
京都「被爆二世・三世の会」会報№１００  ２０２１年２月１５日 

1 

 

 

 

 

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

 

 

会報１００号記念号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都「被爆二世・三世の会」会報 

京都市中京区壬生仙念町３０-２ 
ラボール京都５階 

京都原水爆被災者懇談会気付 
ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

ＨＰ http://aogiri2-3.jp 

２０２１年年次総会のお知らせ ２ 

２０２１年度年会費お支払いのお願い ２ 

京都「被爆二世・三世の会」会報１００号をふりかえり、そしてこれから ３ 

２０２１年１月２２日、遂に核兵器禁止条約発効！ ９ 

寄稿―１ 核兵器禁止条約発効を祝う  有地淑羽 １２ 

寄稿―２ ナバホにおける放射能障害とコロナ  宮本ゆき １３ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記 １７ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 ２１ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２２ 

 「ヒロシマ平和記念資料館は問いかける」 

 「人新世の「資本論」」 

 「福島原発事故１０年後のゆくえと新たな課題」 

SCRAPBOOK／ 「基町高「原爆の絵」動画に」（中國） ２４ 

 「米国が臨界前核実験 昨年１１月 トランプ政権で３回目」(日経) ２５ 

編集後記 ２５ 

２０２１年２月の行事カレンダー ２６ 

創刊号（２０１２年１１月） №２５（２０１４年１１月） №５０（２０１６年１２月） №７５（２０１９年１月） 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１００  ２０２１年２月１５日 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年度年次総会のお知らせ 
■日  時 ２０２１年４月２４日（土） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室＋オンライン 

■記念講演 調整中 

 

 今年度総会は４月２４日（土）に開催します。 

 コロナ感染対策を考慮して、会場とオンライン（ZOOM）の併用開催とします。 

 会場（ラボール京都第一会議室）出席が可能な方は是非ご出席下さい。 

 コロナ感染対策を考慮される方、遠隔地その他の事情で会場出席が難しい方はオンラ

イン（ZOOM）でご出席下さい。 

 記念講演は、テーマ、講演者を現在検討・調整中です。貴重な学習機会となるような

企画を検討していきます。 

 例年のように、記念講演含めて総会はオープン形式で開催します。会員以外のみなさ

んにも是非お知らせ下さい。 

２０２１年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０２１年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

◼ 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

郵便振替 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

◼ 京都銀行四条支店 店番１１１ 口座番号４４７９６３ 

口座名 京都原水爆被災者懇談会 振込いただいたらご一報ください。 

◼ ４月２４日年次総会の場でも受領いたします。 

⚫ 複数年のお支払いもしていただけます。 

⚫ 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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京都「被爆二世・三世の会」会報１００号をふりかえり、 

そしてこれから 
平 信行（南区） 

 

■会報発行のきっかけ 

京都「被爆二世・三世の会」会報が２０２１年

２月号で１００号を迎えました。 

第１号は２０１２年の１１月１日付でした。こ

の年１０月２０日に京都「被爆二世・三世の会」

は結成されています。結成時の会員は３７人でし

たが、結成総会当日の参加者は２５人でした。い

ろいろな事情で結成総会に出席できなかった１

２人の人たちに総会の様子を伝えなくては、との

思いから作成したのが会報第１号でした。ですか

ら記事の内容は総会の様子―吉田敬三さんの記

念講演、議案の提案、質疑応答、そして当日まで

に寄せられた会員のみなさんの「二世・三世の会」

への期待と抱負―が中心でした。 

会報の毎月発行は最初から決めていたわけで

はありません。あまり欲張らず適宜発行していけ

ばいいぐらいに思っていたのが正直なところで

した。 

１０月２０日の結成総会に１２人も欠席者が

あったこと、出席者にも言い足りなかったことが

たくさんあったこと等から、翌年１月２０日にあ

らためて会員交流会を行うことになりました。そ

のことを全員にお知らせする必要などから、次の

会報、第２号を翌１２月にも発行することになり

ました。この時が毎月発行のスタートです。 

それでも毎月発行を決めていたわけではあり

ませんが、その後も、会員のみなさんにお知らせ

したいこと、紙上でも交流したいことが結構連続

してあるもので、やがて毎月発行が定着していき

ました。 

 

■会報は「二世・三世の会」８年の歴史そのも

の 

当たり前のことですが、会報に掲載される記事

内容は京都「被爆二世・三世の会」の活動に応じ

て、その深まりや広がりに沿っていきました。２

０１２年の結成以来８年間の「会」の歴史そのも

のです。以下、会報に掲載された記事に基づいて、

銘記しておきたいいくつかのとりくみ、出来事、

そして記事内容を紹介してみます。 

① 会員の自己紹介 

新規入会者の入会きっかけは多様です。初

対面の人が多いのが「二世・三世の会」の特

徴でもあります。このため、会報発行の最初

から「自己紹介」欄を設け、みなさんに投稿

のお願いをしてきました。新規入会者は８年

間を通じて止まることなく続き、今や１００

名を超すほどになっています。最近は自己紹

介記事の依頼が滞りがちになっていますが、

あらためてこの記事の大切さを認識して原

稿依頼を強めていきたいと思います。 

② 別冊「被爆体験の継承」 

被爆者の方の被爆体験を聞き取る活動は

２０１３年の３月から始めました。聞き取っ

た被爆の体験は会報別冊の形でみなさんに

紹介してきました。その人数は今日まで８５

人に上ります。この蓄積があったお陰で昨年

夏、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上

巻〉を刊行することができました。 

③ 本・ＤＶＤ・映画・番組・他の紹介と交流 

今や定番記事になっている「本・ＤＶＤ・

映画・番組・その他の紹介と交流」は第１１

号（２０１３年９月号）から始めています。

タイトルのように様々なメディア、文化行事
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の交流をはかりたいと思ってきましたが、現

在は本の紹介、書評が中心となっています。

中でも石角敏明さんによる毎月の書評投稿

は圧倒的で、それで支えられているといって

も過言ではありません。石角さんの毎月の本

代を心配するほどです。 

重要なことはこのページが会員のみなさ

んにどう受け止められているかです。私の場

合、石角さんの投稿から数ヶ月後でも紹介さ

れた本を読むことがあり、大変勉強になった

ことが何度もありました。 

今後は、書評だけでなく、文字通りＤＶＤ

や映画、テレビ・ラジオ番組、演劇等々まで

幅広く文化の紹介ができるよう、核廃絶や被

爆問題だけでなく、多様なテーマでも交流で

きるようにしていきたいと思います。 

④ 国内外の核被害者との繋がりを求めて 

京都「被爆二世・三世の会」は同じ放射線

被ばくを原因とする被害、苦労、悩み、不安

を持つ人々との繋がりを広め、強めてきまし

た。会報にもそのことが反映し、また会報を

通じて私たちの理解を深めていくことにも

なっていきました。具体的には以下のような

ことがありました。 

韓国の被爆二世の現状と運動について、故

人となられた石田信巳さんから系統的な情

報提供がなされてきました。石田さんを通じ

て韓国の被爆者と二世を支援する姜済淑さ

んを紹介され、人と人との絆を作ることもで

きました。石田さんと言えば、韓国の絵本作

家イ・ダムさんの作品『終わらない冬』の日

本語訳版作成（２０１５年）と、その普及の

とりくみも忘れることができません。 

２０１４年２月、福島原発事故からの避難

者－斎藤夕香さんのお話しを聞く機会を持

ちました。原発事故避難者との初めての出会

いでした。このことをきっかけに原発事故避

難者の支援活動に「会」としても参加してい

くことになり、現在も、福島原発事故避難者

の損害賠償訴訟を支援する活動を継続して

います。 

 

京都「被爆二世・三世の会」を結成する際、

広島の「二世の会」の活動をいろいろと参考

にさせていただきました。同じように今度は

私たちの経験を、岡山「被爆２世・３世の会」

の結成（２０１５年）にお伝えし多少なりと

も役立てていただきました。他地域の「二世・

三世の会」との協力はその後、広島・岡山・

京都の３つの「二世・三世の会」共同で「連

帯と交流のつどい」を開催するまでになりま

した。（２０１６年から２０１９年まで４年

連続開催）「つどい」の内容もその都度会報別

冊を発行してお知らせしてきました。 

２０１２年に公開されたドキュメンタリ

ー映画『放射線を浴びたＸ年後』は私たちに

ビキニ環礁水爆実験の真実を教えることに

なりました。その第２弾『放射線を浴びたＸ

年後－Ⅱ』公開（２０１５年）に際しては映

画の主人公となられた川口美砂さんを２０

１６年の総会に招いて記念トークを行いま

した。以来、ささやかでもビキニ被災者支援

のとりくみは続き、最近の、映画第３弾作成

と日米上映運動のとりくみ支援につながっ
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ています。 

世界の核被害者の実態を知る取り組みが、

この２～３年で広がりました。シカゴ在住の

宮本ゆきさんの入会とアメリカからの情報

発信、守田敏也さんの２度にわたるアメリカ

の核開発と核被害の現地訪問レポートが、特

に核大国アメリカの核被害の生々しい実態

を知る貴重な機会になっています。２０２０

年７月１６日には初めて「トリニティ核実験

とチャーチロック核事故の犠牲者追悼・被害

者救援」の街頭宣伝行動をとりくみました。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（原爆症認

定訴訟）は毎回裁判の傍聴を行い、その都度

傍聴記を作成して会報にも掲載し続けてき

ました。２０２０年７月の「原爆黒い雨訴訟」

の全員勝訴判決とその後の控訴に対しては

抗議の声明を出し、街頭宣伝も行い、被爆者

のみなさんを支援するとりくみを続けてい

ます。 

南方特別留学生サイド・オマールさんのこ

とも、京都ゆかりの被爆者として追悼し、広

く知らせていく取り組みに参加しています。 

⑤ 核兵器廃絶をめざす運動 

核兵器廃絶をめざすとりくみ、運動は、「二

世・三世の会」の基本的活動の一つとして結

成以来一貫してとりくみを続けてきました。

２００７年からは「ヒバクシャ国際署名をす

すめる京都の会」を構成する一団体ともなり、

京都全体の運動に貢献もしてきました。核兵

器禁止条約が採択（２０１７年７月７日）さ

れてからは、条約の発効をめざす国内外の情

報を会報で継続的に知らせてきました。これ

からは日本政府の条約参加が最重要課題と

なります。引き続き私たちの運動に資する的

確な情報提供が求められています。 

⑥ 被爆二世・三世の健康実態を明らかに 

私たち「被爆二世・三世の会」にとって最

も重要なテーマは、私たち自身の健康問題を

明らかにし、その解決を図っていくことです。

そのことを常に念頭に置きつつ「会」のとり

くみをすすめ、会報情報でも重視してきまし

た。２０１５年には第一回目の私たち独自の

「被爆二世健康実態調査アンケート」を行い

１０６人の回答協力者がありました。その結

果は中間報告という形で２０１６年に報告

書を出しています。２０１７年には日本被団

協の「全国被爆二世実態調査」にも参加協力

しています。そして昨年２０２０年からは、

これまでの調査活動をさらに深める内容で

京都独自の「被爆二世・三世の健康実態調査」

をとりくんできています。今回の調査活動は

とりあえずアンケートを数としとて集める

というより、回答された中身－被爆二世・三

世の生の実態・声を知っていくことに重点を

置いてきました。そのために毎回の例会でア

ンケート回答者の実例を紹介しあい、それを

基にした話し合いをするようにしてきまし

た。その内容はリアルに会報を通じてみんな

が共有できるようにもしてきました。 

 

