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米国の被曝者補償法と放射性廃棄物処分問題、 

及び人形峠と東濃からユタ州への核廃棄物輸送 

を考える 

■講師 玉山ともよ さん 
有機農業家、丹波篠山市原子力災害対策検討委員会委員 

■日時 ２０２１年４月２４日（土） 
１５：００～１６：３０ 

■会場 ラボール京都・第一会議室 

＋ オンライン 

■無料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■当日は同会場で１３時３０分から京都「被爆二世・三世の会」年次総会をオープ

ン開催します。 

会員外の方も参加できます。お時間のある方はこちらにも是非ご参加下さい。 

京都「被爆二世・三世の会」  ホームページ http：//aogiri2-3.jp 

連絡先 電話 075－811－3203（京都原水協気付）ＦＡＸ 075－811－3213 

学習記念講演 

四条通 

西 

大 

路 

通 

御 

前 

通 

京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会 オープン企画のご案内 

《玉山ともよさんプロフィール》 

丹波篠山市原子力災害対策検討委員会委員。丹波篠山の自然に囲まれて家族で無農薬栽培の

「のり・たま農園」を営みつつ、安定ヨウ素剤配布など丹波篠山市の原子力防災にも尽力。三人

のお子さんを自宅出産したお母さんでもある。 

一方で桃山学院大学大学院、米国ユタ州立大学大学院で修士課程終了。総合研究大学院大学博

士課程単位取得退学。研究テーマは米国南西部先住民族のウラン鉱山による被曝と環境正義運

動。２０１９年にも二度渡米し米国のヒバクシャのダウンウインダーズやマーシャル諸島から

の移民者と交流。米国の被曝被害補償についても調査。また原爆製造の地ハンフォード、ロスア

ラモスなども訪問しアルバカーキで核廃棄物をめぐる草の根サミットに参加した。現在は人形

峠の核のゴミのユタ州ホワイトメイサ精錬所への輸送と投棄の動きに警鐘を鳴らしている。 

（中京区・四条通御前） 
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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。 

 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について 

京都「被爆２世・３世の会」の２０２１年度会費をお支払いいただいたみなさん、ありがと

うございました。 

これからの方はよろしくお願いいたします。 

京都「被爆二世・三世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

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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東日本大震災・原発事故から１０年を迎えての声明文 
 

東日本大震災・原発事故から丸１０年となります。先日発生した地震は、１０年前の地震の余震

とのことでしたが、誰もが１０年前のことを鮮明に思い出すには十分すぎるほどの大きな地震でし

た。今回の地震で、「１０年前のことを忘れるなよ」と言われたような気がしたという原告もおり、

危険な原発をやめられない人間に対する、自然からの警告なのではないかとさえ思います。 

 

今回の地震でも、真っ先に頭に浮かぶのは「原発は大丈夫か」という不安です。「また逃げなくて

はならない」、「政府の発表は真実なのか」など、さまざまな思いが脳裏を過り、私たちの不安は今

でも続いています。 

この１０年を振り返ると、１０年もの時間が経過したとは思えず、いまでもあの日にすぐ戻って

しまうような感じがすると同時に、思い出せないくらい昔のことのようにも感じられます。避難し

た避難しないにかかわらず、１０年前に抱えたさまざまな悲しみや苦しみはどんなに時間が経って

も癒えるものではありません。 

 

８年前に提訴して始まった裁判は、京都地裁判決を経て、現在は大阪高裁での闘いが続いており

ます。被告である東電はもちろん、国にも原発事故を起こした責任があることは明らかであり、す

ぐにでも真摯な態度で謝罪し賠償すべき問題です。しかし、認めるどころか言い訳でしかない主張

を繰り返しています。時間が経てば経つほど心身ともに疲弊し、心に傷を負ったままの原告も多く

います。私たちが「もう疲れた」と、諦めるのを待っているのではないかと思えるほどですが、私

たちは決して諦めることはありません。 

なぜならこの裁判は、自分のためだけの裁判ではないからです。子どもたちやさらにその先の世

代はもちろんのこと、すべての人の命が守られ安心して暮らせる社会にしていくためにも繋がるも

のだからです。 

 

私たちはどんなに厳しい状況に置かれても、東電と国に責任を認めさせ、謝罪させる、そして、

避難の権利を認めさせるため、諦めずに声をあげ続けていきます。また、絶対になかったことには

させないために、多くの方に関心を持ち続けていただきたいと思っています。 

各地で行われている高裁判決で国の責任を認める判決が出ていますが、私たちも大阪高裁での勝

利を目指し、そのバトンを繋いでいきたいと思いです。 

これからもどうかご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

２０２１年３月１１日 

原発賠償京都訴訟原告団 
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福島第一原発事故から１０年は長い道程の一里塚 
平 信行（南区） 

 

■福島第一原発の廃炉は未来世代にかけて 

東電福島第一原発事故から１０年。破壊された

４つの原発の廃炉作業は進んでいない。廃炉作業

にとりかかれないどころか、まだ収束作業が続い

ている段階。元々根拠のないいい加減な廃炉スケ

ジュールだが、そのスケジュールも遅れに遅れを

重ねてきた。最も重大な作業と言われるデプリの

撤去は、その方法や見通しさえ立っていない。 

私たちが生きている間に廃炉が完了するなど

最早絶対にあり得ない。従って、廃炉の完了は未

来世代に託すことになる。これからまだ気の遠く

なるような長い長い時間をかけて破壊された原

発のリスクを抱え続けなければならない。その危

険性をこれからずっと認識し続け、世代を超えて

廃炉の行方を厳しく見続けなければならない。 

 

