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京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

８月３日／学習企画「原発・内部被曝問題を考える」 ～ 守田敏也さんを囲んで ～ の報告 ２ 

原水爆禁止２０１３年世界大会（長崎市）参加レポート 井坂博文 １０ 

 吉田妙子 １２ 

 平 信行 １３ 

会員紹介  本田久美子さん・戸田登恵子さん １４ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １５ 

小野忠熈先生、国民平和大行進にメッセージ １６ 

お知らせ／紙芝居『おばあちゃんの人形』の出版 １６ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 広島:ピースナイター 吉川晃司さんイマジン熱唱 （毎日新聞） １７ 

 原爆投下「史実を伝えたい」  オリバー・ストーン監督（朝日新聞）  １７ 

 福島第１原発:タンク漏水３００トン ８０００万ベクレル（毎日新聞） １８ 

行事カレンダー  １９ 

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   永原 誠さん 

２０１３年８月３日（土）学習企画「原発・内部被曝問題を考える」～守田敏也さんを囲んで～ 
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学習企画「原発・内部被曝問題を考える」の報告 

８月３日（土）、フリーライター：守田敏也さんを迎えて京都「被爆２世・３世の会」の学習会をオープン参加で行

いました。参加者は２７名、１３：３０開始から１７：００まで質疑応答含めて３時３０分に及ぶ熱心な学習会となりまし

た。以下、守田敏也さんのお話を中心に、当日の内容を概要で報告します。 

 

 

守田敏也さんのお話 

０. はじめに 

 最近、ある学習会の場において事前

に主催者から次のような要請を受けた。

この頃、福島の中学校では「放射能を

怖がらないのが格好いい」、「怖がる奴

は弱虫だ」などと言われることが流行っ

ているようだ。こうしたことを配慮して、

放射能の危険性や「放射能は危ない、

怖い」という話はできるだけ避けて話し

て欲しい、というものだった。それに対

して、私は以下のような話をした。 

 「放射能を怖がるな」、「怖がる奴は弱

虫だ」ということを、最初に言い始めた

のは誰だろう？実はアメリカ軍なのだ。

広島・長崎の原爆に対して、放射能の

被害を小さくし、否定することから始ま

っている。 

 重要なことは、放射能の安全基準はど

こから作られてきたのか、ということ。そ

れは広島・長崎の被爆者の調査から

始められており、そのデータが現代の

放射線防護学の基礎になっている。し

かし、放射線の人体への影響を示す

データはできるだけ低く見積もられて

きたし、特に内部被曝はまったく無視

されてきた。内部被曝を除外して今の

放射線防護学が形成されているのが

実態だ。 

 そのことが今、福島の人々を苦しめる

出発点にもなっていることをまず理解

しなければならない。 

 広島・長崎に立ち返って、いかに放射

能と人間との関係が評価され、語られ

てきたのか、そのことを紐解いていくこ

とが今とても重要な課題になっている。

福島と広島・長崎のことを一つのことと

して、貫いて考えていくことが、現代の

社会的課題に挑んでいくことになる。 

 そのことが「被爆２世・３世の会」に求め

られる課題、役割ではないだろうか。 

 広島・長崎だけではない。戦後の核戦

略の中で、核兵器の製造過程そのも

のが実はたくさんの放射能を出してき

た。事故も多発しているが、軍事機密

のためほんどと明らかにされてこなか

った。これらを含めて核の被害のすべ

てを明らかにしていくこともこれからの

大きな課題だ。 

 

１. 原発と放射能汚染の現状 

(１） 汚染の現実⇒東北だけでなく関東も激しく

汚染されているのが現実だ。 

 放射性物質は“風の道”に沿って移動、

拡散した。“風の道”は歴史的に人が

移動する道を形成し、現代では新幹
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線含む鉄道の道とも重なる。それが汚

染ルートになったことを理解する必要

がある。 

●９ページに汚染ルート地図掲載 

 東北新幹線に乗車すると、ガイガーカ

ウンターは（新幹線車内でも）郡山あた

りで０．３マイクロシーベルトを示し、二

本松あたりでは０．６～０．７マイクロシ

ーベルトに達し、福島に至って０．３マ

イクロシーベルトに下がる。 

(２） 放射線量を示す重要な数値と意味 

 シーベルト：放射線の体への打撃力

（人間の体を守るための数値） 

ベクレル：物質が出している放射線の

数（食べ物の汚染状況などを示す数

値） 

 １００ベクレル／１キログラム ・・・・ 

販売してもよいとされる上限値 

 日本の現在の規制値は年間１ミリシー

ベルト、１時間に換算すると０．１１４マ

イクロシーベルト（自然界に存在する

放射線に追加して許容される線量） 

 これは限度値であって安全値ではな

い。 

 ０．１１４マイクロシーベルト／時の意味

するところ 

 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）

の見解は、１０万人に５人の割合

で癌発症・致死のリスク（０．００

５％） 

→ 日本の人口１億人なら５万人

までの癌発症は許容するという基

準 

 低線量でも被曝の危険性を主張

しているジョン・ゴフマン博士（米

国）の見解  １０万人に４０人の

割合（０．０４％） 

 チェルノブイリ原発事故の調査・

研究を行っているユーリ・バンダ

ジェフスキー博士の知見   が

んだけではなく、もっと高い割合

で、心臓死、免疫力の低下→多

様な疾病発症のリスク 

 放射線管理区域（レントゲン室等）の

規制値は０．６マイクロシーベルト（日

本） 

 上記二本松地域は新幹線車内でも０．

６～０．７マイクロシーベルト 

 福島も駅の外に出ると０．６～０．

８マイクロシーベルト、ミスタードー

ナッツの前でも０．８マイクロシー

ベルト 

 これらの地域では放射線管理区

域規制値以上の線量の中で生活

していることになる。 

 しかも、もはやマスクなど誰もつけない

ままの日常生活 

 チェルノブイリでは年間 1 ミリシーベル

ト以上は避難権利区域（避難による損

害を請求できる区域） 

 日本では小学校の周りでも高い放射

線量が ⇒ 被曝が放置 

 日本の法律、規制値の運用も無茶苦

茶な状態  危機！！ 

(３） 現に起こっている健康被害 

 公式に明らかにされていることだけで

も、１７万人の子供の調査で２７人の甲

状腺がん発症が確認されている。（１２

人確定、１５人濃厚） 

 甲状腺がんとは、そもそも１００万

人に１人と言われる発症の極めて

稀な疾病なのに 

 １７万人という調査自体も少な

い ・・・・・ 調査が追いついてい

ない現実 

 心臓疾患の増加、大量の鼻血出血、

突然死の発生、視力の急激な低下、

記憶力の急激な低下 

 通常の病気でも、なかなか治りにくい

状態の発生 

 東北、関東地域の医療が崩壊するの

ではないかと思われる心配、懸念 
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 元々、産婦人科、小児科、外科な

