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１. ２０１９年度年次総会議案審議       13：30～14：30 

■２０１８年度の活動のまとめと２０１９年度活動の方針(案) ２頁 

■２０１８年度会計報告・２０１９年度予算(案) ８頁 

■２０１９年度世話人(案) ９頁 

資料 ２０１８年度活動日誌と主な出来事 １０頁 

  ２０１８年度までの被爆体験の継承のとりくみ １３頁 

 声明 歴史的な米朝首脳会談の開催と合意を心から歓迎します １６頁 

 声明 米ロのＩＮＦ全廃条約からの離脱表明に強く抗議します １７頁 

  京都「被爆２世・３世の会」加入のよびかけ １８頁 

  「会の目的」と「会の組織と運営規則」 １９頁 

 

２．学習記念講演               14：30～16：30 

核なき未来へ   

被爆二世からのメッセージ 
 

講師 森川聖詩 さん    

神奈川県原爆被災者の会二世支部副支部長 
 
 

講演資料    ２０頁 
 
 

〒６０４－８８５４ 京都市中京区壬生仙念町３０－２ ラボール京都５階 京都原水協気付 

☎０７５－８１１－３２０３ ＦＡＸ ０７５－８１１－３２１３ 

ＨＰ http://aogiri２-３.jp 

 

京都「被爆２世・３世の会」 

Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha（Atomic Bomb Survivors） 

２０１９年度年次総会 
■日時 ２０１９年４月２０日（土）１３：３０～１６：３０ 

■会場 ラポール京都(京都労働者総合会館)４階・第一会議室 

 

http://aogiri/
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京都「被爆２世・３世の会」  

２０１９年度年次総会議案 
２０１８年度活動のまとめと２０１９年度活動の方針（案） 

 

 

 

１. ２０１８年から２０１９年に向けて 

■核兵器の廃絶に向けて 

 ２０１８年は朝鮮半島の南北首脳会談、史上初の米朝首脳会談が開催され、朝鮮半島、東アジ

アの非核化と平和体制への展望が切り開かれた。 

 ２０１７年に採択された核兵器禁止条約は２０１８年各国の署名と批准が進み、２０１９年３

月末現在署名７０ヶ国、批准２２ヶ国までに至っている。核兵器廃絶を求める世界の声は大き

く広がり、当面の目標である条約発効（５０ヶ国批准）は間近に迫りつつある。 

 私たちも「ヒバクシャ国際署名を大きく進める京都の会」に参加し、幅広い人々と力をあわせ

て「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」と核兵器禁止条約発効を訴えるとりくみを行っ

てきた。２０１９年３月末日現在の署名数は全国で８６０万筆を越え、京都府下では１８０，

２５０筆となっている。 

 世界の核廃絶運動の高揚に対抗して、核保有国とそれに追随する同盟国は危険な動きを強めて

いる。２０１８年２月にアメリカ・トランプ政権は新しい核態勢の見直し（ＮＰＲ）を発表し、

２０１９年２月にはＩＮＦ全廃条約からの離脱を表明した。それに対抗するロシアも新たな核

戦略システムの開発、ＩＮＦ全廃条約の履行停止を表明した。核軍拡競争という悪夢の再現、

世界の危機を招きかねない蛮行を許してはならない。 

 今日の事態を打開していくためにも、今こそ全世界の国々が核兵器禁止条約に加入し、断固と

した姿勢と結束で核保有国と同盟国を追いつめていくことが求められている。私たちはあらた

めてそのことを強く訴えていく。 

 核兵器禁止条約に背を向ける日本の安倍政権の姿勢が如何に無力で無責任で有害なものであ

るかが明らかになった。核兵器廃絶に向けた姿勢を明確にし、世界に率先してアピールしてい

く日本政府の実現がいよいよ求められている。 

■原発推進政策の破たん 

 安倍政権が経済成長の主力に掲げてきた原発の海外輸出計画は２０１８年完全に破たんした。

国内においても５７基の原発の内再稼働しているのは９基に止まり、２４基の廃炉がすでに決

定している。原子力規制委員会による審査と一部の司法判断によって無責任な再稼働が認めら

れる例もあるが、再稼働に反対または慎重な態度をとる自治体は広がっており、再稼働の条件

とされる地元の合意は厳しさを増している。安倍政権の目論む原発再稼働・推進政策は完全に

行き詰まりを見せている。 

 原発反対、再稼働阻止を目標に粘り強く闘ってきた運動が原発推進政策を阻み、破綻に追い込

みつつある。原発ゼロ、再生エネルギーを中心とした政策転換に向けて運動を一層強化してい

こう。 

■核被害者の救済 － 「被ばく安全神話」との闘い 
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 広島・長崎の被爆者の原爆症認定制度改革はノーモア・ヒバクシャ訴訟（原爆症認定訴訟）を