■原発再稼働のたくらみにとどめを 

福島原発事故によって「原発安全神話」は葬り

去られた。全国に５４基もあった原発もほとんど

稼働停止、廃炉に追い込まれ、３月１５日現在稼

働している原発は４基のみに止まっている。日本

政府と企業の計画した原発輸出計画もすべて破

たんした。全国に巻き起こり、今も連綿と続く再

稼働反対運動が大きな力となってきた。 

ドイツは、福島原発事故から学んで、来年（２

０２２年）末までにすべての原発を廃棄すること

になっており、その方針に揺るぎはなく、実際に

実行される見通しだ。原発事故当時国の日本でな

ぜそうならないのか？なんとなく、“唯一の戦争

被爆国日本がどうして核兵器禁止条約を批准し

ないのか”のフレーズと重なり合ってしまう。原

発廃棄どころか、依然として原発をベースロード

電源に位置付け、稼働４０年を超過した老朽原発

含めて再稼働が狙われている。そのために原子力

規制委員会含めて規制基準をどんどん緩めてき

た１０年ではないか。 

使用済み核燃料の処理の取り扱いの見通しが

まったく立たない根本的問題はそのまままだ。核

燃サイクルは実態として破たんした。中間貯蔵施

設さえ解決の見通しがなく、それを条件とする原

発立地自治体との調整も難航している。最終処分

場候補地調査の名目で、またまた地方自治体の頬

を札束ではたくような、醜い事態が生まれている。 

使用済み核燃料最終処分問題一つからして原

発再稼働を許すことは絶対にできない。事故後１

０年でここまで追い詰めてきた再稼働計画。これ

からはとどめを刺すところまで追い込もう。 

■放射性物質の拡散、移転を許さない 

汚染水の海洋放出が狙われている。汚染水の海

洋放出は漁業等への風評被害問題などではない。

放射物質が地球上にさらに広く拡散し、被ばくの

危険性の拡大と深刻化そのものが問われる問題。 

１４００万トンと言われる汚染土の放出・移転

や「再利用化」が企てられている。多くの国民の

知らないところで、知らせられないまま、秘かに。

もっと情報交流と発信を強め、放射性物質の拡散、

移転のはかりごとを阻止しなければならない。 

■放射性物質の人体への影響対策を打ち切らせ

てはならない 

福島原発事故による健康被害対策について実

施されてきたのは甲状腺がん検査だけだった。そ

れも「原発事故による影響は認められない」と結

論付けようとされ、検査規模の縮小、終了も狙わ

れている。健康被害は甲状腺がんだけなんてあり

得ない。チェルノブイリの例からも、もっともっ

と深刻で重大な健康障害が発生している。国や福

原発事故から１０年 
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島県の乏しい施策に対して、集団的に根本から問

い質すような医療・健康障害対策運動のようなも

のが必要なのではないか、と思い続けてきた。 

１８年間たたかい続けられてきた広島・長崎の

被爆者の原爆症認定裁判。積み重ねられた司法判

断は、残留放射能や内部被ばくの人体にもたらす

影響の可能性を認め、被ばくと疾病との因果関係

の厳密な証はなくとも、たとえ可能性の範囲であ

っても、被爆者援護法の適用を認めるべきとして

きた。放射線影響研究所理事長は「放射線の人体

に与える影響はまだ５％程度しか解明されてい

ない」と発言した。被爆者の被った障害の全貌は

被爆者の最後の一人が亡くなった時でないと分

からないと言った人もある。 

放射線被ばくの人体に与える影響は分かって

いないことの方が圧倒的だ。決して今の時点で

「影響はない」などと断じることはできないし、

対策を打ち切る、切り捨てることなどあってはな

らない。多岐にわたる被ばく障害の可能性を認め、

それを前提に、放射性物質を浴びた人々に生涯寄

り添い、向き合っていくことが必要だ。 

放射線の世代を超えた影響＝遺伝的影響につ

いては、私たち「被爆二世・三世」も挑んでいく。 

 

■原発事故避難者の過半数にＰＴＳＤ障害・衝撃

だった３月８日付京都新聞 

３月８日付京都新聞に、福島県などから京都府

内に避難した人たちへのアンケート調査から過

半数の人たちに心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳ

Ｄ）発症の恐れのあることが報じられた。経済的

な困難さや物理的な障害、身体的被害などは比較

的目に見え易いかもしれない。しかし“心の傷は”

見えにくい。当事者も表に出しにくい。広島、長

崎の被爆者も、ビキニの被害者も、自らの被ばく

を隠して、内に苦しみを抱えながら生きてきた人

は多い。「被爆二世・三世の会」の健康調査アンケ

ートでも、こうしたストレス障害、精神疾患、発

達障害などについてもきちんと調査し、対応すべ

きだという意見が寄せられた。原発事故被害者の

みなさんにも、今からでも適切なケアの行われて

いくことが求められる。もちろんそれは、経済的

な支援、社会的なサポートの充実化と一体をなす

ものとして。 

■東京オリンピックは安倍首相（当時）のウソか

ら始まった 

「東京オリンピックは中止すべき」との世論が

高まっている。このコロナ禍では開催不可能とい

うのが主な理由だ。しかし、元々東京オリンピッ

ク開催は安倍首相（当時）のウソから始まったこ

とを忘れてはならない。２０１３年ＩＯＣ総会で

の「福島原発事故はアンダーコントロール」、「事

故は収束しており東京でも安全にオリンピック

開催できる」とアピ―ルしたあれだ。あの時、ち

ょっとでも見識のある人なら、「アンダーコント

ロール」なんて大嘘だということはすぐに分かる

はずと思ったけど、決まってしまった。ＩＯＣ委

員なんてそんなことも分からないボンクラばっ

かりなのか、それとも開催地決定には別のメカニ

ズムが働くのか、と思い続けてきた。 

もはやオリンピック、パラリンピックどころで

はないことは誰の目にも明らかだ。コロナのため

だけではない。気候変動問題、貧困と格差拡大問

題、そして依然収まらない原発事故の影響を回避

し、人々の健康と安全を守るために、一日も早く

中止の決定をすべきだ。 

■原発事故から１０年は、長い道程の一里塚 

原発事故の収束、エネルギー政策の転換、被災

者のケアと支援、被災地・被災者に寄り添った本

当の支援と復興、どれ一つとっても、長い道程を

必要とするのではないか。それを思うと事故から

１０年は、端緒、わずかな時間でしかない。必要

なことは、私たちの側が問題意識を強く持ち続け、

諦めることなく抵抗と提起を続け、成果を一つひ

とつ実感しながら積み上げていく、そういう姿勢

と態度をいつまでも長く堅持していくことだ。 

核開発、核兵器、原発、放射能汚染と健康障害

について、これからも情報発信と交流、そして運

動参加を続けていこう。より高く意識を持ちなが

ら。



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０１  ２０２１年３月１５日 

7 

「福島原発事故」から 10年 
石角敏明（長岡京市） 

 

申し訳ない話ですが、当時の私は、関心は「地震・津波」で家族を亡くされた皆さんにあり、「福島原

発事故」については、枝野官房長官・原子力規制委委員会の記者会見をテレビで見るくらいでした。5年

位前から「さよ原長岡京」の活動に参加したころから、「福島」に眼を向けはじめ、というのが率直な気

持ちです。購入した「本」も、津波・震災死の関連本が多かったです。福島原発事故についての多様な

「本」が出版され始めたのも、５，６年前からではないでしょうか？しかし、それに反比例してという

か、世の中の関心はだんだん薄れていくような感じがしています。この事故は「どこの原発」で起きて

もおかしくない、ということをもっともっと訴えていかなければ、と思っています。毎月「11日」のア

ピール行動で、「福島原発事故」だけを訴えるのではなく、「原発」そのものが持つ危険性を、はば広く

訴え、理解を広げる必要性を感じております。「原発」の即時停止と廃炉をめざして。 

 

