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2015年11月1日(日) 

 朝食  

7.45 バス出発（伊王島） 

8.45 – 9.00 献花及び集合写真（平和祈念像前） 

9.15 - 10.30 条件付き公開（公開） 

ノーベル平和賞メダル寄託式、被爆体験講話 

(長崎原爆資料館) 

 ジャヤンタ・ダナパラ大使, パグウォッシュ会議会長 (スリランカ) 

 パオロ・コッタ=ラムジーノ教授, パグウォッシュ会議事務総長 (イタリア) 

 サイデ・ロトフィアン教授, パグウォッシュ会議評議会議長（イラン） 

 長崎原爆資料館 関係者 

 田上 富久長崎市長 

 松井 一實広島市長 (代理) 

 山脇佳朗 (被爆者) 

10.30 - 12.00 長崎原爆資料館、長崎追悼平和祈念館等視察 

10:30 - 12:00 パグウォッシュ会議代表団による城山小学校特別訪問  

12.00 長崎大学坂本キャンパスへバス出発 

12.30 – 13.30 昼食（長崎大学坂本キャンパス） 

13.30 – 14.45 公開セッション（日英同時通訳）(長崎大学医学部記念講堂) 

① 開会セッション 

 パオロ・.コッタ=ラムジーノ教授, パグウォッシュ会議事務総長 (イタリア) 

 ジャヤンタ・ダナパラ大使, パグウォッシュ会議会長 (スリランカ) 

 鈴木 達治郎長崎大学核兵器廃絶研究センター長、パグウォッシュ会議評議員 (日本) 

②歓迎挨拶 

 中村 法道 長崎県知事 

 田上 富久 長崎市長    

 片峰 茂  長崎大学長 

③特別講演 

岸田 文雄外務大臣(日本) * 

14.45 – 15.00  休憩 

 第 4回サイモンズ・シンポジウム（ SIMONS SYMPOSIUM） 

ラッセル・アインシュタイン宣言と人間性の回復： 

核兵器のない世界をめざして 

15.00 – 15.15 ④ 開会にあたって 

議長: スティーブ・ミラー博士, パグウォッシュ会議執行会議長 （アメリカ） 

 ジェニファー・アレン・サイモンズ博士, サイモンズ財団総裁 (カナダ) 

15.15 – 16.00 ⑤全体セッション1:  核兵器の非人道的影響 

議長: ブルース・ブレア(アメリカ)* 

 朝長 万左男, 日本赤十字社長崎原爆病院名誉院長（日本） 

 リン・シュレーダー、赤十字国際委員会(ICRC) 駐日代表 

質疑応答 

16.00 – 16.15 休憩 

16.15 – 17.15 ⑥全体セッション2: - 核兵器廃絶への道筋―核軍縮の見通し 

議長: サイデ・ロトフィアン教授,パグウォッシュ会議評議会議長 (イラン) 

 アニタ・フリード アメリカ国務省軍縮局首席国務次官補代理（アメリカ） 

 ミハイル・ウリヤーノフ, ロシア外務省軍縮・軍備管理局長(ロシア)  

質疑応答 

17.15 – 17.45 ⑦基調講演:  CTBTへの道 

議長:  レザー・ズィアラン大使 (イラン) 

 ラッシーナ・ゼルボ博士, CTBTO事務局長 (ブルキナファソ) 

17.45 – 18:45  ⑧全体セッション 3: 「非核兵器、非大量破兵器地帯」をめざして 

議長: • ジャヤンタ・ダナパラ大使, パグウォッシュ会議会長 (スリランカ) 

 梅林宏道, 長崎大学核兵器廃絶研究センター客員教授（日本） 

 ヤルガルサイハニー・エンクサイハン大使、NGO「ブルーバナー」代表（モンゴ

ル） 

 キム・ウォンス国連軍縮担当事務次長 （韓国） 

 質疑応答 

18.45 – 18:55  ⑧b特別挨拶: 旧セミパラチンスク核実験場に関する展示 

 アキルベク・カマルディノフ大使 (カザフスタン) 

19.00 バス出発 

ディナー（伊王島） 
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2015年11月2日(月)  

07.30- 09.00 朝食 (伊王島) 

09.00-10.30 条件付き公開（公開） 

⑨全体セッション: 南アジアの核リスク (伊王島) 

議長: • パオロ・コッタ=ラムジーノ教授, パグウォッシュ会議事務総長 (イタリア) 

 ハーリド・キドワイ元中将,  国家指揮最高部顧問 (パキスタン) 

 
10.30-11.00 ⑩全体セッション: 事務総長報告, 過激主義, 対話と軍縮に向けたパグウォッシュの課題 (伊

王島) 

 パオロ・コッタ=ラムジーノ教授, パグウォッシュ会議事務総長 (イタリア) 

11.15 - 11.45 コーヒーブレイク 

11.45 - 13.15 ワーキンググループに分かれての討議 (伊王島) 

13.15 - 14.30 昼食 

14.30 - 16.00 ワーキンググループに分かれての討議 (伊王島) 

16.00 - 16.30 コーヒーブレイク 

16.30 - 18.00 ワーキンググループに分かれての討議 (伊王島) 

19.00- 夕食 
 

2015年11月3日（火）祝日 

  
07.30 – 09.00 朝食 (伊王島)  

09.00-10.00 条件付き公開（公開） 

⑪a – 全体セッション: アフガニスタンの将来 (伊王島) 

議長:アブルアフラール・ラミズプール パグウォッシュ会議評議員 (アフガニスタン) 

  
10.00-10.45 ⑪b – 全体セッション: パレスチナの将来 (伊王島) 

