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平 和

世界では自国 が し、国 の 、 立 な きが を

め、 への きも しています。このような世界 を、 さんは 

どう受け止めますか。二度の世界大戦を した私たちの が、 して戦争を 

こさない理 の世界を目 し、国 な の を ったことを、 

私たちは 度思い し、人 の 続に向け、理 の世界を目 す があるの

ではないでし うか。

特に、次代を う戦争を知らない い人にこのことを えたい。 して、 

のためにも1945年 8 月 6 日を した被爆者の声を いて しいのです。

 5 だった は、こんな を んでいます。

「おかっ の から流るる血しぶきに　
いだ

きて は
あ しゅ ら

に」

また、「 の 別さえ 来ない人々が、 は けただれて 同然。 の も 

く、目 は飛び て、 も も きち られたような人、 の皮膚も 

れ がり、 、血まみれの人、人。」という惨 を18 で した は、 

「 にあのようなことを 世の人たちに させてはならない。私たちの 

この は、もう私たちだけでよい。」と えています。

生き びたものの に な を い続ける被爆者のこうした えが さん 

に いていますか。

「 人の人 の力は小さく くても、 人 人が平和を ことで、戦争を こ 

うとする力を い止めることができると じています。」という 15  

だった の を なる いに終わらせてよいのでし うか。

世界に目を向けると、 人の力は小さくても、 くの人の力が すれば いが 

するという がたくさんあります。 の 立は、 の の つ 

であり、 立に した は く しい を て、こんな言葉を して

います。

「 は れ自 が 力の であり、 の の を げるもの

です。」

に を向けることなく、平和で持続 な世界を していくためには、 

私たち 人 人が立場や の違いを互いに り え、理 を目 し に 

努力するという「 」の を持たなければなりません。

のためには、未来を う い人たちが、 爆や戦争を なる過去の 来 と 

え 、また、被爆者や平和な世界を目 す人たちの声や努力を自らのものと 

して、たゆ ことなく前 していくことが重 となります。
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して、世界中の 者は、市 が目 す理 に向けて、 に前 しなけれ

ばなりません。 のためにも被爆地を れ、被爆者の声を き、平和 、

平和 で 者や 人 人の人生に向き合っていただきたい。

また、かつて 争が 化し が まった に、 の 大国の で 

「理 」の と によって、 に
かじ

を切った 気ある がいたという

ことを思い こしていただきたい。

、広島市は、 ,800の平和 の 市と に、広く市 に 

「 の 」を してもらうことにより、 に向かう 者の を

しする くりに力を れています。世界中の 者には、

 6 に められている の を たすとともに、 のない

世界への となる 止 の を める市 の思いに えて 

いただきたい。

こうした中、日 には の戦争被爆国として、 止 への 

を める被爆者の思いをしっかりと受け止めていただきたい。 

の で、日 国 の平和 を するためにも、 のない世界の 

に に み込んで を していただきたい。また、 

平 年 が82 を えた被爆者を め、 に を す により 

生 で 々な しみを える くの人々の に寄り添い、 の を 

するとともに、「 い 地域」を 大するよう く めます。

日、被爆 4周年の平和 に たり、 爆 者の に から の 

を げるとともに、 と の にある世界 平和の に向け、 

被爆地 、 して思いを同じくする世界の人々と に力を くすことを 

います。

令和元年（2019年） 8 月 6 日

広島市 　松　井　一　實
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平和への誓い
私たちは、広島の町が大好きです。
ゆったりと流れる川、美しい自然、
「おかえり。」と声をかけてくれる地域の人、
どんなときでも前を向いて生きる人々。
広島には、私たちの大切なものがあふれています。

昭和20年（1945年） 8 月 6 日。
あの日から、血で染まった川、がれきの山、皮膚がはがれた人、たくさんの亡骸、
見たくなくても目に飛び込んでくる、地獄のような光景が広がったのです。
大好きな町の「悲惨な過去」です。
被爆者は語ります。「戦争は忘れることのできない特別なもの」だと。

私たちは、大切なものを奪われた被爆者の魂の叫びを受け止め、
次の世代や世界中の人たちに伝え続けたい。
「悲惨な過去」を「悲惨な過去」のままで終わらせないために。
二度と戦争をおこさない未来にするために。

国や文化や歴史、
違いはたくさんあるけれど、大切なもの、大切な人を思う気持ちは同じです。
みんなの「大切」を守りたい。

「ありがとう。」や「ごめんね。」の言葉で認め合い許し合うこと、
寄り添い、助け合うこと、
相手を知り、違いを理解しようと努力すること。
自分の周りを平和にすることは、私たち子どもにもできることです。