自らの健康履歴を隠すことなくみんなの

前に示すことは、それなりの覚悟も勇気も要

することです。その一線を越えて話し合うこ

とによって、被爆二世・三世の健康実態の真
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実に近づきつつあるのではないでしょうか。

被爆二世・三世の健康実態調査活動は必ず成

功させ、その成果を会報で共有しあえるよう

にしていきましょう。 

 

■毎月発行が途切れそうになった時 

毎月発行は安定して行われてきたと思われる

かもしれませんが、実は、毎月発行が途絶える、

ピンチになったことが２回ありました。１回目は

２０１４年の１２月号でした。忙しさに追われて

会報記事のための取材や会員のみなさんに投稿

をよびかけることもできず、掲載できる記事がな

くなってしまった時でした。年末の慌ただしさに

追われて、遂に途切れるか、それも仕方ない、と

一度は断念しました。しかしその時、米重節男さ

んが直前の１２月５日～１２日、ウィーンで開催

された「核兵器の人道的影響に関する国際会議」

に参加していて、帰国して間もない米重さんに無

理矢理レポートを頼み込み、なんとか会報の記事

にすることができました。お陰で年末ギリギリに

なって１２月号を発行し、新年を迎えることがで

きました。 

２回目は２０１９年のこれも１２月号の時で

した。前月の１１月に私の胃癌が見つかり１２月

１８日入院、１９日全摘手術と決まりました。会

報はこの頃毎月２５日頃に発行していたので、い

つもと同じべースでは手術のため発行が不可能

となります。このため、この時はあらゆることを

早め早めに準備していき、会報は入院前日の１７

日に完成させ発行発送することができました。た

だ、この年の１２月の例会と忘年会だけはさすが

に欠席せざるを得ませんでした。 

 

■これからも会報を中心にして デジタル媒

体との共存 

会報の毎月発行を続けつつ、２０１６年からは

京都「被爆二世・三世の会」のホームページも立

ち上げました。２０１３年からは会員同士のコミ

ュニケーションツールとして、京都「被爆二世・

三世の会」のメーリンクリストもスタートさせて

います。それぞれに有効な媒体、ツールとしてこ

れからも改善を重ねていく必要があります。 

しかし、ホームページやメーリングリストで情

報提供や会員間交流のすべてをカバーできるわ

けではありません。ライフスタイルとしてデジタ

ル文化や仕様に依存しない会員も少なくありま

せん。それはそれで尊重されるべきことでしょう。

したがってペーパー仕様の会報はこれからも大

切にされ、会報を基本にしてのホームページやメ

ーリングリストにしていく必要があるのではな

いでしょうか。 

 

■これからの会報に望むこと 

最後にこれからの会報に望みたいことを３点。 

一点目について。より読みやすく、親しみ易い

会報にしていくために内容や紙面の改善工夫は

不断に続けていく必要があります。具体的に思っ

ているのは、世相を風刺した漫画の掲載、誰もが

楽しめるクイズの掲載。こにの二つは親しみ易い

冊子類の必須条件のようです。漫画の書き手、ク

イズの考案者、いい人があれば是非紹介して下さ

い。 

二点目について。私たちの会報がここまで続い

たのは多くの会員のみなさんの投稿や情報発信、

感想等々があったればこそでした。これからもこ

こが生命線として、引き続き積極的な紙上参加を

お願いします。 

三点目。会員も多くなりました。「会」の活動の

幅も本当に広がりました。やっぱり会報も集団的

に話し合い、編集委員会のような場も作り、そこ

から生み出されていくようにしなければならな

いでしょう。我こそは、と思う方、是非手を上げ

て下さい。（了） 

 

 

 

会報１００号に寄せて  吉田妙子（北区） 

 二世三世の会は、被爆一世のみなさん、とりわけ長年、被爆者懇談会の代表をつとめられた永原

誠先生の悲願でした。私はいろんな機会に先生にお願いされながら、その期待に応えることができ 
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ないでいました。もし先生がご存命だったら、二世三世の今の活動・・・核に対する国際的な取組

や芸術分野でのアプローチなど、どんなに喜ばれ、頼もしく思われることか、そしてひよっとした

ら、ＺＯＯM会議なんかにも顔を出して下さるかもしれないと思います。とりわけ、毎号、力作を

送りだしてきた会報をどんな思いで読んで下さるだろうかと。核兵器禁止条約の発効と京都被爆

二世・三世の会報１００号は、先生に報告できる何よりのもの、私自身は何も出来ていませんが、

ほんとうに誇らしく、とても自慢に思います。 

 

海外の被爆二世とも交流できるように  山根和代（右京区） 

会報２月号が１００号記念ということで、素晴らしいですね。被爆者の体験の聞き取りと記録は、

とても貴重だと思います。 

世界各地に被爆二世の方がいますが、これほど会報を出しているところがどれだけあるかと思い

ます。 

できることからで構いませんが、海外の被爆二世とメールで交流ができると良いのではないかと

思います。 

 

 

１００号記念おめでとうございます！！！  庄田政江（大阪市平野区） 

毎月様々な情報を編集して届けていただいていることに感謝します。 

コロナ禍の中でも京都「被爆二世・三世の会」は「語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心」を出版し、

今夏下巻も出版するという大きな夢が現実になりました。本当は乾杯の祝杯をあげたいところで

すが、残念ながらそれも叶いません。ビール一杯で酔うような私が言う台詞ではありませんが・・・・

でもそんな気分です。 

そして１月２２日には核兵器禁止条約が発効されました。国連のグテーレス事務総長が述べた

「核爆発と核実験の生存者は悲劇的な証言を行い、条約を下支えする道徳的な推進力となりまし

た。核兵器禁止条約の発行は、そうした人々のたゆまぬアドボカシーへの賛辞です。」の言葉が心

に響きました。被爆体験を語り継ぎ、賛同する人を巻き込むことがいかに大切か・・・グテーレス

さんありがとう！ 

振り返って現状は証言できる被爆者も９０歳前後に達し、心細い限りです。これからは益々二

世・三世の活躍が必要となり、私達の活動もより一層推進していかねばなりません。とはいえ多く

の二世が古希を迎えて頑張っている訳です。これから将来のことも考えて次代を担う人材を確保

することも必要かと思います。今後も学びあって支え合って繋がりあって活動していきたいです。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 

「１００号」達成！そして次の峰へ  石角敏明（長岡京市） 

「１００号」おめでとう、と言うのか、ご苦労様です、と言った方が良いのか。個人の超人的な

活躍がなければ、ここまで到達することは無理だったことは、衆目の一致するところ。 

私も、途中から「本の紹介」ということで、少しはお手伝いできたのかな、と思っております。

「書評」という質の高い内容ではなく、「この本はこんなことが書かれている」という内容紹介く

らいしか書けませんが。「何故、父は口頭で、自分の被爆体験を家族に話してくれなかったのか」 
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という疑問を少しでも、理解しようと「広島・長崎の被爆問題」を、自分が自分の目で見て・聞い

てきた「フクシマ」の問題、今を知りたくて「原発問題」を中心に紹介をしてきました。会員の皆

さんの胸にどこまで届いたかは分かりませんが、すこしでも「本」を手に取って読んでいただけれ

ば幸いです。 

今、直面している問題は、「貯まった本」の処分が一つ、田舎に持って帰っておりますが、何か

良い方法があれば教えて頂きたい。もう一つは、気になった内容の一部を書き出してファイルにし

て残しておりますが、かなりの量になり、これもどうしようか、と悩んでおります。でも、何年経

っても「放射能」を巡る問題は、少しも解決していないと思うと、悲しくもあります。 

「２００号」目指して、皆さんがんばりましょう！！ 

 

 

会報１００号によせて  米重節男（向日市） 

祝 会報１００号！ 

あまり気にもせずにいたのですが、１００号にもなるというのは、ひとつの区切りだなあと感じ

ています。それで、1号からの初期の号を読み直してみました。いまから思うと、忘れていたこと

や記憶違いになっていることなど、改めて時間がたったのだと実感しました。 

号と時間を重ねるに従い人物も内容も地域も広がりページ数も大幅に増えています。月刊で出る

ので、つい慣れになって読んでいるので、余り気がつかなかったことも多くあります。１００号の

歩みは、「京都被爆２世・３世の会」を結成した頃には、予想もできなかった会の活動と広がりを

記録しています。 

この１００号が、核兵器禁止条約発効という節目と重なるのも因縁的なものを感じます。ただ会

報の継続的発行は、ひとえに個人の奮闘に追うことが大きいのは間違いありません。引き続き、会

報の継続発行には会員の協力が重要になっていると思っています。 

 

 