中心にとりくまれてきた。２０１８年度も各地で勝訴を積み重ね、２０１９年度はいよいよ大

詰めを迎える。現行認定制度の誤りを正した一連の司法判断を実際の認定行政改革につなげて

いくことが重要な課題となっている。平均年齢が８２歳を超えて被爆者の高齢化が進んでおり、

制度の改革が急がれる。 

 東電福島第一原発事故から８年目を迎えた。被災者救済を求めて全国で３０の賠償訴訟が闘わ

れている。２０１９年３月末までに６つの判決で東電及び国の責任が断罪され、不十分さを残

しながらも避難指示区域以外からの避難者に対する避難の権利と補償を認める判決も相次い

でいる。 

福島県民健康調査による甲状腺がん診断は公式発表だけでも２３０人を越え、その他の疾病の

拡大も合わせて被災地の人々の健康障害は深刻さを増している。それにも関わらず国は被災地

の復興支援を終了させ、被災者救済の打ち切り、切り捨てを強行している。被災者、被災地の

人々と共に力をあわせて完全救済を求め、多様な形での救援をはかる運動をあらためて強めて

いく必要がある。 

 京都「被爆２世・３世の会」結成以来、被爆２世・３世の健康障害の実態を明らかにし、必要

な対策を求めてきた。とりくみを本格的に強化していくのはこれからの課題となっている。 

 ビキニ環礁をはじめとする世界の核実験被害、鉱山や核関連施設と周辺地域の被害等々は長い

歴史の闇の中に葬られてきたが、今被害の実態が掘り起こされ明らかにされつつある。そして

世界の被害者が手を取り合って被害の告発と救済、根絶を求める運動が始まっている。私たち

も可能な限り情報提供と交流をはかり、世界の人々との連携を強めるようにしてきた。 

 核の力によって支配を維持しようとする勢力は絶えず「科学」の装いを凝らした「被ばく安全

神話」を作り上げ、それを駆使して真実を覆い隠し人々を抑圧してきた。今日焦点化している

「被ばく安全神話」は、「低線量被ばく安全論」「内部被ばく安全論」そして「放射線被ばく

の遺伝的影響は認められない論」だ。福島第一原発事故被災地には放射線量２０㍉ｍＳｖ「安

全基準」を押しつけている。ノーモア・ヒバクシャ訴訟は内部被ばくの危険性を争点の中心に

して争われてきた。私たち被爆２世・３世の健康障害には依然として「影響は認められない」

論が立ちふさがっている。 

「被ばく安全神話」は原発対策だけでなく、核兵器の非人道性評価を和らげ、使用制限の緩和

や小型核兵器開発の「正当性」にもつながる一体のものであることに特別の警戒を払わなけれ

ばならない。 

私たちは何よりも現実に発生している被害の実態と事実を立脚点として、「被ばく安全神話」

の欺瞞性を暴き、被害者の救済と核被害の根絶をめざしていく。 

■民主主義の回復と平和憲法を守り抜く 

 私たちの暮らしの中に格差を広げ、生活の苦しさをより深刻化させながら、その一方で民主主

義を蔑にした安倍自公政権の暴走強権政治が際立っている。２０１８年度だけでも「働き方改

革法案」「カジノ法案」「改定入国管理法案」等々が、国民との合意を無視して、数々の疑問

点不明点を残したまま強行可決、成立させられていった。アメリカ海兵隊の辺野古新基地建設

工事も沖縄県民の圧倒的な民意を無視して強行されている。しかし、虚偽と隠ぺい、議論封殺

の強行採決でしか統治維持ができない政権の実態は、脆さ、弱さの裏返しでしかなく、そのこ

とが明白になりつつある。 

 安倍政権が執念を燃やす改憲計画は国民の強い反対世論の前に未だ国会上程すらできない状

態にある。安倍政権の狙う改憲は特異な歴史観、国家観を根源としている。日本の犯した侵略

戦争の歴史に立ち返らず、国家の名のもとに平然と国民主権と人権を制限しようとするものだ。
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日本国憲法によって実現した戦後民主主義と人類進歩の価値観とは絶対に相容れることはで

きない。 

 安倍暴走政治を阻止し、特に国政運営での民主主義を取り戻し、改憲の野望を完全に断ち切る

ために、２０１９年の選挙戦を重要な機会にしていくことが期待される。 

 

２. ４つの活動課題に基づいて － 2018 年までの状況と 2019 年の方針 

 

(１） 被爆２世・３世の持つ不安を乗り越え、健やかなくらしと充実した人生を送れるようにして

いく（２世・３世の当事者の課題） 

① 何よりまず、被爆２世・３世の実際の身の上に起こった健康問題の具体的事実から明らか

にしていく 

 ３回目となる「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」（２０１８年５月・京都市）に

おいて、分科会「被爆２世・３世の健康問題と対策について話し合おう」を実施。被

爆２世・３世の身に実際に起こっている健康問題の実態を多数出し合ってきた。 

 これまでのとりくみ成果に基づいて、２０１９年から「被爆２世・３世の健康実態に

ついて、もっと深く、もっと詳しく明らかにしていくためのアンケート」活動をとり

くむ。アンケート結果は、核被害に苦しむ多くの人々とも共有でき、社会的評価を受

けられる水準のものにまとめていく。 

 森川聖詩さん（神奈川県被爆二世支部副会長）の著された『核なき未来へ』を貴重な

参考事例とし、２０１９年度年次総会の記念講演でも学んでいく。２０１９年から始

めるアンケート活動にも生かしていく。 

 ２０１７年度に実施された日本被団協の「被爆二世実態調査」は現在集計・解析中で

あり、２０１９年度中には結果報告が予定されている。 

② 「広島・長崎の被爆二世への放射線被ばくの影響は認められない」とする知見は、科学的

正当性に欠け、根拠のないものであることを明らかにしていく 

 被爆２世・３世の健康実態そのものが最大の主張の根拠となっていく。 

 放射線の遺伝的影響について、引き続き系統的な情報交換、体系的な学習が必要。 

 ２０１８年５月２３日（木）に放射線影響研究所訪問を行ったが、特に、放射線影響

研究所の研究活動そのものに対しても調査研究が必要。 

③ 被爆２世・３世に対する援護制度の要求と、助け合いのとりくみを進める 

 京都における厚生労働省の被爆二世健診受診者数は１６３人（２０１７年度）で減少

傾向にある。京都「被爆２世・３世の会」としても引き続き被爆二世健診の受診をよ

びかける 

 京都府、府下市町村に対して、自治体独自の被爆二世がん検診、被爆三世健診の要求

を続けていく。 

 静岡県の被爆二世健康記録帳配布の経験などを学ぶ。 

 ２０１７年２月に全国被爆二世団体連絡協議会が集団提訴した「被爆二世に被爆者援

護法の適用を求める」訴訟に関心を払っていく。 

④ 遺伝的影響を宿命的なものとせず、“自らのリスクを正しく知り、それを乗り越えて生き

ていく、暮らしていく”運動を進める 

 今後計画性をもったとりくみの具体化を検討していく。 

 京都「被爆２世・３世の会」の会員同士の健康問題についての直接的な話し合いがも

っと必要である。 
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(２） 戦争と核被害の真実に迫り、あらゆる被害者と手を結び、世界のすべての被害者の救済を実