大好きな広島に学ぶ私たちは、
互いに思いを伝え合い、相手の立場に立って考えます。
意志をもって学び続けます。
被爆者の思いに、私たちの思いを重ねて、平和への思いを世界につなげます。

令和元年（2019年） 8 月 6 日
 こども代表

広島市立落合小学校 6 年　金
かね

田
だ

　秋
しゅうか

佳

広島市立矢野小学校 6 年　石
いし

橋
ばし

　忠
ただ

大
ひろ

Commitment to Peace
August 6, 2019

We, the children of Hiroshima, love our city.
Her slow-running rivers and natural beauty,
The voices of the community, welcoming us back home from school,
Citizens that are ever resilient and hopeful.
Hiroshima is full of all these precious things and more.
August 6, 1945.
On that day, and in the days to come, hellish sights so horrific they could not be unseen unfolded:
The rivers run red with blood, the mountains of debris, the people stripped of their skin, piles of corpses.
This is the harrowing past of our beloved city.
“War is a very peculiar thing; it is impossible to forget.” These are the words of the hibakusha.
We carry the strong voices of the souls of the hibakusha who were all robbed of something irreplaceable,
And we will relay these voices to the next generation and to the world at large.
To ensure our harrowed past will not end as just our harrowed past.
To ensure a future which will never again start wars.
Our countries, our cultures, our histories;
Though our differences are many, one thing remains the same: the way we feel about things which are precious,
people who are precious to us.
We want to protect these things, these people who are precious.
Recognizing and forgiving one another with phrases like “thank you” and “I’m sorry,”
Supporting and helping one another,
Learning about one another and making the effort to understand our differences:
These are things that even we children can do, things which will bring peace to our communities.
As children learning in our beloved Hiroshima,
We shall be considerate of one another and openly share our feelings. 
We shall continue to learn of our own volition.
With our hearts and the hearts of the hibakusha as one, we shall bring the ideals of peace to the world.
 Children’s Representatives:
 Shuka Kaneda (6th grade, Hiroshima City Ochiai Elementary School)
 Tadahiro Ishibashi (6th grade, Hiroshima City Yano Elementary School)
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ȷˁȭǸȋɹҹȍɫɻɲȼǸȋᯃɹҹȍɭɲʳആˏ˻ˏᯃԋ۬ܩय़ɹද២ˁࠃʠɩȼɞ

ɇȦǺɗɌɩлʭʱʢȋϝˁɌɲȦȍɭȦȩໆઝˁᦉʠɛೣܕૠɹॶٮɹჿਥɹݠ୫ɭǸɗ

ʶˁγᅠɴঃɁʳ͠ͻ̋ͻ˹̺̒ˁᇍஸɐʳɄɭˁິʠʚɐǺ

ǵၱᓔɹॶܯॷᶲɻౖɴ2&ˁᣳȭɩȦʚɐǺೣకঌɴɻǸᲞᶲɐʳၱᓔɹɇʰɲʳஹᡸ

ɹӱɭǸЁʢၱᓔɭ᠗ɇʶɩȦɲȦၱкᱻᓔɹఛཕˁິʠʚɐǺ

ǵᬏऊɻǸɹˁкᱻɌɛʚɠɭɌɩǸᇍϟఖȴʰ⏣ॷȵᐁɌɛЁʢఔࢮᔨູയɹ৯ᯱɫ

ᗑɌ˃ɫȦʳክऄɹᇖɇ˃ˁʼʰɑਝஹɌɩȦȷʚɐǺ

ǵၱࡎৗɫϭȼɲʰʶɛǾɴਕȴʰڂɹઝˁɁǸᬏऊɻঃऄɭɭʢɴǸɗɌɩॶٮˁ፷ȼ

ȼˁჼɴɹٮʼɓɩǸԋ۬ঘᐓɭγᅠੈχॶغˁɴɲʱɛȦɭਲ਼ȩɐʏɩɹϺɛɠɭ

ɌᐚȿʳɄɭˁɄɄɴៜɌʚɐǺǵ
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%4,*ॷɹ̲˥̢ᄩኂɫɹອၱᱻˁลɴγᅠμɴঃȵɤɛؙ֪ɻǸʦȵɩᱻɹኧᏝˁ