どは深刻な医療体制の現実があ

る。 

 医療界は、西日本が東日本を支

えなければならなくなる事態も想

定される 

 最も重大な問題点は、これだけ発生し

ている健康被害の原因について、そ

れが放射能にあるとみなされていない

こと、みなそうとしていないこと。 

(４） 福島３号機の不安化と汚染水流失 

 ７月１８日より断続的に格納容器内部

からの漏れで湯気が発生 ・・・・・ 格

納容器は放射能を閉じ込める「最後の

砦」のはず、それが壊れている！ 

 人間に例えると、人工透析機を外につ

けて、管をいっぱいつけて、スパゲッ

テイ症候群状態でかろうじて生きてい

るような状態。 

 一番怖いのは、依然として中で何が起

こっているのか分かっていないこと。 

 汚染水は海洋投棄も目指されている。 

セシウム以外の核種、トリチウムの危険

性の問題なども明らかになっている。 

 いつ、どのような深刻な被害に発展す

るか分からない！ 

 日本で今一番危険で深刻な事態とな

る災害の可能性は、福島第一原発に

あるのではないか。 

 

２. 放射線の影響をいかに見みるか。どこか

ら考えるか。 

(１） 放射線の影響はどこで見積もられたのか 

 冒頭述べたように広島・長崎の原爆と

被爆者調査から 

 米軍→原爆傷害調査委員会（Ａ

ＢＣＣ）→放射線影響研究所 

 その本質は人体実験 

 調査は、アメリカ核戦略の維持と、原

子爆弾の非人道性隠ぺいのために秘

密化 

 １９４５年９月５日、ロンドンデイリ

ーエクスプレスとニューヨークタイ

ムスによる原爆の放射線障害の

非人道性を示す報道 

 その直後から、１９４５年９月１７日、

占領軍によるプレスコード⇒原爆

に関する報道を厳禁 

(２） 放射線の危険性の過小評価と内部被曝隠

し 

 調査は初期放射線（爆発から１秒以内

に届いた放射線）だけに限定された。 

 その範囲は、半径２キロメートル

以内：１００ミリシーベルトまで 

 ＡＢＣＣは半径２キロメートル以遠

は調査しなかった（対象としなか

った） 

 ＡＢＣＣ（放射線影響研究所）の疫学

調査データの多くは、半径２キロメート

ル以内の被爆者と、２キロメートル以遠

の人々を非被爆者として扱い比較した

もの。実際には２キロメートル以遠の

人々の中にも多くの被爆者を含んで

おり、「被爆者」にもたらされた影響が

過少に評価されている。 

 放射能の影響の真実を隠すために内

部被曝の除外、無視 

 遠距離被爆、入市被爆、救護被

爆等の否定 

 「黒い雨」などによる影響の否定 

 このことが戦後史の中で国際放射線

防護基準の基とされ、日本政府もそれ

に追随してきた。 

 日本政府が初めて“内部被曝”を

公式に語ったのは３・１１以後 

(３） ２０１２年、放射線影響研究所（広島市）を

訪問した時のこと 

 疫学調査のあり方（被爆者までも非被

爆者扱いにしていることなど）に対する

批判 

 まだ未公開のデータの存在の確認と、
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公開請求 

(４） 放射線の物質に対する影響のメカニズム 

 放射線が物質に与える影響の基礎は、

放射線による分子の切断（電離作用） 

 ロボットも物質、放射線の影響を

受けて壊れる。だからやっかい。 

 生物は、ＤＮＡの二重の螺旋、遺伝子

情報を持つ生命の鎖によってつくられ

ている。放射線によってこのＤＮＡが切

断されることが怖い。但し、人類は二

重の螺旋をもっていて、修復能力の高

いことが特徴。一重の螺旋が切断され

ても、残されたもう一本で修復される。 

 しかし、ＤＮＡが一本になる時、すなわ

ち細胞分裂の瞬間、ＤＮＡは弱い状態

になる。この細胞分裂の激しい場所は、

典型的には人間の粘膜。口内炎、鼻

の粘膜がやられて鼻血出血、腸の上

皮細胞も弱く、下痢が起きる。そして脳

の海馬も弱い。 

 人間はどんどん新しいことを覚え

なければならないので、脳の海馬

は絶えず細胞分裂している。 

 そして細胞分裂の激しい人ほど放射

線の影響を受けやすい。それは子ども。

最も影響を受けるのは胎児。 

 胎児の場合は、細胞分裂だけで

なく、体の分化にも影響。初期の

場合は死産、流産、中期・後期に

なると障がいが発生する。 

 高齢者は放射線に強い、影響を受け

にくいというのは大変な間違い。高齢

者は免疫力が低下している。また病気

を持っている可能性も高く、それが強

まる。高齢者も放射線には弱者。 

 更に放射線被曝が強くなるとＤＮＡの

二重切断が起こり、つなぎ合わせるこ

とができなくなる。その結果発症するの

が放射線の急性症状。ＤＮＡの異常

結合も発生し、染色体異常を来たし、

異常染色体の細胞分裂が繰り返され

て、典型的にはそれががん細胞とな

る。 

 放射線を浴びたその瞬間には発

症しなくても、細胞分裂を繰り返

すことによって後になって発症す

るのが晩発性障がい。 

 晩発性といっても、半年後からも

あり得るし、３０年～４０年後の発

症もある。 

(５） 放射線の種類と外部被曝と内部被曝の違

い 

