を再稼働させない北海道連絡

会全体会議（塩川事務局長、ネット参加）
【８月】
　６日　 北海道原爆死没者追悼会（上野会長、福原

事務局次長、ホテルノースシティ、札幌市）

事務局から
▼年会費の未納分がある先生方に振込用紙を同封し
ています。どうぞよろしくご協力ください（カンパ
も歓迎いたします）。

▼住所や勤務先、メール・アドレスなどが変わった
ときは事務局までご一報いただけると助かります
（ファクスまたは本会ホームページの「お問い合わ
せ・ご意見」から電子メールでどうぞ）。

編集後記
▼会報第63号をお届けします。
▼安倍首相は退陣を決めたが、陸上イージス・アシ
ョアの撤回の代替策として年内に敵のミサイル基地
を直接攻撃する「敵基地攻撃能力」保有について結
論を出すとした。「敵」とされた相手（中国？）は
当然対抗して日本に照準を合わせミサイル攻撃能力
を高めてくるだろう。中国の軍事予算は日本の数倍
であり勝負にならない。また発射された後に敵基地
を攻撃しても意味が無いので、先制攻撃の誘惑が出
てくる。「憲法の範囲内」と言うが、これが許され
れば全ての攻撃兵器は可能になる。憲法前文「政府
の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないよ
うにすることを決意し」が今問われている事を感じ
る。（Ｆ）
▼新型コロナウイルス感染症の世界的拡大のため、
国内外の反核運動や国際会議が大きな制限を受けた
半年間でした。本会の活動も例外ではなく、６月の
総会は中止となりましたが、11月１日に何とか開
催できそうですし、この会報も頁数は少ないですが、
執筆者のご協力を得て発行することができました。
「オンライン」や「非接触」など「３密」回避が求
められ、お互いの距離が遠くなりがちなことが気に
なるところですが、コロナ禍を転じて反核平和運動
の前進の契機としたいものです。（Ｓ）

規　約
1989年６月４日制定
1990年６月10日一部改正
1994年７月10日一部改正
1995年６月11日一部改正
2001年６月24日一部改正
2015年７月４日一部改正

１．本会は、「核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の
会」（略称「道反核医師・歯科医師の会」、英名 Hokkaido 
Physicians and Dentists Against Nuclear War）と称し、事
務所を札幌市内におく。

２．本会の目的は、核戦争に反対し、核兵器廃絶のために、
ヒューマニズムにもとづき、医師として可能な限り努
力を払うことにある。

３．本会は、会の目的に賛同する全道の医師・歯科医師に
よって構成する。医学生および歯学生は準会員とする。

４．本会は、次の事業を行なう。
 （イ） 他都府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ、「核

戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の活動に協力する。
 （ロ） 核兵器完全禁止署名への協力。

 （ハ） 原子力発電に反対し、原発のない社会をめざす活動
に協力する。

 （ニ） そのほか、核戦争の悲惨さを訴え、核兵器完全禁止を
めざすために研究会、講演会、出版などの活動を行
なう。

５．本会は、特定の政党または宗派のための活動は一切行
なわない。

６．本会に、会長と若干名の代表委員と監事および事務局
長、事務局次長をおく。会長、代表委員と事務局で運
営委員会をつくり、規約に従って活動を行なう。

７．本会に功績のあった会員は名誉会員となることができ
る。名誉会員は運営委員会で推薦し、総会の承認を受
けるものとする。名誉会員の会費は免除する。

８．本会の会費は、会費および寄付金をもって充てる。会
費は年額5,000円、準会員は1,000円とする。ただし、
年度後半の入会の初年度会費は半額とする。会計年度
は４月１日から翌年３月31日までとする。

９．本会は、年１回以上、総会を行う。総会の議決は出席
者の過半数をもって行う。

10．本規約の変更は総会で行なう。