ᅊʛՏɌʚɌɛǺΥॷɹԋ۬ኧᏝɹଁጓɴʢ॑Цɹȵ߂ȷɲ৲ւˁഗɛɌʚɌɛǺ

ኽɛɠΥϺʁɭʱɹɻǸɫɻȡɤɩʢǸໆɌɩံɫɻɲȦɹɫɐǺ

ǵγᅠɹ॑Цɹᇖɇ˃ɴ٧ʃȴȿʚɐǺ

ǵϝкᱻʦၱкᱻˁʱᐙȹʚɌʬȩǺϝȵлˁʢɛʰɌɛɹȴˁሾʳɄɭɻǸॶٮˁɦȼ

ʳ߂ՖɲፀΥɫɐǺ

ǵܕˁᣳȭɩϺɭϺɭɹᬚɴѵᰉᬠѥˁɦȼʱᐚȿʚɌʬȩǺࢸɇɲѵᰉˁዩʛᩂɷʳɄɭɻǸܕ

ɴʢɲʱʚɐǺɹέѵઢɴʭʳϝˁᬿȽަؾ

ǵϺɹᆟʛȵʼȴʳɄɭɹ߂ՖɇˁࡎɰʢɛɠɴШȭᐚȿʚɌʬȩǺɗʶɻࡎɰʢɛɠɹਕɴॶٮ

ɹዛˁඨȭʳɄɭɴɲʱʚɐǺ

ǵॶٮɹɛʠɴɫȷʳɄɭɻɛȼɇ˃ȡʱʚɐǺȡȷʰʠɑɴǸɗɌɩံᬠਕɴɲʰɑɴǸܩ᧑ɴ

ȋॶٮɹయȍˁᔒɩᐚȿʚɌʬȩǺɗɌɩǸԋ۬ɻȦʰɲȦǸɭުˁΫɁʚɌʬȩǺɗʶɻǸ

ȷɲ৲ւɞɭਲ਼ȦʚɐǺ߂ɇɲኽɛɠΥϺʁɭʱɴɫȷʳࢸ

ǵɐʏɩɹܕɹ͠ͻ̋ͻɹᇖɇ˃ǺၱܩˁʶǸࡎᮖɹάɫлȵᣱɄɤɛɹȴˁឿɩǸᓵȦ

ɩǸઢɍɩȼɞɇȦǺɗɌɩǸԋ۬ȵȦȴɴᯃϺ᧑ᇕɲԋ۬ɲɹȴǸਕɴ္ȷЊȿɩȼɞɇȦǺ

ǵѳܕɹ͠ͻ̋ͻɹᇖɇ˃ǺέୟతᏝ⏃␐␔␛⏆ɻǸഀॷǸଁጓȴʰɠʬȩɰ,#ॷˁᦎȭ

ʚɐǺԋ۬ˁɲȼɐɄɭˁᏝɌǸɗɹᒶ֭ˁᢦɤɛɄɹᏝɹઝ٢ˁǸɐʏɩɹѳܕɻʢ

ȩΥਲ਼ȦՏɐʏȷɫɐǺ႕ɴˏ͍͠ˡɭͦ˹ˏɴɻǸᣳܕ߂ɹКɭɌɩǸԋ۬ˁ߂३ɴձ

ཝɐʳԍкᇕ᧑ፉˁǸγᅠɴኍɐɄɭˁິʠʚɐǺ

ǵೣకঌɴ៲ȭʚɐǺೣɻЁǸԋ۬ኧᏝɴᔘˁكȿɩȦʚɐǺڞΥɹϝၱܕɹК

ɭɌɩǸΥխʢȼԋ۬ኧᏝɴᒠؿǸଫԸɌɩȼɞɇȦǺɗɹɛʠɴʢ᳞ץऄᯃɹ֪

ȷˁȭǸȋɹҹȍɫɻɲȼǸȋᯃɹҹȍɭɲʳആˏ˻ˏᯃԋ۬ܩय़ɹද២ˁࠃʠɩȼɞ

ɇȦǺɗɌɩлʭʱʢȋϝˁɌɲȦȍɭȦȩໆઝˁᦉʠɛೣܕૠɹॶٮɹჿਥɹݠ୫ɭǸɗ

ʶˁγᅠɴঃɁʳ͠ͻ̋ͻ˹̺̒ˁᇍஸɐʳɄɭˁິʠʚɐǺ

ǵၱᓔɹॶܯॷᶲɻౖɴ2&ˁᣳȭɩȦʚɐǺೣకঌɴɻǸᲞᶲɐʳၱᓔɹɇʰɲʳஹᡸ

ɹӱɭǸЁʢၱᓔɭ᠗ɇʶɩȦɲȦၱкᱻᓔɹఛཕˁິʠʚɐǺ

ǵᬏऊɻǸɹˁкᱻɌɛʚɠɭɌɩǸᇍϟఖȴʰ⏣ॷȵᐁɌɛЁʢఔࢮᔨູയɹ৯ᯱɫ

ᗑɌ˃ɫȦʳክऄɹᇖɇ˃ˁʼʰɑਝஹɌɩȦȷʚɐǺ

ǵၱࡎৗɫϭȼɲʰʶɛǾɴਕȴʰڂɹઝˁɁǸᬏऊɻঃऄɭɭʢɴǸɗɌɩॶٮˁ፷ȼ

ȼˁჼɴɹٮʼɓɩǸԋ۬ঘᐓɭγᅠੈχॶغˁɴɲʱɛȦɭਲ਼ȩɐʏɩɹϺɛɠɭ

ɌᐚȿʳɄɭˁɄɄɴៜɌʚɐǺǵ
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%4*,ॷ⏣Ǹˏ ͍͠ˡȵঃऄᬏऊɴၱˁହάɌ&#ధΨϺɹ٨ȵߥʼʶʚɌɛǺኽɻয়ಁ%%Ǹ