 α（アルファ）線 最も激しく分子を切

断、そのため飛距離は短くなる 

β（ベータ）線 

γ（ガンマ）線 物質との相互作用が

弱く、物質をすり抜けていきやすい 

 外部被曝はほぼγ（ガンマ）線のみ 

 α（アルファ）線を内部被曝すると、体

内細胞を激しく破壊し、エネルギーを

使いつくす。 

飛距離が短く、極めて限定された箇所

に密集してあたる。体内で超ホットスポ

ット状態を形成。 

 γ（ガンマ）線 は人体にまだらにあた

る＝ＤＮＡ切断個所が少なく修復の可

能性を高める。α（アルファ）線は集中

してあたるためＤＮＡの修復を困難に

する。 

 シーベルトの値でα（アルファ）線の危

険性を示すことはできない。 

 同じ放射線量でも、放射線がどこ

にどう当たるかでその打撃力は決

定的に異なる。 

 例えば、同じ針の先で、頬を刺さ

れるのと、目の玉を刺されるのと

では人間の受ける打撃がまったく

異なるように。 

 こうした被曝の具体性、リアリティがま

ったく無視されているのが現在の被曝

評価の考え方。 

 外部被曝と内部被曝の危険性の差は
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数百倍にもなる。 

 ホールボデイカウンターのインチキさ 

 ホールボデイカウンターで測れる

のは体外にすり抜けて出てくるγ

（ガンマ）線のみ。 

 体内細胞を破壊してエネルギー

を使いつくす（出てこない）α（ア

ルファ）線、β（ベータ）線は測る

ことができない。 

(６） 矢ヶ崎克馬氏（琉球大学名誉教授）の研究

から多くのことを学んだ 

 ２００３年からの原爆症認定訴訟で明ら

かにされた内部被曝の実相 

 詳しくは、岩波ブックレット『内部被曝』

（矢ヶ崎克馬、守田敏也）、新日本出

版社『隠された被曝』（矢ヶ崎克馬）を

参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 放射能との共存

時代をいかに生き抜くか 

(１） 被爆医師：肥田舜太郎さんの提言から考

える 

 “被曝したらどうするか”を考える、数少

ない専門家 

 被曝を避けるには 

 放射能の元を断つ ⇒ 脱原発

を推し進める 

 汚染された食べ物を避ける 

汚染されやすいもの → 魚

介類、山の幸 

汚染が入り込みやすいもの 

→ 外食産業、加工食品 

 放射線測定を進める 

市民放射能測定所の活用

を！ 

 被曝したらどうするのか・・・・命の大切

さを自覚し、長生き運動を起こす 

 腹を決め、開き直り、覚悟を決め

る。免疫力を最大に上げ、放射能

が害を発生させることを押さえ込

む。 

 体調不良を軽視せずに対処を。

とくに心臓疾患への備えが大事。 

 お年寄りから長生きの秘訣を聞

く ・・・・・・ 長生きのお年寄りに

共通すること 

第一が食べ過ぎないこと、第

二に早寝早起き 

 被爆者は絶対に癌で死んではいけな

い（原爆に負けてはいけない） 

 そのために、徹底して健康に計

画的な生活をして免疫力を高め、 

 ガン検診を頻繁に受けて 

 自ら放射線の影響があり得ること

を自覚して、小さいうちに早く見

つけて、退治すること 

 生きがいを見つけること 

 “生きがい”とは、これをやるため

には今死にたくないこと 

 世界から核兵器を無くすために

その生き証人として被爆者には

頑張ってほしい、その願いに応え

ること ・・・・・・ 被爆者の生きが

いでありたい 

 被曝の影響に立ち向かう。ヒバクシャ

差別と闘う！ 

(２） 何をどう食べるべきか ・・・・・ 健康を守る

核心問題 

 ＯＥＣＤ各国の体格指数（ＢＭＩ：肥満

度）から考える 

 「現代食」＝食品は、食べ過ぎる

ように作られているものが多数 

 まともに作られているものを摂るこ

とが大事 
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 よく噛むことが、一番早いダイエッ

ト方法！ 

 放射能だけでなく、危険物質の総体を

問題にし、安全なものを確保する 

 政府と東電の責任をあいまいに

せず、汚染ゼロの食品供給を要

求する。 

 危険物の総体を避ける！ 農薬、

抗生物質、化学物質、殺虫剤、

白糖も危険！ 

（マクドナルドハンバーガー

を食べると２個目が食べたく

なる法則！！） 

 安全なものを作る生産者、それを扱う

流通者を守る 

 大量生産、大量消費を見直して

いく 

(３） 前向きに生きて、困難をみんなで越えてい

く！ 

 危険な食べ物を避けるだけでなく、食

べ方が大事 

 家族・友人・仲間と楽しく食事

を！ 

 温かな触れ合い、豊かな人間関係が、

免疫力も上げていく！ 

 前向きに生きること、共に未来への可

能性を分かち合っていくことが大事 

(４） 原発再稼働反対の声を高めた東北・関東

の人々に感謝と拍手を！ 

 現実に、今日まで全国の原発は大飯

以外稼働を許して来なかった。高浜も

動かせなくなった。 

 一緒になって、今日の困難な事態を

乗り越えていこう。 

 

以上、守田敏也さんのお話終了 

 