読み手の私もエネルギーをいただいています  一読者より 

会報１００号になるのですね。素晴らしい！！ 

いつも、会の活動の様子を読みながら、何と広範囲に活動されていることと驚いています。運営

にどのくらいの方が関わっていらっしゃるかよく分かりませんが、情報がたくさん入っていて、関

連団体との関わりやアンケート調査、署名活動、街頭宣伝、被爆者への聞き取りなどなど、その活

動に凄いなあと感心しています。会報は毎月発行でページ数が結構あって、「原稿を集めなくても

どんどん来るのだろうか」、なんて思ってしまいました（そんなことないですよね）。講演会の報告

なども、しっかり載せられていて（テープ起こし？）、大変な編集作業をされているのですね。兎

に角、皆さまの会報へのエネルギーを感じます。また、読み手の私もエネルギーを頂いています。 

同時に、一緒に送っていただく被爆者証言は、一人一人の想いが詰まっていて、読むたびに心に

深く入ってきました。話したくないこともあったでしょうし、随分辛いことだろうと。その一人一

人のお話を聞き取っていかれた会の皆様の熱意はとても大きな力だと思います。まとめられた『語

り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』は歴史を語る証人となっていくのではないでしょうか。 

みなさま、健康にはくれぐれも気を付けて活動を続けて行かれますように。 また次の会報の到

着をお待ちしています。 
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2021年１月 22日、遂に核兵器禁止条約発効！ 

京都では円山公園しだれ桜前で“条約発効を祝い、市民にアピールするつどい”を開催 

 

２０２１年１月２２日（金）、世界の核廃絶を願う人々の声を集めて核兵器禁止条約が発効しました。発効

をお祝いし、多くの人にアピールするイベントが海外でも、国内でも多彩に繰り広げられました。京都でも

円山公園しだれ桜前でお祝いのつどいを開催、小雨をついて８０人のみなさんが参加しました。 

“つどい”で挨拶された４人の方のメッセージを以下に紹介します。尚、つどいでは京都「被爆二世・三世

の会」の守田敏也さんも訴えをされています。 

 

 

■京都原水爆被災者懇談会 花垣ルミさん 

みなさん、雨の中、またコロナ感染が広がっている中、このようにたくさんお集りいただきましてあ

りがとうございます。 

今日のこのような日が本当に実現して、みなさんに心からお礼を申し上げます。 

これで一歩ドアの入口まで来たぞ、という思いを実感しています。あと、核廃絶までドアをもう一つ

も二つも開けなくちゃなりませんが、頑張ってまいりましょう。 

何より先にまず日本政府のドアを開けなくちゃなりませんね。残念なことに日本政府はそっぽを向い

ていて、腹が立ちますけど。もし、日本政府が先頭になってやってくれていたら素晴らしい歴史になっ

ていたのではないかと思います。日本がもっともっと早く行動を起こしてくれていて、この条約も日本

政府が先頭に立ってやってくれていたら、すごい歴

史になっていただろうと思います。これから歴史を

学んでいく子どもたちにもすごく勉強になることだ

な、と誇らしく思えたんですけど。その歴史をちゃ

んと変えられていないことにとてももどかしさを感

じています。 

けれど、みなさんにもたくさん署名をして下さい

まして、感謝しています。ありがとうございました。
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これからもまだまだ先がありますので、みなさんご支援いただきますようお願い申し上げます。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

■京都宗教者平和協議会 小島寛さん 

京都宗教者平和協議会の小島寛です。全世界で取り組まれた「被爆者は核兵器廃絶を心から求めます」

の国際署名活動が実り、「核兵器禁止条約」として２０１７年７月７日国連で採択されました。その国連

行動に、私は参加しました。 

私はそれ以来、批准した国が一ヵ国増える度に心をときめかし、５０ヵ国になるのを待ちわびたもの

です。小さな国々の戦争は嫌だ、核兵器はなくしてくれという、ささやかな幸せを願う気持ちが大きな

力となって本日「核兵器禁止条約」として発効しました。共に祝いたいものです。 

本日は新型コロナウイルスのため残念ながらパ

レードは中止になりました。医学的、科学的デー

タに基づいた政治的判断によってコロナの終息を

目指したいものですが、私は宗教者として、コロ

ナ感染者に対する誹謗中傷、バッシングなどに見

られる人間の心のあり方に焦点をあてつつ収束の

祈りをささげています。 

それでは宮城泰年、京都宗教者平和協議会理事

長のメッセージを代読させて頂きます。 

 

聖護院門跡 宮城泰年門主のメッセージ 

核兵器不拡散条約が発効して五十年、「核兵器禁止条約」が発効しました、今日は記念すべき

日であるとともに、覚悟を新たにすべき日と存じます。 

核兵器廃絶の為活動し続けた市民、賛同しまた署名に応えて下さった皆さん、条約批准国５

１ヶ国の努力をもってようやく国際的に核兵器は悪である。核兵器は国際的に違法化されるこ

とが明らかになったのであります。 

一方核戦力を持つことによって平和が保たれているとする勢力と、それによりかかる日本が

あることは、核なき平和な地球を希求する世界の人々にとって、大いなる障害であります。 

こうした力に頼る国々がある限り地球を大事にする心が失われ、いつかは病気の地球が私た

ち人類の生存を保証しないということになりかねません。覚悟を新たにして核兵器禁止条約を

批准する日本政府の建設のため、市民の良識を結集すべき時と思い、一言メッセージを送りま

す。          ２０２１年１月２２日 京都宗教者平和協議会 理事長 宮城泰年 

 

 

■京都教職員組合女性部 堀照美さん 

京都教職員組合女性部書記次長の堀照美です。 

核兵器禁止条約の発効おめでとうございます。待ち望んできただけに本当にうれしいです。 

京教組女性部は、「教え子をふたたび戦場におくるな」のスローガンのもと、１９６８年から被爆者の

救援、激励の取組を行ってきました。当初は平安神宮周辺で署名・募金活動をしていたのですが、場所

の変更を考えていたときに、清水寺の故・福岡精道師から清水寺でとの提案をいただき、７１年１月６

日から毎月６日と９日に清水寺「６．９行動」を始めました。コロナ禍の中で初めて休止をした月があ

りますが、雨の日も雪の日も平和への思いをつないで開始から５０周年を迎え、あと２回で１３００回

を数えます。 
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コロナ禍の前は署名に応じてくださるのは海外の方が多かったのですが、１２・１月は日本の家族連

れや青年が「戦争も核兵器もなくして欲しい」と「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める」

署名に応じてくださっています。 

核兵器のない平和な世界を願って、毎月６日と９日、被爆者救援募金と核廃絶を求める署名を訴えて

きた行動の積み重ねが、核兵器を歴史上初めて違法と

する国際条約の発効へと実ったと思います。 

国民学校６年生の時、広島で入市被爆をした母親は、

「やっと希望の糸口が見えてきたところ。完全に見届

けるまで活動を続ける。」と私にエールを送ってきまし

た。 

いま、学校現場の忙しさは異常です。現職が清水寺

６．９行動に参加することは困難になっています。しか

し、退職教職員の方々や平和団体の方々に支えられな

がら、「核兵器を廃絶するまで」がんばる決意です。 

 

■新日本婦人の会京都府本部 姫野美佐子さん 

こんにちは！新日本婦人の会京都府本部の姫野と申します。今日は待ち望んだ日。本当に嬉しいです

ね！核兵器が公的に「悪」と認められ、これから世界で、核兵器を早くなくしなさい、という声は、一

層高まっていくでしょう。これからも、新婦人はみなさんとご一緒に、最後の一発が無くなる日まで頑

張っていきたいと思います。 

今年の新婦人しんぶん新年号に、「核兵器禁止条約がひらく、平和でジェンダー平等、持続可能な新し

い世界」と題して国連事務次長でもあり軍縮担当上級代表の中満泉さんと、新婦人中央本部の米山会長

の対談が掲載されました。今年は８月に、延期されていたＮＰＴ会議が予定されていますし、核兵器禁

止条約発効から１年以内には締約国会議も開催されるということで、中満さんは「核兵器禁止条約を無

視したり、非難するのではなく、異なる立場の国が、お互いの考え方に耳を傾け、歩み寄ることが大事

で、私たち国連事務局としては、そのサポートをしていかなければならないと、責任をひしひしと感じ

ている」と述べられています。 

「異なる立場にお互い、耳を傾ける」本当に大切なことだと思います。それに、このような中満さん

が国連の責任ある立場にいてくださること、とても頼もしいことと感じました。でも、私たちが何千万

もの署名を集めて、つまりたくさんの人々の声を届けて初めて、国際社会との連携ができ、より平和な

社会へと道を開けるのだと思うので、「市民社会」という言葉を今、改めて噛みしめています。 

そしてこの「市民社会の声」を、今年は特に、日本政府に向けて発していく時ですね。今年は総選挙

もありますが、選挙になるのを待つのではなく、コロナのこと、日々奪われているいのちのことを考え

ると、一つでも多くの良い政策を政府に突き付けて実行させていくような、その中にもちろんこの核兵

器禁止条約の批准が最優先課題の一つとして入るの

ですが、そんな運動をしていきましょう。 

今、なかなか人に会えないがゆえに孤独に陥って

いる人が増えていると言われています。普段あまり

会っていない人にも電話して、この核兵器禁止条約

の嬉しいニュースを届けていきたいと思います。 

それでは短いですが、私からの挨拶を終わらせて

いただきたいと思います。ありがとうございました。 
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寄稿１ ― 核兵器禁止時条約発効を祝う 
有地淑羽（京田辺市） 

 

 