 ガーズィー・ハマド氏 (パレスチナ)* 

 フサーム・ゾムロト 特使(パレスチナ) 

10.45-12.00 ⑫ - 全体セッション: 平和と共存の北東アジアをめざして (伊王島) 

議長: レオン・V・シーガル氏, 米国社会科学研究評議会(アメリカ)* 

 遠藤誠治 成蹊大学教授 (日本) 

 マーク・スー, パグウォッシュ会議評議員(韓国) 

 趙 通, カーネギー 清華グルーバル政策センター (中国) 

 コメント: アレキサンダー・ニキティン博士, パグウォッシュ会議評議員(ロシア) 

12.00-13.00 昼食 (伊王島) 

13.00 バス出発（長崎大学坂本キャンパスへ） 

14.00-15.30 公開セッション（日英同時通訳）(長崎大学医学部記念講堂) 

⑬ - 全体セッション: 原子力の平和利用のリスク  

議長:  鈴木 達治郎,パグウォッシュ会議評議員（日本） 

 黒川 清 元国会原子力事故調査委員会委員長、元日本学術会議会長(日本) 

 フランク・フォン・ヒッペル教授プリンストン大学 (アメリカ) 

 コメント: ラマムルティ・ラジャラマン教授, ジャワハルラール・ネルー大学(イン

ド)* 

 コメント: シャロン・スクアッソーニ, 戦略国際問題研究センター(アメリカ)* 

 
16.00-17.00 ⑭ - ドロシー・ホジキン・レクチャー  

議長: フランチェスコ・カロジェロ教授, パグウォッシュ会議評議員（ イタリア） 

 下村 脩教授, ノーベル化学賞受賞者 (日本) 

 コメント： 益川 敏英教授, ノーベル物理学賞受賞者(日本) 

17.30-18.30 能楽鑑賞「長崎の聖母」 (長崎大学医学部記念講堂)* 

18.30 バス出発（夕食会場 グラバー邸へ） 

19.00 ⑮ - グラバー邸にて夕食会* 

 ディナースピーチ: 河野洋平 元衆議院議長、元外務大臣（日本） 
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2015年11月4日(水) （伊王島）  

07.30 – 09.00 朝食 (伊王島) 

09.00-12.00 ワーキンググループに分かれての討議 (伊王島) 

12.00 昼食 

13.00 – 14.30 ワーキンググループに分かれての討議 (伊王島) 

14.45 - 15.15 条件付き公開（公開） 

⑯ - 全体セッション: 会長スピーチ (伊王島) 

 ジャヤンタ・ダナパラ パグウォッシュ会議会長 (スリランカ) 

15.15 - 15.30 コーヒーブレイク 

15.30 – 16.30 ⑰ - 全体セッション: イラク、シリア、 イスラミックステート (伊王島) 

議長: アニーサ・ハッスーナ博士, パグウォッシュ会議評議員(エジプト) 

 H.E. フサイン・アル・シャフリスターニー, イラク高等教育相(イラク) 

16.30-17.45 ⑱ - 全体セッション: イラン核開発をめぐる議論と交渉の12年―経緯と教え 

議長: パオロ・コッタ=ラムジーノ教授, パグウォッシュ会議事務総長 (イタリア) 

 アリー・アクバル・サーレヒー教授, イラン原子力機構長(イラン)* 

19.00 ⑲ - 夕食 (伊王島) 

 ディナースピーチ；吉川弘之 元日本学術会議会長、日本パグウォッシュ会議諮問

評議会議長（日本） 

2015年11月5日(木)    （伊王島） 
7.30 – 9.30 朝食 

9.30 – 10.45 
 

 
 

 
10.45 -12.00 

条件付き公開（公開） 

⑳ - 全体セッション: ラッセル・アインシュタイン宣言からの60年及びこれから (伊王島) 

議長: サンドラ・I・ブッチャー, パグウォッシュ会議事務局長 (アメリカ) 

 小沼 通二 日本パグウォッシュ会議（日本） 

 国際学生ヤングパグウォッシュ 

㉑ – 全体セッション: 次なる一歩(伊王島) 

議長:スティーブ・ミラー博士, パグウォッシュ会議執行会議長 （アメリカ) 

 各ワーキンググループの成果の紹介と議論 

12.00 – 12.30 ㉒ -閉会 – 長崎宣言 

  
  

12.30-14.00 ㉓ -長崎宣言/記者会見 (伊王島) 

•パグウォッシュ関係者 
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ワーキンググループ情報 
 

ワーキンググループ 1:  核兵器の非人道的影響 (共同議長；V. Journe, 朝長万左男) 

ワーキンググループ 2:  核兵器廃絶への具体的道筋（共同議長：P. Jenkins, 黒澤満） 

ワーキンググループ 3: 地域別ワーキンググループ – ヨーロッパ  （共同議長；G. Neuneck and S. Batsanov） 

ワーキンググループ 4: 地域別ワーキンググループ – 中東・アフリカ （共同議長；A. Luetbold, 栗田禎子） 

ワーキンググループ 5:  地域別ワーキンググループ – 南アジア （共同議長：（M。Yusaf、H. Jacob） 

ワーキンググループ 6: 地域別ワーキンググループ – 東アジア (共同議長；M. Suh, L. Segal) 

ワーキンググループ 7:  原子力の平和利用, エネルギー資源, 国際協力 （共同議長：V. Gilinsky, R. Rajaraman） 

ワーキンググループ 8:  先端技術のもたらす挑戦と科学者の社会的責任 (共同議長：K. Hallberg, 池上雅子) 


