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２０１２年１０月２０日（土） 

京都「被爆２世・３世の会」結成 

～「結成の集い」報告～ 
 

京都「被爆２世・３世の会」は１０月２０日（土）、京都教

育文化センターにて「結成の集い」を開催し、「会」の発

足をいたしました。１０月２０日までに入会された被爆２

世・３世は３７人です。当日は、被爆２世・３世が２５人、

被爆者と支援の団体・個人の人々が３６人、合わせて６

１人のみなさんが集い、「会」の結成を確認しました。以下、「結成の集い」について報告します。 

 

■当日の司会進行はよびかけ人の一人堀照美さんが

担当しました。 

■開会あいさつ 

最初によびかけ人を代表して井坂博文さんが開会の

あいさつをしました。被爆者の高齢化が進む中、被爆体

験を継承していくことがとても重要になっていること、福

島原発事故により新しい被曝者が生じている今日、被

爆２世・３世の責任は重いことなど、「会」結成への契機

が紹介されました。 

■被爆者運動の歴史から「２世・３世の会」へ３つの期

待 ～ 永原誠さんあいさつ 

「２世・３世の会」の親組織に相当する京都原水爆被

災者懇談会世話人代表の永原誠さんからあいさつをい

ただきました。懇談会は１９６５年に設立、被爆者が自ら

の“いのち”と“くらし”守るために活動してきた４７年の歴

史と実績が簡潔に紹介されました。「２世・３世の会」結

成に対する“お礼”と、３つの期待が語られました。①被

爆者の、特に肉親の実際に味わった恐怖と被爆体験を

後々まで語れるよう工夫していって欲しい。②私たちの

世代では叶わなかった核のない世界の実現。③（２世・

３世の）自らの健康と原爆との関係を究明していくこと。  

最後に、京都府下だけでも数千人となるはずの２世・３

世にしっかりと働きかけていくこと、末永く、元気な活動

が続けられることの期待が述べられました。 

■来賓・久米弘子弁護士あいさつ 

来賓の久米弘子弁護士よりあいさつをいただきました。

原爆症認定訴訟を通じて、（放射線影響の不安から）息

を詰めるようにして我が子を見守ってきた多くの被爆者

の苦難の人生が明らかになったことなどが語られました。

こうした被爆者の思いを２世・３世こそ引き継いでいくこと

が重要と強調され、原爆症認定訴訟の弁護団にも３世

世代が増えており、共に頑張っていることが紹介されま

した。 

■井上参院議員あいさつ 

井上哲士参院議員（日本共産党）からあいさつしてい

ただきました。井上議員は自身被爆２世で、本「会」よび

かけ人の一人です。被爆者である母親が長い間心の痛

みを抱えていたこと、高校生の時観た映画『ヒロシマ』が 
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原発事故と低線量被爆対策の必要性を述べ、そして

京都から頑張っていこうと訴えられました。 

 

政治に深くかかわるきっかけになったことなど自らの経

験が語られました。被爆者の訴えこそ核廃絶に向けた

大きな力であること、その思いを引き継ぐことの重要性、 

記念講演 「被爆２世として堂々と生きる姿を」 

カメラマン・吉田敬三さん 

●「２世・３世の会」結成の集いを記念して、自身被爆２

世でもあるプロカメラマンの吉田敬三さんに「被爆２世と

して堂々と生きる姿を」と題した講演をしていただきまし

た。以下講演の概要を紹介します。 

●吉田さんはプロカメラマンとして海外で仕事をすること

も多く、海外では「日本の長崎」出身と言うだけで原爆に

ついていろいろ質問される機会が多くなり、それに対し

てまともに回答できない自分に気付きました。それまで

親の被爆についてあまり関心はなかったのですが、４０

歳になってから真剣に向き合うようになり、親の体験も詳

しく聞くようになりました。そして、他の２世達はどう思っ

ているのか、どう向き合っているのかと思うようになり、そ

れをきっかけとして全国の（北海道から沖縄まで）被爆２

世を訪ねて話を聞き、肖像撮影するようになりました。 

以来９年間対話を続け、撮影した２世は１０８人にの

ぼります。今年８月東京新宿で写真展「被爆２世１０８人

の肖像」を開催しました。写真はすべて撮影対象の２世

の人の“最も好きな場所”を選んで撮影されています。 

今回の講演では急ぎ足にはなりましたが１０８人の肖

像すべてを画像で紹介し、一人ひとりの“生きている姿”