１９９５年の秋、オランダのハーグにある国際司法裁判所で、核兵器の違法性を問う世界法廷があり

ました。私は京都生協から代表派遣をされてその場にいました。日本政府の態度が明らかになった「違

法とまでは言えない」という陳述を覚えている方もあると思います。 

日本政府からは広島・長崎両市長に「違法ではないが、人道法の精神には違反する」と発言するよう

に働きかけがあったそうです。その噂を聞いた私たちは広島・長崎の被爆者と共に、急遽花束を買い、

両市長の泊っているホテルに激励に行きました。市長はロビーまで下りてきて私たちの花束を受け取り、

笑顔で写真に納まってくださいました。そして次の日、被爆の実相と「核兵器は国際法に違反している。」

との感動的な意見陳述をされました。その陳述が勧告的意見に大きく影響したと思っています。 

次の年に出た国際司法裁判所の勧告的意見は「核兵器の使用は一般的に国際法に違法している」とい

うどこかスッキリしないもので、長く運動をしてきた日本の反核団体には不評でした。また２０２０年

という時間枠を決めて、禁止条約を作り廃絶を進めていくというやり方も、被爆者の方からはそんなに

長くは生きてられない、今すぐ廃絶をしてほしいんや！と怒られました。 

しかし、ハーグに集まった世界のＮＧＯは口々に今度はアボリション（禁止条約）だと演説していま

した。 

はじめは反核法律家（ＩＡＬＡＮＡ）が中心になってモデル核兵器禁止条約を作り、交渉を始めろと

アジェンダ連合（ブラジル、ニュージーランド、アイルランド、メキシコ、南ア、エジプト、スウェー

デン）などが国連を舞台に活動しました。しかし薄い本一冊にもなる難しいモデル条約案は運動の広が

りに欠けました。 

２０００年になりＮＰＴ再検討会議で「廃絶への明確な約束」がなされ、２０１０年に入り核戦争防

止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）が「人道に反する」という切り口でＩＣＡＮを通じキャンペーンを始め

ました。 

２０１３年にはオスロ、１４年にはナ

ヤリットに、ＮＧＯや人道に関する共同

声明を支持する国の代表が集まりまし

た。どちらの集会でも被爆者が招かれ核

兵器の非人道性を訴え、禁止条約の柱に

なっていきました。 

あれから２５年。あの時ハーグに行っ

た被団協の山口仙二さんはじめ多く方

は亡くなりました。１月２２日の発効の

日には運動をしてきた皆で一緒に祝お

うと呼びかけましたが、新型コロナの緊急事態宣言でみんなでとはいきませんでした。それでも円山公

園のしだれ桜の下で記念写真をとることができました。友達の絵本作家の希夙（キット）さんが、素敵

な横断幕のデザインをしてくれました。一つひとつの花びらが核兵器禁止条約の発効を一緒に夢見た皆

さんの笑顔に思えて嬉しくなります。核兵器はちゃんと違法になりました。 

              （アボリション２０００ネットワーク京都） 
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寄稿２ ― 
Radiation illnesses and COVID-19 in the 

Navajo Nation 
ナバホ1における放射能障害とコロナ 

宮本ゆき（アメリカ・シカゴ） 

 

 

ボストン大学の教員と学生（Jayita Sarkar, Caitlin Meyer,）との共同リサーチによる記事。「原子

力科学者会報」からの記事の抄訳です。 

 

米国疾病対策センターは、コロナウィルスによるネイティブ・アメリカンの致死率は白人に比べ３倍

と発表しています。ナバホだけでも３万人が陽性反応を示し千人が亡くなっています。特に何十年にも

及ぶ危険なウラン採掘やそれにより汚染された飲料水で病気になり基礎疾患を抱えている人々の間で

コロナは猛威を奮っています。 

冷戦時代に核実験が行われ、ウラン採掘の負の遺産が残るネイティブ・アメリカンの人たちの土地で

は、長期にわたる被ばくとコロナ感染症という二つの健康被害と人々は戦っています。しかし、ネイテ

ィブ・アメリカンのコミュニティーが、なぜこの二つに支配される場となったのかについては、主要メ

ディアでは取り上げられず、政策の会話にすらのぼりません。 

１９４４年から１９８６年まで３０００万トンのウラン鉱石がナバホの土地で発掘されました。現在、

５２０もの打ち捨てられたウラン鉱山があり、それはディネの人々（ナバホに住むネイティブ・アメリ

カン）にとっては、核に支配された過去を示すものであり、放射能にまみれた現在の話でもあります。

そして、その爪痕は鉱山近くの世帯や水源で検出される高い放射能の値に現れています。核兵器と原発

の元となるウランを政府やエネルギー業界に４０年以上も供給してきたウラン採掘のために、放射能障

害はディネの人々の暮らしに深く入り込んでいます。 

 

飲料水危機 

環境保護庁によると、アメリカにある幾つかの州より広いナバホ領では（２００３年の３０％よりは

減少したとはいえ）いまだ１５％のディネの家庭に上水道が通っていません。非営利団体の「ナバホの

水プロジェクト」グループによると、アメリカの他の地域にくらべ６７倍の割合で、ディネの人たちは

上水道が整っていないか、トイレが下水道につながっていないのです。そのため、水を得るには近くの

公共の水供給所へ車で行くか、歩いて行くかしなければなりません。そこで、許可されていない水源、

例えば雨樋などから、水を引く人もいます。しかしウラン採掘により、土地の多くの水源が汚染されて

います。 

地下水の多くはウランの他、採掘に使われる際のヒ素などでも汚染されていることが分かっており、

それは２０１９年のアメリカ化学学会で発表されました。また、ほかの研究によると、ディネの土地に

ある無許可の井戸の１１％が環境庁によって許容されたウランの最大基準値を大きく上回っていまし

た。また水源の１７％が高いヒ素値を示していました。 

 
1 アリゾナ州、ユタ州、ニューメキシコ州にまたがるネイティブ・アメリカンであるナバホ族の準自治領を差します。 

https://thebulletin.org/biography/jayita-sarkar-2/
https://thebulletin.org/biography/83113/
https://thebulletin.org/2021/02/radiation-illnesses-and-covid-19-in-the-navajo-nation/
https://thebulletin.org/2021/02/radiation-illnesses-and-covid-19-in-the-navajo-nation/
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ディネの人たちにとっての悪いニュースは、ウランによる被ばくはコロナの重症化を招く状況―腎臓

病だったりいろいろな種類の癌―を悪化させるものです。長期にわたるヒ素の摂取も心臓病や肺、膀胱、

腎臓、そして皮膚がんの発症に繋がることで知られています。 

アメリカのウォーター・アライアンスとディグディープという水質に関する環境グループの２０１９

年の報告によると、ウランが採掘されていたディネの居住区では１９９０年代に胃がんが２倍になって

います。 

疾病対策センターの代表者も名を連ねるナバホ・キャンサー・ワークグループと非営利団体、大学、

政府の機関は、ディネの人々の胃がん、肝臓がん、腎臓がんで亡くなる率が、非白人ヒスパニック系と

比べても２倍から４倍高いと結論づけています。「ナバホの人々の癌」と名付けられた報告書では、水

質などの環境に注意し、２００５年から２０１３年の間のディネの人たちの死亡率が上がっていること

を分析しています。 

 

ディネとコロナ 

ディネの人々の基礎疾患が汚染水と関与しているかを除外しても、屋内の水道管の欠如がネイティ

ブ・アメリカンの人たちのコロナ感染症と関係があることを研究者は検証しています。２０２０年８月

に「公共健康管理と実践誌」に掲載された論文に、かなりの高率でネイティブ・アメリカン居住区は屋

内水道管の欠如が報告されています。アメリカ全体で０．４％の家庭で屋内水道管が無いのに対し、ネ

イティブ・アメリカン居住区では、この数字は１．０９％まで上がります。それがナバホに特化すると

18％まで上昇するのです。著者は屋内水道管とコロナ感染との相関関係は「統計学的に最も優位な発見」

と言っています。 

ディネの人々はコロナの拡散で打撃を受けています。 

ナバホ・タイムスによると、ナバホの人々の間で、１月末までに少なくとも 27,887件のコロナ陽性件

数があり、９８９人の死亡が確認されています。 

おそらく実際の死者数は報告よりもずっと高いと考えられています。多くの場合、例えコロナが死因

であっても、死亡証明にコロナとは記されません。そして、コロナによる高い死亡者数は全国で平均し

て起こっているわけではありません。ナバホ居住区のように経済的に困窮している地域で、より多くの

人が亡くなっているのです。 

ボストン大学と他大学の発表待ちの共同研究によると、収入格差の高い地域、持家の少ない地域、そ

して黒人の人たちが多く住む地域でより多くの死者が出ています。黒人とラテンの人たちと同じく、ネ

イティブ・アメリカンの人たちも得にコロナの影響を受けています。 

疾病対策センターにより、ネイティブ・アメリカンは白人の人々に比べ３．５倍コロナに罹患しやす

いことが２０２０年８月に報告されています。実際、感染症の初期段階でナバホ領の人たちの疾病率は

ニューヨークやニュージャージー州の罹患率を超え、人口比でもっとも高い感染率を示しました。 

 

言葉の壁 

同じく昨年８月の「公共健康管理と実践誌」によると、英語のみを話すネイティブ・アメリカンの家

庭であれば罹患率が低いことがわかっています。ディネの人たちはここでも、大切な健康に関する情報

から除外されています。ウラン採掘の時からぶつかってきた、言語の壁にまたもや直面しているのです。 

この８月の報告は屋内水道管の有無に加え、英語を話すかどうかがコロナの感染率に関係しているこ

とを示しています。研究者たちは「家族が安全な水へのアクセスがあるかどうか、また健康に関する指
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導が理解できるかどうか」といった「日常の社会的条件」が感染という結果に大きく作用すると結論づ