現していく（被爆者、２世・３世の体験をコアにして） 

① 被爆体験の聞き取りと記録・継承、社会への発信 

 被爆体験継承のとりくみは、２０１８年度９人の被爆者の体験を継承し、２０１３年

のとりくみ開始以来合計７２人となった。 

 ２０１８年から増田正昭さんに

よる被爆者の肖像画作成が始ま

り、これまで１１人の方の肖像

画が描かれている。 

 ２０１７年から始めたオマール

忌（サイド・オマールさん法要）

への参加を継続している。オマ

ール忌をより充実した企画にし

ていくための体制と方針作りが

検討され始めている。 

 被爆体験の継承は出版発行することを計画し、社会に広めていくとりくみを進める。 

② 原爆症認定制度改革で被爆者援護制度の充実で被爆者の支援 

 ２０１２年に始まったノーモア・ヒバクシャ訴訟は全国７地裁に１２１人の被爆者が

提訴して闘ってきた。２０１９年３月までに８０％以上の原告が勝訴を勝ち取り、現

在も３０人の原告が係争中。 

 近畿訴訟では、毎回の法廷を傍聴し裁判の様子を「被爆二世のノーモア・ヒバクシャ

傍聴記」にまとめて発信してきた。「傍聴記」は２０１９年３月で合計７１号になる。

「傍聴記」を出版発行することを計画し、社会に広めていくとりくみを進める。 

③ 東電福島第一原発事故から８年、原爆事故被災者の救済と支援 

 原発賠償京都訴訟の原告のみなさんを支援してきた。２０１９年３月１５日の一審

（京都地裁）判決で国と東電の責任は断罪されたが、避難を認める基準と範囲は被害

の実態からは遠いものだった。５７世帯１７４人の原告全員が控訴し（国と東電も控

訴）、闘いの舞台は大阪高裁に移っている。引き続き完全勝利に向けて支援を強めて

いく。 

 訴訟支援以外にも、被災者の健康のこと、暮らしのことなど多様な問題に幅広く対応

し、支援の輪と幅を広げていく。 

④ ビキニ水爆実験被害の告発と被災者の救済 

 ４５人の元漁船員と遺族が闘ってきたビキニ被災国家賠償訴訟は２０１８年７月２

０日一審（高知地裁）判決を迎え、請求権消滅を理由に請求は棄却されたが、判決は

被ばくの事実を認め、救済制度の必要性について言及した。その後控訴されて（高松

高裁）闘いはつづけられている。 

 核実験被災者救済のための情報提供と交流を行い、私たちにできる支援活動を続けて

いく。 

⑤ 世界の核被害の実態を明らかにし、被害者と手を取り合うとりくみ 

 ８月６日～１２日、南フランスで国際反核サマーキャンプが開催され、守田敏也さん

が参加（主催者の一人）。報告会で世界の核被害と反核運動の現状を学んできた。 

２０１９年度、国際反核サマーキャンプはドイツのデーベルンで開催される。京都「被

爆２世・３世の会」の会員含めて日本からのより多くの参加を募っていく。 

７月 増田正昭さんの「被爆者の肖像」個展 
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 ２０１８年原水爆禁

止世界大会（広島）に

は８人の会員が参加。

世界の核被害者の実

態と救済運動を学び、

交流した。 

 アメリカ・シカゴ在住

の会員の宮本ゆきさん

からの報告は、アメリ

カの核被害の実態と

救済、反核運動を知る

上で貴重な情報提供となっている。 

(３） 戦争被害、核被害根絶のため、戦争につながるあらゆる動きに反対し、核兵器の廃絶、原子

力発電の廃絶をめざす 

① 核兵器の廃絶をめざして 

 「ヒバクシャ国際署名を大きく広げる京都の会」参加団体として署名推進、核兵器禁

止条約発効に向けたとりくみを行ってきた。 

 ２０１８年６月１２日の米朝首脳会談に際して、アメリカ・ロシアのＩＮＦ全廃条約

からの離脱表明に対して、京都「被爆２世・３世の会」の声明を発表し、私たちの考

え方と核に対する態度を明らかにしてきた。 

② 原発再稼働許さず、「原発ゼロの日本」を実現する 

 『ヨウ素剤を配ってよ＠京都』に参加してきた。京都市および京都府内各地での「安

定ヨウ素剤自主配布会」の開催、広げていくとりくみに参加していく。 

 大飯原発差止訴訟（京都地裁）を中心に、原告として提訴、傍聴支援、毎週金曜日の

関西電力前行動への参加などをとりくんできた。 

 「被爆地ヒロシマが被曝を拒否する」伊方原発運転差止広島裁判に原告参加する会員

もあり、より多くの会員の原告参加がよびかけられている。 

③ 憲法改定許さず、民主主義と政治を国民の手に取り戻していく 

 憲法改定につながるあらゆる動向をゆるさず、改憲を阻止する。 

 「集団的自衛権の行使容認」の撤回、安保法制の廃棄をめざし、安保法制違憲訴訟・

京都への参加、とりくみをすすめる。 

 あらためて戦前・戦後の歴史（特にアジアの国々との関係）を学び、正しい歴史観、

日本国憲法の平和主義の持つ深い意味を、多くの人々ともに身につけていく。 

 「２世・３世の会」としてアジアの国々の人々との市民レベルの平和友好関係づくり

をめざす。 

(４） 会員相互、全国及び世界の２世・３世と交流を深め、学び合い、励まし合いのネットワーク

を形成していく（共同の力） 

① ２０１８年新規入会者とネットワークの広がり 

 ２０１８年度は７人の新規入会者を迎えた。２０１９年３月３１日現在会員数は１０

２人（内訳は、２世５４人、３世１０人、その他３８人）となる。 

 会報の毎月発行－№６６（２０１８年４月）～№７７（２０１９年３月）、例会の毎

月開催を継続してきた。 

８月 反核国際サマーキャンプ(南仏ナルボンヌ) 



７ 

 ホームページのメンテナンス、検索、運用も安定して続けることができ、京都「被爆

２世・３世の会」の重要な情報発信ツールとなっている。 

 ２０１９年から始める「被爆２世・３世の健康実態について、もっと深く、もっと詳

しく明らかにしていくためのアンケート」活動を幅広い２世・３世、関係者の協力を

得ながら進め、その機会を通じてより多くの２世・３世と共に歩む「会」にしていく。 

 会員同士の親睦と交流、触れ合い、学び合い、助け合いを大切にした「会」の運営改

善に努めていく。 

② 「２世・３世の会」の重視する学習会 

 重視してきた「２世・３世の会」学習会は２０１８年度は充分には行えなかった。 

２０１８年 ４月２２日 年次総会記念講演 

 高橋博子さん「アメリカ公文書から迫る原発と核兵器推進 

 体制の闇：ＡＢＣＣと核開発」 

２０１８年 ５月 ９日 例会 

 平 信行さん「被爆者の今と課題」 

２０１８年 ５月１９日 第３回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」記念講演 

 木戸季市さん「核をめぐる今日の情勢と２世・３世に期待 

 すること」 

２０１８年 ８月２７日 例会 

 守田敏也さん「反核国際サマーキャンプ報告」 

２０１９年 １月２２日 森川聖詩さんを囲む会 

 著書『核なき未来へ』について 

 ２０１９年度以降はより積極的に充実した内容の学習会を開催していく。 

③ 全国各地の「２世・３世の会」及び２世・３世のみなさん（個人）とのつながりの広がり 

 第３回「被爆２世・３世交流と連

帯の夕べ」５月１９日～２０日

（京都市）は１１地域から６３人

の参加で開催し、学習と交流を深

める重要な機会にしてきた。 

２０１９年度は、１１月１６日

（土）～１７日（日）岡山市で開

催する。 

 会報の提供、交換を中心にして全

国各地の「２世・３世の会」及び

個人のみなさんとの情報交流を

広げてきた。 

④ 多言語発信 

 世界の人々との情報交流、励まし合いを広げていくために英語をはじめとした多言語

による発信の検討が不可欠となっており、具体化を検討する。 

⑤ より充実した活動にしていくための政計画の確立 

 より本格的な調査研究、海外含む代表派遣など活動の一層の充実化が求められており、

そのことを可能にし、対応できる財政計画の確立をはかっていく。 

 

