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

８月９日(月)長崎の被爆者と世界の核被害犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル 三条大橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊 
 

１９５５年(昭和３０年)の第１回大会を起源に持つ原水爆禁止２０２１年世界大会が今年も８月２ 

 
 

 

 

別冊 
 

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年夏からの手紙 ２ 

広島訪問レポートから・守田敏也／新幹線から世界大会・山根和代／「Café あずま」の平和学習・ 

吉田妙子／今年の８月６日のこと・西河内靖泰／月下星志さんを訪ねた・米重節男／次女と一緒に 

広大追悼式に参列・奥田美智子／平和の語り継ぎ部・加百智津子／１５００人の平和行進と５００ 

人の世界大会・平信行 

国連特別報告者の訪日調査の要請受入要望書 １０ 

２０２１年度被爆二世健診を受診しましょう １４ 

新入会員の紹介 松川直弘さん／西純子さん １６ 

会員から会員へ みなさんからのお便り紹介 １７ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １９ 

「福島原発事故１０年検証委員会最終報告」「ヘイトスビートと対抗報道」「暁の宇品」 

SCRAPBOOK／「核禁条約」追い風に・中満事務次長記者会見」 ２１ 

編集後記 ２１ 

２０２１年９月の行事カレンダー ２２ 

被爆体験の継承（９４） 長崎医大の地下で九死に一生を得る      山本高義さん 
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ブログ「明日に向けて」からの転載・抜粋で紹介します。 

広島訪問レポートの全文は「ブログ「明日に向けて」№２０７８(８月１３日)からをご覧下さい。 

 

№２０７８(８月１３日)の一部 

８月１日から７日まで広島市を訪れてきまし

た。濃密に、いろいろなものを見て、聞いて、触

れて、出会って来ました。(神奈川県の)被爆二世

の森川聖詩さんと同行の旅でした。そのどれもが

深い体験で、その中で僕にはたくさんのことが見

えてきました。どう報告したらいいだろう。戸惑

いながらも、まずは見てきたとおりのことを再現

してみようと思います。 

以下 略 

 

№２０８２(８月２０日) 

８月１日から７日までの広島の旅の報告の続き

です。 

●被爆二世討論会に参加しました！ 

８月３日、広島市で「被爆二世の課題を考える」

討論会に参加しました。呼びかけはこのお２人で

す。 

木原 省治（原発はごめんだヒロシマ市民の会

代表・広島被爆二世） 

西河内 靖泰（元広島女学院大学特任准教授・

広島被爆二世） 

広島の被爆者の方を含めて十数名が集って下

さり、コアな話ができました。西河内さんの司会

のもと、木原さんがあいさつし、森川聖詩さんが

基調的な報告を行いました。 

それぞれにとても素晴らしい内容でした。文字起

こししてお伝えしたいのですが、今回は割愛しま

す。先にどうしてもお伝えしたいことがあるから

です。 

また森川さんの基調的な報告については、より詳

しい講演が９月１２日午後３時から行われます。

ぜひ聞いていただきたい内容なので、すでに配信

している告知記事をご紹介しておきます。 

明日に向けて(2076)zoom 公開講座「被爆二世問

題・運動の歴史と今後の展望」にご参加を！ 

(９月１２日(日)１５時～１８時) 

https://blog.goo.ne.jp/tomorrow_2011/e/e415

21a366d8b22ce6a8e0951fe653ad 

さて被爆二世討論会では、森川さんの基調を受

けて、質疑応答に入ったのですが、期せずしてそ

れぞれの自己紹介が始まってしまいました。それ

ぞれ語りたい内容満載で参加されていたのです。 

そのすべてをご紹介したいのですが、今回はその

中のＡさんのご発言をお伝えしたいと思います。

(全文ではなく部分録です)  