けています。 

ディネの人たちはウランの有害性から身を守る際、屈強な言語の壁に阻まれてきました。ディネの人

たちはウランを含む物質をｌｅｅｔｓｏと呼び、砂絵や体への飾りとして代々使用してきました。しか

し、ディネの人たちの言葉には放射能という言葉がなく、それが汚染を語るうえで障害となったのでし

た。体には大きな影響を及ぼしていた放射能は、ディネの文化には概念として無かったのです。 

１９９２年に「ヒューマン・オーガナイゼーション」という本を出版した社会科学者のスーザン・ド

ウソンによると、ディネのウラン鉱山夫は「放射能の危険について知らされることもなく、病気になっ

ても国の補償を受ける権利があることについても知らされていませんでした。」白人が管理職を占める

なかで彼らの言語である英語を話さないディネは多かったのです。「ナバホの人々とウラン鉱山」とい

う本の中で、ディネのウラン鉱山夫であったジョージ・タットはウラン鉱石や放射性のゴミを手で掻き

出していたことを語っています。彼とその他の鉱山夫は「手を洗うことさえ言われなかった」と証言し

ています。 

アリゾナ州の「ウランによる放射能被害者委員会」の会長でもあり、ディネでもあるフィリップ・ハ

リソンは、ネイティブ・アメリカンの活動家、科学者、そして環境グループが主催した１９９２年９月

のオーストリア、ザルツブルグでの「世界ウラン公聴会」で、怒りと悲嘆をあらわにしました。ハリソ

ンは、仲間が肺がんやその他の呼吸器疾病で亡くなっていくのを目の当たりにしてきたのです。その中

には彼自身の４３歳という若さで亡くなった父親も含まれています。「苦しみながら死にゆく親父を見

ることは、とても、とても辛かった。最後には４０キロにまでやせ細ったんだ。あんな風に亡くなった

人をみたことがない。」 

鉱山会社が３千トンのウランをナバホ領から掘削していた間、ディネの人たちは、この言葉の障壁に

より、自分たちの仕事に関する危険性について正確な情報を得ることができなかったのです。同様に、

こうした言葉の壁により、鉱山夫の家族が「被ばく補償法」で補償を受ける手続きをすることもまれで

した。そして、この「被ばく補償法」は２０２２年に打ち切られることになっています。 

今日、ディネの若者は英語を話し、書きますが、シニア世代が皆英語に流暢であるわけではありませ

ん。８月のコロナ報告書とネイティブ・アメリカンのコミュニティーの報告によると、ナバホ領で英語

のみを話すのはたったの３２％だそうです。ドウソンは鉱山夫の未亡人に、なぜ職業による疾病・死亡

補償に申し込まなかったのか尋ねた時のことを次のように記しています。彼女は「プロセスに圧倒され

たようでした。というのも、補償の申し込みのために手紙を書かねばならなかったからです。」彼女は

「文房具も切手も持っておらず、さらに言えば英語を読み書きしませんでした。ですから申し込めなか

ったのです。」 

１９９２年の「世界ウラン公聴会」の証言で、ディネであり、非営利団体「環境破壊に反対するディ

ネ市民」の一員でもある、ローリー・グッドマンは「ウラン採掘場として、我々の土地が選ばれたのは、

私たちは他の住民から隔離されていて、技術的情報に明るくありません。多くの人が基礎的な教育しか

受けておらず、政治的にどう活動してよいかも分からないのです。”危険物””毒性””毒物”といっ

た言葉が自分たちの使う言語にない社会では、被害を受けた人々にとって、自分たちの運命を決める重

要な決断をするのに教育が必要だということは明らかです」 

 

環境の回復 

ナバホ・ネーション・カウンシルは２００５年のディネの「自然資源保護条例」により、ウラン採掘

を禁止しました。しかし、鉱山からの汚染は今も続いています。環境保護庁は鉱山会社との示談と２０
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１４年まで遡るその他の同意書で、ナバホ領にある５２３の打ち捨てられたウラン鉱山のうち２１９の

除染をするため１７億ドルの予算を確保しましたが、ディネの人々によると、除染は殆ど進んでいない

とのことです。「１７億ドルのうち今日まで使われたのは、１億１６００万ドルの研究費で、除染予定

の２１９の鉱山のうち除染の受け入れ準備が出来ているところは一つもないのです。」と、ナバホ・カ

ウンシルの代表者、セス・デイモンはナバホ・タイムスに語っています。環境保護庁は２０２４年まで

には除染を開始したい、と報告しています。 

ネイティブ・アメリカンの様々なグループが、ディネの人たちの放射能による被害と水道水の欠如に

ついて積極的に働きかけています。そのなかにはテリー・キアンナといった活動家がいるレッド・ウォ

ーター・ポンド・ロード・コミュニティー・アソシエーションといったグループもあります。大規模な

非営利団体であるディグ・ディープの一セクションであるナバホ・ウォータ―・プロジェクトはディネ

のコミュニティーにおいて安全な水が確保できるよう動いています。去年の３月以降、ユタ・ディネ・

パイケ―ヤというグループのガヴァン・ノイスとウッディー・リーは、８００世帯以上に食料などを届

け、「安全な水の供給のない６００世帯に 175,000 ガロンの水が入る貯水タンク」を届けました。ナバ

ホ領の住民とホピ族の家族のためのコロナ救援資金は草の根の組織で、ナバホ領の元司法長官であるイ

ーセル・ブランチによって創立された義援金プログラムをゴ―ファンドミー（クラウド・ファンディン

グ)サイトで立ち上げました。これにより、自主隔離しているディネとホピの家族に２週間分の食料を

配布できるだけの資金を集めました。感染症が蔓延する中、こうした動きはまさに命綱となっています。 

ジョー・バイデンは大統領に就任するとすぐに、感染症対策と経済復興において公平さを保つための

「コロナ健康公正タスク・フォース」を大統領命令で発効しました。バイデン政権は、コロナによる影

響が有色人種のコミュニティーで不均衡に多い背景として「システム化され組織化された人種差別が

我々の社会の多くの場面である」ことを公に認めています。援助の手が差し伸べられることを期待しま

す。システム化された人種差別、言葉の障壁、連邦政府への不信感、ウラン採掘における間違った情報

あるいは情報の欠落、放射能障害による基礎疾患、そして安全な水の欠如、これらがディネの人々を感

染症に対し無防備にさせている原因なのです。ナバホ居住区における二重の健康危機は早急な理解と援

助とを必要としています。 

 

 

 

 

おすすめ 
『「犠牲区域」のアメリカ―核開発と先住民族』石山徳子 著 岩波書店 

実はこの本は会報№９７（２０２０年１１月）で石角敏明さんが紹介

されていた本です。今回の宮本さんの投稿とピッタリ符合した内容。本

の内容にさらに新しい情報を加えられているのがこの記事です。 

核開発までのアメリカ先住民族に対する支配と暴力の歴史、核開発に

ともなう先住民族居留区の環境汚染、人々の犠牲と被害等々。まだまだ

可視化されていない、先住民族の犠牲の上に成り立ってきたアメリカ核

開発の実態。そして立ち上がる人々。 

是非、みなさんお読みになられるよう、私からも強く推薦します。（平） 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８５） 

高裁第６民事部、圧倒的な眞鍋医師の証言に向き合わない不当判決！ 

高裁第１２民事部は５月に判決、第１４民事部は６月に医師証人尋問。 

２０２１年１月３１日（日） 

 

 

２０２１年の年が明けて最初のノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟は、１月１４日（木）、大阪高裁第

６民事部（大島眞一裁判長）の判決言い渡しで迎

えた。原告は京都府在住の被爆者Ｔ・Ｉさん（７

７歳、申請疾病は慢性肝炎と糖尿病）。一昨年（２

０１９年）５月２３日に大阪地裁第７民事部で不

当な敗訴判決を受けて控訴し、控訴審では４回の

審理を経てこの日の判決となった。強烈な印象と

ともに記憶に残っているのは昨年２月２８日の

眞鍋穣医師（阪南医療生協診療所所長）による証

人尋問だった。Ｔ・Ｉさんの発症していた脂肪感

も慢性肝炎の範疇に含まれることと、さらに糖尿

病の放射線起因性について、詳細で緻密なそして

膨大なデータと論文に基づいて証言され、国側は

反対尋問を放棄せざるを得ない事態にまで陥っ

た。前代未聞のことだった。あの証人尋問の有様

や提出された意見陳述書、証明論文に素直に従え

ば、当然Ｔ・Ｉさんの原爆症は認定され、結論は

逆転勝訴判決しかないのではないか、と期待を持

ちつつこの日を迎えることになっていた。 

コロナ禍のため判決前集会も入廷行進も取り

止めとなり、原告、弁護団、支援の人々それぞれ

が直接会場の２０２号法廷に集まってくる格好

となった。傍聴席も大幅に制限され、閑散とした

雰囲気でやや寂しい状況になったのもやむを得

ないこの日の大法廷だった。 

午後１時１５分開廷。大島裁判長が主文を読み

上げる。「一審原告の控訴を棄却する」。 

駄目なのか？がっくり肩を落とす私たちの上

に、裁判長の判決理由説明が続く。説明は最初に

脂肪肝と慢性肝炎との関係について。脂肪肝も慢

性肝炎の範疇に含まれるとする判断が縷々説明

されていく。したがって、Ｔ・Ｉさんは慢性肝炎

と認められる、慢性肝炎は既に積極的認定疾病と

されているのだから、放射線起因性は認められる

ことになる。それは原告側の主張通りではないか。

説明を聞いていて、あれ、主文の「控訴棄却」は

聞き間違いだったのか、と思わず首を捻ってしま

う瞬間だった。しかし、その後に続いたのは、Ｔ・

Ｉさんが認定申請した時点で、また申請に対する

処分が下された時点において、積極的な治療行為

等が必要だったとは言い難く、要医療性の要件に

該当しないという説明。要は放射線起因性は認め

るけど、原爆症認定のもう一つの要件である要医

療性は認められない、だから棄却するという展開

だ。要医療性が問題なのか？ 

もう一つの申請疾病、糖尿病については反対に、

要医療性は認めるけど、糖尿病と被爆との関係

（放射線起因性）については認めるに至らない、

との説明。裁判長の言葉をそのまま再現するなら、

「起因性を認めるだけの決め手に欠ける」と言っ

た、聞いていて訳の分からない表現がなされ、そ

のまま判決説明は締め括られた。 

報告集会は中之島公会堂会議室で行われた。い

つも行っている裁判所前での旗出しも今回は中

止。用意されていた「旗」は会場内で掲げられる

ことになった。但しそれは残念ながらそこに書か

れているのは「不当判決」の４文字。 

参加者、特に弁護団のみなさんから感想、意見

が述べられた。藤原精吾弁護団長からは、今回の

要医療性を否定する判決は、昨年２月の最高裁判

決に引っ張られた判決だ、と断じられた。原爆症

はまだ未知の病気であり被爆者の容態を悪化さ

せないために経過観察は絶対に必要であり、それ

は重要な医療行為だ。間違った最高裁判決に忖度

したのが今回の判決だ。糖尿病についても、起因

性が断定されてはいなくてもその可能性はたく

さんの症例等が示しており、その対策のために国

は被爆者を援護しなければならない。国が果たす
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べき本来の責任が忘れ去られようとしている。最