 

５月 第３回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」 



８ 

３. ２０１８年度会計報告と２０１９年度予算（案） 

(１） ２０１８年度会計報告 

２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日                 （単位：円） 

 内  容 前年度 ２０１８年予算 ２０１８年決算 備考 

繰り越し  ５６，４５８ ０ ０  

収入 会費 １４２，０００ １６８，０００ １６７，５００  

 活動賛同募金 ３２，５００ ５０，０００ １７６，０００  

 その他     

 合計 １７４，５００ ２１８，０００ ３４３，５００  

支出 印刷費 １８，０００ １８，０００ ２４，０００  

 会議会場費 ４７，３０４ ５０，０００ ４７，７３６  

 会報等の郵送代 ６６，２０６ ６０，０００ ９０，５９５  

 学習会費用 １０，０００ １０，０００ ４６，１６０ 講師料他 

 雑誌購読費     

 事務費・その他 １０，４９２ １０，０００ ０  

 組織費（団体加盟費） ２０，０００ ２０，０００ ３３，０００  

 ホームページ費用 ３０，０００ ３０，０００ ３０，０００  

 交流会費用 １０，０００ ０ １０，３４０  

 「被爆体験」出版準備金 １８，９５６ ２０，０００ ３０，０００  

 合計 ２３０，９５８ ２１８，０００ ３１１，８３１  

繰り越し  ０  ３１，６６９  

組織費：ノーモアヒバクシャ記憶遺産を継承する会、原発賠償訴訟原告団を支援する会、 
原爆忌俳句大会、京都の戦争展、たまねぎプロジェクト 

 

 

(２） ２０１９年度予算（案） 

２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日                 （単位：円） 

 内  容 ２０１８年予算 備  考 

繰り越し  ３１，６６９  

収入 会費 １６８，０００  

 活動賛同募金 ６０，０００  

 その他 ０  

 合計 ２２８，０００  

支出 印刷費 １８，０００  

 会議会場費 ５０，０００  

 会報等の郵送代 ９０，０００  

 学習会費用 １０，０００  

 雑誌購読費   

 事務費・その他 １０，０００  

 組織費（団体加盟費） ２３，０００  

 ホームページ費用 ３０，０００  

 交流会費用 ０  

 「被爆体験」出版準備金 ２０，０００  

 合計 ２５１，０００  

繰り越し  ８，６６９  

 

 



９ 

４. ２０１９度世話人の選出（提案） 

井坂 博文 京都市北区 

堀  照美 京都市上京区 

守田 敏也 京都市左京区 

佐々本好信 京都市右京区 

増田 正昭 京都市下京区 

平  信行 京都市南区 世話人代表 

米重 節男 向日市 世話人副代表・会計担当 

石角 敏明 長岡京市 

谷口 公洋 城陽市 

鳥羽 洋子 茨木市 

 

 

吉田 妙子 京都市北区 会計監査担当 

奥田 美智子 京都市左京区 会計監査担当 
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【資料－１】２０１８年度活動日誌と主な出来事 

年 月 日 曜 活動内容 

２０１

８ 

４ ８ 日 京都府知事選挙投票日 

  １２ 木

い

木 

４月度例会 

  １６ 月

く 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部弁論 

     防衛省 イラク日報４３５日分公表 

   １８ 水 ノーモア・ヒバクシャ訴訟院内集会 

  ２２

に拉

致と 

日 京都原水爆被災者懇談会２０１８年度総会 

    京都「被爆２世・３世の会」２０１８年度年次総会 

  ２５ 水 会報№６６発行 

   ２７ 金 朝鮮半島南北首脳会談開催 「板門店宣言」 

 ５ ３ 木

水 

５・３憲法集会 

  ９ 水 ５月度例会 

  １０ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部証人尋問 

    安保法制違憲訴訟・京都第４回弁論 

  １６ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部証人尋問 

  １９ 土 ～２０日（日）被爆２世・３世交流と連帯のつどい（京都市） 

  ２３ 水 放射線影響研究所訪問 

  ２５ 金 会報№６７発行 

 ６ ２ 土 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟勝利をめざすつどい 

   ５ 火 大飯原発差止訴訟第２０回口頭弁論 

  ６ 水 ６月度例会 

  １２ 火 初の米朝首脳会談 

  １８ 月 大阪府北部地震発生 最大深度６弱 

  ２０ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部弁論 

  ２１ 木 ２０１８年国民平和大行進 京都入り 

  ２５ 月

月 

会報№６８発行 

  ２９ 金 「働き方改革」一括法案 参院本会議で強行採決 

 ７ ４ 水 大飯原発差止訴訟控訴審（名古屋高裁金沢支部）一審判決翻す不当

判決 

 

  ６ 金 西日本一帯記録的豪雨発生 

  ７ 土

曜 

２０１８年平和行進京都市内網の目行進 

    原発賠償京都訴訟を支援する会総会 

  １４ 土 ヒバクシャ国際署名を進める京都の会結成１周年学習講演会 

  １５ 日 Piece of Peace「ちっぽけなりにできること」イベント 

｛   １８ 水 ７月度例会 

  ２０ 金 ビキニ被災国家賠償訴訟高知地裁 請求棄却判決 

  ２２ 日 大飯原発差止訴訟原告団総会 

  ２４ 火 ～２９日（日） 増田正昭さん「被爆者の肖像画」個展 

「 

土用 

  ２５ 水 会報№６９発行 

  ３１ 火 ～８月５日（日） 平和のための京都の戦争展 

  

 

８ ４ 土 ～６日（月）２０１８年原水禁世界大会（広島） 

  ６ 月 ～１２日（日）国際反核サマーキャンプ（南仏ナルボンヌ） 

     平和のつどい（檀王法林寺） 

   ２５ 土

用 

会報№７０発行 



１１ 

  ２７ 月 ８月度例会 

  ２５ 金 会報№５８発行 

 