がコメントされました。京都での特別写真展開催のような

形になりました。 

●本稿では、文字にする限界はありますが、幾人かの２

世といくつかの吉田さんのコメントを抜粋し紹介します。 

 山口県で地域「２世の会」を立ち上げた２世夫婦。 

 ＮＰＯ法人「もやい」でホームレス支援などに頑張

っている人。親の被爆を知ったことが自分の人生

の選択の岐路になった。 

 娘が嫁ぐ時、被爆２世と言っても他県の人は理解

できなかった。「入市被爆」が正しく読めない人も

多い。被爆の実相は国内でも伝わっていない。こ

れが東京の実情。 

 被爆地以外では被爆について話す機会は本当に

少ない。 

 児童虐待防止ネットワークに携わっている２世。人

生の岐路選択肢の時に親の被爆があった。人の

優しさ、自然の大切さを求める何かがあった。 

 被爆体験を伝えるだけでなく、「どうして長崎だった

のか」を自分の子供に伝えたいと思っている。 

 ３人の子供を儲けたが三女に先天性視覚障害。被

爆２世の自分を責めた。ピュアカウンセラー、２世

同士分かりあえる場、語り合える機会が求められて

いる。 

 被爆者であった父に対して生前は聞く耳を持たな

かった。父の死後、その歩いた道、被爆の証言を

周囲から求めるようになった。今ならまだ間に合う。 

 被爆した父親から私は何も聞かなかった。今度は

私が私の息子に語ろうとした時、何も聞いていなか

った自分を自覚する。社会人になってから平和教

育との接点のないことにも悩んでいる。 

 親は私が結婚するまで被爆体験について一切話

さなかった。 

 被爆した父に体験を聞きたいと思った時、父は認

知症になってしまった。やむなく資料や、まわりで

証言してもらえる人を探している。 

 沖縄では、米軍の存在、基地就労問題によって、

被爆者であること、２世であることは覚悟をしなけれ

ば明らかにできない。原爆症治療もはるか広島ま

で赴かねばならなかった。 

 山口県上関で、自然を守る会で活躍する２世。（上

関は中国電力原発建設計画地） 

 広島の似島で「戦争遺跡を保存する会」で活動す

る２世。 
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 原爆の子の像の佐々木禎子さんの甥っ子。今年

の平和祈念式典にトルーマン元大統領のお孫さん

を招いた。東日本大震災の復旧支援に活躍中。 

 母は被爆者手帳を取得したが、父は取得せず、

「被爆のことは外で言うな！」と育てられた。しかし

姉妹達は話しあって２世であることを明らかにして

きた。 

 夫がキューバ人である２世。キューバの人は日本

人より核について詳しい。 

 父親の遺品の中に罹災証明書を発見した２世。

「父は伝えたかったのだ」と思い、それがきっかけ

で（核兵器廃絶）高校生１万人署名運動などにとり

くむようになった。 

 栗原貞子さんの詩「うましめんかな」でうたわれた子

が私の母です。本当にあった話を今は私が子供に

伝えている。 

 父が亡くなってから父の被爆を初めて知った。被

爆の実相だけでなく、父が家族に話さなかった理

由も明らかにしたいと、答を探し求めている。 

 難病だがそれに負けず、乗り越えて生きてきている

ことを誇りにしている２世。 

●吉田さんは「東京２世の会」のメンバーでもあります。

その東京の「会」の目標を紹介して講演「被爆２世として

堂々と生きる姿を」のまとめにされました。 

その内容は、「次に続く３世・４世の世代には我々２世

が責任を持たなければならない。そのためには今からで

も被爆１世の親に体験、実相を聞かなければならない。

あらためて親にしっかりと向き合おう！２世の側から親に

聞いていこう！１世の側にも、家族の歴史として子や孫

に語り継ぐよう訴えていこう！」というものでした。 

●講演の後段で、現在の国と地方自治体の被爆２世の

健康に対する施策の実態を説明していただきました。東

京、神奈川など一部の自治体で独自の施策がなされて

いるものの、全体としては極めてお粗末な施策水準にと

どまっています。 

その上で全国の２世が力をあわせてめざしていくべき

課題が次の３点提起されました。①医療費の助成、②ガ

ン検診の実施、③２世の遺伝的影響調査の実施です。

リスクの高い疾患に対して予防的措置をしっかりとること

によって費用抑制にもなることなど、建設的な内容で求

めていく必要性が強調されました。 

●講演は終始熱い口調で語られ、講師の思いが胸に

響くものでした。全国の２世の多様な人生、前向きな生

き様は、多くの人を励ますものだったと思います。また被

爆２世の健康施策の現状説明によって、私達の課題、

めざすべき方向がより明らかになったと思います。 

吉田敬三さん ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「会の目的」と「会の組織と運営規則」、初年度活動