 

原発事故を機にデモや講演に参加し意思表示を始めた 
庄田政江（大阪市平野区） 

 

２０１１年３月１１日私は家にいて揺れを感

じたのを覚えています。天井の照明器具が揺れて

いました。その後、大地震が東北を襲い、津波で

多くの命が失われた事を知り大きなショックを

受けました。 

そして何より心配したのは東電の原発事故で

した。南相馬に娘の友人の両親が住んでおられて、

自宅は残り家族も無事だったけど周りは被害が

大きかったそうです。 

私はテレビのニュースで原発の状況を見るだ

けでは物足りず、一日中 YouTubeで小出裕章さん

や多くの方の講演を聞いて原発とは何かを知ろ

うとしました。 

４基の原発が機能し無くなって爆発やメルト

ダウンしたら日本は崩壊するのではと毎日不安

でした。特に自分が生き残りたいというより、息

子や娘の将来を心配してのことでした。息子は原

発事故が怖くて１０ 日ほど東京から大阪に避難

してきました。 東京でも恐ろしく揺れたそうで

マンションの二階から飛び降りて手を怪我して

いました。 

テレビでの報道は「原発は今のところ安全で

す。」を繰り返すばかりでした。 

米ＧＭ社の設計者が福島の軽水炉は設計に欠

陥があったと指摘して会社を辞めた事、原発が安

全でクリーンなエネルギーの嘘、地球温暖化とセ

ットで原発を推進している事、東電も日本政府も

誰も責任を取らず、ただこれ以上の惨事にならな

いよう祈るしかない事、「百害あって一利なし」の

代物で、何より驚いたのは日本がプルトニウムを

保有して爆弾を作れる可能性を保持したいとい

う目的があるという事でした。 

政治やデモに関わって来なかった私が原発に

反対しなければと、デモや講演に参加して意思表

示をし始めました。あれから１０年が経ち、コロ

ナ禍で外出も控えている為活動は出来ていませ

ん。でも人々の心の中には未だに原発への抵抗は

根強く残っていると信じています。 

今、菅首相の下脱酸素社会のための予算がつき、

新原発の建設やビル・ゲイツの進める小型高速炉

導入が囁かれ始めています。東芝も参加しじわじ

わと復活しそうな気配を感じます。東電事故はま

だ収束の目処もないというのに・・・・テレビも

新聞も今の福島の状況を殆どニュースにせず、

人々の関心も１０年を切りに薄れていくのでは

と危惧しています。 

核も原発も同じ原料を使い同じ放射性物質を

出して、環境や人を破壊する事を今一度思い起こ

して、政府と電力会社を注視して反対をして行か

なければ、より恐ろしい未来が来る事でしょう。 

「核も原発」もない社会こそが平和で安全な社

会であるという原点を思い起こしたい



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０１  ２０２１年３月１５日 

8 

カンボジア、フィリピン、コモロが批准し核禁条約締約国は５４ヶ国に 
 

１月２２日にカンボジアが、２月１９８日にフィリピンが、２月１９日にはインド洋島しょ国のコモロ

が相次いで批准し、核兵器禁止条約締約国は合計５４ヶ国になりました。 

２０２１年３月１３日現在 核兵器禁止条約批准国５４ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都教職員組合女性部の清水寺６．９行動が１３００回目 
 

毎月６日と９日の日に行われる核兵器廃絶をめざす６．９署名行動。京都府内各地で行われてい

ますが、その中の一つ京都教職員組合女性部のみなさんの清水寺境内でのとりくみが３月９日（火）

１，３００回目を迎えました。１９７１年から始められたこのとりくみ、なんと５０年の歳月をか

けての行動です。核兵器禁止条約の採択、発効のことを思うと、ことわざ“涓滴岩を穿つ”にピッ

タリの壮挙です。 

当日はお祝いも兼ねて、京

都原水爆被災者懇談会、京都

「被爆二世・三世」からも応

援にかけつけ、全体で１６人

参加、６２筆の署名が集めら

れました。 

もはや６．９行動をしなく

ても済むような日の一日も

早い到来を！ 

オーストリア 

アイルランド 
サンマリノ 
バチカン市国 

マルタ 

パレスチナ 

ガンビア 

バングラデシュ 
タイ 

ラオス 
ベトナム 
マレーシア 

カンボジア 

ニュージーランド 

パラオ 
サモア 
ヴァヌツ 

フィジー 
ニウエ 
キリバス 

クック諸島 
ツバル 
ナウル 

メキシコ 

ベリーズ 
エルサルバドル 
ニカラグア 

コスタリカ 
パナマ 
エクアドル 

ホンジュラス 

ベネズエラ 
トリ二ダード・トバコ 
ガイアナ 

ボツワナ 
南アフリカ 

レソト 

ボリビア 
パラグアイ 

ウルグアイ 

キューバ 
ドミニカ 

セントクリストファー・ネービス 
アンティグア・バーブーダ 
セントビンセントグレナディーン諸島 

セントルシア 
ジャマイカ 

カザフスタン 

モルディブ 

ナミビア 

ベナン 

ナイジェリア 

核兵器廃絶に向けて 

フィリピン 

コモロ 
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   １００号、すごいですね！ご苦労様です。  

核兵器禁止条約が発効し、次の目標は日本が批准すること。そして、核兵器の廃絶・・・ 

実現させるために、まず政権交代ですね。 

山根和代さん（右京区） 

 

   いつも会報をお送りいただき、ありがとうございます。 

１００号記念おめでとうございます。 

１００号なんて、すごいですね！！ 

内容も充実していて、ページ数もたっぷりで。 

よく頑張っておられるなあと思います。 

それにしても、コロナが早く収束すると良いですね。 

早く自由に集まりたいものです。どうぞお身体ご自愛ください。 

柿田冨美枝さん（長崎被災協・被爆二世の会・長崎） 

 

   １００号、ありがとうございました。 

いつもにもまさる力作、感動しました。 

P.S. 実は、「人新世の資本論」で書評を書こうかなと思っていたところでしたが、井坂さんに先を越さ

れてしましました（笑）。いろいろあっても、スゴイ本、会う人会う人にすすめています。        

吉田妙子さん（北区） 

 