 

９ ３ 月 オマール忌・法要 

  ４ 火 台風２１号 四国・近畿地方を直撃 

  ６ 木 北海道胆振東部大規模地震発生 震度７ 

  ２０ 木 ９月度例会 

  ２２ 土 原発賠償京都訴訟控訴審に向けた第１回学習会 

』   ２５ 火 会報№７１発行 

  ２６ 水 核兵器全面廃絶国際デー署名行動 

  ２７ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部最終弁論 

  ３０ 日 沖縄知事選挙投開票 玉城デニーさん圧勝 

 １０ ９ 火

曜 

アメリカの未臨界核実験実施（２０１７年１２月）が判明 

   １７

2 

水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部証人尋問 

    １０月度例会 

  ２０ 土 京都「被爆２世・３世の会」結成６周年 

  ２５ 木 石田信己さん(一周忌)墓参と偲ぶ会 

     会報№７２発行 

  ３０ 火 韓国最高裁 新日鉄住金に徴用工への損害賠償命じる判決 

  ３１ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部証人尋問 

 １１ ９ 土 ～１０日（日）日本被団協近畿ブロック相談事業講習会 

火   １０

日 

土 原発賠償京都訴訟控訴審に向けた第２回学習会 

   ２０ 火 大飯原発差止訴訟第２２回弁論 

  ２１ 水 １１月度例会 

  ２４ 土 会報№７３発行 

  ２９ 木 韓国最高裁 三菱重工に徴用工への損害賠償命じる判決 

 １２ ４ 火 日本政府と三菱重工、トルコへの原発輸出を断念 

  ８ 土 参院本会議 改定出入国管理法案を強行可決 

  １４ 金 原発賠償京都訴訟控訴審第１回弁論 

    政府が辺野古への土砂投入強行 

    ノーモア・ヒバクシャ東京訴訟控訴審勝訴 ３２人の原告全員勝利 

   １７ 月 日立 イギリスへの原発輸出計画を断念 

  １８ 火 安保法制違憲訴訟・京都第７回弁論 

  ２０ 木 １２月度例会・忘年会 

  ２２ 土 

 

インドネシアで地震のない津波発生 ２２２人死亡 

  ２３ 日 

 

被爆者をはげますつどい・クリスマスパーティー 

  ２５ 火 会報№７４発行 

２０１

９ 

１ ６ 日

曜 

・９日（水）新春６・９行動（清水寺） 

  １２ 土 ヒバクシャ国際署名新春行動（祇園石段下） 

  ２２ 火 京都府との懇談会 

    森川聖詩さんを囲む会 

  ２４ 木 １月度例会 

    京都市との懇談会 

  ２５ 金 会報№７５発行 

  ３０ 水 アメリカ 小型の新型核弾頭の製造開始を公表 



１２ 

  ３１ 木 大飯原発差止訴訟弁論 

 ２ １ 金 アメリカ・トランプ政権 INF全廃条約からの離脱を発表 

全廃条約     ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部証人尋問 

  ２ 土

曜 

ロシア・プーチン大統領 ＩＮＦ全廃条約の履行停止を発表 

  ８ 金 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部最終弁論 

 

 

 １６ 土 原発賠償京都訴訟控訴審に向けた第３回学習講演会 

  ２０ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部証人尋問 

    ２月例会 

  ２４ 日 辺野古新基地建設の賛否を問う沖縄県民投票日 

   ２５ 月 

 

会報№７６発行 

  ２７ 水 ～２８日（木）米朝首脳再会談 

 

木) 

  ２８ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部判決言い渡し 

  ２８ 木 ～３月１日（金）２０１９年３・１ビキニデー 

20149年  ３ １０ 日 ２０１９年バイバイ原発３・１０きょうと 

  １３ 水

こ 

原発賠償京都訴訟控訴審第２回弁論 

  １５ 金 ３月度例会 

  １８ 月 安保法制違憲訴訟・京都第８回口頭弁論 

  ２５ 月

と 

会報№７７発行 

  ２９ 木 統一地方選挙（前半）告示日 
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【資料－２】２０１９年３月までの「被爆体験」継承のとりくみ 