質疑応答（抜粋） 

Ｑ： 福島の人達を応援するために「福島産食料」の

利用を訴えるキャンペーンが行われるが、どう思

うか？ 

Ａ： 安全と危険との間には絶えずグレーンゾーンと

いうものがある。完全に安全なものというのは限

定されているのが現実で、多くはグレーンゾーン

のものが流通している。 

 完全に安全なものに限定して利用するのは消費

者の権利だ。 

 「食べて応援」を最も主張しているのは実は東京 

電力と政府だ。外食産業もしっかりと応援してい

るように見えるが、福島産のものを買い叩いてい

るのが現実ではないか。 

 それと汚染された土地で生産している生産者の 

健康に及ぼす影響が心配。漁業関係者は最も

心配で、一番深刻な問題だ。 

 完全に安全なもの以外は食べないこと。そして  

生産者の被る被害を１００％保証しろ、と求めて

いくことが基本だ。 

Ｑ： 福島第一原発の収束はどうあるべきと思うか？ 

Ａ： 現状がどうなっているのかも分からない深刻な

状態だ。 

 東電という私企業任せにしているのが最悪で、  

国が責任主体となるべく国有化して対処すべ

き。 

 世界に危機的状況であることを率直に発信し、 

世界の英知を集めて収束をめざさなければなら

ない。 

Ｑ： 除染の可能性はどこまで？ 

Ａ： 除染には限界があり、基本的に無駄だと認識す

る必要がある。放射性物質は移動するものであ
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■詳しくお話いただき、参加者のみなさんもとても

熱心で、また参加者の方は同じ主婦の方が多かっ

たので、質問もしやすかったです。良い企画で、あ

りがとうございました。 

■大変勉強になりました。自分の持っている感覚と

比較して高い危機感を持たないといけない状況な

のかなと感じました。質疑では自分の聞きたかった

ことを他の方が聞いて下さったのですが、食べ物に

関して、「食べて応援」はやっぱり警戒しないといけ

ない。でもきちんと検査したものに対しては冷静に

判断していきたいと思いました。免疫力・・・・・は実

践したいです。 

■以前守田さんのお話を聞かせていただいた（２

年ほど前）よりお話の幅がとても広くなっていて、し

かも具体性の多いお話であることは変わらずで、と

てもとても勉強になりました。ありがとうございまし

た。こわい現実・・・・でも目を背けることはできない

ですね。一日一日、生きていることに感謝しなが

ら、自分にできることをこつこつとがんばります。こ

れからもこの会で行われることでオープンなものは

教えていただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

■大変良い話でした。勉強になりました。ありがとう

ございました。 

■興味深い内容で、大変勉強になりました。講師

の守田さんにも感謝ですが、企画していただいた

方にも感謝です。 

謙虚に真摯に学び続ける姿勢が必要だと改めて感

じました。できれば、２回、３回と続けて頂ければと

思います。 

何もお手伝いできず、無責任なことを云って申し訳

ないのですが。 

個人としても、会としても守田さんの活動を応援す

る必要があると思いました。 

り、完全な除染をするためには、山々のすべて

の樹木も伐採しなければならず、非現実的なこ

とだ。 

 また除染作業は作業者の被曝を伴うもので危険 

なことこの上ない。 

 汚染地域の人達には「もう帰ることはできない」と 

ハッキリと言うべきだ。そうしてこそ初めて割り切

ることもできて、新しい生活に挑戦する意志も出

来てくる。 

Ｑ： 放射線障がいの遺伝的影響について？ 

Ａ： 遺伝的影響はある。ないとは言えない。しかし、

遺伝的影響というのは放射性物質に限ったこと

ではなく、他の病気にもある。 

 重要なことは、影響はあるということを受け入れ、 

逃避することなく、免疫力を上げて、克服してい

くこと。闘っていくことだ。 

Ｑ： 今回の原発事故を契機に大気の流れというもの

を注視するようになったが？ 

Ａ： これからは地域ごとの大気の流れ、風の道とでも

いうべきものの気象マップをきめ細かく把握して

いくことが重要になってくる。それも季節ごとに変

化する。私が「原子力災害対策検討委員」を務

めている兵庫県篠山市ではすでに研究を始め

ている。このことでは特に地域に密着した人々の

活動、参加が重要だ。 

Ｑ： 瓦礫の焼却処分問題について？ 

Ａ： もともと日本のようになんでもかんでも焼却処分

するような国はない。その問題が瓦礫焼却処分

で顕在化している。東北、関東地域の焼却場は

今大変なことになっている。 

Ｑ： 被災地の医療現場をどう支えるか？ 

Ａ： 被災地の現場がどのように大変な状態になって

いるか、そのことを伝え、広めることがまず重要

なことだ。医療の現場についても、医療崩壊の

実態についても。 

 そのためにはできる限りの調査をすること、現地 

の協力体制を確保して継続的に情報が得られる

ようにしていくことが大切。 

 さらに支援は、被災者の主体性を作り上げてい

くことに絶えず留意していくことが重要。良い医療の

ためには、患者の主体性づくりが必要とされるように。 

 

参加者の感想から 
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早川由紀夫（群馬大学）作成 汚染マップ 
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原水爆禁止２０１３年世界大会（長崎市）参加日誌 

ブログ「井坂博文の活動日誌」より抜粋            井坂博文 

 