   このたびは、「被爆二世・三世の会」会報の創刊から１００号の記念号の発行、おめでとうございま

す。企画、編集、発刊、配布ほか、活動を継続し１００号の記念号を迎えられましたことに敬意を表し

ます。 

また、Ｘ年後へのご支援、応援を賜り、あらためて感謝申し上げます。 

読者、関係者みなさまの枠を越えられ、会報のメッセージが多くの方々に届けられることを心より祈念

しております。 

感染者数は下降気味ではありますが、まだまだ悩ましいコロナ禍でのご活動、どうぞご自愛下さいませ。 

川口美砂さん（『放射線を浴びたＸ年後－Ⅱ』） 

 

   このたびは会報に広い紙面を取っていただいて、小著を紹介していただき、ありがとうございました。

私が言わんとしたことを、そのまま取り上げていただきました。 

被爆二世の会は、活発な活動を続けておられ、心強い限りです。私も教えられることが多々あります。 

どうかこのまま力強い歩みを続けてください。 

ひとこと、お礼まで。 

山野上純夫さん 

 

   会報１００号記念号を拝読しました。中味がぎっしり、思いのこもった会報です。編集に関わってお

られる皆様の熱い思いに感謝します。 

会報１００号（２０２１年３月号）に 

お祝いのメッセージを寄せていただきました！ 
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 久米弘子さん（市民共同法律事務所・弁護士） 

 

♣私も呼びかけ人一人となって結成された、京都「被爆二世・三世の会」会報がついに１００号を迎え

ました。 

 Ａ４版２６ページで読み応えがあります。まさに、「常に新しい発見、新しい出逢いを求め、その中

から培ってきたものを大切にした会報」。発行を続けてきたみなさんの奮闘に感謝です。 

井上哲士さん（参院議員） 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８６） 

原爆症認定更新の不当な却下処分取り消しを求めて大阪地裁第２民事部で弁論！ 

日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める運動と一体となったとりくみを！ 

２０２１年２月２０日（土） 

 

年明けの１月１４日から毎週続いてきたノー

モア・ヒバクシャ近畿訴訟は、２月５日（金）、４

週目を迎え、今回は大阪地裁第２民事部（森鍵一

裁判長）での弁論が行われた。原爆症認定を受け

ていたＳ・Ｔさん（７４歳、大阪府在住）が、当

初の申請疾病である下咽頭がん手術の、その後の

後遺障害として発症した甲状腺機能低下症と嚥

下障害を更新手続きに際して申請した。しかし担

当行政府である大阪府がそれは原爆症認定の更

新とは認めらとして却下したため、そのことを不

当だとして争っている裁判だ。 

今回も口頭による意見陳述はなく、前回同様、

例によって裁判長のテキパキとした論点整理や

今後の進め方の提起があり、それに沿った意見交

換が行われた。裁判長から、最初の申請疾病に伴

う後遺障害であってもそれを原爆症と認定する

ことはあり得ることであり、これまでの行政判断

の実態からもそのことを証拠づけるものは存在

しており、従っていわゆる法的な枠組み論につい

てはもはや争点にはならない、不要ではないのか、

という点がまず指摘された。 

その上で、Ｓ・Ｔさんの後遺障害の医学的な相

当性、要はＳ・Ｔさんの病状が医療的措置を必要

とするほどのものなのかどうか、そして後遺障害

の該当性、すなわちＳ・Ｔさんの下咽頭がん手術

が甲状腺機能低下症と嚥下障害を発症した原因

とみなすことができるのかどうか、この二つが論

点になるのではないかとの、裁判長の結論であっ

た。そして、整理、提出されたＳ・Ｔさんのカル

テの具体的なデータに基づいてこれらの主張、立

証、説明をしていくことが求められた。 

次回の弁論期日に向けて、原告側には枠組み論

についての見解をさらにまとめていくこと、被告

側にはカルテに基づいて行政処分の根拠・理由を

補充するように、具体的には医療の相当性と後遺

障害の該当性について主張をまとめること、が指

示された。次回期日はほぼ４ヵ月先の５月２６日

（水）と決められ、１５分ほどでこの日の法廷は

終了となった。 

閉廷後、大阪弁護士会館で短時間の報告集会が

行われた。担当の和田信也弁護士から今日の法廷

でのやりとりが分かり易く説明された。その中で

後遺障害の該当性についてはほとんど問題にな

らないのではないか（下咽頭がんの手術によって

甲状腺機能低下症や嚥下障害が発生した因果関

係はあまりも明らかだという意味で）、との説明

だった。 

今日の裁判長の指示によって、被告である大阪

府はあらためてＳ・Ｔさんのカルテデータに基づ

いた医学的相当性と後遺障害の該当性について

主張をまとめることになった。それはそれとして、

では一体、これまで大阪府は何に基づいて、何を
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根拠に、Ｓ・Ｔさんの更新申請を却下処分してい

たのか、が私の胸の内に湧いてきた疑問だった。

医学的相当性（医療の必要性）も後遺障害の該当

性（因果関係）もカルテなど客観的資料に基づい

て精査をしていたわけではなく、元々の申請疾病

と異なる更新申請疾病であった、ただそれだけの

理由で却下処分をしていたのか。それが厚生労働

省の示すガイドラインであって、それに従っただ

けだったのか。もしそうであるなら、原爆症認定

の更新に対する行政とはこんなにも薄っぺらで、

お粗末なものなのかと思ってしまう。そんなこと

はあってはならない、許されてはならない。そん

なことを思いつつ、年明け早々から４週連続で続

いた大阪裁判所通いに一区切りつけることにな

った。 

 