 お名前 
被爆
地 

被爆 
年齢 

タイトル 発表年月日 

１ 中野士乃武（故人） 長崎 １９ 
燃え尽くす長崎の街を縦断して帰りついた私
の被爆体験 

2013年 04月 06日 

２ 川越 潔子（故人） 長崎 ９ 
家族８人全員のいのちとからだを傷つけた原
子爆弾 

2013年 05月 15日 

３ 森 美子 長崎 ２０ 
大村海軍病院（長崎県）でたくさんの被爆者
を救護し被爆した私の体験 

2013年 05月 15日 

４ 小野 忠熈 広島 ２５ 私の被爆体験 2013年 06月 20日 

５ 永原 誠（故人） 広島 １７ 
１５年戦争の果てに、父、母、二人の妹を奪
われた私の被爆体験 

2013年 08月２５日 

６ 白石 辰馬 長崎 １７ 
海軍衛生兵として３９日間長崎の被爆者を救
護し続けた私の被爆体験 

2013年 09月 20日 

７ 
小高美代子 
澤井美千代 

広島 
２０ 
０ 

胎内の我が子と共に、私の被爆体験 2013年 10月 20日 

８ 高橋 正清（故人） 広島 ９ 
おやじを探し求めて広島の街を歩き回った私
の被爆体験 

2013年 11月 20日 

９ 小笠原長四朗 長崎 ２１ “核爆弾”被爆体験記 2013年 11月 20日 

１０ 李 正道（故人） 広島 １４ 被爆と、貧しさと、民族差別を超えて 2013年 12月 20日 

１１ 佐々本秋雄 広島 ２３ 
原爆と枕崎台風と二重の惨禍の中で、私と姉
と兄の被爆体験 

2014年 01月 20日 

１２ 福原 恒美 広島 １１ じわじわと体を蝕まれてきた私の被爆体験 2014年 02月 20日 

１３ 柴田 幸枝 長崎 ５ 私の被爆体験とノーモア・ヒバクシャ訴訟 2014年 02月 20日 

１４ 大石 達也 長崎 １ 被爆のことを語られるようになった今 2014年 02月 25日 

１５ 玉置 孝子 広島 ８ ６８年目の被爆者手帳－私の被爆体験 2014年 03月 20日 

１６ 熊谷 好枝 広島 ８ 原爆被災者で埋め尽くされた街道と救護 2014年 04月 15日 

１７ 
濱 恭子 
鳥羽洋子（２世） 

広島 
 

１９ 
 
大阪空襲と広島被爆 二度の死線を越えて 
親の被爆体験をどう語り継ぐか 

2014年 04月 20日 

１８ 穂谷珠美子 広島 ７ 一家六人で被爆した私の体験 2014年 05月 15日 

１９ Ｔ・Ｋ 広島 ２ 母と弟、子供達のために生き抜いた私の人生 2014年 06月 25日 

２０ 塩谷 浩 広島 １２ 学童疎開の空に見た原子雲 2014年 07月 25日 

２１ 藤田 晴子 長崎 １３ “ふりそでの少女”と共に－私の被爆体験 2014年 08月 29日 

２２ 木村 民子 広島 ８ 被爆者救済を願って闘った原爆症認定裁判 2014年 09月 29日 

２３ 花垣 ルミ 広島 ５ 
５８年目に辿りついた“被爆者”として生き
る意味 

2014年 10月 25日 

２４ 
（大坪 昭・故人） 
大坪 郁子 

広島 
 

１７ 
 
私の戦争体験、夫の被爆体験 2014年 12月 25日 

２５ 折場 六三 広島 １３ 被爆体験も戦争体験も語り継ぐ 2015年 01月 25日 



１４ 

 お名前 
被爆
地 

被爆 
年齢 

タイトル 発表年月日 

２６ 
（小迫嘉康・故人） 
小迫 笑子 

広島 
 

７ 
 
夫の原爆症と裁判を支えて 2015年 01月 25日 

２７ 吉田 廣子 広島 ０ 父を探して十四歳の兄と 2015年 03月 10日 

２８ 幸田 幸典 広島 １６ 
７０年前のあの日を生き抜き、今日あること
に感謝 

2015年 03月 25日 

２９ 
寺山忠好・妙子 
（故人） 

長崎 １５ こぎゃんことがあってよかとか 2015年 4月 25日 

３０ 濱村 巧 長崎 ２ 顔も覚えぬ母を奪い去った原子爆弾 2015年 6月 25日 

３１ 平信行（２世） 広島  父と母の被爆体験、私の追体験 2015年 7月 25日 

３２ 太田 利子 広島 １５ 呉海軍病院への学徒動員、そして被爆者救護 2015年 8月 25日 

３３ 芦田 晃（故人） 広島 １９ 広島で被爆して―原発事故と放射能― 2015年 9月 25日 

３４ 小川 隆 広島 ８ 路面電車の車中で浴びた閃光 2015年 10月 25日 

３５ 丹羽 万枝 広島 ６ 猛火に追われて渡った路面電車の鉄橋 2015年 10月 25日 

３６ 梅原 康 広島 ２１ 蒼白い閃光 私の被爆体験の記録 2015年 11月 25日 

３７ 石角敏明（２世） 広島  親父の原爆体験と私の思い 2015年 12月 25日 

３８ 恵藤 宰司 広島 ５ 黒い雨 2016年 1月 23日 

３９ 原野宣弘（故人） 長崎 ０ 
原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願
いを絵に託す 

2016年 2月 25日 

４０ 今津 功 広島 １３ 
澄み切った７つの川が死者で覆い尽くされた
日 

2016年 3月 25日 

４１ 木之下登（故人） 長崎 １５ 犠牲となった旧友達に代わって語り続ける 2016年 4月 25日 

４２ 中西 博 広島 １８ 生きてる人間に虫がわく 2016年 5月 25日 

４３ 松浦 悦枝 広島 １７ 紙一重の差で生かされたことに感謝 2016年 6月 25日 

４４ Ｍ・Ｉ 広島 １２ 被爆者救護にあたった３姉妹の被爆体験 2016年 ７月 25日 

４５ Ｋ・Ｅ 長崎 １４ 原爆被害も乗り越えて生きてきた８５年 2016年 8月 25日 

４６ 伊藤瑠美子 広島 １２ 疎開先から見た燃える広島 2016年 9月 25日 

４７ 谷口 チリ 長崎 １７ 長崎で被爆して、今思うこと 2016年 10月 25日 

４８ 隅田百合子（２世） 広島  父の被爆体験、母の戦争体験 2016年 11月 25日 

４９ 米倉 慧司 広島 １３ 生き抜く父とともに 2016年 12月 25日 

５０ 眞柳タケ子 長崎 １ 洋輔の声に押されて語り部となる 2017年 1月 25日 

５１ 内田 克子 広島 １４ 親も子も孫までも不安と共に生きた７０余年 2017年 2月 25日 

５２ 住田紀美子（故人） 広島 ５ 
大芝公園で斃れた人々を思い起こしながら生
きてきた 

2017年 3月 25日 

５３ 榎 郷子 広島 １１ あの惨禍が二度とないようにと語り継ぐ 2017年 4月 25日 



１５ 

 お名前 
被爆
地 

被爆 
年齢 

タイトル 発表年月日 

５４ 山本イソ子 長崎 １８ やっとたどりついた今の幸せ 2017年 5月 25日 

５５ 藤村 敏夫 広島 １４ 
今も脳裏から消えることのない一口の水と少
年の笑み 

2017年 6月 25日 

５６ 小西 建男（故人） 広島 １８ 閃光の下の陣中日記 2017年 ７月 25日 

５７ 朝枝 照明（故人） 広島 ６ 
被爆後４０年、突然襲いかかってきた病気と
の闘いの日々 

2017年 8月 25日 

５８ 姜 静子 広島 １８ ７１年の歳月を経て夫の霊に手を合わせた日 2017年 9月 25日 

５９ 山下 義晴 長崎 ８ 兄たちと従兄弟たちとの原爆被爆 2017年 10月 25日 

６０ 西田 哲之 広島 １７ 頭上に襲い来るキノコ雲の真下で 2017年 12月 25日 

６１ 尾畑 正勝 長崎 ２８ 平和のために核兵器廃絶を訴え続けてきた 2018年 1月 25日 

６２ 丸岡文麿（故人） 広島 １３ 原爆死を免れて 2018年 2月 25日 

６３ 東 義隆 広島 ４ 
爆心地から１３キロ離れた里山で浴びた黒い
雨 

2018年 3月 25日 

６４ 福留美智子 広島 １１ 
綾部と広島で、私の被爆体験と「ふりそでの
少女」を語り継ぐ 

2018年 4月 25日 

６５ 米澤 暉子 広島 ８ 嵯峨野の地に眠る父と母と妹と 2018年 5月 25日 

６６ 小島 義治 広島 ９ 
原爆で母を失い、戦争で父を奪われた孤児た
ち 

2018年 6月 25日 

６７ 安井 富子 広島 ４ 自然食・自然療法との出逢いに救われて 2018年 7月 25日 

６８ 奥田 継義 長崎 ０ 
被爆した日、被爆者だと自覚した日、そして
認められた日 

2018年 8月 25日 

６９ 古田京子（２世） 広島  原爆によって奪われた父と母の幸せ 2018年 9月 25日 

７０ 庄田正江（２世） 広島  被爆者の父を持って―広島から平和を 2018年 11月 25日 

７１ 木之下フジノ 長崎 １７ 長崎は私の白衣生活の原点 2019年 １月 25日 

７２ 土肥恵美子 長崎 ９ ３人の息子を奪われた父の悲しみ 2019年 2月 25日 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