高裁の下した要医療性の不当判決を翻す運動を

とりくんでいく必要がある。 

Ｔ・Ｉさんを担当してきた中道滋弁護士からは

悔しさに溢れた報告がなされた。脂肪肝が慢性肝

炎に含まれるとした判断は一つの前進であり成

果だ。眞鍋先生の証言が大きな力となっている。

しかし、要医療性が否定されたのは、その点をそ

れほど大きな争点にしてこなかったこともあっ

て残念、悔しい。糖尿病については、眞鍋医師の

低線量被曝についての証言が判決文では引用さ

れていながら、「決め手に欠ける」という言い方で

退けられた。そこには政治的判断が働いたのでは

ないかと感じるところもある。裁判長も悩んだの

ではないかと。Ｔ・Ｉさんは元々の認定申請から

数えると１１年も闘ってこられた。この間、自身

の法廷だけでなく、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟のほぼすべての期日に出席され、他の原告を励

まし、自身の勉強の場にもしてこられた。ご本人

は最高裁への上告も見据えて頑張ろうとされて

いる。その意志に応えるべく私たちも頑張ってい

きたい。 

原告のＴ・Iさんから挨拶と決意が述べられた。

今日の判決にはまったく納得していない。慢性肝

炎の要医療性判断についても重要な事実認識が

抜け落ちている。糖尿病の起因性についても判断

が間違っている。要は科学的知見に基づかない判

決だと言いたい。これから最高裁に上告してでも

最後まで頑張っていきたい。 

Ｔ・Ｉさんの永年のご奮闘を労い、これからの

決意への励ましを込めて参加者一同から花束と

拍手が贈られた。最後に尾藤廣喜弁護団幹事長の

挨拶でこの日の報告集会は閉じられた。 

やっぱり今回の控訴審のハイライトは昨年２

月の眞鍋医師の証人尋問だった。証言はたくさん

のデータと論文に基づいた専門的なものだった

が、それでも何が証明され、何が訴えられている

のかは傍聴席にいる私たちにも、その概要は理解

できた。例えば、放射線被ばく影響による糖尿病

の発症は、幼い子たちの小児がんに対しての放射

線治療から糖尿病を発症している数々の症例、デ

ータによって証明されていた。糖尿病の起因性に

ついて、新しい実例からの重要な証明、証言、提

起なのではないかと聞いていた。これに対して国

側はまともな反論は何もできなかったのだろう。

原告側の証言とそれに対する被告側の反論実態

を素直に照らし合わせれば、自ずと結論は明らか

だったのではないか。そうはならなかったのは、

裁判体が眞鍋証言を理解できるだけの能力を持

っていなかったのか、または、最初から結論あり

きでその結論に沿った筋道を書くつもりだった

のか、そのどちらかだ。いずれにしても原告にと

ってはもちろん、被爆者にとっても、そして私た

ちにとっても悲しいことだ。 

このままで絶対に終わらせてはならない。そん

な思いを抱きながら帰途につくことになった。 

 

１週間後の１月２１日（木）、今度は大阪高裁第

１２民事部での控訴審審理が行われた。原告は高

橋一有さん（７９歳、兵庫県三木市、申請疾病は

心筋梗塞）。高橋さんの場合、昨年６月１３日の一

回目の弁論で一審判決の不当性を糾弾する控訴

理由説明が行われ、９月９日の２回目の弁論では

眞鍋医師の証人採用を巡って争われた。結局承認

申請は却下され、当時の裁判長は結審を急ぎたか

ったようだが、弁護団は却下された証人尋問に代

わり得る十分な補充意見書を準備し、最善を尽く

す道を選択してこの日の期日となっていた。 

前回期日から裁判体が３人とも揃って入れ替

わり、新しい担当となった牧賢二裁判長によって

開廷された。この日は担当の小瀧悦子弁護士によ

って最後となる意見陳述が行われた。陳述の内容

は、あらためて一審判決の不当性を厳しく指摘し、

眞鍋医師によって提出されている意見書の概要

をより分かり易く説明するものだった。一審判決

は長年の原爆症認定訴訟判決で積み上げられて

きた判断枠組みを著しく逸脱し、恣意的判断をし

た大きな誤りを犯していること、高橋さんを襲っ
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た諸状況を総合的に判断すれば高橋さんの申請

疾病の放射線起因性は明らかであること、高橋さ

んの発症してきた化膿しやすい体質、右眼眼球摘

出にまで至る症状は原爆放射線被曝による後天

的な免疫不全で、放射線影響によって対抗力が顕

著に低下したものであることが眞鍋医師の意見

書に示されていること、眞鍋医師は長年の経験と

研究を積み重ねられた免疫エネルギーの専門家

であり、その実績に基づいた証言が意見書には詳

細に述べられていること、これに対する国側の反

論はいずれも、免疫についての基礎知識が不足し、

意見書や引用文献を正しく理解していないこと、

等々が簡潔にまとめられた。高橋さんが認定申請

から１０年の時間が経過した。体調とコロナ禍の

ことを考慮して本人の今日の出廷は叶わなかっ

たが、原爆症の認定されることを心から待ち望ん

でいることを訴えて陳述は結ばれた。 

この口頭陳述を最後に結審とされ、判決言い渡

しは５月１３日（木）午後１時１５分からと告げ

られて閉廷となった。裁判体が変わって最初の法

廷でいきなり結審。医師証人尋問もなく、４ヶ月

後には判決言い渡し。補充意見書などはしっかり

と準備されたものと聞いているが、こんな訴訟進

行で本当に大丈夫なのか、と思ってしまったのが

率直なところだった。 

大阪弁護士会館会議室に会場を移して報告集

会が持たれた。担当されてきた小瀧弁護士からは、

医師証人尋問は採用されなかったがそれに代わ

る補充意見書、国の違憲に対する反論を一生懸命

準備してきたことが報告され、そのことが実る判

決となるよう期待したいと挨拶された。報告集会

ではこの他、先週判決を受けたＴ・Ⅰさんの上告

に向けたとりくみについて、この日夕方以降に予

定されている全国弁護団会議のことなどについ

ても報告された。 

最後に、原爆症認定集団訴訟の最初の判決があ

ったのが２００６年５月１２日だったと愛須勝

也弁護団事務局長から発言があった。高橋さんの

判決が５月１３日となり、集団訴訟の第一次判決

から丁度２１年を数える時と重なる。この長きに

わたる裁判闘争を、最後も必ず勝利に結び付けて

いこうと呼びかけられ、それを確認して報告集会

を終了した。 

 

２０２１年の１月はノーモア・ヒバクシャ近畿

訴訟の法廷が三つ重なっており、その最後となる

控訴審の大阪高裁第１４民事部(小西義博裁判

長)の弁論が１月２６日（火）に行われた。原告は

Ｙ・Ⅿさん（男性、故人、兵庫県、申請疾病は食

道がん）とＯ・Ｈさん（男性、７７歳、大阪府、

申請疾病は心筋梗塞）の二人。二人とも先週の高

橋さんと同じ地裁第二民事部で、同じ裁判長から、

原爆症認定集団訴訟の到達点を踏み外した不当

な判決を受けてきた。これでこの１月は近畿訴訟

の控訴審で闘う４人の原告全員が法廷に立つこ

とになった。一昨年から昨年にかけて不当な敗訴

判決を受けてきた人ばかりだ。 

二人の控訴審の第一回期日は昨年１０月２３

日に行われている。この時は、原告のＯ・Ｈさん

と担当弁護士の中森俊久弁護士、崔信義弁護士の

３人が意見陳述を行い、一審判決の誤りと不当性

を示し、あらためて二人の原告に原爆症認定が認

められるべきであることが訴えられた。同時に眞

鍋医師の証人尋問採用も求められたが、この時は

採否の結論は出されず、今回２回目の期日までの

宿題となっていた。 

原告の一人Ｏ・Ｈさんはこの日も出廷され、そ

の中で、Ｙ・Ⅿさん担当の崔弁護士によって口頭

意見陳述が行われた。主要な陳述内容は２点。第

一はＹ・Ⅿさんの受けた放射線被曝の程度につい

て、第二は食道がん発症についての喫煙、飲酒の

影響について。Ｙ・Ⅿさんの受けた放射線被曝に

ついては原爆投下数日後に爆心地付近を通過し

たかどうかの事実確認が争点になっていた。一審

判決は被爆者健康手帳にその記載がないことを

根拠にしていたが、崔弁護士は当時の手帳発行事

情を具体的に示す証言によって手帳記載内容が

根拠にはならないことを訴えた。また、被爆後の

Ｙ・Ⅿさんの体調変化（免疫低下）について国は

一般的な習慣性扁桃腺などが原因としているが、

Ｙ・Ｍさんは既に習慣性扁桃腺を発症する年齢を

過ぎており、この点についても国の意見は根拠に

ならないことが説明され、被曝による免疫低下以

外考えられないことが主張された。 

一審判決は放射線以外の危険因子―喫煙と飲

酒を放射線起因性否定の根拠としていたが、Ｙ・
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Ⅿさんの喫煙、飲酒の実態は極めて僅かなもので