方針、２０１２年度世話人の決定 

「会の目的」と「会の組織と運営規則」、初年度活動方

針、２０１２年度世話人について、準備会を代表して平

信行さんより提案、拍手で承認しました。承認した全文

をあらためて添付しましたので詳細はそちらをご覧くだ

さい。 

２０１２年度世話人は、「会」結成に向けてとりくんでき

た６人の準備会メンバーがそのまま就任させていただく

ことになりました。 

尚、世話人会代表に平信行さん、副代表に佐々本

好信さんがあたることになりました。紹介いたします。 

■閉会のあいさつ 

最後によびかけ人を代表して佐々本好信さんが閉会

あいさつをし、「結成の集い」を終了しました。 

■以下の団体のみなさんに出席いただきました 

新日本婦人の会、京都教職員組合女性部、京都市

教職員組合女性部、京都府立高校教職員組合女性部、

平和委員会、日本宗教者平和協議会、非核の政府を

求める京都の会、平和友の会、日朝協会、京都民医連

労働組合、日本共産党、京都原水協 

 ご支援に感謝いたします。 

■結成応援募金に１２９，８００円 お礼と感謝 

「２世・３世の会」結成に際して被爆者のみなさんを中

心に財政の応援をお願いしました。３７人の方から１２９，

８００円の募金を寄せていただきました。心からお礼申し

上げます。ありがとうございました。入会よびかけ案内等

の郵送費、会場費等々、有効に活用させていただいて

います。 
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私の期待、私の抱負 
■正会員・賛助会員になっていただいたみなさんには会員登録のための「会員アンケート」をお願いしています。

