
表彰の理由

WhyMs.MariiK.HasegawaWasSelected
astheRecipientoftheThirteenthNiwano
PeacePrize

庭野平和財団(庭野日鍬総裁、長沼基之理事長)は、

「第 13 匝|庭野平和賞 j をアメリカのマリイ・ハセガワ女

史 (Nls. MariiK.Hasegawa 、 77) に贈ることを決定いた

しました。世界 125 か国、約1. 000 人の有識者に推薦を依

頼し、仏教、キリスト教、イスラム教など 7 人で柿ー成さ

れる審査委員会で厳正な審査をし、決定されたものであ

ります。

ハセガワ女史は、匡 II際 NGO (非政府機関)として 80

余年の歴史を持つ「婦人国際平和自由連盟 J (WILPF)

で、長年にわたり中心的な役割を果たしてこられた方で

あります。「婦人国際平和自由連盟 j は、ノーベル平和

賞受賞者のジェーン・アダムズ女史が初代会長を務めた

|止界的な女性平和団体として著名です。その中で、ハセ

ガワ女史は、約半世紀にわたり、反戦、軍縮活動をはじ

め、人権擁護、女性の地位向上、教育振興など、 II幅広い

活動を展開してこられました。 1971 年から 75 年までは、

アメリカ支部の会長も務めておられます。

ハセガワ女史は、広島県安芸郡梅田 III]の出身です。

1919 年、生後わずの、 11 か月の頃、仏教僧侶であった父

親と共に渡米しました。以降、 70 有余年にわたりアメリ

カでの生活を続けておられます。その意味では、完全な

「アメリカ人」と申し上げられると思います。しかし、

戦前、戦中のアメリカでは、日本の出身者が、他のアメ

リカ人と同等に扱われることはありませんでした。ハセ

ガワ女史自身、大学時代は、家政学を選択しました。当

時、日本人女性としては、その分野のみが、就職につな

がる道であったからであります。

1941 年、日本軍による真珠湾攻撃が起こります。アメ

リカ政府は、その報復として、アメリカ西海岸の日系人

12 万人を砂漠地帯の「強制収容所 j に隔離しました。鉄
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(詰「
1973 年、ベトナムの病院にて

TheNiwanoPeaceFoundation(NichikoNiwano ,
president;1i otO Y1水 i Naganuma , chairman)willaward

the13thNiwanoPeacePrizeto1is.1iariiHasegawa

(77)oftheUnitedStates.Thedecisionwasreached

aftercarefuldeliberationbya7-memberscreening

committeerepresentingBuddhist, Christian, and

Islamicbeliefswhochosefromnominationsbyabouta

thousandpeopleofrecognizedintellectualstaturein

125countries.

1is.Hasegawahasformanyyearsplayedaleadｭ

ingroleintheWomen'sInternationalLeaguefor

PeaceandFreedom(WILPF), anNGOwithpermaｭ

nentconsultativestatusattheUnitedNations.

Foundedmorethan80yearsagobyNobelPeacePrize

recipient Jane Addams , the WILPF is an

Internationalorganizationofwomenworkingforglobｭ

alpeace.Forthepasthalfcentury, theWILPFhas

beentheprimarymediumthroughwhich1is.

Hasegawahasworkedforpeace , disarmament ,
humanrights, includingwomen'srights, andbetter

educationworldwide.1is.Hasegawaservedasthe

presidentoftheWILPF'sUnit 巴d StatesSectionfrom

1971to1975.

1is.HasegawawasborninKaita-cho , Aki-gun,
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1968年、リッチモンド人間関係会議のピクニックにて

条網に囲われた中に、黒々と速なるバラック小屋。ハセ

ガワ女史も、ユタ州トパーズの収容所に強制移住させら

れました。そして、 4 年後の 1945年 8 月。広島と長崎に

原爆が投下されます。ハセガワ女史は、言いようのない

衝撃を受けました。アメリカ人でもなく、また日本人で

もなく、一人の人間として、心の底から fl淡争 j の愚か

さ、悲しさを実感されたのでした。ハセガワ女史の半世

紀にも及ぶ平和への歩みは、この戦時中の体験が原点に

なったと言われます。

その後、ハセガワ女史は「婦人国際平和自由連盟j に

参加されます。その活動は、思想、宗教、民族、国家の

相違を超え、あらゆる女性との連帯の上に進められてい

きました。また、その手段は、常に非暴力的精神に貰か

れていました。

lj没後、「婦人国際平和自由連盟j は、世界各国が核兵

器開発を進める中、核兵器廃絶、兵器削減を国連はじめ

各国政府に主張し続けました。ハセガワ女史自身も、

1960年代初頭、ナイキミサイル反対運動に参加されてい

ます。歴史的な「米ソ女性会議j の運営にも携わりまし

た。アメリカ支部会長時代には、平和使節団を率いてベ

トナム・ハノイを訪れ、現地の女性団体との対話を実現

させておられます。

ハセガワ女史は言われます。「平和とは、戦争のない

状態のみを言うのではなく、 ifll圧のない社会、搾取のな

い経済システム、住居と教育の提供、秩序ある消費主

義、再生可能な環境、そして全般的な保健ケアが満たさ
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Hiroshima , in1918.Shewaslessthanayearold

whenherfather , aBuddhistpriest, tookherandher

familytotheUnitedStatessothathecouldminister

toJapanesepeoplethere.Ms.Hasegawahascontinｭ

uedtoresideintheUnitedStateseversinceandisa

full-fledgedAmerican.

Itisnottobeforgotten , howev巴1'， thatJapaneseｭ

Americans , likeother 巴thnic minoritiesinAmerica ,
havebeendiscriminatedagainst.Ms.Hasegawatook

aB.A.indomesticscienceattheUniversityof

California, Berkeley, becauseshehadbeenwarned

thatdomesticservicewastheonlyfieldinwhicha

Japanese-Americancouldfindemployment.