【資料－３】 
 

歴史的な米朝首脳会談の開催と合意を心から歓迎します 

２０１８年６月１６日 

京都原水爆被災者懇談会世話人代表 花垣ルミ 

京都「被爆２世・３世の会」世話人代表 平 信行 

 

 

２０１８年６月１２日、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の金正恩国

務委員長が会談し、“朝鮮半島の完全な非核化への強固な揺るぎない決意”と“朝鮮半島の永続的で安

定した平和体制構築の約束”を中心とした歴史的な合意、宣言がなされました。長年に渡って敵対関係

を続けてきた両国が、朝鮮半島の非核化と平和体制構築をめざして友好関係に転換していくことは、世

界の歴史を変える画期的なことであり、私たちはこの合意を心から歓迎いたします。 

一年前、両国の関係、朝鮮半島をめぐる情勢は極度な緊張状態にありました。しかし、軍事力による

威嚇や攻撃で問題解決しようとする態度は徹底して排除、克服され、あくまでも対話と交渉を重ねるこ

とによって事態は乗り越えられてきました。話し合いの持つ“力”に依拠し、平和的解決のために払わ

れてきた多くの国々や人々の努力に敬意を表します。 

今回の合意を出発点とする非核化や平和体制構の目標達成には、これからの両国の誠実で真剣な持続

的努力が必要とされます。私たちはそのことを強く期待し、熱い視線を送り続けていきます。 

朝鮮半島の非核化、平和体制構築は朝鮮半島の人々の上に平和と安全をもたらすだけでなく、北東ア

ジア全体、さらには地球上のすべての人々の平和と安全にも深くつながっていくものです。したがって

今回の合意の目標実現に向けたとりくみは、アメリカ、北朝鮮両国だけでなく、関係する国々、国際機

関、そして市民運動含めた国際的な世論と運動も、重要な役割を果たしていくことが求められます。私

たちは傍観し、評論する立場にはありません。自らのこととしてとりくみを強めていく姿勢が必要です。 

朝鮮半島の非核化にあたっては、昨年採択された国連の核兵器禁止条約の理念としくみが十分に生か

され、条約に基づいて実行されていくことを求めます。核保有国を含むすべての国が今回の合意履行を

機会に「核抑止」政策を放棄し、核廃絶に転換していくことをあらためて強く訴えます。特に日本政府

には核兵器禁止条約に率先して参加し、朝鮮半島の非核化に積極的に働きかけていくことを求めます。 

日本政府：安倍政権は、「北朝鮮脅威論」ばかりをしきりと強調することによって、それを口実に軍

事費を増強し、核兵器禁止条約に背を向け、Ｊアラートなどによって国民の危機感を煽りたて、さらに

は憲法９条改定（自衛隊明記）まで計画してきました。しかし今回の合意によってその根拠はことごと

く崩れ去りました。これまでの姿勢を根本からあらため、朝鮮半島問題の平和的解決促進に積極的役割

を果たし、日本との国交正常化を実現する政府となっていくことを強く求めます。 

北朝鮮における日本植民地時代の被害者・犠牲者は何ら解決されることなく今日に至っています。北

朝鮮との間の植民地時代の清算もこれから正しく誠実に行われなければなりません。そのことも含めた

日朝両国間の懸案問題が包括的に解決されてこそ、懸案である拉致問題も解決していくことができます。 

私たちは日本政府に求めるばかりでなく、私たち広島・長崎の被爆者とそれに連なる人々を含めた市

民団体自らも、市民レベルの交流によって問題解決に向けた役割を担いたいと考えます。 

私たちはそのために、微力ではあっても力を尽くしていくことを決意するものです。 

 

 

声明 



１７ 

【資料－４】 

 

核廃絶を求める世界の声に背き、新たな核軍拡競争に向かうアメリカ・トランプ政権、

ロシア・プーチン政権のＩＮＦ全廃条約からの離脱・履行停止表明に強く抗議しま

す。 

日本政府も含む世界のすべての国々が今こそ核兵器禁止条約に加入し、核のな

い世界の実現に立ち向かう事ことを訴えます。 

２０１９年２月７日 

京都原水爆被災者懇談会 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

アメリカ・トランプ政権が２月１日中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの離脱を発表しました。

それに対抗してロシアのプーチン政権も２月２日、同条約の履行停止を表明しました。１９８７年

に締結されたＩＮＦ全廃条約は、米ソ（当時）両国が全ての中距離ミサイルの廃棄を掲げて初めて

合意したものでした。世界の人々の願う核兵器廃絶にはまだほど遠いものの、実際にこの３０年間

で両国が廃棄した核ミサイルは２，６９２発、発射場所は１４９箇所に及び、核軍拡競争への歯止

めと核軍縮への一定の役割を果たしていました。 

 

今回の両国の条約離脱表明は、新たな核軍拡競争を招き、人類を再び核の脅威に覆われた世界に

陥れていく蛮行とも言うべき行為です。アメリカ・トランプ政権は昨年２月２日に「新しい核態勢

の見直し」（ＮＰＲ）を発表し、多様な核兵器開発と核攻撃の選択肢を拡大する政策を明らかにし

ていました。ロシア・プーチン政権もそれに対抗して新たな戦略核システムの導入を発表していま

した。新たな核軍拡は歴史上経験したことのない極めて重大で深刻な事態になることを憂慮します。

人類の命をもてあそび世界を消滅の危機に晒す両政権に強く抗議します。 

 

ＩＮＦ全廃条約の破綻という新しい核の脅威に直面する事態に対して、今こそ全世界の国々が核

兵器禁止条約に加入し、核を拒否する国々の断固とした姿勢と結束で、米ロ両国を含む核兵器と核

抑止力に固執する勢力・国々を圧倒的に包囲し、追いつめていくことが大事になっています。一昨

年採択された国連の核兵器禁止条約は現在署名国が７０ヶ国、批准した国が２１ヶ国となっていま

す。批准が５０ヶ国に至れば、核兵器は全面的に禁止される国際法となります。私たちは核兵器禁

止条約に圧倒的な数の国々が加入することを強く訴え、一日も早く発効されることを願います。 

 