１０月２０日当日提出していただいたみなさんのアンケートから「『会』の活動に望むこと」、「関心のある活動内

容」を紹介します。 

京都「被爆２世・３世の会」の活動にどのようなこと

を望みますか？ 

 核兵器、原子力発電をゼロにして欲しい。 

被爆手帳を２世・３世に発行し、医療費を無料にし

て欲しい。 

 三世の掘り起こし、三世健診の実現 

三世として、祖父、父のどういったものを保存、伝

聞すれば良いか教えて下さい。 

 広がりのある活動（２世・３世の中だけにとどまらな

い。）、前向きな活動 

 被爆者二世健康手帳交付実現に向けての運動 

年１回ガン検診実現に向けての運動 

 連帯というか、やはり横のつながりを大切にしてい

きたいと思っています。働いている若い世代（特に

ママ）は忙しい人が多いので、そこをどうするか、考

えていきたいと思います。 

 ゆっくりでも「幅の広い」動きになればと思います。 

 被爆者手帳のように、２世、３世にも検診代と医療

費無料化を求めたい。 

 ２世健診の制度化、被爆者の体験を残すこと 

 会の開催地が遠方であり、仕事の都合により、出

来る限りになりますが出席させていただきます。 

 ２世・３世がつながりあうことで自分の思いを話すこ

とができる場になればと思う。 

 ２世・３世の方々が次の語り部となって伝えていた

だきたい。 

 被爆体験を子供達に伝える取組み。文化的なコン

サート。 

 国や行政に対して検診の実現。核廃絶と原発ゼロ

の運動を多くの国民と共に広げていきましょう。 

 京都に住んでおられる被爆者の体験の聞き取りと、

その活動を通じて、２世・３世ともっとつながれたら

いいなあと思います。 

【あなたが関心のある活動はどのようなものです

か？】 

 証言などの記録をデジタルで残すこと。 

 自分自身被爆者である祖父が故人で体験を聞け

ないが、聞きたい思いはあるので、他の被爆者の

方に話を聞きたい。子供がいなくて語れない方な

どとつながれたらおもしろい活動になるのではと思

う。それを自分の子どもにもつなげていきたい。 

３世のネットワーク的なもの。２世ほど健康不安とか

はないと思うけど、核兵器なくす運動を若い世代で

やれるのではと思う。 

 被爆者援護法の改正、原爆症認定訴訟 

 世界唯一の被爆国として、原子力兵器の非人道

性・残虐性等を世界に訴えていくことは大切だと思

います。ただ２世、３世への健康対策を国、自治体

に求めるには、遺伝的に相当因果関係があるのか

どうか．．．．．．．。大学に入るまで広島にいました

が、広島に限ってみても、そうした特別な対策はあ

りませんでしたし、広島・長崎が他の都道府県と比

較してガンの発生率、その他の疾病の発病率が高

いとかいう科学的な裏付けが必要だと思います。 

生まれた時からいわゆる「２世」でしたし、当然ま

わりもそういう人が多かったので、別に特別なもの

だとは思いませんでした。大学に入って以降も変

わった存在だと思ったこともありませんでした。（広

島のカープファンが日頃カープファンであることを

意識しない感覚に似ていますね。） 

今日参加して、２世・３世には核廃絶・平和運動

のために特別にできることがあることに気付かされ

ました。だからと言ってそれが「そうしなければなら

ない」ということではないので、楽しくできることがあ

ればやりたいなと思いました。 

 広島、長崎のヒバクシャだけでなく、水爆実験のヒ

バクシャ、福島のヒバクシャとの連帯、また海外のヒ

バクシャの連帯、国際ネットワーク化に関心があり

ます。 

 被爆体験の継承、核廃絶のとりくみ、２世・３世の交

流 

 

 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」入会者のみな

さんには『会員アンケート』の提出をお願

いしています。（正会員、賛助会員ともに） 
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これから 

 

■ひとまず結成の集いは終了し、京都「被爆２世・３世の会」は無

事船出しました。これから確認された方針に基づいてとりくみを具

体化していきます。 

■１０月２０日の結成の集いは時間の関係もあって折角出席された２世・３世のみなさん自身の思

いを語っていただく時間をほとんどとることができませんでした。またお仕事の都合などで出席で

きなかった２世・３世も１２人ありました。そのため２世・３世同士がお互いを知り、語り合う機

会をできるだけ早く作りたいと予定しています。お楽しみに。そして、みなさんからの提案、提起

もお願いします。 

■「２０１２年被爆者をはげますつどい」が１２月２３日（日）開催されます。（午後１時～３時、

京都労働者総合会館２階ホール） これは京都の被爆者のみなさんを励まし応援するために諸団体

のみなさんが毎年この時期に開催している企画で、１９６５年以来４７年間続けられています。今

年度から「２世・３世の会」も実行委員会に参加させていただくことにしました。２世・３世は被

爆者のみなさんを励ます立場であり、また２世・３世を通じて自分達の親が励まされる立場でもあ

ります。 

詳細は別途お知らせします。ご都合のつけられる方は是非参加されるよう予定して下さい。 

■京都「被爆２世・３世の会」会員・賛助会員アンケートの提出をお願いします。 

■２０１２年度会費（１，２００円）のお支払いをお願いいたします。 

 

 

 

トピックス 

■原爆体験語り継いで トルーマン元大統領の孫がＮＹで講演 
広島、長崎への原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫で、今年８月の広

島、長崎の式典にも参列したクリフトン・トルーマン・ダニエルさん（５５）は１０月１７

日、ニューヨークで講演し、「広島と長崎の生存者から『二度とこういうことがないよ

う、ここで何があったか人々に伝えてほしい』と繰り返し頼まれた」と述べ、語り継い

でいくことの重要性を強調した。【時事】 

■“原爆投下で終戦” 米の「常識」に挑戦／ストーン監督がドキュメンタリー 
“原爆投下で対日戦争を終わらせた”という米の「常識」に映画「プラトーン」「７月４日に生まれ

て」などの作品で米国の軍国主義を批判してきたオリバー・ストーン監督が挑んだ。１０回シリー

ズのテレビドキュメンタリー「米国の語られぬ歴史」の試写会が６日、第 50回ニューヨーク映画祭

で開かれた。第３回「原爆」は、米国による広島、長崎への原爆投下は必要なかったことを暴く。 

米国では原爆投下が「第２次世界大戦を終わらせるのに役立ち、日米両国民の命を救った」とい

うのが政府も含めた“公式見解”。このドキュメンタリーは、第２次世界大戦から現在に至る米国の

軍事・外交政策について『学校では教えてくれない歴史』を紹介するのが狙い。第３回は原爆投下

に至る過程を追う。第２次世界大戦末期、米政府・軍部にもソ連が対日参戦すれば日本は降伏し、『原

爆投下は必要ない』という意見があったこと、戦後をにらみ、対ソ優位を確保しようとしたトルー

マン大統領が原爆投下を推し進めたことを歴史的資料で裏付けている。原爆投下で“救われた”と

される命が大戦直後には「数千人」とされていたのが、その後「数百万人」にまで膨れ上がったこ

とを指摘。『原爆投下が必要だった』という主張が誇張されていることを明らかにしている 

脚本担当のアメリカン大学のピーター・カズニック准教授は、米国民は自国の歴史についてほと

んど知識がないと指摘。「今でも世論調査では 45～55％の米国民が『原爆投下は必要だった』と考え

ている。こうした考え方に挑んだ」と意図を説明した。【２０１２年１０月１０日しんぶん赤旗】 
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