１月２２日（金）核兵器禁止条約が発効した。

世界でも、国内でも全国で、条約発効をお祝いし、

市民にアピールする行動が多彩に繰り広げられ

た。京都でも円山公園しだれ桜前で雨をついて

“つどい”を開催、みんなで喜びを分かち合った。

１月２２日をきっかけにして各地、各所で禁止条

約発効の意義を訴え、いよいよ日本政府に条約参

加を迫っていくための学習会や講演会が活発に

開催されている。 

私も要請を受けて幾度かお話しする機会をも

った。これからの私たちの最大の課題は、核兵器

禁止条約に批准、署名する日本政府を実現するこ

と。そのための世論形成を図っていくために、私

は三つのことを訴えるようにしている。 

第一は、発効された核兵器禁止条約の実効性に

対する疑問をクリヤにしていくこと。批准国はま

だ５２ヵ国、それも名も知らない小さな国々が少

なくない。核保有国や「核の傘」に依存する国々

の参加しない条約にはたして実効性があるのか、

という疑問にどう答えるか。国連の創設された１

９４５年、加盟国はわずか５１ヵ国だった。それ

が今や４倍近い１９３ヵ国に拡大。そこにあった

のは圧倒的な民族独立運動、植民地主義打破のう

ねりの歴史だ。非同盟の、独立した最初から核兵

器の禁止・廃絶を掲げてきた国々が今や先頭を切

ってリードする世界に、国際社会は変貌を遂げて

きている。核兵器禁止条約の採択、発効はそのこ

とを象徴する出来事でもある。核兵器の禁止・廃

絶を願う人々はそのことにまず確信を持とう。そ

して、核兵器を禁止する国際法、法規範の確立は、

保有国、条約未参加国も含めて世界を変えていく

大きな力となる。生物兵器、化学兵器、対人地雷、

クラスター爆弾など、非人道的兵器を条約によっ

て禁じてきた歴史もそのことを証明している。 

第二は、現実の安全保障には「核抑止力」が必

要だとする考えにきっぱり決別していくこと。

「核抑止力」論は無差別大量殺戮を前提とした、

核の非人道性を容認することであり、核兵器を永

遠に維持し、核軍拡競争を厭わない。軍事的「抑

止力」の対極にあるのが外交と話し合いによる国

際紛争解決の道だ。しかし、戦後一貫して続けら

れてきた日本政府のアメリカ追随、主体性のない

外交の実態は、私たち日本人に「外交とか話し合

いなど所詮無力なもの」という感覚を与えること

になってしまっているのではないかと思う。中国

の東シナ海、南シナ海への覇権拡大、北朝鮮の核

実験、ロシアの「北方領土」占有等々は決して認

められることではないが、これらに対して日本政

府が一体どれほど本気の外交努力をしてきたと

言えるのか。外交交渉のボースは見せつつ、「周辺

諸国の脅威」だけを煽り、強調して軍事力増強の

理由にしてきただけではないのか。国際紛争や問

題は、歴史的事実と、国際法と、道理に基づいて、

正しい世界世論と連携して、迫力ある外交交渉で

こそ解決していくことができる。本気の「外交交

渉と話し合い」にはどれだけの力があるのか、世

界の多くの実例を紹介しつつ、学びつつ、「核抑止」

論を完全排斥し、東アジアの平和と安全を創造し

ていこう。 

第三は、私たちが今最も苦しんでいるコロナ禍、

気候変動、格差と貧困等々、明日の命も、暮らし

も脅かされている深刻な問題だ。コロナについて

は国の財力によって「ワクチン格差」が広がり、

先進国によるワクチン独占の事態なども報じら

れている。世界中の人々が、すべての国々が共同

連帯して人類の危機に立ち向かわなければなら

ない今、なぜ、世界の各国合計で年間７２９億ド

ル（約８兆円）にものぼる財が核兵器の開発と維
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持のためだけに費やされているのか。ただ人を殺

すためだけのものに、あたかも軍事費、核兵器関

連費用だけは聖域、別枠だと言わんばかりの扱い

で。これだけの財があるなら、どれだけのコロナ

対策がとれるのか、どれほどの気候変動対策が行

われるのか、どれだけの人々が貧困対策で救える

のか、今だからこそそのことを考え、声高く訴え

なければならない。日本の防衛費＝軍事費も同様

だ。２０２１年度単年度予算案は５兆３千億円に

も膨らみ、毎年増加の一途を辿ってきている。核

兵器に費やすお金も、軍事費も、コロナ対策、気

候変動対策、貧困対策にこそ振り向けられなけれ

ばならない。そのことを日本政府に核兵器禁止条

約の署名・批准を求める声と共に挙げていこう。 

 

核兵器禁止条約は第６条で核兵器被害者の救

援・救済と核によって汚染された自然環境の回復

を締約国に義務付けている。私たちの闘っている

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の内容と結果は、将来

第６条の具体化される施策に深く結びついてい

くことではないかと思う。核兵器による被害を低

く狭く設定し、残留放射能と内部被ばくの脅威を

無視し、被爆の実態に寄り添おうとしない今の日

本政府の知見、政策などは排して、被害の実相・

実態にこそ基づいた救援・救済対策が確立されて

いかなければならない。そのためにも、ノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟の一つひとつを最後まで勝

利目指して闘っていく必要がある。核兵器禁止条

約についてお話しする機会には、いつもこのこと

も含めて訴えるようにしている。 

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  眞鍋医師証人尋問 

弁論期日未定          最高裁上告審     苑田朔爾さん 

最高裁への上告手続き 準備中           Ｔ・Ｉさん 

 

 

 

 

 

 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉に寄せられた感想・書評 ⑦ 

２０２１年３月１３日（土）現在 

 

いただいた本、涙とつらさでなかなか進みません。 

読者は増えていますか、 

一番読むべきは政治屋たちですね。 

松田 薫さん 

 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉をやっと読み終えました。一人

ひとりの方の声が心に深く刻みこまれました。 

私も７８歳になり、日々戦前に戻るような世の中でも、希望を与えて下さ

る一冊です。手元に置いて何回も読み返したいと思います。 

次の発行も待っています。 

本当にありがとうございます。 

沖縄県八重山郡与那国町 浅海美幸さん 
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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。 

 

 