それも稀な実例を誇大に描き出したものでしか

ない。喫煙・飲酒によるリスクは極めて低くほと

んど考えられないほどだ。そのことが具体的な証

拠書類に基づいて、丁寧に解き明かすように陳述

されていった。そして、放射線の内部被ばくによ

る固形がんのリスクは、喫煙・飲酒の場合とは逆

に、時間の経過とともに増加するものであり、放

射線被ばくの起因性を否定することはできない、

と強調された。 

最後に崔弁護士は、原告側の主張を立証するた

めに、眞鍋医師の証人採用を求めて陳述を終えた。 

被告・国側代理人が、既に意見書が提出されて

いるので証人採用は必要ないとの意見を述べた

後、証人採否についての裁判体の合議が行われた。

合議の時間は短時間だった。裁判長からいくつか

の意見を付けて証人を採用するとの結論が告げ

られた。第１２民事部の証人不採用の例もあった

ので心配していたが、ほっと何か明るいものを感

じる瞬間だった。 

裁判長は、Ｏ・Ｈさんに尋問については下痢や

鼻血の症状、喫煙との関係について、そして心筋

梗塞としきい値について、Ｙ・Ⅿさんについては

放射線被ばくと食道がんとの関係について、いず

れにしても放射線起因性の根拠を重点にポイン

トを絞って尋問するよう求められ、主尋問、反対

尋問それぞれ４０分程度の時間が確認された。そ

してこれを最終尋問にしたいとの意向が強調さ

れた。 

次回期日は６月２４日（木）午後１時３０分か

ら４時３０分までとなった。５ヶ月も先となった

が、その期間、十分な尋問準備と公正な判決を求

める支援運動を強めることができることになっ

た。 

今回も大阪弁護士会館で短時間の報告集会が

もたれた。崔弁護士からは、今日の陳述のポイン

トと、このために新しい証拠も調査し提出してき

たこと、そして６月に決まった眞鍋医師との打ち

合わせをしっかりと準備していきたいとの発言

がなされた。出廷されていたＯ・Ｈさんは報告集

会にも参加。これからもよろしくとの挨拶が行わ

れた。 

先週となる１月２３日（土）、関西６府県の原水

協による２０２１年新春関西原水協学校がオン

ラインで開催された。講師の一人として眞鍋医師

にも願いし、医師の立場からのノーモア・ヒバク

シャ訴訟について講演いただいた。この関西原水

協学校に参加されていた愛須弁護士からその様

子や眞鍋医師の訴訟にかける思いが紹介された。

眞鍋医師は原爆放射線被ばくの被爆者への影響

について物凄いエネルギーを費やして勉強され

ている。小児がんの治療に当たる臨床医の実感や

データ、論文などから糖尿病発症についても、最

新の知見を持たれている。眞鍋医師の研究成果を

最大限生かさせてもらいながら、６月の証人尋問

を成功させていきたい、と。 

先週１月２２日（金）には核兵器禁止条約が発

効した。世界の核保有国と「核の傘」に依存する

国々を条約に参加させていくことがこれからの

最大の課題となる。特に日本政府の負っている責

任と、世界から求められている期待はとても大き

い。それは私たちの責任でもある。そのことと被

爆者援護の前進との両方めざして運動を強めて

いこう、との尾藤弁護団幹事長の挨拶で報告集会

は閉じられた。 

 

来週２月５日（金）には大阪地裁第２民事部で

Ｓ・Ｔさんの弁論が行われる。その後は期間が空

いて５月１３日に高橋一有さんの控訴審判決、そ

して６月２４日に二人の原告の証人尋問。苑田朔

爾さんの最高裁上告後の状況はまだ分からない。

Ｔ・Ｉさんの上告手続きもこれからとなる。気を

緩めずに２０２１年も、最後の一人まで勝利をめ

ざして頑張っていきたい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2021年 05月 13日(木)  13:15  高裁第 12 民事部 74号法廷  高橋一有さん判決言い渡し 

2021年 05月 26日(水） 10:00 大阪地裁第 2民事部 1007号法廷 弁論 

2021年 06月 24日(木)  13:30  高裁第 14 民事部 202号法廷  医師証人尋問 

弁論期日未定          最高裁上告審     苑田朔爾さん 
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他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■感染症予防法の改正に怒！ 

 西河内靖泰（滋賀県多賀町） 

昨年は、コロナ禍のもと、この国のどうしよう

もないあきれた惨状に、気分が滅入っていました

が、さらに酷いところまで露になってきています。

いま、感染症予防法に罰則を規定する法改正が目

論まれています。感染症予防法は、この国ハンセ

ン病患者・家族に対する過酷で偏見に満ちた差別

施策に対する反省から、患者の人権を守ることを

法の基本にしているものです。それを「患者を罰

する」規定を盛り込むことはこの法律そのものを

根本から否定することになります。医学関係の学

会がまとまって、罰則規定に対し、反対する声明

を出しているのに、マスコミの世論調査では、半

分以上が賛成だとか。この「法改悪」を持ち出す

国も国ですが、マスコミの煽動報道に踊らされて、

このような意思を示す国民が多数であることに

また再び、患者たちに起こるであろう事態に危機

感を抱いています。このようなどさくさに紛れて

の目論見を何としてもつぶせないと大変です。 

そう思いながらも、自分は絶不調の体調のもと、

精一杯できることはしたいと思います。 

このお便りは１月２０日に寄せられたものです。

ご存じのように新型コロナウイルス対策の特別

措置法など改正案は、２月３日、参議院本会議で

採決が行われ、自民・公明両党や立憲民主党、日

本維新の会などの賛成多数で可決されました。 

 

■「陸軍被服支廠」「ガイド」の養成 

古田光恵（広島県被爆二・三世の会） 

あけましておめでとうございます。いよいよ核

兵器禁止条約が発効しますね、コロナ禍の中です

が工夫をして「禁止条約の批准」を日本政府に求

める署名を頑張りましょう。 

京都「被爆二世・三世の会」会報が１００号な

のですね、おめでとうございます。毎月読み応え

のある内容で感心しています。そして、楽しみで

もあります。広島も毎月発行をしていますがコロ

ナ禍の中会議が出来ず困っています。 

これからますます被爆二世に対する風が目に

見えて吹いてくると思われますが、学習を重ねな

がら連帯してゆきましょう。広島では広島市、広

島県が「平和」に関する新たな動きを見せようと

しています。そして、老朽化する被爆建物の保存

についても大きな動きがあるでしょう。そうした

中「陸軍被服支廠」については、南区の被爆二・

三世、被爆者を中心として、新婦人や民主団体と

共同で「ガイド」の養成をしています。広島に来

られたら是非声をかけてください。保存のために

は思いつくことを、広範な団体と取り組んでゆき

たいと思っています。 

「核兵器禁止条約発効」バンザイ！！ 

 

■核兵器禁止条約発効ウィーク 

平 信行（南区） 

１月１９日（火）午後３時３０分からＦＭ三条

ラジオカフェの放送収録をしました。時間は９分

間、３日後に迫った核兵器禁止条約発効の意義と

思いを語りました。放送は２１日と２８日。それ

とは別にＹｏｕＴｕｂｅでもアップされるらし

いです。さらに午後６時３０分からは、戦争法廃

止１９日行動でもアピール。今、いろいろな機会

に核兵器禁止条約発効の意義について語らせて

いただいています。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1816111261879108&set=pcb.1816111341879100&__cft__%5b0%5d=AZVfIrMUAz_TsvM5nw8b2WGPoGt_s01gtzKX1zQ4Q42ZBjsdJ19mclGnf-wtBwvSIzS7J0Dxc3Q3QrSuK8RPvp8kZwRu38j1f-o9uEZM5dnzMeR7XaDd6a_qyYe5mlRVL1M&__tn__=*bH-R
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■広島平和記念資料館は問いかける    志賀賢治 著 

紹介 山根和代（右京区） 

 

著者は広島平和記念資料館の前館長であり、資料館へ初めて行く人だけでなく、何度か行ったことが

ある人にとっても読みごたえのある書物である。また被爆の実相をどのように次世代に継承するのかを

考える上で、大いに参考になる。 

広島平和記念資料館は昨年全面的な展示更新をした。展示更新の意図、また資料館の歩みや役割が紹

介されている。展示更新には１６年にわたって検討と議論が積み重ねられてきたが、本館の「実物」資

料中心の展示を維持し、表現するのは「人への被害」に集約したという。これは海外の戦争博物館では

見ることができない展示である。 

また１９５５年に広島平和記念資料館が開館されるまでの知られざる歴史を知ることができる。例え

ば、資料収集の出発点は地質学研究者の長岡省吾氏であり、鉱物学の知識があったため原爆投下直後通

常の爆弾ではないことを見抜き、焼け野原の中から瓦、溶けて曲がったガラス瓶などを集めたという。

彼は後に初代館長になる。 

１９９５年アメリカのスミソニアン協会・国立航空宇宙博物館での特別展で被爆資料の展示ができな

かったが、アメリカン大学で展示され、その後海外での原爆展が開催されたことなどを知ることができ

る。 

情報資料室の所蔵資料は、資料館のホームページにある平和データベースで検索が可能である。

(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/database/)また被爆者の「証言ビデオ」も、インターネットを通

して館外でも視聴することができる。例えば、被爆直後の貴重な写真を残した松重美人氏の証言がある。 

「広島の歩み」に関する展示では、「加害資料の展示が不十分」という批判

があるが、これは今後の課題であろう。 

１月２２日には核兵器禁止条約が発効した。核兵器の危険性と被爆の実相

を展示した資料館の存在は貴重である。マスコミで報道されないことが書か

れているこの書物を、生かすことが重要に思われる。 

（平和のための博物館国際ネットワーク顧問） 

 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

著者は、「元館長」で、資料館の歴史については、ある程度の知識をお持ち

である。書名にあるような「資料館」の果たすべき役割を論じてはおられな

い、でも、「資料館」の果たすべき役割、被爆者亡き後のヒロシマへの思いは

よく分かりました。最初は「資料館」のたどってきた歴史を紹介されており、

「あの日」の記憶をどのように伝えていくのか、検討、苦悩が重ねられてき

たことがわかる。展示内容の変化についても、「原爆の影響」について研究が

進む、あるいは、被爆者が生存するなかで明らかになった「放射能」の影響についての展示が広がって

いたことがよくわかる。 

皆さん方の中にはが「蝋人形」を巡る論議を始め、「資料館」の「改装」問題についてはご存知の方が

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

岩波新書 

８６０円＋税 

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/database/
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多いと思いますが、少し「館内」の案内に「力」を注ぎ過ぎでは、と思う部分もある。しかし、最後の

著者の思いを読み知ることができ、「資料館」の果たすべき役割の重さが少しはわかった。このような思

いで「資料・遺品」を扱って頂けるのであれば、「父親の日記」を寄贈した子どもからすれば、「有りが

たく」思います。「資料館」を見学される前に、一読されることをお勧めします。私も、改めて「訪問」

したいと思いました。父への思いを抱きながら。 

 

 

■人新世の「資本論」   斎藤幸平 著 

紹介 井坂博文（北区） 

 