 朝、７時半に京都駅に集合した京都代表団、総勢約１７０人（広島大会や、独自参加する人もいる）。議

員団からは私と団事務局の吉田さん。新幹線で福岡まで行き、バスに乗り換え車中で弁当昼食を食べ、

長崎市内の大会会場へ着いたのは２時頃。 

 ３時半から開会総会が開始。続々と参加者がつめか

け、会場いっぱいに６５００人。 

 冒頭に、長崎の被爆者で７月に亡くなった山口

仙二さんへ黙祷を捧げ、主催者を代表して安斎

育郎さんが「非人道の極致である核兵器をなく

そう」と呼びかけた。 

 来賓として田上長崎市長が、「核兵器の非人道

性こそが人間の視点、全員が共有できる視点で

ある」と訴えた。田上市長は、９日の平和式典

で「日本政府が非人道性を訴える共同声明を拒

否したことは、被爆国の原点に反する」として、

「日本政府は被爆国の原点に立ち返るべき」と強く批判する予定。 

 大会二日目は、分科会企画。私はフォーラム企画「核兵器全面禁止のためにー政府とＮＧＯの対話」に

エントリー。開会がお昼の１時からなので、同じフォーラム参加の３人で、独自の「原爆の碑めぐり」

を実施。 

 平和公園・平和祈念像から、浦上天主堂、爆心地、原爆資

料館へ。 

 絵本「ふりそでの少女」にもある、二人の少女が荼毘にふ

される姿を銅像にした「未来を生きる子ら」の像を見学し、

哀悼の意を捧げた。 

 午後からフォーラムの会場である長崎大学に。 

 テーマは「核兵器全面禁止のためにー政府

と NGOの対話」。パネラーは駐日メキシコ

大使のクロド・ヘレルさん、核廃絶２００

０のジャッキー・カバンさん、国際平和ビ

ューローのトマス・マグナンさん、イギリ

ス CNDのジャクリーン・バーグさんの海

外代表と、日本原水協理事の高草木さん。 

 各国と各団体、地域における核廃絶の取り

組みの濃淡がよくわかった。 

 最後に、高草木さんが「世論と署名の力に

確信をもとう。第二次大戦後の幾多の危機
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の際にも核兵器を使用させなかったのは、国際世論と署名の成果だ」「NPT会議で、核保有国に明

確な約束をさせたのが、その後の核廃絶の国際的流れをつくった」とのまとめは、フォーラムの結

論だった。 

 ２日目の最後は、世界大会企画ではないが、市

民団体による「オリバー・ストーンが語るもう

ひとつのアメリカ史」の著者である、オリバー・

ストーン監督とピーターカズニック教授による

「アメリカ史から見た原爆投下」のパネルディ

スカッション。 

 最初に DVDの上映。今ＢＳで放映されて

いると思うが、タイトルの通りで従来のひ

たすらアメリカを美化する番組とちがっ

て、もう一つのアメリカ史が描かれている

秀作だ。 

 オリバーストーンとピーターカズニック

の話の中で印象に残ったことは、「原爆を使用した目的は日本とアメリカの戦争犠牲者を減らすこ

とは大嘘であり、すでに日本は戦争を続ける体力はなかった」、「戦争終結を早めたのは原爆投下で

はなくソ連の参戦である」、「トルーマンではなくウォーレスが大統領になれば原爆の投下は避けら

れた」ということ。 

 一部ケネディや日本の民主党に対する評価には首を傾げるところはあるが、日本で言えば支配勢力

から「自虐史観」と言われることを堂々と主張する監督に敬服した。 

 最終日、閉会総会の会場へ。会場は開会総会と同じ市民体育館。 

 参加者は開会総会より多い７０００人。用

意されたイスはほとんど埋まり、立ち見か

座り見、ロビーにまであふれるほどに。 

 「被爆７０年、NPT再検討会議の２０１５

年にむけ、核兵器禁止条約の交渉開始を求

める世論と運動の巨大なうねりをおこそう」

との「長崎からのよびかけ」が全員の拍手

で採択された。 

 閉会総会でもオリバー・ストーン監督が発

言。長崎の被爆２世の女性や青年とトーク

した。 

 この段階で、近畿在住被爆者８人の原爆訴訟大阪地裁判決で、原告の被爆者の勝訴判決したことを

うけて、安倍首相が「控訴しないこと」との方針を決めたことが報告された。当たり前のことだ。

あまつさえ首相は、記念式典での田上市長や被爆者の挨拶に会場から大きな拍手が送られたのに、

全く反応しなかったそうだ。被爆国の首相としての資質と存在が問われている。 

 閉会総会も終わり、バスで博多まで移動し、新幹線で帰京。京都駅着は８時前。みなさん、３日間お疲

れさまでした。 
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原水爆禁止２０１３年世界大会（長崎市）参加レポート 

多くの若い人たちの参加に力強さを感じた原水禁世界大会 

吉田妙子 

 

ホントに久しぶり、思いもかけず、原水禁世界大会に参加させていただきました。 

ヒロシマ・ナガサキの被爆者の長年の運動の経験が、あのフクシマで放射能の影響を心配している若いパパ

やママたちのために生かせないか、そんな問題意識をもっていた矢先、新婦人上京支部の代表として大会参加

の機会を得ました。いっぱい感じ、いっぱい勉強してきました。 

この大会に参加しての感想は、次の３点です。 

① 被爆者と日本の運動の半世紀以上にわたる訴えが、いま、国際政治を動かしていることを実感しました。 

会場舞台には、ニューヨークの国連本部の玄関に積まれた、核兵器廃絶の国際署名のツインタワーの写真が

飾られ、国連事務総長や軍縮上級代表の「国連憲章と原水禁大会のテーマは同じ」「みなさんの活動が同じ目

標をもつ国々を励ましてきた」というメッセージが紹介されました。 

2015年、被爆70周年の年に、ニューヨークで開かれるＮＰＴ再検討会議にむけ署名の山を積み上げよう、「核

兵器のない世界」を遠い夢ではなく、現実のものにしようという行動提起があり、フィリピンの代表は、日本語で

「核兵器をなくすのはいつ？」「今でしょ！」「原発をなくすのはいつ？」「今でしょ！」と会場を盛り上げました。 

② 福島の原発事故から何を学ぶか、核兵器と原発はコインの表と裏、「人類と核は共存できない！」がみんな

の思いになっていました。 

私は「核兵器と原発」という分科会に参加し、被爆二世として被爆者運動の経験が福島の被災者に生かせな

いかという思いを発言しました。福島から参加された小学校の先生が何度もうなずいて聞いてくれていました。 

③ 日本も海外も、若い人が被爆者のバトンを引き継ぐと…20代、30代が元気に発言、行動していました。 

例年以上に若い人の参加が多かったそうです。福島原発事故を経て、若い人たちがこの運動を「NO NUKES」

の運動として、人ごとでない、自分たちの未来の問題としてとらえていたのが印象的でした。力強い限りです。 

 

最後に、この大会に参加したオリバー・ストーン監督の「日本人はあの戦争のことを何も知らないのではないか」

という言葉に愕然としました。ヒロシマ・ナガサキをくり返すなという決意が込められた憲法９条を守るためにも、あ

の戦争がどうして起きたのか、どうして終わったのか、ということを私も一から勉強し直したいと思いました。 
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原水爆禁止２０１３年世界大会（長崎市）参加レポート 