■関千枝子さんの追悼 

 古田京子（八幡市） 

関千枝子さん(せきちえこ、ノンフィクション

作家、元毎日新聞記者)が出血性胃潰瘍で２月２

１日に亡くなられました。８８歳でした。 

私の母と同じ広島県立第二高等女学校２年生

だった１３歳の時に被爆されました。多くの級友

が被爆当日、またその後に亡くなりました。関さ

んは西組で私の母は東組でした。西組は建物疎開

の作業、東組は東練兵場の作業に動員されてまし

た。市中での作業であった西組の生徒はそのほと

んとが当日に亡くなっています。関さんは当日体

調不良で学校を休んでおられたので、自宅で被爆

されケガを負われました。そして戦後に遺族に取

材され、１９８５年に「広島第二県女二年西組」

を出版されました。 

１９８５年８月６日、私は初めて慰霊祭に参列

し、母が原爆投下の中を逃げた道を歩きました。

その年に出会った書物が「広島第二県女二年西組」

だったのです。手にした書物には、東組と西組の

集合写真が収められていて、母の姿を確認するこ

とができました。 

それから時が流れ、２０１４年８月１５日の朝

日新聞で「被爆の級友は「英霊」なのか、、、安部

首相靖国参拝違憲訴訟原告団長関千枝子さん」と

して紹介されている記事を目にしたのです。お会

いしたいと強く思い、長女が朝日新聞勤務でした

ので、長女から関さんに連絡をとり、９月１日に

品川でお会いすることができました。私の長女と

弟も同席し、とても素敵な時間でした。その後は

毎年年賀状の交換を続けていました。今年もご活

躍ぶりがうかがえる賀状を頂いたところでした。 

関さんとお会いした時、戦後をどのように生き

てきたかということを、たくさんお聞きすること

ができました。何よりも嬉しかったのは、母のこ

とをよく覚えてくださっていて、戦後に行った京

都への修学旅行のことを語ってくださったこと

です。母からも修学旅行で京都にきたことは聞い

ていましたが、関さんから、ほんとにみんなが楽

しく過ごした様子などをお聞きすることができ

ました。戦後の混乱の中を生きて、４０代から入

退院を繰り返し、長い苦しい闘病生活を送ってい

た母ですが、その青春の明るい話題に触れられて、

とても幸せな思いをしました。 

関さん、どうぞ安らかに。 

天国で母ともお話してくださいね。 

ご冥福をお祈りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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■ＣＣＮＥ連続オンライン会議「原発ゼロ社会へ

の道」 

庄田政江（大阪市平野区） 

本日（３月１０日）の６時間に渡る自然エネル

ギー会議（孫正義会長）は海外の研究者と結んで

かなり高度な内容でした。正直集中力も追いつか

ず内容を理解できたかどうか疑わしいですが、英

仏を除くヨーロッパでは自然エネルギーが拡大

し安くなっている。しかし日本はまだ高くて増え

方もゆっくり、政府と電力会社が本気で抜本的な

改革をやる気が必要。 

経産省の茂木氏の図表では６％の原子力は２

０３０年には２０％以上、別の表では小型原子炉

と書いてあったけど説明はスルーしていました。

ウィキによると鈴木達治郎氏は原子力委員会を

辞めてすぐに長崎大学核廃絶センターで研究さ

れているようです。 

資料はＨ Ｐに。 世界の核物質在庫量は衝撃

的で写真を取りました。 

https://www.renewable-ei.org/ ＨＰ 

オンライン会議下記で見れます。 

https://www.youtube.com/watch?v=NRX7fO4YlhQ 

【 第 1回 】 

日 時：2021年 3月 8日（月）17:00～18:00 

出 席：大島 堅一 

（龍谷大学政策学部教授、CCNE座長） 

満田 夏花 

（国際環境 NGO FoE Japan 事務局長／ 

 理事、CCNE座長代理） 

茅野 恒秀（信州大学人文学部准教授、ＣＣＮＥ 核廃棄物部会コーディネータ） 

 

 

■藤田晴子さんを偲んで 

平 信行（南区） 

昨年まで京田辺市に住まわれていた被爆者の

藤田晴子さんが亡くなられたとの知らせをいた

だきました。８８歳でした。残念です。 

藤田さんは１３歳で長崎高等女学校１年生の

時に被爆されました。女学校の同じクラスに大島

史子（ちかこ）さんという友人がありましたが、

その史子さんは原爆投下とともに消息不明とな

りました。被爆後４３年経った夏、藤田さんの尽

力もあって、松添博さんという方の描かれた『悲

しき別れ―荼毘』という一枚の絵から、描かれた

二人の少女の内の一人が大島史子さんであるこ

とが判明しました。翌年、史子さんの実家のあっ

た富山県で初めて法要が営まれ、藤田さんも参列。

「史子さんの死を無駄にしないよう平和のため

に頑張ります」と墓前に手を合わされました。こ

のお話しは「ふりそでの少女」という絵本にもな

り、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉

に藤田さんの体験の一つとしてまとめられてい

ます。 

このお話しを聞

くために私は二度

ほど京田辺市にあ

った藤田さんのご

自宅を伺いまし

た。出来上がった

被爆体験記の原稿

に対しては厳しく

点検され、藤田さん自ら熱心に校正の赤入れされ

たことを鮮明に憶えています。 

藤田さんは熱心に語り部活動をされ、多くの子

どもたちに自らの被爆体験を通じて平和の大切

さをお話しされてきました。また国民平和大行進

の京田辺市での集会には、何度も、被爆者を代表

して挨拶され、行進する人々を励まされてきまし

た。 

また一人、同志ともいうべき被爆者を失った気

持ちです。ご冥福をお祈りします。 

https://www.renewable-ei.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NRX7fO4YlhQ
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■映画 ヒロシマへの誓い―サーロ節子とともに―  監督:スーザン・ストリックラー 

紹介 月下星志（広島市） 

 

２０２１年１月２２日、国際条約・核兵器禁止条約が発効され

た。広島に初めて原子爆弾が投下されて７６年。条約発効の原動

力となったのは、「ヒバクシャ」の声であった。カナダ在住の被爆

者・サーロー節子さんも世界各地で証言し、核廃絶を訴えてきた。

映画は節子さんの被爆証言から始まる。この証言の積み重ね、継

承が世界を動かしてきた。 

一方で、語らない、語れない被爆者も少なくはない。この映画

のプロデューサー、竹内道さんの母もそのひとりであった。節子

さんに出会った竹内さんは、語らない母の心中を察する。節子さ

んのような力強い言葉も、竹内さんの母のように声なき言葉も世

界を動かす力となっている。核兵器禁止条約の批准国には、いわ

ゆる「大国」は入っていない。「小さな国」がいのちを守るために

被爆者の声に寄り添っている。核兵器廃絶は、政治的な問題では

なく、「いのちの問題」である。いのちがないがしろにされる現実

が絶えない今、観るべき映画であろう。 

節子さんも竹内さんも、広島女学院の卒業生である。広島女学

院は原子爆弾によって、３５０名の教師、生徒が犠牲になった。校内には慰霊碑が設置され、平和教育

も盛んである。この映画が出来たのも、広島女学院の平和教育の影響も少なくないであろう。改めて、

教育の重要性を感じた。 

先行上映された広島では、コロナ禍であったにもかかわらず、期間が延長されるほどの反響だった。

京都シネマでの上映も決定したようなので、ぜひ観てほしい。（２０２０年／アメリカ映画／８２分） 

https://www.hiroshimaenochikai.com/ 

   京都シネマでは４月１７日（土）公開予定 

 

 

■演劇文化は「不要不急」か 
                            紹介 小林こうき（宇治市） 

 

