
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安保法案の強行決定により、日本は集団的自衛権を行使できるようになりました。政府が

認めれば、様々な戦争に

今、世界の国々でテロや戦争、内紛が絶えません。犠牲になるのは一般住民です。戦地と

なっている地域では、弱い子どもや女性、老人を中心としてやっと生きながらえている状況

と聞きます。また、兵士による虐待やレイプ、暴行などが多数発生しています。

 

かつて、

こし、自国民はもとより多くの人々を犠牲にしました。中で

ジア各国から

た。中には監禁され

がいたことも証言から明らかになっています。

安倍首相は、「責任を痛感し」新たな基金を提供するとし、「二度とこの問題を蒸し返さない

こと」で韓国政府と合意したといいます。しかし、被害者に対する謝罪抜きに、真の解決とな

るのでしょうか？

 

人権を蹂躙された多くの女性がいたことを含めて、私たちは過去の歴史の真実を知ることか

ら、戦争について考えなければならないと思います。

パネル展をご覧い

からどうするべきかを一緒に考えましょう！
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デジタル記念館「慰安婦問題とアジア女性基金」

「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と

侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。私は、未来に

過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反

省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に

深い哀悼の念を捧げます。」

（中略）

私たちは、慰安婦問題にかんする私たちの認識と基金の償い事業の歩みを記録して

デジタル記念館「慰安婦問題とアジア女性基金」を立ち上げることにしました。ここを訪れる方々がこの歴史を

忘れることなく、アジアと世界において、和解と協力のために努力する気持ちをかためてくださるようにお願い

いたします。
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 一般に戦況の悪

化とともに、生活は

悲惨の度を加えま

した。

 戦地では常時軍と

ともに行動させら

れ、まったく自由の

ない生活でした。日

本軍が東南アジア

で敗走しはじめる

と、慰安所の女性た

ちは現地に置き去

りにされるか、敗走

する軍と運命をと

もにすることにな

りました。玉砕した

人もいれば、かろう

じて脱出して、連合

軍に保護された人

もいます。
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過ち無からしめんとするが故に、疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここにあらためて痛切な反

省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に

私たちは、慰安婦問題にかんする私たちの認識と基金の償い事業の歩みを記録して

デジタル記念館「慰安婦問題とアジア女性基金」を立ち上げることにしました。ここを訪れる方々がこの歴史を

忘れることなく、アジアと世界において、和解と協力のために努力する気持ちをかためてくださるようにお願い
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