ၱਕܩȴʰᏝ⏗ �� ɹᕶࡨɫၱɌʚɌɛǺ

ທɭ⏜Ϻɹ߽ɻиᢽʍᆂᬖɌɩȦɩᮑˁӹʶʚɌɛȵǸၼɻၱਕܩȴʰ,##ɹूݭɫၱɌ

ɩȦʚɌɛǺኽɛɠɻӰ⏙Ϻɫ္ȿʱɹೠႅˁᮃʠɩ္ȿᘺɠɛूݭɹҶɫၼɹ᧨кˁᗾຝɴЊ

ɌʚɌɛǺɌȴɌ္ȿɩȦȼ᧨кˁឿʳɴᓘȭȷʶɑၚȭΫȵʳမˁឿɲȵʰɗɹݭˁᮐʶʚɌɛǺ

ᓂǸ᧨Დˁ୩ȦɴȷʚɌɛǺɫʢ᧨кɻ္ץȿɫԃɴ္ȿɩȦɛɹɻଝɹΥᨆɞȿɫɌ

ɛǺȋɓʠɩᰄɹᲓɞȿɫʢ୩ɤɩॠʸȩȍɭӰȵៜȦǸတ፱ɫᰄɹᨆՕɴ៘ʶɛʰᰄᲖᲓɻቄᕒ

ᏳूˁगɐʭȩɴւʶᇐɌɛ္ץȿɹᔶȵ༑ʶՏɌɛɹɫɐǺӰɻੳᴡˁΫɁတ፱ˁஅɩɩᦣɁ

ՏɌʚɌɛǺ

ኽʢɗɹˁᦠɤɩᦣɁՏɌɛɹɫɐǺኽɛɠɻɄ˃ɲႥɫၼɹ᧨кˁឿஅɩɩɌʚȦʚɌɛǺ

ၱɫတᙇݭʢቑޙɇʶɛɛʠǸʦ᤹ԒˁϭȼɌɛϺǾɻኽɛɠɭؾɍʭȩɴံɲкᱻˁɌ

ɲȿʶɽɲʰɲȴɤɛɹɫɐǺ

ɗʶɞȿɫɻȡʱʚɓ˃ǺȩɍɩᅊȷɤɛϺǾɻၖᐻɴʭʳӂʦఔࢮᔨɴʭʳ᧨ᆗɴੱʚ

ɇʶɲȵʰᅊȷɩȦȴɷɽɲʱʚɓ˃ɫɌɛǺ

ኽɻၱɹˁȿɩ &# ధॷǸਸ਼ਸᔈမǸᔻမˁᇍᆗɌЁɲȲᆹˁᐚȿɩȦʚɐǺೃɴ

.# ధॷɴɻᔕˤͲɴѢɇʶ &##2 ॷ &#%# ॷɴˤͲˁՏɐʳଝˁȿʚɌɛǺȡɹಁǸኽɭ

Υᐷɴ֪ɌɛӰɭʢˤͲɴѢɇʶᆹˁᐚȿɩȦʚɐǺ

ȡʶȴʰ 0* ॷǸၱᓔɹኽ᧒ɻȼɹǾɭȋԋ۬ঘᐓȍˁ៲ȭᐚȿɩȷʚɌɛǺʚɛǸ.#

ˁȹɩᗔˁႶɫʃǸ&#%, ॷ %% ᬏऊɫᬖҼɇʶɛ̮˫˗˝̒˹͖Цᡴɫɻγᅠɹዀ

ᓔɴᗔɫȋԋ۬ঘᐓȍɴˁᢸɌɩάɇȦɭ៲ȭʚɌɛǺɌȴɌǸͦ ˹ˏǸˏ ͍͠ˡɲɰɹܕǾ

ɴЁɲȲ %(�22# ᇍʢɹԋ۬ȵѳɇʶɩȦʳɭៜʼʶɩȦʚɐǺ

ೃɴˏ͍͠ˡɻͦ˹ˏɭɹᬚɴᐿᐄɌɩȦʳμᤂᮐԃঘᏝȴʰɹᮐᔵˁៜɌʚɌɛǺ

⏗ɴɻ̜͞Ͳ̺కณɴɲɤɩȴʰ⏗܌ᇿɹȋᕵᅠմᱻȍˁɤɛɭݬɍʰʶɩȦʚɐǺɄʶ

ɻȋԋ۬ɹঘᐓȍˁᰔȩϺǾɹ৺ˁគՖʳဤɫɐǺ

ၱᓔɻˁᦠȩɅɭɴϭȼɲɤɩȦʚɐǺኽɻɄɹݭɫ҆ᐵჿɴȲᰔȦɌɛȦǺ

ၱᓔȵᅊȷɩȦʳԒɴγᅠɫڞΥɹၱܕɭɌɩǸȡʰʪʳѳܕɴȋԋ۬ˁံȼɗȩȍ

ɭӈȷȿɩȼɞɇȦǺɄɹکᰍɞȿɻˏ͍͠ˡɴᦠਃɐʳϟɲȼԋ۬ɴᬠɐʳԃɩɹՕᩃɫȋ

ԋ۬ঘᐓȍɹດးɭɌɛˁኍɌɩάɇȦǺֿᠶǸኽʢɵʚɫȋԋ۬ঘᐓȍˁ៲ȭᐚȿʚɐǺ

ɗʶȵ 0* ॷմǸঃऄᬏऊɹၱɫ߉ʼʶɛ &# ధΨϺɹ٨Ǹ᧨ᆗɴᗑɌʛɲȵʰᅊȷɤɩ

ȦʳၱᓔɴݬȦʳ᧑ɞɭਲ਼ȦʚɐǺ

ኽɻፀ⏗๖γᅠ߂ɴʭɤɩ (%# ΨϺɹ٨ˁ႞႓ɴɌɛೣȵǸɴተጓɌɛȋॶٮૠȍˁ

ɴɲɤɩ๙ɌȦɭਥᰔɌȋॶܕᇕɲ৲ւˁഗɓʳࢷჼɐʳ୭ʱᐚȿǸϝʦԋ۬ʢɲȦγᅠˁࡪ

ʍɹ᠙ȦȍɭᕹɌʚɐǺٮ

c���¨�������¨�´¡¦�¨ª¦���ª��ª¡��������ª�������¦�°��¢¡�¨��¦¡��ª��������¡��ª�����¦ª�����������¨¦��ª��ª