新型コロナ禍で「不要不急の外出は控えて」が枕詞のようになり、あらゆるイベントが中止に追い込

まれ行動自粛を強いられています。 

演劇も昨年２月に突然出された安倍首相の「イベント自粛要請」で、国立劇場など公共劇場や商業劇

場も公演中止に。京都南座の猿之助スーパー歌舞伎「新版オグリ」をはじめ３月全公演が中止されまし

た。 

私も会員として運営にも参加している演劇鑑賞団体「京都労演」も４月例会は開催（会員の例会参加

化率５０%以下）できましたが、その直後に緊急事態宣言が出され６月例会は延期に。８月例会から再開

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

https://www.hiroshimaenochikai.com/
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されましたが、政府の指針、公文協ガイドラインにより劇場等の定

員５０％以下に規制され、ステージ数増、会場変更での例会開催と

劇団・鑑賞会とも大きな負担での開催を余儀なくされました。８月

に再開された例会に参加の大切さを実感」「お芝居で繋がっている

とステキ」など、久しぶりに仲間と会えた喜び、劇団を迎え劇場で

生の舞台を見ること、芝居で繋がる思いがあふれていました。 

コロナで国や自治体の文化を支える基盤の脆弱さをあらためて

知らされました。厳しい状況が続きますが、これからも劇団と全国

の仲間とともに演劇の灯をともし続けていきます。 

（写真は、２０２１年４月例会案内、会場は呉竹文化センター） 

  

＊京都労演は、１９５６年に発足し今年６５年を迎える演劇鑑賞運動団体、会員の会費により自ら主体

的に運営し、劇団と協力し「良い演劇をより多くの人ともに見つづけていく」ことを目指している組織

です。 

入会金/1,000円 会費/毎月 3,500円 ２０２１年は６例会を予定 

http://www8.plala.or.jp/rouen/index.html 

 

 

■災害からの命の守り方 ― 私が避難できたわけ ―   森松明希子 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

よく似た「書名」の本がありましたが、ここには「福島第一原発事故」は

「災害」であるという視点から、「避難」することは「権利」であり、憲法で

保障されている「基本的人権」であるということを、著者は主張する。そし

て、「災害」は誰でも遭うし、どこでも起こりうると指摘し、「逃げる」こと

を躊躇するな、という。（とっとと逃げろ、と言わないが）。日本という国は、

１０年間、「危機管理」についての施策というか、政府の姿勢が全く進展して

いない、とこの本を読んで感じる。「命を守る行動を取って下さい」とか「直

ちに健康に影響を及ぼすことはない」というセリフ、そして「知らせず、調

べず、助けない」という姿勢。今の新型コロナ対策の施策といわれても納得

する。著者は、郡山市から「子ども２人」と避難されているが、避難家庭の

厳しさを述べられているのではない。憲法で保障された基本的人権を守るた

めに、我々は何をすべきか、を書かれている。現在の「新型コロナ感染問題」

でも、起こっている問題であり、共通する課題でもあることが理解できる。 

「守田さん」が、以前から指摘されている問題（避難所問題等）等も、述べられていますが、共感を感

じ「弟子」であるという思いの表現が「書名」に現れているのでしょうか？ 

 

 

■自民党発！「原発のない国へ」宣言   秋本真利 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

自民党で「反原発」といえば、「小泉元総理」「河野太郎議員」を思い浮かべるが、「秋本議員」も今後

「カギ」を握る一人になるのではないか。「自民党」と明言しつつ、「脱原発」を掲げて活動している。

文芸社 

１７００円＋税 

http://www8.plala.or.jp/rouen/index.html
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活動は、自民党内部に留まっている感じをうけるが、「反原発・脱原発運

動」を批判しているのではなく、「原発」に関する問題を幅広く取り上げ、

鋭く追及されている。政権内部にいるからわかる問題も取り上げられてお

り、「選挙で一票をとは言わないが、与党議員を活用せよ」という主張に

は、納得できる部分もある。 

「再生エネ」も広く取り上げ、日本で「何故再生エネが広がらないのか」

の原因も取り上げ、解決策も提起されている。「自民党議員」と無視するな

かれ、しっかりと提携できないか、と思ってしまう内容である。日本、世

界の再エネを巡るデータも表示されており、日本が世界からどれだけ再生

エネの取り込みが遅れているのかよくわかる。「再生エネは発電量が不安

定」という不安感については、「問題は解消できる」と言い、日本で「再生

エネ」が普及しない要因を指摘し、その解決策も提案している。そして「新

型コロナウイルス」対策のためにも、再生エネを普及させることが必要であ

り、地域活性化に最も貢献するのが「再生エネ」であると再生可能エネルギ

ー普及を呼びかける。この本が、主義・主張を越えて幅広く読まれることで、「脱原発」運動が前進する、

と期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■黒い雨、雨の有無にかかわらず検証 「黒い雨」第２回検討会 

広島の「黒い雨」訴訟を受けて昨年１１月に発足した厚生労働省のろ「第一 

種健康診断特例区域等の検証に関する検討会」第２回会合が、２月１８日東京都内で開かれました。 

冒頭、厚労省事務局から「前回の指摘事項について」のまとめがあり、「本検討会の検証について

は、雨の色にかかわらず、またそもそも雨の有無にかかわらず塵（ちり）としての沈着も含めた検証

（気象シュミレーション等）わ検討する」ことが確認されました。 

構成員として出席した日本被団協の木戸季市事務局長と、気象学者の増田善信さんが発言。木戸事

務局長は」、「本検討会の基本的考え方で、原子爆弾被爆者対策基本問題懇談会（基本懇）意見に基

づくとしていることについて、厚生相の私的諮問機関である基本懇ではなく法律に基づくべきでは

ないか。核兵器禁止条約が発効した今、広島・長崎の原爆被害者に対する援護はこの新しい国際法に

則り行われるべき時を迎えたのではないか」と述べました。 

増田さんは、①被爆者の体験記を電子化し、検索機能によって原爆由来の雨、チリの降下範囲、お 

よび原爆由来の歯ぐきからの出血、下痢、嘔吐な

ど急性疾患の発現範囲の推定に関する調査を行

うこと、②米占領軍が１９４５～５０年に雨樋な

どの堆積物から採取した残留放射線の測定値を

公表させること、の２点を提案しました。 

（２０２１年３月６日／日本被団協しんぶん） 

東京新聞 

１６００円＋税 

Scrap 

book 
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■黒い雨訴訟、７月１４日判決 控訴審が結審－広島高裁 

