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第３回

ヒバクシャ地球一周

証言の航海

プロジェクトの概要と主な成果
●クルーズ
●期
間

第 69 回ピースボート「地球一周の船旅」
2010 年 4 月 16 日（金）横浜発
～2010 年 7 月 25 日（日）横浜着 計 101 日間
●使用客船
オセアニック号
総トン数：38,772 トン 全長 238,4 メートル
●旅行企画・実施
株式会社ジャパングレイス
●参加被爆者 10 名 （地球一周は 8 名。うち、1 名は被爆 2 世）
●パートナー
佐々野桜（大学生）
小松真理子（大学院生）
●プロジェクト通称

おりづるプロジェクト

●概要と成果
寄港地プログラム：
17 カ国 22 都市でプログラム （空路の米国･ニューヨーク訪問を含む）
証言交流を行った回数：
27 回
記者会見：
7回
平和市長会議加盟： 14 都市（ベトナム：1 都市 グアテマラ：11 都市 メキシコ：2 都市）
寄港各国での報道： 新聞 15 紙以上 テレビ 5 社以上
届けた「おりづる」：
約 4000 羽
●特長あるプログラム
● 核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議への参加
● 核兵器禁止条約（ＮＷＣ）洋上会議の開催
● 各国の奨学生との交流 韓国（4 名）、中南米ＡＬＢＡ諸国（10 名）、グアテマラ（18 名）
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■寄港地活動一覧
・4/20 厦門 【中国】
厦門大学での証言
・4/２３ ダナン 【ベトナム】
グエン・ティ・ビン元副大統領と面会
枯れ葉剤被害支援センター訪問
さくら日本語学校で証言
国連NGO会議｢国連ミレニアム開発目標(MDG)に関するラウンド・テーブル｣
・4/26 シンガポール 【シンガポール】
アンダーソン高校（ジュニアカレッジ）で証言
・5/12 アカバ 【ヨルダン】
マダバ難民キャンプにて被爆証言と難民一世と交流
・5/18 ピレウス 【ギリシャ】
カリテナ地区第13学校にて証言・交流会
クシニ学校日本語クラスにて証言・交流会
・5/17－25 ニューヨーク 【アメリカ合衆国】
ジャマイカ･ハイスクールにて証言・交流会
イーストサイド・コミュニティ・ハイスクール にて証言・交流会
ジャパン･ソサエティにて証言･交流会
ブライアント公園にて証言･交流会
国連・ＮＰＴ再検討会議にて
核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN)の主催NGO分科会 にて発言
ピースボート主催NGO分科会にて被爆証言
・5/26 ア・コルーニャ 【スペイン】
戦争なき世界(World without War)のメンバーと交流
・5/28 ル・アーブル 【フランス】
アーフルール市での証言・交流会
ゴンフルビル市での原爆展開会式
・6/1 コペンハーゲン 【デンマーク】
コペンハーゲン市庁舎訪問
クリスチャンハブンス学校にて証言・交流会
創価学会インターナショナルにて証言・交流会
・6/2 アウシュビッツ 【ポーランド】
対話と祈りのセンターにてホロコースト生存者と学生との証言・交流会
・6/3 グダンスク 【ポーランド】
市長と面会・折り鶴贈呈セレモニー
・6/5 サンクトペテルブルグ 【ロシア】
ロシア戦争体験者と現地医学生の証言・交流会
・6/6 ヘルシンキ 【フィンランド】
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記者会見
ニュー・スチューデンツ・ハウスにて証言・交流会
・6/10 ベルゲン 【ノルウェー】
核兵器禁止条約シンポジウムにてスピーチ
学生・現地の平和活動家に向けての証言・交流会
核兵器廃絶デー街頭イベント
・6/14 ダブリン 【アイルランド】
記者会見
アイルランド外務省とラウンドテーブル
ダブリン市長公邸訪問
原爆慰霊記念樹前でセレモニー・証言＆ミュージックパブリックイベント
・6/25 ラグアイラ 【ベネズエラ】
3月10日小学校で交流
カリブ海洋大学で証言会
ベネズエラ・メモリアル・フェスティバルにて挨拶
ラグアイラ市立診療センター視察
高齢者クラブ・妊婦と交流
ラグアイラ市長と交流
・7/5-6 プエルトケツァル、グアテマラシティ、アンティグア 【グアテマラ】
グアテマラ市長団（ANAM）と会合・平和市長会議調印式
グアテマラ市長と会合
アンティグア市長と会合
・7/7-10 メキシコシティ 【メキシコ】
日墨学院で証言会
日本大使館訪問
メキシコ市役所国際部アジア・アフリカ担当局長訪問
メキシコ外務省にて大使と会合・核軍縮不拡散セミナーにて証言会
日墨協会にて証言交流会
・7/9 マンサニージョ 【メキシコ】
・７/１２ エンセナーダ 【メキシコ】
州立美術館にて証言交流会
エンセナーダ市長と会合・平和市長会議調印式
≪この他の寄港地≫
サファガ（エジプト）、ポートサイド（エジプト）、ナポリ（イタリア）、モンテゴベイ（ジャマイ
カ）、クリストバル（パナマ）
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■船内での活動一覧
（１）証言、講座、ワークショップ
「核なき世界を！～おりづるプロジェクトを紹介します～」（4/18）
「日本の戦争・郭さんのヒロシマ」（4/21）
「核ってなんだろう？－ザ・入門編－」（4/21）
「今がチャンス！核廃絶」（4/22）
「折り鶴を折ろう！」（4/24）
「郭さんとしゃべり場！」（4/24）
「核ってなんだろう？-ザ・初級編-」（4/24）
「在外被爆者－被爆者はどこにいても被爆者」（4/25）
「川崎哲のなんでもお答えします」（4/25）
「おりづるしゃべり場」（4/28）
「ブラジルに渡った被爆者たち」（4/29）
「平和の歌を歌おう♪」（4/30）
「おりづるプロジェクトアジア報告会」（4/30）
「被爆者 命の記録～放射線と闘う人々の 60 年～」（5/1）
「父と母とあの日の記憶」（5/1）
「朗読をしよう」（5/3）
「平和の歌を歌おう」（5/3）
「幻のフィルム再現-広島で何が起こったか-」（5/4）
「親をなくした子どもたち」（5/5）
「サダコの祈り鶴～平和への願いを込めて～」（5/7）
「映画 『アンゼラスの鐘』｣（5/6）
「美保子の部屋～写真で伝える証言活動～」（5/8）
「平和の詩練習会」（5/9）
「青い空とピカドン」（5/9）
「 『フラッシュ・オブ・ホープ』上映会」（5/15）
「 『ヒバクシャとボクの旅』上映会」（5/17）
「原子野を生きのびて～放射線と闘う 65 年～」（5/19）
「若者熱まれ！胎内被爆者健さんと語ろう！」（5/19）
「おりづる小学校～原爆ってなぁに？～」（5/23）
「聞いちゃっていいとも！」（5/25）
「六ヶ所村ドキュメンタリー」（5/25）
「若者熱まれ！胎内被爆者健さんと語ろう！」（5/30）
「船のおりづる NY へ行く～NPT 再検討会議報告～」（5/31）
「核廃絶国際キャンペーンデー・スポーツイベント」（6/4）
「東京に原発？」（6/7）
「原発しゃべり場」（6/7）
「核兵器禁止条約～洋上会議がやってくる！～」（6/7）
「ガザと核」（6/9）
「核兵器禁止条約（NWC）洋上会議：ヒバクシャとの対話」（6/11）
「 『フラッシュ・オブ・ホープ』上映会(英・西のみ)」（6/11）
「洋上会議ゲストに日本文化紹介①」（6/12）
「核廃絶 NOW WE CAN！」（6/13）
「Realizing a Nuclear-Free world:Meet the Doers」（6/13）
「ドキュメンタリー「原発解体」上映」（6/17）
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「おりづる折ってるだけじゃないんです！」（6/18）
「全部見せます！おりづるプロジェクト」（6/19）
「「21 才の青春」～やめられない、とまらない、おりづるプロジェクト～」（6/20）
「アウシュビッツ展示報告会」（6/22）
「若者熱まれ！胎内被爆者健さんと元日本軍人・関さんとしゃべろう！：
テーマ「本当に自衛隊は必要か？」」
（6/28）
「笹森恵子さん被爆証言：私とヒロシマ」（7/3）
「笹森さん・キャスリンさんしゃべり場：原爆 IN アメリカ」（7/4）
「グローバル・ヒバクシャ」（7/14）
「もうひとつの原爆ドーム」（7/15）
「おりづるランチ」（6/27 ・ 6/30 ・ 7/17・7/21）
「おりづる平和資料館」（5/3～9 ・ 6/19～23） など