今年の正月から読み始めた「人新世の資本論」（斎藤幸平著）、やっと

読み終えました。久しぶりに「読み切った」という読後感に浸っています。

少し長くなりますが、読後感があるうちに、ネタバレにならない程度に感

想を書いてみます。 

タイトル「人新世(ひとしんせい)」に込められた意味は「人類の経済活

動が地球を破壊する「人新世」＝環境危機の時代。気候変動を放置すれば

この社会は野蛮状態に陥るだろう。それを阻止するためには資本主義の際

限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄

があるのか。 

そのヒントにマルクスの「共産党宣言」、「ゴータ綱領批判」、そして

「資本論」を引用し、晩年のマルクスの思想を紐解きながら「マルクスの

レンズを通して」解きほぐしていきます。 

マルクスの有名な言葉がいろんなところに引用されています。「宗教は

資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる大衆のアヘンである」を

使って「気候変動に関してＳＤＧｓはまさに現代版、大衆のアヘンである」

と挑戦的な言葉から始まり、「価値と使用価値の対立」「労働日の短縮」「必然の国から自由の国へ」

など懐かしい理論の現代的解明を試みています。 

その中で興味深いことに、ケア労働・エッシェンシャル・ワークを使用価値の高いものを生み出す労

働として光を当て、それがきちんと評価される社会への移行の必要性を説いています。これって年頭の

志位委員長と岡野八代さんの対談にも通じるものであり、嬉しくなります。 

そして一般的にマルクスによる「資本主義の成長と発展が資本家と労働者との矛盾を拡大し、社会主

義的変革を準備する」との理論を「生産力至上主義」としての問題点を指摘し、マルクスがその「進歩

史観」を乗り越えて最晩年にめざしたのは「平等で持続可能な脱成長型コミュニズム」であると解明し、

「資本論」に新しい光を与え、そこにこそ「人新世」の危機を乗り越える時代観と社会像を見出してい

ます。この辺りは意見が分かれるところかも？ 

そして「ＳＤＧｓもグリーンニューデイール、ジオエンジニアリングも気候変動を止めることはでき

ない。資本主義という根本現認を温存したままで解決することなどできない。解決の道を切り拓くには、

気候変動の原因である資本主義そのものを徹底的に批判する必要がある」と指摘しています。 

その上で、バルセロナの「気候非常事態宣言」の運動を紹介しながら、「３・５％の人々が立ち上が

れば社会が変わる」（政治学者エリカ・チェノウェス）の言葉を引用し、「資本主義の負荷や矛盾が地

球を覆った「人新世」を、人々が力を合わせて連帯し、資本の専制からこの地球を守り、肯定的に新し

い時代を「人新世」と呼ぼう」と最後に希望を結んでいます。 

読み終えて、マルクスの資本論が少し身近に感じられるようになりました（笑）。 

集英社新書 

１０２０円＋税 
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■福島原発事故１０年後のゆくえと新たな課題   佐藤正男 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

「福島原発事故から１０年目」になる。これから関連する書籍が発

行されてくると思う。著者は、今迄も福島の現状を取り上げられてい

る、今回は１０年目を目前に、「今、福島で起こっていること」「若い

人に考えてほしいこと」を中心に述べられている。福島では１０年前

には、予想できなかった複雑な事態が起こっており、新たな課題も生

まれている、という。その「課題とは何か」を福島県民のアンケート

調査を中心にえぐりだし、福島の真の復興はどうあるべきか、次世代

に負の遺産として引き継がせないために、我々はどう考えるべきか、

書かれている。 

決して難しい理論書ではない。原発事故が起これば「何が起こり」

「どのような事態に追い込まれるのか」が分かりやすく紹介されてい

る。決して福島県民だけの問題にしてはいけない、という著者の強い

思いがよく理解できる内容である。背景にあるのは、「原発事故はどこ

でも起こり、その解決のために、福島で起こっていることを国民が知

り考える必要がある」という視点である。国、東京電力の被害者に背を

むけた対応・姿勢を糾弾すると共に、今後の方向性も提示している。国・東電の姿勢を批判するだけで

なく、福島県民の・国民の息長い運動が「脱原発」に向かわせたし、今後も息の長い「運動」に期待も

寄せられている。「今福島で何が起こり、何が課題なのか」を理解するうえで、読みやすい書物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基町高「原爆の絵」動画に 被爆者と生徒 ウェブに最新作 

基町高（広島市中区）創造表現コースの生徒たちが被爆者の体験を描いた 

「原爆の絵」の最新作１５点の解説動画が完成し、同校のウェブサイトで公開 

している。昨年１２月から先月にかけて市内で展示会を計画したが、新型コロナ 

ウイルス禍で中止に。代わりにオンラインでの発信を決めた。 

２０２０年７月に同校であった１５点の完成披露会の模様を伝える。絵を前にその光景を実際に

見た被爆者６人が証言する場面と、生徒が制作中の試行錯誤や絵に込めた思いを説明する姿を記録

している。動画は４本で、計約３０分間。 

生徒が被爆者と顔を合わせながら筆を進める「原爆の絵」は、０７年度に始まった。コロナ禍を挟

んだ１９年秋からの制作は途中３カ月間休校になったため、生徒は絵を自宅に持ち帰り、電話で被爆

者から体験を聞き取ったり、写真を送ってアドバイスを受けたりして完成させた。 

生徒たちが例年以上に苦労を重ね、仕上げた作品。福本弥生講師は「見に来てもらうのが困難な中

でも多くの人に知ってもらいたい」と話す。ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｏｚｏｈｙｏｇｅｎ．ｊｐ

／ａｒｃｈｉｖｅｓ／７５８１ 

（２０２１年２月１日／中國新聞） 

Scrap 

book 

合同出版 

１７６０円（税込み） 
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▼２０１２年の１１月から始め

た京都「被爆二世・三世の会」の

会報の毎月発行が１００号に到

達しました。何故ここまで到達

できたか。最大のパワーはライター

（原稿執筆者）が会員の中にそれだけあったこと

です。原稿をお願いすればほとんどの場合依頼に

応えていただきました。書けなくても、お話しを

聞かせていただければこちらで文章にできる例

もたくさんありました。そういうことでは本当に

みんなで作ってきた会報だと思いますし、恵まれ

た編集、発行環境でもあったなあとつくづく思い

ます。みなさんこれからもよろしくお願いいたし

ます。▼核兵器禁止条約が発効されました。私た

ちは、ヒロシマ・ナガサキだけでなく、国内外の

様々な核被害者の実態を知るように努めてきま

した。その内容をさらに広く、詳しく知っていく

必要があります。そして私たち自身のことも。「被

爆二世・三世の健康実態胃調査」はいよいよ重要

になってきています。（平）

編集 

後記 

■米国が臨界前核実験 昨年月 トランプ政権で３回目 

【ワシントン=共同】トランプ米政権が２０２０年１１月、西部ネバダ州の核実験場で、核爆発を伴

わない臨界前核実験を行ったことが１５日までに、米ロスアラモス国立研究所の文書で明らかにな

った。同政権下では２０１９年２月以来で３回目とみられ、核戦力の向上を図る姿勢を改めて示し

た。 

２０日に就任するバイデン次期大統領は、オバマ前政権の副大統領として「核なき世界」を唱えた

が、核戦力増強を進める中国や北朝鮮、ロシアなどの動向をにらみながら核政策を進めることになり

そうだ。 

トランプ政権は１８年に公表した新たな核戦略指針「核体制の見直し（npr）」で核兵器の役割拡

大を目指す方針を表明。低出力で「使える核兵器」と称される小型核の開発を進めている。昨年２月

には小型核を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の実戦配備も発表した。 

臨界前核実験は核分裂の連鎖反応が続く「臨界」にならないよう少量のプルトニウムに衝撃を与え

てデータを得る。今回の実験の詳細は不明だが、「ナイトシェードＡ」と名付けられ、３回続きの実

験の第１弾と位置付けられている。文書には、実験で集められたデータは数カ月かけて分析され、続

く２回の実験の結果と合わせて「兵器を向上させるための重要な情報をもたらす」と記されている。 

バイデン次期政権はロシアなどとの軍縮交渉を重視する方針

とみられるが、米軍は中国の核弾頭数が今後１０年で少なくとも

倍増すると推定。中国の核戦力近代化は軍縮を進める上で大きな

障害となる。 

米国は１９９２年に地下核実験を停止し、９７年から臨界前核

実験を開始。トランプ政権は２０１７年１２月、初めて実施し、

１９年２月に２回目を行った。 

（２０２１年１月１６日／日本経済新聞） 
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２０２１年３月（弥生）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

3 １ 月 

３．１ビキニデー集会（１３時・オンライン） 

アメリカの水爆実験で第五福竜丸等被曝（１９５４年） 

朝鮮の三・一独立運動（１９１９年） 

 2 火  

 ３ 水 ひな祭り 

 ４ 木  

 ５ 金 啓蟄                           キンカン行動 

 ６ 土 
バイバイ原発３．６きょうと（１３時３０分・円山音楽堂） 

ビキニデーin 高知                       ６・9 行動 

 

 

７ 日 ビキニデーin 高知全体集会（１０時・高知市＋オンライン） 

 ８ 月 （国連）国際女性デー 

 ９ 火 ６・9 行動 

 １０ 水 東京大空襲（１９４５年） 

 

 

１１ 木 東日本大震災・福島第一原発事故発生（２０１１年） 

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土 大阪大空襲（１９４５年） 

 １４ 日 ホワイトデー 

 １５ 月  

 １６ 火  

 

 

１７ 水 彼岸入り 

 １８ 木 原発賠償京都訴訟控訴審弁論期日（１４時３０分・大阪高裁） 

 １９ 金 
戦争法廃止をめざす１９日行動（京都市役所前） 

キンカン行動 

 ２０ 土 春分の日 

 ２１ 日 （国連）国際人種差別撤廃デー 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土 講演会：核兵器なき世界を現実のものとするために（１４時・響都ホール） 

 

 

２８ 日 アメリカ・スリーマイル島原発事故（１９７９年） 

 ２９ 月  

 ３０ 

 

 

火  

 ３１ 水  

 

 