核兵器禁止条約に背を向け、「段階的に核軍縮を進めていく」「核保有国と非保有国との間の橋

渡し役を果たす」としてきた日本の安倍政権の姿勢がまったくの妄言であり、その態度がいかに無

責任で無力なものであるかが今回のＩＮＦ全廃条約を巡る事態の下で白日のもとに晒されました。

核兵器のもたらす破壊的、非人道的結末の実際を最もよく知る、知っていなければならないはずの

国の政府として、日本こそが卒先して核兵器禁止条約に加入し、世界の国々に条約加入を呼びかけ

なければならないと、私たちは繰り返し訴えてきました。今日の事態において、あらためて日本政

府が核兵器禁止条約を批准するよう強く求め、訴えます。 

 

核による脅威、核による危機のない世界を実現するために私たちも全力を尽くします。 

 

 

声明 
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【資料－５】 

京都「被爆２世・３世の会」加入のよびかけ 

 

 

ヒロシマ・ナガサキから６７年がたちました。 

私たちの親、祖父母である広島・長崎の被爆者は、この６７年間、自らの健康や暮らしを守ると

ともに、二度とあのような惨劇が起こらないよう、核兵器をなくし平和な世界を実現するために、

がんばってこられました。 

昨年 3月に起こった福島第 1原子力発電所の事故は、核というものが人類に途方もない被害を与

えることを明らかにしました。被爆者のみなさんは、２１世紀にまた核による被害者が生まれたこ

とに、特別の思いで心を痛めておられます。 

「核と人類は共存できない」というのが、いま、核保有国も含めた世界の国々の合意となりつつ

あります。この背景には、核抑止力論を唱える人々に対しても、自らの使命としてつらい体験を語

り、訴えつづけてこられた被爆者のみなさんの大きな力があります。 

 

被爆者のみなさんの高齢化が進んでいます。 

被爆の体験、実相を語り伝え、被爆者のみなさんの意思を受け継いで、これ以上核による被害者

を生みださないために、世界から核兵器をなくし、原発をゼロにし、自然エネルギーへの転換をは

かることが、いま、私たちに強く求められています。 

被爆者のみなさんの最も身近にあって、その体験と人生から強い影響を受けてきた、また、いろ

んな事情で直接体験を聞くことができなかったことに思いをはせる、被爆２世・３世は、その先頭

に立ちたいと思い、この京都でも「被爆２世・３世の会」を結成することになりました。 

趣旨に賛同いただき、あなたも「被爆２世・３世の会」の輪に加わっていただくことを心からよ

びかけます。 

２０１２年９月１日 

 

よびかけ人 

井坂博文（北区）、吉田妙子（北区）、堀照美（上京区）、井上哲士（左京区）、 

本田久美子（左京区）、石橋修（左京区）、柳生剛志（左京区）、佐々本好信（右京区）、 

山根和代（右京区）、平信行（南区）、馬場紘平（伏見区）、常石幸博（福知山市）、 

米重節男（向日市）、馬場始延（八幡市） 

 

＜会の目的＞ 

① 被爆者の被爆体験、２世・３世として自らの原爆に関わる人生体験を継承し、社会に発信し、

核兵器の廃絶・平和な世界実現のために貢献します。 

② 被爆２世・３世の“いのち”、“こころ”、“からだ”、“くらし”の不安を解消し、少し

でも安心できる生活の状態をめざします。 

 

＜会の組織と運営の基本＞ 

① 「会」は、京都原水爆被災者懇談会の一部門です。 

②  会員は年会費を負担して会員となり、会員の中から役員（世話人）を選出します。 

 年会費は 1,200円を予定しています。 

②  会報を発行するなど、「会」の目的に基づいて、具体的な活動を進めます。 

 



１９ 

【資料－６】 

京都「被爆２世・３世の会」 「会の目的」と「会の組織と運営規則」 [改定版] 

【会の目的】 

① 被爆者の被爆体験、被爆２世・３世の原爆に関わる人生体験を継承、蓄積、社会に発信し、核兵器の廃

絶・平和な世界実現のために貢献します。 

また、原発などあらたな「核」の被害者を生みださない社会の実現をめざします。 

② 被爆２世・３世の“いのち”、“こころ”、“からだ”、“くらし”の不安を解消し、安心して生活できる状態をめざ

します。 

【会の組織と運営規則】 

１. 基本 

① 「会」は、京都原水爆被災者懇談会の一部門として活動します。 

② 「会」は、京都「被爆２世・３世の会」と称します。 

２. 会員 

① 会員は被爆２世・３世であるものと、「会」の活動の主旨に賛同し共に活動する個人・団体とし、年会

費を負担して会員となります。 

② 年会費は２，０００円とします。 

３. 世話人 

① 個人会員の中から年次総会において世話人を若干名選出します。 

② 世話人会において、代表世話人１人、副代表世話人若干名を選出します。 

４. 会議運営 

① 年１回総会を開催します、（年次総会） 

② 世話人会は随時開催します。 

５. 財政 

① 「会」の財政は、会費、寄付金、事業収入、その他の収入をもってあて、その管理は京都原水爆被災

者懇談会に委ねます。 

② 会計年度は４月１日から翌年３月３１日とします。 

６. 会報の発行 

① 会報を定期発行し、会員への必要な情報提供と会員相互の交流をはかります。 

７. 「会」の活動 

① 被爆者の被爆体験と被爆の実相、被爆２世・３世の人生経験を継承、蓄積し、社会に発信していきま

す。 

② 全国の原水爆禁止と平和を願う団体・個人との連携協力をすすめ、核兵器廃絶と恒久平和実現のた

めの活動を行います。 

③ 被爆２世・３世の健康管理、医療の充実化に必要な活動を行い、そのために必要な資料の調査蒐集

と広報宣伝を行います。 

④ 被爆２世・３世の経済的、社会的生活向上に必要な活動を行います。 

⑤ その他、「会」の目的達成に必要な活動を行います。 

８. その他 

① 「会の目的」、「会の組織と運営規則」の改正は総会の承認を得て行います。 

② 「会の目的」、「会の組織と運営規則」は２０１２年１０月２０日より施行します。 

２０１２年１０月２０日       

２０１５年 ４月１８日一部改定 