原爆投下直後に降った「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして、広島県内に住む男女８４人が

県と広島市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審が１７日、広島高裁（西井和徒裁判長）で

結審した。判決は７月１４日に指定された。 

この日は広島市佐伯区に住む原告の高東征二さん（８０）が意見陳述し、「私たち黒い雨被爆者に

残された時間はわずかしかない。一刻も早く、われわれを救う方向で結論を出してほしい」と 

訴えた。 

 一審広島地裁は昨年７月、黒い雨は、被爆者 

援護法で援護対象区域に指定された「大雨地域」 

より広範囲に降ったと認定。同地域外に住んで 

いた原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳 

交付を県などに命じていた。 

（２０２１年２月１７日 時事） 

■水彩でよみがえる「興南寮」 南方特別留学生が生活し被爆 広島の尾崎さん 記憶

たどり描く 

太平洋戦争中に広島文理科大（現広島大）で学んだ南方特別留学生が過ごした「興南寮」（現広島

市中区大手町）の水彩画を、近くに住んでいた尾崎稔さん（８９）＝南区＝が完成させた。記憶をた

どって彩色し、原爆で焼失する前の姿をよみがえらせた。 

自宅から修道中（現修道中・高）への通学時に見ていた光景を、縦４０センチ、横５０センチに描

いた。２階建てで黄色がかった外壁。自宅や友人の家、市役所も入れた。 

南方特別留学生は、日本の国策で来日した東南アジアの若者たち。尾崎さんは、数人が川べりで夕

涼みする姿を記憶しているという。留学生９人のうち８人が被爆し、２人が犠牲になった。尾崎さん

も大やけどで生死の境をさまよった。 

得意な絵で被爆体験を表現し始めたのは７０代後半になってから。興南寮を描いたきっかけは、留

学生を題材に青木圭子さん（６８）＝安佐北区＝が２０１９年に制作した絵本を読み「自分で調べて

伝えようとする作者の行動力に心を動かされた」からだ。 

南方特別留学生に詳しい広島大職員の平野裕次さん（４９）によると、寮の外観の手掛かりは、１ 

９４４年撮影のモノクロ写真しか

確認されていない。外壁の色は他の

文献と一致する。尾崎さんは絵を近

く原爆資料館へ寄贈する。 

（２０２１年３月１日 中國新聞） 
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▼東日本大震災・東電福島第一原発

事故から１０年が経ちました。昨

日のことのように思い出すことも

あれば、もう日常の意識からはな

くなっていることもあるかもしれませ

ん。１０年の節目の今、あらためて原発事故のも

たらした原点と、忘れてはならない、諦めてはな

らないことを銘記する機会にしましょう。その一

つ、使用済み核燃料の行方、汚染水、汚染土の処

理の問題があります。４月２４日の総会で予定し

ている玉山ともよさんの記念講演は、アメリカの

大地も視野に入れた核燃料、放射性廃棄物の処理

の動向がテーマです。「二世・三世の会」以外の幅

広い人たちのご参加も案内して、しっかりと学ん

でいきましょう。▼本誌「本・ＤＶＤ・映画・番

組・その他の紹介と交流」のページは、本来、本

だけでなく映像や電波、演劇まで含めた幅広い情

報と文化の交流をはかることを目的に設けられ

たものです。これまで本が中心のページとなって

いましたが、今号では、月下さんから映画の紹介

が、小林さんからは演劇の紹介の投稿が寄せられ

ました。これからは多くのみなさんからの投稿で、

本だけでなく、テレビ・ラジオの放送、映画、演

劇、展示会等々、幅広く情報と文化の交流がはか

れるようにしていきたいと思います。みなさん、

ご協力よろしくお願いいたします。（平）

編集 

後記 

■コロナ禍で訴える核兵器廃絶３．１ビキニデー集会はオンラインで 

静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」が、ビキニ環礁でアメリカの水爆実験により被爆してか

らきょうで６７年です。 今年も核廃絶を訴える集会が行われましたが、平和活動にも新型コロナの

流行が影を落としています。 午前、第五福竜丸の元無線長・久保山愛吉さんが眠る焼津市浜当目の

弘徳院では、墓前祭が行われました。 １９５４年、太平洋のビキニ環礁でアメリカが行った水爆実

験に焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」が巻き込まれ、乗組員２３人が被ばく。 久保山さんは「死

の灰」を浴び、半年後に亡くなりました。 久保山さんの墓前祭には例年、全国の平和団体などおよ

そ１５００人が参加し、ＪＲ焼津駅から弘徳院まで行進を行い、核廃絶を訴えます。 

しかし、新型コロナ感染防止のため今年も去年に続き、中止されました。 墓前祭も規模が縮小さ

れ、３０分ほどで終了しました。 

●参加した焼津市民は 

「コロナで活動が制限されるのは仕方ないので、その中でできることをやっていきたい」 新型コロ

ナの感染拡大で、大規模な集会の開催が制限される中で、参加者には若い世代への 歴史の継承が難

しくなることへの危機感もあるようです。  

●参加した島田市民は 

「語り継いでいくってことをよっぽどしっかりやらないと、忘れ去られる危険性があります。そうな

らないように頑張っていきます」 

●焼津市中野市長 

「新型コロナなどの様々な制約がある中ではあるが、核兵器のない世界を望む」 

午後１時にはオンライン形式で「３．１ビキニデー集会」が開催されました。 ６００人余りが視

聴し、オンラインならではのチャット機能を使って集めた参加者からのメッセージも紹介されまし

た。 「オンラインで参加することができて良かった」などと場所を問わずに参加できるオンライン

開催を称える声も目立ちました。 第五福竜丸の被爆から６７年。 コロナ禍であってもこの悲劇を世

界中に、そして次世代へ継承していく活動に変わりはありません。 

（２０２１年３月１日 静岡朝日テレビ） 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%B1%B1%E6%84%9B%E5%90%89&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D&fr=link_kw_nws_direct
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２０２１年４月（卯月・うづき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 木  

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土  

 ４ 日  

 ５ 月  

 ６ 火 ６・９行動 

 

 

７ 水 世界保健デー 

 ８ 木 参院長野・広島選挙区補欠選挙告示 

 ９ 金 

６・９行動 

２０２１年国民平和大行進実行委員会（１８時３０分・ラボール京都） 

キンカン行動 

 １０ 土  

 

 

１１ 日  

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木  

 １６ 金 キンカン行動 

 

 

１７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月 安保法制廃止をめざす１９日行動（１７時３０分・市役所前） 

 ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木  

 ２３ 金 キンカン行動 

 ２４ 土 
京都原水爆被災者懇談会定期総会（１１時・ラボール京都） 

京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会（１３時３０分・ラボール京都） 

 ２５ 日 参院長野・広島選挙区補欠選挙投票日 

 ２６ 月 チェルノブイリ原発事故（１９８６年） 

 ２７ 火  

 

 
２８ 水 

沖縄デー 

サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年） 

 ２９ 木 昭和の日 

 ３０ 金 ベトナム戦争終結（１９７５年）                              キンカン行動 

 

 