●Ａさんのお話から―ＡＢＣＣの思い出 

私は１９５４年生まれです。今は仕事はほとん

どやってません。 

両親が被爆しました。おやじも死んで、おふく

ろも６２歳でガンになり３年の闘病で亡くなり

ました。小さい頃に先祖の墓参りに行った時に、

おふくろに言われたことがショックでね。「実際

にはこのお墓の中には骨が入っていない」という

のです。小さい時で意味もよく分からなかったの

ですが、爆心地に近いところだったのです。それ

広島訪問レポートから抜粋  守田敏也（左京区） 

https://blog.goo.ne.jp/tomorrow_2011/e/e41521a366d8b22ce6a8e0951fe653ad
https://blog.goo.ne.jp/tomorrow_2011/e/e41521a366d8b22ce6a8e0951fe653ad
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が私が初めて原爆についてショックを受けたこ

とでした。その後に「はだしのゲン」を読んだり

いろいろ勉強して、沖縄戦をはじめ戦争末期は、

戦争ではなくて一方的虐殺さったことも知り、怒

りを抱きました。 

子どもの頃、もの心がつく前の思い出として、

雨の日に学校にすごいかっこいいジープがやっ

て来るんですね。「なんでＡ君、乗れるん？」「ち

ょっと言って来るわ」と意味も分からずにＡＢＣ

Ｃに連れていかれたんですね。 

(注 ABCC＝原爆傷害調査委員会。―戦後にアメリ

カが被爆者調査のために広島と長崎に設営した

組織。調査は強引でしかも治療をしなかったこと

で有名。被爆者の怒りを買い続けた。1975年から

米日合同の「放射線影響研究所」に改編) 

ＡＢＣＣに行くと痛い注射を打たれるんです。

でもその後に、食べたこともない豪華なサンドイ

ッチが出るんですよ。からしがいっぱいついてい

て。これにコーヒーがつく。ミルクと砂糖をいっ

ぱい入れて飲んで、ものすごくうまかった。昭和

３０年代の中ごろのことですから、そんなサンド

イッチなんて見たこともなかった。その後にテレ

ビ放送が始まったときに、ポパイがハンバーガー

をかじっていたのですが、なんのことだか分から

なかった。サンドイッチだって当時の日本の家庭

にまだないんです。あのサンドイッチを何回食べ

たのかな。結構、行っているんですよ。嫌じゃな

かったんですよ。注射は嫌だったけれどサンドイ

ッチとコーヒーが出るし。あと豪華な木馬にただ

で乗れるんです。 

●心臓に穴が開いていた・・・ 

５歳のときに、心臓の壁に直径１センチの穴が

３つあることが分かりました。「この子は２０歳

まで生きられない」と言われ、両親がショックを

受けたらしいです。学校にも発作がありながらな

んとかして行っていましたが、運動会も遠足も参

加できず。もちろんプールも参加できませんでし

た。冬になると足の指の間がイチジクのように割

れていました。毛細血管までうまく血が巡らなか

ったのです。 

ある日、９歳の時に、赤いスポーツカーに乗っ

たかっこいいドクターが家に訪ねてきました。Ｔ

先生という方でした。「自分が編み出した超低体

温手術を受けてみないか」というのです。家が建

つぐらいの手術費でしたが、１０歳の時に受けま

した。 

朝１０時に手術が始まり、意識が戻ったのが夜

の１０時半という大手術でした。周りの方たちは

「もうこの子はダメだろう・・・」と言っていた

そうです。当時は医学的な設備が少なかったそう

で、血液がすぐに集まらなくて、お母さんが親戚

中に頭を下げて血液を集めてくれたそうです。な

かなか集まらなかったそうですが、なんとか両親

が必死で血を集めてくれて今の私があります。だ

から「親より先に死ねないな」と子ども心に肝に

銘じて生きてきました。それで今もこうやって生

きているのですが。 

あとで知ったことですが、僕はＴ先生の７人目

の手術患者でした。身体を凍らして、仮死状態に

して、心臓の動きをとめて手術をするのです。そ

れまで行われてきたのは、人工心肺手術でしたが、

「超低体温手術」に比べて、数倍の血液が必要で

した。 

実はこの手術は４人目までは死んでいたので

す。だから今ここにいるのは奇跡のようなもので

す。それで心臓は良くなりました。でもそれで元

気になれば良かったのだけれど、その後も７年周

期ぐらいで入退院を繰り返しました。やってない

病気がないぐらいいろいろな病気をしています。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、鼠径部、ヘルニア、腸閉

