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「光に向かって這っていけ―核なき世界を追い求めて」 

サーロー節子氏が広島大学を訪れ、学生・市民に講演します 
 

 

広島で被爆し、長年にわたり被爆体験の証言と核兵器廃絶運動を続けている 

サーロー節子氏（カナダ在住）をお迎えして、第 92 回広島大学講演会を開催 

します。 

サーロー節子氏は国際 NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ ICAN）とと

もに活動し、2017 年 12 月のノーベル平和賞授賞式では ICAN を代表して受

諾演説をされました。 

講演会では、ご自身の体験を踏まえ、被爆者の思いとともに、核廃絶に向け

て一人一人が行動していくことの大切さなどについてお話しいただく予定です。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

  

 

                 記 

  

 

【日 時】 2019 年 11 月 18 日（月）11 時 00 分～12 時 00 分 

【会 場】 広島大学学士会館２階レセプションホール 

（東広島市鏡山一丁目 2 番 2 号） 

【演 題】 光に向かって這っていけー核なき世界を追い求めて 

【講 師】 サーロー節子氏 

【言 語】 日本語（英語による同時通訳あり） 

【対 象】 広島大学の学生・教職員、一般市民 

【申 込】 以下 URL から、もしくは下記問い合わせ先に申し込む 

      （先着 100 人） 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGO

yJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxUQ0hMU1I4TlpWT

TlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

広島大学国際室国際部国際交流グループ 

TEL: 082-424-6046 

FAX: 082-424-6179  

E-mail:kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

発信枚数：Ａ４版 3 枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-4518 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGOyJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxUQ0hMU1I4TlpWTTlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGOyJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxUQ0hMU1I4TlpWTTlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGOyJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxUQ0hMU1I4TlpWTTlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u


第92回広島大学講演会

司会：広島大学平和センター長・教授 川野徳幸

サーロー節子氏

光に向かって這っていけー
核なき世界を追い求めて

サーロー節子氏
1932年広島市生まれ。平和運動家。13歳の時に被爆。広島女学院大、
米リンチバーグ大を経て、1957年にカナダ・トロント大で修士号取
得（社会福祉学）。トロント市を拠点に北米各地で被爆体験証言と
核兵器廃絶運動を続けてきた。2007年、民間人最高位の勲章「オー
ダー・オブ・カナダ」受章。国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペー
ン」（ICAN）と連携し、核兵器禁止条約の制定を国際世論に訴え、
2017年12月のノーベル平和賞授賞式ではICANを代表して受諾演説。
2019年、トロント大より名誉博士号。初の自伝「光に向かって這っ
ていけー核なき世界を追い求めて」を中国新聞の金崎由美記者と共
著で出版。トロント市在住。87歳

2019年11月18日 (月)
11:00～12:00（開場10:30）

広島大学学士会館２階レセプションホール

私達の未来のために
被爆者の思い、ヒロシマの思いに

耳を傾けよう
広島大学長 越智光夫

主催：広島大学

問合せ先：
広島大学国際室国際部国際交流グループ
TEL: 082-424-6046/ FAX: 082-424-6179
E-mail： kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp

司 会：広島大学平和センター長・教授 川野徳幸
使用言語：日本語（英語による同時通訳あり）
入 場：無料
申 込：11/13(水)迄に以下URLから申込

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
3VQExGOyJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxU
Q0hMU1I4TlpWTTlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u



92nd Hiroshima University Lecture Meeting

司会：広島大学平和センター長・教授 川野徳幸

Setsuko Thurlow
Crawl toward the Light—Pursuing a 
World without Nuclear Weapons

Setsuko Thurlow 
Ms. Setsuko Thurlow was exposed to the A-bombing at the age 

of thirteen. She has worked together with ICAN since 2007 and 

accepted the Nobel Peace Prize on behalf of ICAN in 2017. She 

has contributed to shaping international public opinion by 

sharing her A-bomb experiences at this year’s U.N. 

negotiations to establish the nuclear weapons ban treaty. She 

also spoke at various other international conferences aimed at 

highlighting the inhumane nature of nuclear weapons.

November 18, Mon., 2019
11:00～12:00（open at 10:30）

Faculty Club (Gakushikaikan), Reception Hall,

Higashi-Hiroshima Campus, Hiroshima University

“Listen to Hibakusha and take stock of their heartfelt message.

Together, we create a future of peace.”

Mitsuo Ochi , The president of Hiroshima University

Sponsored by Hiroshima University

Contact：
International Exchange Group, Hiroshima University

TEL: 082-424-6046/ FAX: 082-424-6179
E-mail： kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp

MC: Prof. Noriyuki Kawano, 

Director of the Center for Peace, Hiroshima University

Language: Japanese（With simultaneous interpretation in English)

Admission: Free

Registration: By Nov. 13 through the following website.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
3VQExGOyJkmGjY4SZA03UE2lSkcZm2tJgsTWHSni9oxU
Q0hMU1I4TlpWTTlaM0wzSlhGVjNENk8xOS4u