MtertheJapanesenavybombedPearlHarborin

1941, theUnitedStatesreactedbyforcing120,000
peopleofJapanesedescentontheWestCoasttoreloｭ

catetodesertinternmentcamps.Thecampswere

rowsandrowsofbleakbarrackssurroundedbyforｭ

biddingchainlinkfences.Ms.Hasegawawasinterned

attheCentralUtahRelocationCenterinTopaz , Utah
Foul' yearslater, inAugust1945 , theatomic

bombsweredroppedonHiroshimaandNagasaki.Ms.

Hasegawawasprofoundlyshakenbythebombings,
whichmadeherkeenlyaware, notonlyasaJapaneseｭ

Americanbutasahumanbeing, ofthefutilityand

tragedyofwar¥Herrevulsionovertheatomicbombｭ

ingsinspiredhercommitmenttopeaceoverthenext

halfcentury

Mterthewar, Ms.HasegawajoinedtheWILPF

initsworktounitewomenallovertheworldinwhat

havealwaysbeennonviolentactivitiesforpeacetranｭ

scendingalldifferencesofideology, faith , ethnicoriｭ

gin, andnationality.

Intheyearsfollowingth 巴 war ， theWILPFhas

calleduponthegovernmentsofvariousnationstojoin

inthecausesofnucleardisarmam 巴nt andthereducｭ

tionofallarms.Ms.Hasegawaherselfparticipatedin

theNikeMissileProtestoftheearly1960sandhelped

organizethehistoricseriesofconferencesbetween

AmericanandSovietwomenduringthecold-warera.

DuringherpresidencyoftheAmericanSectionofthe

WILPF, sheledapeacedelegationtoHanoitomeet

women'sgroupsthere.

“Peace," saysMs.Hasegawa , "isnotjustthe

absenceofwar, butaworldwithoutrepression;govｭ

ernmentwhichputspeoplefirst, withcivilrightsand
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れた状態をさすJ と。その意味で、ハセガワ女史は、国

際的な活動と同時に、草の根の運動にも力を尽くしてこ

られました。アメリカ各地での講演、教育制度整備活

動、女性平和キャンプ設立支援など枚挙に II院がありませ

ん。 1970 年後半からは、パージニア州リッチモンドで

「ヒロシマの日 J 記念事業を組織し、毎年、記念式典を

行っています。柔和な人柄、そして平和実現に向けた不

退転の決意が、世界の多くの女性たちから愛され、信頼

されてきたのであります。

近年、女性の役割の重要性が、世界的に再認識されて

おります。昨年は、北京で、史上最大規模の「国連女性

会議」が開催されました。この会議に、「婦人国|祭平和

自由連盟」は、約 250 人の代表を送られています。 21 世

紀の世界のあり方を考える時、こうした女性による平和

へのアプローチは、ますます重要になるに違いありませ

ん。

また、ハセ方、ワ女史の「収容所J 体験から生まれた平

和への行動と型念は、第 2 次世界大戦終結から 50年を経

た今、改めて貴重なメッセージを伝えているように思え

ます。

その意味からも、庭野平和財団は、宗教的精神と人類

愛を基擦としたハセガワ女史の正義と平和への献身に深

く敬意を表し、またこれまでの多大な功績を顕彰すると

共に、さらに多くの同志が輩出されることを念願して、

ここに「第 13 回庭野平和賞J を贈るものであります。

1973年、ベトナムのデイケアセンヲーにて
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civilliberties;aneconomicsystemwhichisnot

exploitative;housingandeducationofthekindeach

personwants;consumerismundercontrol;theenviｭ

ronmentbeinghelpedtorecover;universalhealth

care."

Ms.Hasegawahasplayedaleadingroleonmore

thanjusttheinternationalstage, herenergiesextendｭ

ingaswelltolessdramaticbutequally, ifnotmore,
importantgrassrootsactivities.Shehastraveled

widelythroughouttheUnitedStates, givinglectmes,
urgingeducationalreform , promotingawomen'scamp

forpeace, andinmany, manyotherwaystoonumerｭ

oustomentionhere, workinghardtorealizeherdeepｭ

estconvictions.

Inthelate1970sshehelpedtoorganizethefirst

HiroshimaDaycommemorationsinRichmond ,
Virginia , whichhavebeenheldannuallyeversince.

Herunaffectedwaysanduntiringdedicationtothe

causeofpeacehavewontheadmirationandrespectof

womenaroundtheworld.

Womenhavecometoassumeagrowingimporｭ

tanceinworldaffairsinrecentyears.Lastyear, the
UNConferenceonWomen, th巴 largest international

women'sconferenceever, washeldinB巴ijing. The

WILPFwasrepresentedatthisconferencebymore

than250delegates.Womenwillwldoubtedlybecome

leadingproponentsofpeaceinthe21stcentury.

Ms.Hasegawa'slifelongworkforpeacewasborn

ofherexperiencesintheinternmentcampsofthe

SecondWorldWar.Now, 50yearsafterth 巴 war ， her

messageremainsascompellingasever.TheNiwano

PeaceFoundationwishesheretoaclmowledg 巴 Ms.

Hasegawa'ssignificantcontributionstojusticeand

p巴ace andexpressitsdeepadmir 前ion forherproｭ

foundloveofallhumankind, inkeepingwiththespirｭ

itofreligion.Wecommendh巴I' forherconsiderable

achievements, andinthehopethatshewillinspire

manytofollowinherfootsteps , weherewithbestow

the13thNiwanoPeacePrizeuponMariiHasegawa.
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