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このたびのマーシャル諸島訪問は、第五
福竜丸漁労長、見崎吉男氏を連れて行こう
ということから話がもちあがったのだが、
当の見崎さんは高齢のため体力体調に不安
があり、実現することが出来なかった。そ
こでモコ、チホ、カツヤ、ボブの4名がとに
かく現地へ行き話しだけでも聞かせてやり
たいとの思いからだった。
焼津から平和のメッセージを世界へ
非核非戦のシンボルを焼津の地に
これが見崎さんのかねてからの願いで、

今もその気持ちは変わらない。焼津の地は
第五福竜丸の母港であったと同時に反核運
動の発祥の地でもある。原水禁、原水協と
いった政党がらみの運動とは別に、市民を
中心とした運動も地道に続いてきた。
2007年、太平洋の伝統を復興しようと、

ハワイで始まったカタマランカヌー・ホク
レアが日本にやってきた。沖縄、長崎、広
島を訪れた。そこにはもちろん非戦非核太
平洋の祈りが込められていた。そこで人々
は今原発建設問題でゆれる上関に立ち寄る
ことを提案した。そして第五福竜丸の母港
焼津にも是非立ち寄るようにと招待した。
そのことをきっかけに、焼津の非戦非核市
民運動を未来へとつなげるさらなる展開が
もちあがった。そのような経過を経て、ヤ
ポネシアフリーウェイというプロジェクト
が若者の間で立ち上がり、歩き出した。い
まだ不特定多数のメンバーのうち、この度4
名が見崎さんの思いを受け、マーシャルへ
行くこととなった。
ヤポネシアフリーウェイのテーマは非戦

非核、平和、環太平洋といっていいだろう。
戦後66年、第五福竜丸事件より57年、反核

運動の認識も変わってきた。当初は核兵器
反対で原発は平和利用というふれこみだっ
たが、歳月はその化けの皮をはがしたとい
っていいだろう。それがこのたびの福島原
発事故だ。平和運動は地道に、焼津から日
本から世界へ平和の発信をと願っていた。
この言葉は深くかみしめ考えられなくては
ならない。しかしそれとは裏腹に、日本の
戦後経済成長は、地球規模での環境破壊の
大きな原因となっていった。その被害はひ
ょっとすると戦争のそれよりも大きいかも
しれない。
しかし平和運動は地道に、太平洋の東西、

おそらく世界中で静かに模索されている。
この度訪れたマーシャルで、ビキニ出身の
人々に島に帰りたいかという質問に対して、
老人は気持ちは帰りたいがという人や、変
わってしまった島は見るのはしのびないと
いう人、また若者は帰ってもそこでの生き
方を知らない。そこでビキニの市長をして
いるアルソン・ケレンはカヌースクールを
始めた。アメリカ文化に洗脳された若者を
更正させる意味もふくめカヌー造り、航海
術、さまざまな伝統的な道具の作り方、ヤ
シの繊維で作るロープ、タコの木の葉の編
み方を学び実践することでその心を養うこ
とを始めた。アメリカが風邪をひけば、マ
ーシャル島など即死だ。ズー政策によって
アメリカに飼い慣らされればこのような状
態になることは目に見えている。サバイバ
ルをかけたリバイバルだ。この春、ビキニ
のメイヤーは焼津を訪れ、同じ被害を受け
た者同士、太平洋の平和運動を広げようと
提案してきた。それを受け、この度ぼくら
と時を同じくして焼津市長もマーシャルを
訪れた。そして9月議会でビキニとの平和友
好都市として結ばれることが焼津でほぼ決
定したと静岡新聞の人が話していた。あと
はソフトの問題である。
太平洋のただ中、小さな島でおこってい

るサバイバル、リバイバルの運動は、海と
大陸の違いはあれど、オーストラリア、ア

メリカ大陸でも同じ事が言えると思う。ウ
ラニューム鉱山で働かされ、被曝者をかか
えているということでも共通の問題をもっ
ている。ウラニューム鉱山、原爆、原発、
あらゆる核兵器、核廃棄物、それらは一つ
である。そしてこの問題は、原子力にかぎ
らず、現代文明が直面している問題として
地球上いたるところで見いだされる。その
意味でもぼくらはもっとお互いを知り、つ
ながり、共に知識や知恵をシェアーして、
はげましあい、共生の道を見いだすべく努
力したいものだ。
太平洋は一つ、アジアは一つ、地球は一

つかむながら、できることなら初めにたち
かえり、もとから始めたい。しかし現代文
明に慣れ染まった体や心は、それに耐えら
れるだろうか。果たしてそれを望むだろう
か。幾千年、幾万年かけてつちかってきた
知識、技術、知恵を一瞬にして失ってしま
う人類。マザーアース、デザート、ブッシ
ュに、ジャングルに、ブディスト住む高原
に、ツンドラの大地に、わだつみの海原に
ちりばめられた緑の真珠の島々に、それは
よみがえるだろうか。星と風と海流による
アウトリガーカヌーリバイバル、ホクレア
カタマランのリバイバル。ただ海のみなら
ず、川にも野にも森にも山にも呼びかけ、
はげまし、共にこの地球に生きようという
メッセージだ。それは少しずつ一歩一歩か
もしれないが、いたるところですでに始ま
っている。亀の島の詩人ゲイリー・スナイ
ダーなどは1950年代からそのことを指摘
しつづけ、詩やエッセイに表現しつづけて
いる。今もなを。
ビキニは福島の50年後なのだろうか。