塞、腰痛などなど。とにかく健康な時の方が短い

のです。 

●差別があるけどそれがどうした 

自分はそんな風に病と闘ってきましたが、世の

中にはそんな被爆二世であることを隠そうとす

る人もいます。これに対して自分は被爆二世とし

て堂々と生きています。「差別はあるけれどそれ
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がどうした！」と思って来ました。確かに差別が

あるのは事実。差別はいけんのだと言いながら、

オリンピックの時だって、小池知事によってホー

ムレスがみな住まいを追われた。差別はこの地球

上で繰り返されています。いつも怒っています。 

それで私に何ができるか。中学からずっと創作

活動をしてきました。仕事をしながらもマンガを

書いてきました。いろいろな雑誌や新聞にも連載

を持ったり、イラストの仕事もしてきました。だ

から残りの人生、テーマのあることに関わりたい

と思っています。 

たまたま絵が作れる。作品が作れるということで、

何かを残したいと思っています。 

「差別は無くならない。負けるな！」と語られた肥田舜太
郎医師 2013 年 守田撮影 

 

●被爆二世の生を見つめる 

以上、短い時間の中でＡさんが語られたことを

紹介しました。多くの被爆二世が背負ってきたこ

との中の１つのリアリティを、知っていただきた

かったからです。もちろんこれはＡさんの個人的

体験です。でも多くの二世が、そして三世が、似

たような体験を経ています。私たちはこれをでき

るだけリアルに、たくさんつかんで、世に出した

いと思っています。そのために京都「被爆二世三

世の会」で、健康調査アンケートを実施中です。 

 

これが被爆の実相なのです。被爆とはこういう

ことなのです。なおかつ知ってほしい。その上で

堂々と生きている二世がいる。「差別はあるけれ

どそれがどうした」と誇り高く生き抜いている二

世がいる。何よりも今は孤立している二世、三世

に気が付いていただきたい。あなたは天涯孤独な

ままに苦しんでいるのではない！同じ労苦を抱

えている仲間がたくさんいるのです。 

同時にみなさん。ここにこそ被爆問題があるこ

とを知ってください。被爆を過去の問題としては

いけない。今、まさに継続中の問題なのです。し

かも広島・長崎の被爆二世、三世、四世だけが問

題なのではない。核実験で、核廃棄物のせいで、

原発事故のせいで、新たなヒバクシャが次々生ま

れています。その二世、三世、四世も生まれてい

ます。だからこそ、被爆は今のことであり、あな

たのことなのです。私たちのことなのです。 

Ａさんの個人的体験から普遍性をつかみ取って

ください。堂々と生きているＡさんの心意気に応

えながら。 

 

続く 

 

 

８月６日は山陽本線の列車の中でスマホを使 って大会に参加しました。ところがトンネルに入

新幹線車中から原水禁世界大会  山根和代（右京区） 
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ると音声が聞こえなくなりましたが、あらかじめ

発言の文書をファイルで送っていただいていた

ので、助かりました。 

大会ではマスコミでは報道しないことをいろ

いろと知ることができ、とても良かったです。例

えば国際会議でイギリスの デイブ・ウェブ 氏

（核軍縮キャンペーン 議長）は、「１月に ＣＮＤ

(核軍縮キャンペーン)が委託した世論調査では、

イギリス国民の５９％が、政府は禁止条約に署名

すべきだと言っています。私たちはこの支持をさ

らに増やすために街頭や 議会内で行動していま

す」と発言されました。草の根の平和活動は、マ

スコミで報道しませんので、このような大会での

交流は貴重であると思います。 

海外から８月６日になると、メールが届きます

ので、今回の世界大会の様子が英語で載っている

ＨＰを紹介しました。海外のマスコミも日本の平

和活動を報道しないので、もっと日本から発信し

ていかないといけないと考えています。 

 

