あなたの国のことばで訳してください ！
「みなまたの約束」を世界の人に伝えるために
世界の言葉を集めています
ここにない言葉で、訳せる方がいらっしゃいましたら
ボランティアではありますが、ご協力をお願いいたします
水俣の経験を、あなたの国の言葉で世界の人に伝えてください
未来のために・・・

みなまたの約束
水俣は過去５０年の歴史の中には、 いろいろな失敗がありました。そして、 これらの経験を通じ、 汚染された自然環境や混乱
した社会環境を元に戻すことの困難さを水俣は学びました。これからの５０年に向かって、 自然とのつきあい方、 暮らし方、 産
業活動、コミュニティを「もやい」で捉え直し、いのちの輝きを増していきます。人が好き、自然が好き、住んでいる場所が好き
と、素直に言える「まち」をつくります。

1. 水俣はいのちを大切にします。
2. 周りに異変があるときは、現場の声を大切にして、目をそらさず、しっかり調べます。
3. 産業活動の目的は、利潤追求だけではなく、真の豊かな暮らしを支えることです。
4. 行政の仕事は、住民とともに幸せな暮らしをつくりだすことです。
5. モノの豊かさだけの時代を越えて、もったいない精神の、落ち着いた暮らしを創造します。
6. 失敗から学ぶことによって、失敗を無駄にしません。犯した過ちを素直に認め、行動で改めていきます。
7. 過去を振り返り未来を想像しながら、少数の意見にも耳を傾けて、自分たちの地域は自分たちでつくっていきます。
8. 水俣病の経験を伝えることは、いのちの大切さを伝えることです。
２００６年１０月２１日 水俣病公式確認５０年事業 ・ みなまた塾委員会

【趣旨・目的】
水俣病公式確認 50 年事業「もやい部会」のみなまた塾委員会では、水俣地域に住んでいる人が中心と
なって、住民の自己宣言としての「みなまたの約束」を作成しました。
生き物や自然を犠牲にしない人間の暮らしを選び取ることが、二度と水俣病のような悲しく苦しい悲
劇を起こさないための前提条件です。
「みなまたの約束」は、そうした考えを基準にしたいと思います。
どうぞ皆様のご理解と実践をお願いいたします。
２００６年10月21日

みなまた塾委員会

現在２9ヵ国語
日本語 英語 中国語 韓国語 台湾語 ドイツ語 イタリア語 フランス語 スペイン語 タガロク語
マレー語 インドネシア語 ジャワ語 ベトナム語 タイ語 モンゴル語 アラビア語 マケドニア語
アルバニア語 ポルトガル語 ロシア語 ベンガル語 ミャンマー語 エヴェンキ語
スロヴェニア語 オランダ語 ウズベク語 ウクライナ語 カンボジア語

100ヵ国語を目指します!
翻訳データの送り先 ： mimuseum@eos.ocn.ne.jp へ送信して下さい。データは、文書ファイル（word 等）または
PDF ファイルでお願いいたします。書面の場合は、FAX0966-62-2271 へ送信をお願いいたします。
水俣市立水俣病資料館

TEL0966-62-2621 http://www.minamata195651.jp/

Please translate in the word in your country.
Minamata’s Pledge
Through the history of the past fifty years in Minamata, there have been many failures. Minamata has learned through
these experiences how difficult it is to restore both a polluted natural environment and a confused social environment.
Looking toward the next fifty years, we will reconsider our relationships with nature, our ways of living, our
industrial activities, and our community through moyai, a local word meaning “mooring”, in order to brighten our
lives. We will create a city which truly cherishes people, cherishes nature, and cherishes the place in which we live.

1. Minamata values life.
2. When we notice changes in our surroundings, we will not ignore the problems, but value the voices of
those involved and investigate thoroughly.
3. The purpose of industrial activity is not merely to seek profit, but to support a truly abundant life.
4. The duty of the local government is to work with citizens to create happy lives.
5. Moving beyond an age of mere material abundance, we will create spiritually abundant and satisfied
lives that eschew wastefulness.
6. By learning from our mistakes, they will not have been made in vain. We will frankly recognize errors
we have committed and act to correct them.
7. While reflecting on the past and envisioning the future, we will give ear to the opinions of the minority
and work to build our own community through our own efforts.
8. To teach the lessons of Minamata disease is to teach the importance of life.
50th Anniversary of the Official Recognition of Minamata Disease Commemoration Project
Minamata Juku Committee
October 21, 2006

Minamata Disease Municipal Museum
TEL0966-62-2621 FAX0966-62-2271
<mimuseum@eos.ocn.ne.jp> http://www.minamata195651.jp/