チェルノブイリはその25年後なのだろう
か。ロンゲラップ出身のおばあさん達はみ
ずからの被曝の生涯を身に受けながら、二
度とこの苦しみを繰り返してはならないと
言う。それが反核非核の理由であり、世界
中の被曝者達の声を一つにするところでも
ある。ビキニやロンゲラップの写真を70年
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代から撮り続け、本を書いている島田興生
氏は、ビキニは福島の大先輩だと言った。
今回のビキニ訪問はこのことを実感するも
のだった。海も島も、透明な光につつまれ
たビキニ。今だ放射能の恐怖故、人々は島
に、故里に帰れない。50年後の福島。
センドリックという老人と一緒に島に渡

り、かつて彼が住んでいた場所へ案内され、
しばらくそこで時間を過ごした。今は昔の
住居のあとも、なにもかもきれいになくな
っていた。老人はしばらく言葉を失い、涙
ぐんでしまった。大きく茂ったタコの木だ
けが涼しい木陰をつくっており、木陰には
タコの木の葉が落ちて、マットのようにふ
かふかに敷き詰められていた。暑さを逃れ
て木陰に避難した僕を見て老人は、横にな
ると気持ちがいいよと僕を促した。老人は
ここに生活していた時、ここに寝転び、ど
れだけ遠い遠い風と潮の声を聞いたことだ
ろう。どれだけ透明な光に心を酔わせたこ
とだろう。このことがあって、なぜかぼく
らは深く心が通じるようになって、お互い
懐かしむようになった。このことが大切な
ことなんだ、とでも言うように。不自由な
英語と笑顔で、ぼくの手をとりやさしくぼ
くの心に話しかけてきた。広島、長崎に原
爆が落とされ、太平洋戦争は終わった。そ
して核の時代が始まった。この老人の障害
からすべてを奪ってしまった時代。この老
人との出会いはいとしいものだったし、
人々に伝えたいことでもある。なにが大切
なことなのか。透明な光はすべてを満たし
ている。エメラルドグリーンのサンゴのリ
ーフ、黒い魚の群影、おそらくイワシの群
れだろうか、白いアジサシが群がっている。
カヌーと魚のことをセンドリック老人はぽ
つりぽつりと話す。彼がここに住んでいた
時の生活の様が心描かれ、目の前の景色と
重なる。海川野山、森砂漠、世界中の人々
に伝えてくれ。島を愛し島と共に生きるこ
と、島を殺すことは自分を殺すこと。ブラ
ボーショットは世界平和のために行われる
核実験、神の名のもとに行われるのだとい

って島民を移住させ、落とされた。50年余
りたった今、平和がここにあるだろうか。
あるのは病気と二度と島には帰れないとい
う絶望だけ。ビキニは50年後の福島なのだ
ろうか。原子力発電所は地域のためになっ
たのだろうか。一時的な金銭で、結局今の
福島のありさまだ。百万にもおよぶ人々は
いったい何処へ移住しろというのか。かむ
ながら、できることなら初めにかえり、そ
こから始めたい。マジュロで出会った詩人
はアメリカ文明がもたらしたゴミと社会環
境について詩をかき語っていた。なぜ彼は
詩をかくのか、人々にもっと考えてもらい
たいからだと言っていた。ことゴミに関し
ては、日本はマーシャルなどおよびもつか
ないほど格上。幕下と横綱ほども違う。さ
てどうしたことか。画家は街のコンクリー
トの壁にヤシの林しげるラグーンの浄土図
を描いていた。
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東京都と大阪市で
直接請求の活動を開始！
原発の是非を国民投票にかける活動の一
環として、東京都、静岡県、大阪市におい
て、東京電力、中部電力、関西電力各社管
内に存在する「原発」の稼働、廃止につい
て、これを都民投票、県民投票、市民投票
にかけるための、直接請求(厳密には住民
投票条例の制定を求める直接請求)を行い
ます。都民投票の請求代表人は、堤清二
（＝辻井喬）さん、山本太郎さん、小林聖
太郎さん、斎藤駿さん、上原公子さんら
11人以上で担います。また大阪は、森田
敏一さん、松井寛子さん、今井一さんほか
6人の請求代表人が決まっています。
私たちは条例の制定・住民投票の実施を
目指して努力します。条例が制定され、実
施されれば申し分ないですが、もし議会が
市民自治を蔑にして条例制定を拒んだとし
ても、運動の意味がなくなるとは考えませ
ん。「原発」の将来は、刈羽村や上関町、
高浜町といった一握りの小さな自治体に住
む人たちだけで決めるのではなく、東京や
大阪などに暮らす、大量電力消費地の人々
が「原発」の是非を決めて責任を取るべし
という考えは、これまでの常識の大転換で
す。この正当な主張を、運動を報じるメデ
ィアやネットユーザーを通して全国の人々
に広めることができると私たちは考えてい
ます。◆ http://kokumintohyo.com/

Photo by Moco みんなで決めよう
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表表紙紙ののここととばば bbyy 市市居居みみかか
「私もなんかしなきゃ！と、急遽、NO!

ゲンパツ展というのを主催して、全国５カ
所で巡回しました。たくさんの作家さんが
賛同参加してくれて、それを見るだけでも、
勇気もらえました。12月にも、絵本作家が
60名ほど集まって、「ぼくらの原始力展」
という同じ主旨の展覧会を大阪でもやりま
す。(→こよみ）先日、うれしい話を聞きま
した。とある方が、私たちの作品を見て、
「このままではあかん！」と強く思ってくだ
さり、原発をやめるために、なんと、市議
に立候補しようとしてくださっているそう
です。それを聞いて、「やっぱりやってよか
った！」としみじみと思いました。」
◆ 絵本作家 市居みかの日々あれこれ
http://ichiipk.exblog.jp/
＊今月号の表紙絵は、そのNO!ゲンパツ
展に市居みかさんが出したものです。
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ビキニ環礁に着いたところ→