 

８月６日、北野商店街の一角にある、「cafe あ

ずま」が原水禁世界大会ヒロシマデー集会のオン

ライン視聴会場になった。「cafe あずま」では、

２０日間の予定で、夏休みの学習支援＆こども食

堂をしている最中で、子どもたちや支援の学生さ

んたちの平和学習にもなると原爆パネルも展示

し、集会に参加してもらった。 

ところが、小学生たちにはあまりにもむずかし

い内容で、１５分も経たないうちに退屈しだした

ため、急きょ２階で私が「８月６日は何の日か知

ってる？」から始め、原爆の非人道性や被爆者の

こと、「黒い雨」のこと、核兵器禁止条約のことな

ど、思いつくままに話すことになった。「学校で習

ったもん、知ってる」「９月の修学旅行は広島に行

く」・・・そして６．９行動で署名をしてくれた人

にあげているパタパタ鶴を見せると一斉にみん

なが「作りたーい！」と。後半４０分間は折り紙

教室と化し、小学生も大学生も作り方を見ながら

必死でパタパタ鶴に挑戦、お互いに教え合う光景

に感動した。 

そのとき、１人の女の子が私のそばに寄ってき

て、折り紙を折りながら「私のひいおじいさんも

黒い雨にあたったそう」「おばあちゃんは語り部

してる」「私は被爆何世になるの？」と。この子は

そのことが話したくて、私のそばに寄ってきたの

だ、思わず抱きしめたくなった。 

 

 