東京・立川相互病院の「被爆者集団健診」に学ぶ 

平 信行 

 

 私の参加した分科会は「７－被爆者援護・連帯の活動」。「広島・長崎の被爆の実相に学びながら、

今後の被爆者援護・連帯の活動について考える」、「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」、「２世・３世の

活動交流」、「被爆者をサポートするネットワークづくりの交流」などが目的。私も京都「被爆２

世・３世の会」の活動について報告。 

 学ぶことの多かった活動紹介は、東京・立川相互病院・立川ふれあいクリニック職員による「被

爆者集団健診から学んだこと」の報告。以下、その概要。 

 立川相互病院・立川ふれあいクリニックは２００８年から毎年２回被爆者集団健診をとりくみ、

今年１１回目を迎えた。これまでに受診した人は延べ５１５人（被爆２世６４人含む）、健診を

支えたスタッフは延べ８３１人。１回あたりの受信者数は平均５９人。 

 立川市近隣の被爆者数は１０２５人、東京都全体で６４７６人 

 被爆者（２世含む）の健康を守ることは当然として、病院職員が被爆者の方から被爆体験をお

聞きして平和の学習や活動に役立てることをも、目標にしている。 

 健診は定められた検査内容の他に、①歯科の相談、②栄養相談、③お薬相談、④生活相談、⑤

眼科相談も追加して、立川相互病院独自の特典として実施。 

 健診終了後には毎回、昼食をとりながら、ミニ学習会と被爆者のみなさんと職員との交流も行

っている。 

 一人の被爆者（被爆２世）に一人の案内係がついて、健診の待ち時間に被爆体験を聞く。どこ

で被爆したのか（広島・長崎の地図も広げて）、現在困っていること、悩んでいること、次世代

に伝えたいこと、一緒に取り組みたい平和の活動など聞き取りの内容は多様。 

 健診は被爆者のみなさんが受信しやすいよう日曜日に実施。回を重ねるごとに被爆者のみなさ

ん同士が交流しあう貴重な機会にもなってきている。 

 この健診を支えているのは原水禁世界大会の参加者。毎年２０数名が参加している。若い職員

の参加が多い。そして“楽しい”とりくみであることも重要な要素だ。 

 健診には医学生、看護学生も参加。過去には近隣の高校新聞部の生徒と先生が案内係ボランテ

ィアとして参加したこともある。（被爆者の体験は高校の新聞に掲載） 

 被爆者集団健診は学習も含めた年間計画をもってすすめている。健診を通して職員の平和学習

となり、健診後の報告交流会では学んだことをみんなで共有するようにしている。 

 立川健康まつりでは、原爆パネル展、被爆者健診の様子、世界の核兵器の実態などを展示して、

アピールしている。 

 京都原水爆被災者懇談会でも毎年会員アンケートなどを行い、健診受診状況なども訊ねてはいる

が、一人ひとの思いにまで立ち入ったものではない。立川相互病院のとりくみは被爆者援護の原

点を教えてくれる。 

 立川相互病院のとりくみが、多数の若い職員によって支えられていることに感心もする。核兵器

廃絶、世界の平和を求める運動もその出発点は被爆体験をリアルに知るところからであり、立川

相互病院の職員のみなさんの、しっかりと地に足のついたとりくみに感動した。 
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本田 久美子 （ほんだくみこ）さん 

もうすぐ母の命日がやってきます。 

母は２００８年８月２５日８０歳で永眠しました。 

リンパ腫でした。それまでとても元気でした。やっ 

ぱり母は原爆で体が侵されていたんだと、この時あら 

ためて思いました。母は昭和３年広島市で生まれ育ち 

ました。原爆が広島に投下された時、母は女学校で 

１７歳の女子学生でした。宇品の鉄道で貨物列車の掃 

除をしていたそうです。その時の様子を初めて詳しく話したのは、私の娘が小学校６年生の時、宿

題で「おばあちゃんの戦争体験を聞いてくる」というのが出て、尋ねた時でした。突然の光、それ

からの地獄のような光景。宇品港から焼けただれた体を引きずった人が次から次へと似島へ渡った

そうです。弟も原爆で命を落としたと聞きました。もっと詳しく聞いとけばよかったと今、思いま

す。 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災による福島の原発事故が起こりました。マスコミで原発事

故による放射能の脅威を一切言わないのはおかしいと思い、さまざまな学習会に出て学びました。

学べば学ぶほど環境への影響、体への影響は大変なものなのだと認識いたしました。被爆国日本な

のに大変なことをしてしまったのだと。そして私の体にも被曝の影響があるのだと。 

 これが「被爆二世・三世の会」に入会した大きなきっかけです。生きている限り核廃絶・世界の

平和のために私のできることをしていきたいと思います。 

戸田 登恵子 （とだとえこ）さん 

被爆者手帳を申請するという話が持ち上がった時に、初めて父が被爆者だと知りました。もう大

人になってからのことです。 

投下の翌日、市内にいた家族を捜しに行っての入市被爆でした。父はそのことを何も語りません

でした。何年かぶりに妹と会い、お酒が入った時に、一言二言話したのが一度だけでした。きちん

と聞いておけば良かったと後悔してます。 

これからを生きていく子供たち、孫たちのためにも、戦争や核をなくすために、少しでも行動し

ていきたいと思います。 
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■励ましと期待に応え全力で 

井上哲士さんから 

先日の参議院選挙で、日本共産党の比例代表候

補として三回目の当選をさせていただきました。 

選挙では「広島に育った被爆二世として、命を粗

末にする政治と立ち向かい、二度と放射能被害を許

さないとの決意で核兵器廃絶と原発ゼロに全力を挙

げます。平和の願いが刻まれた憲法九条の改悪は

許しません。」と訴えぬきました。 

選挙後、八月六日は広島、九日は長崎の平和祈

念式典に参列し、慰霊碑を前に誓いを新たにしまし

た。選挙中に会員の皆さんからいただいた励ましや

期待の声を胸に刻み、全力でがんばります。今後とも

よろしくお願いします。 

 

