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有国と非保有国とを分断させてい
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識」「平和を享受する普遍的な人
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。
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道を切り開いていかなければなり

を基にみなさんが、未開の新たな

性を示すことはできますが、それ
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持って活動を進めていただきたい

める人のためにある、との確信を

爆者とその支援をする長崎、広島

ことが重要です。私たちには、被

能性を開き、高潔な人間を目指す

＝協力」
です。
と
「 cooperation
停滞の眠りから覚め、自分の可

○私たちは、人間の慣習ともいう

す国際法を支持することができる。

○私たちは、共通の利益をもたら

らせることができる。

起こされる全面殺戮の脅威を終わ

○私たちは、人類のための大きな

できる。

○私たちは、世界を変えることが

挙したい。

活動をすべきかの一二の理由を列

最後に核兵器廃絶のためになぜ

○私たちは、核兵器廃絶を達成し

をすることができる。

ているあらゆるものを守る手助け

○私たちは、自分が愛し大切にし
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そして行動を思いやりに込めるこ

○私たちは、思いやりを行動に、

私は池田ＳＧＩ会長の「二〇一

ているのは、核兵器廃絶のために

人類の未来のために最も望まれ

ありますか

あなたはその選択をしたことが

私たちは共に世界を変えることができる

でも、これからはそうであって欲しい

今まではそうではなかったかもしれない

ありますか

みなさんは、その選択をしたことが

人間は選択する力を持っています

ありますか
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残酷な戦争に対して

あなたの選 択

五年に広島、長崎で核廃絶サミッ

のです。

青年の力は核弾頭よりも強力な

張し続けることはできません。

その正当性をあいまいなままに主

に向き合うならば、核保有国は、

世界の青年のエネルギーと情熱

トにしていくべきです。

想に着手するためのサミッ

核兵器禁止条約の明白な構

で、後戻りできない内容の

に向け段階的で、立証可能

い国を招いて、核兵器廃絶

ようとしまいと、保有しな

また、核保有国が参加し

と思います。

を議論する場を提案したい

るという威嚇は、人類が未来の世
ゼロへ向かう変化のスピードを増

きずな

代に対して負っている責任を侵害
すことが重要です。

い かく

しています。
被爆者の思いを引き継いでいく
のは、青年でなければなりません。
ではどのようにするのが良いので

七万発の核弾頭が存在していまし
ません。その道は、核兵器は絶対

しょうか。

た。現在は一万七〇〇〇発にまで
悪であり、核兵器保有の真意は戦

未来は、より良い
明日を願う人のもの

減少していますが、一発の核兵器
争への意思であるとの信念に基

の青年のリーダーシップが必要で

べき戦争を起こさない方向へ導く

前進の一歩を踏み出すことができ

未来の人たちへ安全な世界を残す

ことができる。

る。

ことができる。

青年の力は
核弾頭よりも強い

が一つの都市を破壊し、一〇〇発

未来は、より良い明日を追い求

づいて切り開かなければなりませ

器の数は減少したとはいえ、いま

を大切に管理することを示すこと

で数十億人を死に至らしめます。

団結することです。思いやり、献
ができる。

ん。

身、勇気を持って協働する個人の
○私たちは、最も危険な科学技術

核の危機を考えると、現在の核兵

行動を貫けば、地球の安全を守る
でさえ抑制することができる。
○私たちは、もっと立派な共有す

ことができます。
ここで新たに二つのＣを加えた

す。そして、核兵器が廃絶された

○私たちは、人類に突き付けられ

る未来を築く手助けができる。

時は、新たなＣとして
「 celebration
＝お祝い」を加えましょう。その

た最大の課題に立ち向かうことが

＝創造性」
い。それは
「 creativity

時こそ人類の未来に届ける最良の

できる。

○私たちは、核兵器によって引き

贈り物を祝うことができるのです。

○私たちは、他の人々と共に地球

講演終了後、クリーガー会長が聴衆に贈った詩
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