今年の４月、山口・滋賀にいた３年間を経て広

島に戻った。被爆７６年の８月６日は、コロナ禍

で一般参加を制限していた市主催の平和記念式

典には参加できなかったので、市の式典と毎年同

時刻に行われる、私の母親の母校（旧制山中高等

女学校、現・広島大学附属福山中学・高等学校）

の慰霊祭に参加した。会場は、広島市国泰寺町一

丁目（旧雑魚場町）にある古ぼけた荒神堂である。

この場所で母親の後輩たちが亡くなった。荒神堂

の入り口左に「雑魚場疎開地跡」の石碑があり、

その奥に隣のビルとの塀沿いに小さなお堂があ

る。その脇の一つの台座に、二基の石碑が立って

「café あずま」の平和学習  吉田妙子（北区） 

今年の８月６日のこと  西河内靖泰（広島市） 
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いる。 

そのうちの一つの石碑には、次のようにある。

表面に「殉国学徒の碑 広島女子高等師範学校附

属山中高等女学校」、裏面には「昭和二十年八月六

日学徒動員作業中原爆により教官四名、生徒三百

八十二名平和の礎となる。昭和二十七年八月六日 

橘香会遺族建之」。もう一つの石碑には、表面に

「殉国学徒の碑 広島県立第二高等女学校」、裏

面には「昭和二十年八月六日学徒動員作業中原爆

により教官二名、生徒四十三名平和の礎となる 

昭和二十七年八月六日 遺族会建之」。その手前

の慰霊碑には、表面に「ここに眠る殉国学徒達は

太平洋戦争中寒暑をいとわず各種防衛作業に努

めていましたが、昭和二十年八月六日軍需工場や

家屋疎開作業中はからずも原爆投下によって、う

ら若い生命を散華せられたのであります。この学

徒達の純真な愛国の至情とその断末魔の苦しみ

を偲ぶ時まことに断腸の思いを禁じえません。私

達は最も多くの殉難者を出したこの地に殉国学

徒の碑を建てて永久にその英霊を慰める次第で

あります」。とある。裏面には、「広島女子高等師

範学徒生徒七名 附属山中高女教官生徒三百八

十七名 県立第二高女教官生徒四十七名」とある。 

この地が、山中高女１年生１２０名、２年生２

４０名、女高師生徒７名、県立第二高女教官生徒

４７名が、疎開建物の撤去作業中被爆、死没した

場所である。山中高女の１，２年生は全滅した（１

年生の一人は病気で休んで助かったと聞く）。私

の母は、当時１６歳。山中高女の専攻科在籍中（昭

和２０年当時、旧制中学・高女を卒業後、専攻科

に行き学徒動員を継続している者が多かった）、

学徒動員先の吉島町の広島刑務所の隣にあった

飛行機製造工場で被爆した。動員先で運よく助か

った母の話を聞かされた時のことを思い出すと、

後輩の１,２年生が全滅した話に触れた時の悔し

そうで悲しそうな母の表情が浮かんでくる。 

慰霊祭は、第二県女との合同慰霊祭、主催は荒

神堂を管理する国泰寺町一丁目町内会である。参

加者は５０人ほど。コロナ禍で昨年から式は簡素

化しており、福山高校の生徒代表の追悼の辞、８

時１５分の１分間の黙とうの後、祭壇に参加者が

一人ひとり献花して終わった。知った人もいない

ので、ほとんど他の人と会話を交わすこともなか

った。 

 

もう２度と市主催

の平和記念式典には

いかない、ここに続

けて来ようと思い、

受付の人に来年も来

ますと言って、会場

を後にした。 

この日は、その後、

広島女学院の慰霊

式、流川教会での８．

６キリスト者の平和

の祈りに出てから、

広島女学院大と関西

学院大の女子学生さ

んたちとお話し、夜

に平和公園でキリス

ト者平和の集いに出

た。いつもの年と違

った１日だった。 

 

 

広島へ墓参りに行ったので８月１０日、日本キ

リスト教団広島東部教会に月下星志さんを訪ね

てきました。 

月下さんは、２年前に京都の教会から広島に移

って、広島東部教会の牧師として活動されていま

す。広島東部教会は１９０９年に設立され１１０

荒神堂と慰霊碑 

(写真は平撮影) 

被爆の門柱がある広島東部教会に月下星志さんを訪ねた  米重節男（向日市） 
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年以上の歴史があります。元は広島市的場町の電

停付近にあって、原爆で壊滅したそうです。戦後、

アメリカ軍の助けも得て再建しましたが、狭くな

ったので１９６６年頃に今の場所に移転したと

の話でした。 

ＪＲ広島駅の新幹線口から北東に、山越えする

坂道を登った頂上付近の見晴らしの良い急傾斜

面の一角です。向かいの山には市の火葬場と霊園

があります。マツダスタジアムで野球の試合が有

る時は、歓声が聞こえて来るそうです。斜面に教

会と付属の的場幼稚園、園庭が段上に設けられて

います。門柱は被爆した時の物で、的場町から移

設したものだとのことで、現役の被爆構造物です

が、市の被爆建築物などの認定はされていないよ

うです。場所を良く知らず、歩いて行けるぐらい

の所にあると思っていたのですが、歩けばちょっ

としたハイキングのような感じだと思います。 

 

 

 

 

 