■守田さんの話を聞いて勉強に 

岸下あづみさんから 

いつも会報ありがとうございます。平和行進お疲れ

様でした。本当に草の根の運動ですね。核兵器をな

くそうというのは、（表向きだけでも）党派をこえて賛同

できるメッセージなのですね。 

韓国の被爆 2世の運動についての記事も興味深

かったです。金亨律という人は今まで知りませんでし

た。 

3日の学習会、参加させていただきます。もしかし

たら子連れになるかもしれません。原発事故の内部

被曝に関しては、いろんな情報があり、脱原発の立

場の人たちのなかでも、福島は人の住むところじゃな

い、関東の食べ物はダメという人もいれば風評被害

をあおるなという人もいて、勉強不足もあり自分の判

断基準を持てないでいます。守田さんのお話を聞い

て勉強できればと思います。楽しみです。 

 

■こんな環境で子どもの将来は？ 

市田里佳さんから 

守田さんのお話、先日別の会で聴く機会がありまし

た。大変わかりやすく話され、内部被ばくの恐ろしさ

がよくわかりました。 

食べ物や空気、水・・・・・気をつけていても十分と

は到底思えない生活です。こんな環境で私の子ども

は将来ほんとうに健康に暮らしていけるのか、そんな

心配のうちに毎日が過ぎていきます。 

いつも丁寧な会報などありがとうございます。また

次回参加したいと思います。 

 

■平和行進等の参加者に感謝 

小出末一さん（賛助会員）から 

国民平和大行進参加の皆様、本当に頭が下がりま

す。原水爆禁止に真剣に取り組んでいる皆様の健康

をお祈りします。 

 

■毎週金曜日関電前行動に！ 

中野猪艶さん（賛助会員）から 

 福島の方のことを聞くと本当に胸が痛みます。一日

も早いこと元の家に帰られるようにと祈ります。原発は

一日も早く０にと、私は毎週金曜日関電前行動に行

っています。 

 

■忘れられないあの日の長崎 

柴田幸枝さん（賛助会員）から 

前の会報に長崎のことが書いてあったのを見て、

その当時を思い出され、涙して読ませていただきまし

た。あの当時経験したことの恐ろしさは、今もって忘

れることはありません。健康な体になりたい。 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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会報№８（２０１３年６月２０日）別冊で紹介した「私の被爆体験」の小野忠熈さんが、今年も国民平和大行進にメ

ッセージを寄せられました。題して「国民平和大行進歓迎の詞」です。以下に紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都在住の被爆者である花垣ルミさんの体験を元にし 

た紙芝居が出版されました。花垣さんは５歳の時に広島で 

被爆、小さな子どもには受け止めがたい体験で、その記 

憶は５８年間も封印されたままでした。記憶が戻った花垣 

さんは京都原水爆被災者懇談会で語り部として活躍して 

います。 

 この紙芝居は佛教大学黒岩ゼミの学生が制作し、２００９ 

年に長崎平和紙芝居コンクールで最優秀賞を受賞したもの 

で、この度やっと出版されることになりました。被爆の体験の継承、平和活動にぜひご活用下さい。 

■紙芝居のタイトルは『おばあちゃんの人形』（本の泉社：定価１６００円税別）です。 

■申し込みは下記です。 

 郵便口座 ００９９０－２－２８０１８７ 

 加入者名 平和ゼミ出版支援基金 

 通信欄に住所、氏名、『おばあちゃんの人形』を希望とお書き下さい。 

 代金１６００円と送料５００円（何冊でも５００円）を、お振り込み下さい。 

お知らせ 
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■広島:ピースナイター 吉川晃司さんイマジン熱唱 