（２）若者「おりづるパートナー」らと共におりづる文化祭
「幸せの種～100 年後の地球をデザインする～」を開催
≪内容≫
「胎内ヒバクシャ健さんと喋ろう！最終回」
「戦争はなくならない？！・・・にしないため の 5 人の発言」
「証言：命の記録」
「原爆投下の真っ赤なウソ」
「韓日しゃべり場」
「平和の歌」
「幸せの種～100 年後の地球をデザインする～」

（３）多彩な水先案内人/ 海外ゲスト/国際奨学生
◆在外被爆者
郭貴勲 KWAK Qui-hun 在韓被爆者
笹森恵子 SASAMORI Shigeko 在米被爆者
◆軍縮教育家
キャスリン・サリバン Kathleen SULLIVAN 軍縮教育家・ヒバクシャストーリーズ
◆核兵器禁止条約（ＮＷＣ）洋上会議参加専門家
リサ・クラーク Lisa CLARK 核軍縮・不拡散議員連盟（PNND）イタリア・コーディネイター
ジャンマリー・コリン Jean-Marie COLLIN PNND フランス・コーディネイター
スー・ミラー Susan MILLER イギリス上院議員 PNND 共同代表
ランディ・ライデル Randy RYDELL 国連軍縮局上席政務官
エロス・サナ Eros SANA ジャック・ミューラー・フランス上院議員議会補佐
アーロン・トビッシュ Aaron TOVISH 平和市長会議 2020 ビジョンキャンペーン
アラン・ウェア Alyn WARE PNND 国際コーディネイター
ティム・ライト Tim WRIGHT 核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）
◆国際奨学生
韓国・聖公会大学より 4 名
中南米・ALBA 諸国より 10 名
グアテマラより 18 名
◆水先案内人
佐藤真紀 SATO Maki 国際協力活動家
高橋和夫 TAKAHASHI Kazuo 中東専門家
ほか多数
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