東部教会の入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

月下さんとは、２０１５年ＮＰＴ再検討会議に、

日本代表団としてニューヨークに行った時に一

緒でした。彼は宗平協（日本宗教者平和協議会）

の代表団で行っており、国連本部近くで宗教者の

会合に参加するので、一緒に国連本部に行きまし

た。その時に、国連本部の前の広場の壁に描かれ

ているラテン語の言葉について、説明してくれま

した。それは有名な聖書の一節だということで、

その意味を解説してくれました。 

彼が教会で発行しているニュースに、その一節

が書かれているのを目にして、ニューヨークでの

説明を思い出しました。 

「主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。 

 彼らは剣を打ち直して鋤とし 

 槍を打ち直して鎌とする。 

 国は国に向かって剣を上げず 

 もはや戦うことを学ばない。」 

（旧約聖書・イザヤ書２章４節） 

８月６日は平和公園の慰霊碑の前で、朝５時頃

から広島県宗教連盟の祈りがあり、神道・仏教・

キリスト教の代表者が順番に祈り、その後で市の

式典に参列、さらにキリスト教会のミサがあって、

とても忙しい日だと話していました。 

日本キリスト教団は、先の日本の戦争に協力し

たことから、「第二次世界大戦下の日本基督教団

の責任についての告白」という文書にして反省を

して、それを確認・自覚することも大きな運動の

柱になっていると教えていただきました。ほかに

も、「核なき世界基金」の運動や日本キリスト教団

が運動してつくられた特別養護老人ホーム清鈴

園５０周年記念の支援活動や被爆体験談を聞く

つどいなど、多様な活動をなされています。キリ

スト教信者でない身の私は、初めて知ることでし

たが、宗教界の平和への努力が具体的にわかりま

した。 

東部教会の中でも、原爆関連の書籍や発行物を

展示して、信者さんや訪れる人に見てもらってい

るとの話でした。被爆２世牧師として活動をされ

ています。 

この教会は祖父、父とかかわって来た所で、彼

は大学を卒業以来２０数年ぶりに、古巣に帰って
被爆した東部教会の門柱。左にもある。 

後の建屋は的場幼稚園 
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きたそうです。ただ、広島の街の変わり様が大き

く、それに慣れるのに戸惑うと言っていました。 

久しぶりに会ったので、東部教会や広島市のキ

リスト教の教会の関係のことや、被爆時の話、今

の活動など教えてもらいました。 

私からは２世・３世の会の取り組みや様子も伝

え、健康調査を書いてもらうよう依頼してきまし

た。また時には、例会にオンラインでの顔出して

もらえたらと伝えました。 

月下さんからも皆さんによろしくとのことで

した。皆さんも、広島に行く機会があれば、月下

さんの教会を訪ねられてはと思います。 

 

 

今年の広島での８月６日は、東京から来た次女

と二人で迎えることができました。 

前日に『国立広島原爆慰霊平和祈念館』で待ち

合わせ、朗読会に参加。企画展『わが命つきると

もに』を一緒にみました。 

翌日６日には、広島大学原爆死没者追悼式（東

千田キャンパス）に出席しました。 

昨年末に思いがけず大病を患い、今夏の広島行

きはは無理かと思っていましたが、娘と二人で出

席でき、次の世代にバトンが渡せる準備ができた

ような二日間でした。 

 

 

先日、中学校 2年、３年生対象の平和学習講師

をしてきました。 

なんと、５時限目、６時限目の２コマ授業で大

変でしたが、やりがいもありました。13,000個余

のＢＢ弾を用いての「核兵器を想像してみよう体

験」で生徒を脅かしてしまいましたが、感想文に

よると、生徒はそれがショックとともに関心を持

ってくれたことがよくわかりました。 

それと、長崎の「ふりそでの少女」の絵や像の

写真を見せながら、綾部中学校の生徒たちの頑張

りで像ができた話をしました。「像建立２５周年

のつどい」にオンライン参加をしていたものです

から、自分でも思い入れも強く話したと思います。

東部教会の礼拝堂の中 

次女と一緒に参列した広大原爆死没者追悼式  奥田美智子（左京区） 

国立広島原爆慰霊平和祈念館 

平和の語り継ぎ部  加百智津子（岡山県総社市） 
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閉会挨拶をしてくれた生徒代表が、「少女像を建

てた中学生のことを知り、自分たち中学生にも平

和のためにできることがあるのだとわかりまし

た。勇気をもらいました。」と言ってくれましたし、

感想文にも多くの生徒がそのことを書いていま

した。 

コロナ禍で、長崎への修学旅行も、広島への平

和研修も取りやめになったことから、学校で平和

学習をする中学校から続けて依頼が来ています。

平和の「語り継ぎ部」※としてもうひとがんば

り！と思います。※フォトジャーナリスト安田奈

津紀さんの提案で、「語り部」の被爆者からバトン

を渡された２世、３世は「語り継ぎ部」とおっし

ゃったことに大いに共感して、それを使うように

なり、自己紹介では、語り継ぎ部の加百ですと言

うようになりました。 

 