広島原爆の日に合わせ、プロ野球・広島− 

阪神戦の「ピース（平和）ナイター」が６日、広島 

市南区のマツダスタジアムであった。広島県出身で 

被爆２世の歌手、吉川晃司さんが平和への思いを込めて始球式を

行い、「イマジン」を歌った。 

 試合前に両チームの監督や選手らが黙とう。吉川さんは、背番号

「８・６」をつけた広島のユニホーム姿で始球式に登板した。五回終

了後には、爆心地から１．８キロで被爆したピアノの伴奏でジョン・レ

ノンの「イマジン」を熱唱。日本語詞で「もう被爆もいらない」と替え

て歌った。観客は、生命や平和の象徴である緑色と、原爆ドームを

イメージした赤色のポスターを掲げてスタンドを２色に染めた。 

吉川さんは幼い頃から両親や親族に原爆の話を聞かされて育

ち、今回の出演依頼も快諾したという。始球式を終え「一球入魂で平和を祈願した。『ノーモア・ヒバ

ク』の気持ちは現在進行形です」と語った。 

 ＤｅＮＡ−巨人戦（福島県郡山市）、中日−ヤクルト戦（浜松市）でも、復興や平和を願うシートを来

場者が掲げた。同じ日のセ・リーグの３試合で、一斉にこのような取り組みをするのは初めてという。 

（毎日新聞 ２０１３年８月６日） 

scrapbook 

■原爆投下「史実を伝えたい」 オリバー・ストーン監督  

８月に広島、長崎、沖縄を初訪問する米映画監督のオリバ 

ー・ストーン氏（６６）が朝日新聞の書面インタビューに応じた。 

ストーン監督は原爆投下の経緯に疑問を投げかけるドキュメン 

タリーを手がけている。今回の訪日で、当時の米政権内では  

多くの反対論を押し切って原爆投下が実行されたことなど「憂  

慮すべき史実の数々を多くの日本人に知らせたい」としている。   

書面インタビュー（日本語訳） 書面インタビュー（英文） 

 ストーン監督は昨年、第２次世界大戦前夜の１９３０年代から 

オバマ大統領登場に至る米国現代史を独自の視点で描くドキ 

ュメンタリーシリーズ「もうひとつのアメリカ史」（全１０本）を制作し  

た。脚本はアメリカン大学歴史学科のピーター・カズニック准教  

授（６５）と共同執筆。特に原爆投下には１本を充て、当時の米政権内には反対する声が

多く、原爆を使わずに日本を降伏させることができたにもかかわらず、最終的にあえて原

爆投下に踏み切った経緯を明らかにした。  

 カズニック准教授が毎年夏、広島、長崎を学生と共に訪れており、今年のツアーにはス

トーン監督も同行することになった。書面インタビューは、カズニック准教授のツアーをコー

ディネートする教育団体「ピース・フィロソフィー・センター」（カナダ）代表の乗松聡子氏（４

７）を通じて朝日新聞が質問を渡し、ストーン監督が回答を寄せた。   

http://mainichi.jp/graph/2013/08/07/20130807k0000m050091000c/001.html
http://www.asahi.com/topics/word/映画監督.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/national/update/0725/NGY201307250006.html
http://www.asahi.com/national/update/0725/NGY201307250004.html
http://www.asahi.com/topics/word/世界大戦.html
http://www.asahi.com/topics/word/バラク・オバマ.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/カナダ.html
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広島、長崎を訪問する目的について、ストーン監督は「被爆者に会い、彼らの経験を 

聞きたい。ドキュメンタリーで掘り起こした憂慮すべき史実の数々を、できるだけ多くの日

本の人々に知らせたい」とした。  

 沖縄については「沖縄は日本による抑圧を何世紀にもわたって受け、米国による軍事

的占領を約７０年も受けている」と指摘。在日米軍基地の７割が集中する現地住民らの

声を取材したいとした上で、「沖縄の人々の力強い運動は世界中の反基地運動に勇気

を与えるものであり、私は連帯を表明したい」と答えた。   

 関係者によると、ストーン監督は８月４日から１０日まで広島、長崎を相次いで訪ね、平

和式典などに参加。その後、沖縄に渡り、１５日に離日する。滞在中は米国学生らを連

れて、戦争が残したものに触れるツアーも企画しているという。  

    ◇  

 〈オリバー・ストーン氏〉 米映画監督。１９４６年生まれ。社会派監督として知られる。６７

年にベトナム戦争に従軍。この体験を元にした「プラトーン」（８６年）や「７月４日に生まれ

て」（８９年）でアカデミー監督賞を２回受賞。その他の主な作品に「ウォール街」（８７年）、

「ＪＦＫ」（９１年）などがある。  

    ◇  

 「もうひとつのアメリカ史」 第２次世界大戦前夜からオバマ大統領登場までの米現代史

を追った米テレビドキュメンタリーシリーズ。オリバー・ストーン監督とピーター・カズニック米

アメリカン大歴史学科准教授が共作した。原爆投下が戦争終結のために必要で、本土

決戦を防ぎ人命を救ったという米国の歴史認識に疑問を投げかけている。同名の本（邦

題『オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史』早川書房）も出版されている。  

（朝日新聞 ２０１３年７月２６日） 

■福島第１原発:タンク漏水３００トン ８０００万ベクレル 

福島第１原発の原子炉冷却に使用した高濃度の放射性汚染水が貯蔵タンクから漏えいした問

題で、東京電力は２０日、漏れた量が約３００トンに上っているとの推計を明らかにした。汚染水をた

めているタンクからの水漏れとしては過去最大とみられる。現在も漏れ続けている可能性がある。漏

えいした汚染水から、ストロンチウム９０（法定基準は１リットル当たり３０ベクレル）などベータ線を出

す放射性物質が１リットル当たり８０００万ベクレルと極めて高濃度で検出された。 

 東電によると、同日、２６基あるタンク群（高さ１１メートル、直径１２メートル）の水位を確認したとこ

ろ、そのうちの１基で水量が約２・９メートル下がっていた。漏えい箇所は特定できていない。漏えい

は１９日午前に発覚し、タンク付近の水たまりの真上約５０センチで毎時１００ミリシーベルトの放射

線が計測された。 

 タンクは鋼製の板ででき、溶接ではなくボルトでつなぎ合わせ 

ているという。タンク周辺には汚染水の漏えいを防ぐためのコン 

クリート製のせきがあり、２６基のタンクは一つのせきで囲われて 

いる。 

 東電は同日夜、せきにとどまった汚染水約４トンを回収。今後、 

染みこんだ土の回収作業を行う。タンクから海までの距離は約 

５００メートル。（毎日新聞 ２０１３年８月２０日）  

福島第１原発敷地内のタンク周辺に漏れてたまった汚染水＝東京電力提供 

http://www.asahi.com/topics/word/被爆者.html
http://www.asahi.com/topics/word/在日米軍.html
http://www.asahi.com/topics/word/映画監督.html
http://www.asahi.com/topics/word/ベトナム戦争.html
http://www.asahi.com/topics/word/ウォール街.html
http://www.asahi.com/topics/word/世界大戦.html
http://www.asahi.com/topics/word/バラク・オバマ.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/本土決戦.html
http://www.asahi.com/topics/word/本土決戦.html
http://www.asahi.com/topics/word/早川書房.html
http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8E%9F%E7%99%BA&r=reflink
http://mainichi.jp/graph/2013/08/20/20130820k0000e040191000c/001.html
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行事カレンダー 

月 日 曜 行事 

８ ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 関電前行動 

 ３１ 土 「渡されたバトン」映画会（教育文化センター） 

９ １ 日  

 ２ 月  

 ３ 火  

 ４ 水 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（大阪地裁） 

 ５ 木  

 ６ 金 ６・９行動                              関電前行動 

 ７ 土  

 ８ 日 世界ヒバクシャ展（相国寺）最終日 

 ９ 月 ６・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水  

 １２ 木 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（大阪地裁） 

 １３ 金 関電前行動 

 １４ 土 立命館国際平和ミュージアム「平和友の会」企画→１０月６日まで 

 １５ 日  

 １６ 月 敬老の日 

 １７ 火  

 １８ 水 世界報道写真展 201３（立命館国際平和ミュージアム）→１０月１３日まで 

 １９ 木  

 ２０ 金 関電前行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日 永原誠先生を偲ぶ会 

 ２３ 月 秋分の日 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 関電前行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日  

 ３０ 月  



 

 

 