^���¨�����¨�ª�����¨ª�¢�����¡��L�¦ª��ª¡�¨���¦�����ª¡�����¡��������������������k�������´¡�
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Shinagawa Declaration of a Non-nuclear Peace Area

At the present time, on earth the human race has accumulated
a nuclear arsenal quite sufficient to totally destroy itself.
No weapon has ever been developed which has not at sometime
been put to use.
History bears witness to this terrifying truth.

We must lose no time in ridding the world of nuclear weapons.
Before the glaring flash fills the sky above our heads.
If we are too late, we will not even be left with a future to
lament our failure.

With the heartfelt plea that nuclear weapons be abolished and
permanent peace be established, Shinagawa City declares
itself a Non-nuclear Peace Area and makes its appeal to the
world.
We refuse to allow the manufacture, placement or introduction
of nuclear weapons, by whatever country, for whatever reason.
To countries holding such weapons, we say, abandon your nu-clear
armaments immediately!

For the future of this beautiful, irreplaceable earth and for all
things living that exist upon it.

26th March 1985
 Shinagawa City
 Tokyo

※日本語訳は表紙裏面
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しながわ平和の花壇

しながわ平和の花壇

しながわ平和の花壇

「平和の誓い」像

非核平和都市品川宣言文

五反田文化センターJR 西大井駅前

JR 大井町駅前
「誓いの灯

ともしび

」の説明文

誓いの灯
ともしび