 

京都原水協の事務局長もやることになって２

回目の夏を迎えました。昨年は事務局長を引き継

いで間もなくであったこと、突然のコロナ襲来に

翻弄されて、まともな計画もできず日々発生する

問題に対応するだけで終わった感がありました。

今年はコロナも２年目(？)、１年間培ってきた経

験も踏まえてより積極的なとりくみをすること

ができました。 

６月の、２０２１年国民平和大行進は京都府下

に２１の地域実行委員会が結成され、“実際に歩

く平和行進”の復活をめざしつつ、地域毎の自主

性に委ねた創意あるとりくみが行われました。 

今年の平和行進には京都全体で１，５００人の

参加でした。あらためてたくさんの人の参加した

とりくみだったと思います。 

今年も原水爆禁止世界大会はオンライン開催

となりました。リアル開催ではない難しさもあり

ますが、こうなった以上、オンラインの良さ、メ

リットを最大限生かしたとりくみすることにし

ました。オンラインの良さは国内外、どこからで

も、気軽に参加できるところです。従来は、なか

なか広島や長崎の現地開催の世界大会には参加

できなかった人たちにも積極的によびかけて思

い切って参加の幅を広げました。スローガンは

“平和行進参加者みんなに、署名運動協力者全員

によびかけよう!”です。その結果、京都からは５

００人の人たちが、全国では９０００人を超える

人たちが参加する世界大会となりました。 

今年の世界大会の最大の特徴は何といっても

１月に核兵器禁止条約が発効して初めて迎える

大会であることでした。核保有国と「核の傘」の

国々は依然として条約に背を向けたままですが、

世界の先頭に立って条約を成立させ、核廃絶運動

を進めてきた諸国の政府代表と国際的な市民運

動のリーダーは確信をもってこれからの展望を

語り、力強いメッセージを発信しました。来春の

ＮＰＴ再検討会議、第 1回締約国会議を文字通り

の歴史的な機会としていく決意です。その他、最

大の焦点となっている「核抑止力論」に対する根

源的な批判、地球温暖化危機やコロナと貧国と格

差問題等との共同の運動など、重要なテーマも話

し合われ、大きな成果を残しました。 

これから秋に向けた運動ですが、１５００人の

平和行進参加者、５００人の世界大会参加者と共

に歩みを続けていきたいと思います。 

京都府下 1,500 人の平和行進と 500 人の原水禁大会参加  平 信行（南区） 
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８月１６日（月）、京都「被爆二世・三世の会」も連名に加わり外務省に提出した「国連特別報

告者による訪日調査受入について」の要望書全文です。 

 

 

令和３（２０２１）年８月１６日 

外務大臣 茂木敏充 殿 

要望団体 別紙記載のとおり 

要望書 
国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査の要請受入について 

 

１ 要望の趣旨 国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査の要請について， 速やかに

受入の意思表明をした上，年内の訪日日程を確定して下さい。 

 

２ 要望の理由 

⑴  要望団体について 

本要望書を提出する団体は，いずれも，国連人権理事会の特別手続きが尊 重されることを通じ，

日本国内において人権が実効的に保障されることを求 めるものです。 

⑵ 日本国内の状況が国内避難に関する指導原則の趣旨に反する可能性がある こと 

国連人権理事会は，普遍的・定期的レビュー制度（ＵＰＲ）を構築しており，日本政府も人権状

況について審査を受けています。 

日本政府は，第３回普遍的・定期的レビューにおいて，「男性及び女性の 両方に対して再定住に

関する意思決定プロセスへの完全かつ平等な参加を確 保するために，福島第一原発事故の全ての

被災者に国内避難に関する指導原 則を適用すること」との勧告を受けていました（勧告１６１．２

１５）。 

これに対し，日本政府は，２０１８年３月，「フォローアップすることに 同意する。我が国は指

導原則の趣旨は尊重しており，男性及び女性のプロセ - 2 - スへの参加を確保すべく尽力してい

く。」と回答しました。 

これは，勧告を支持するという意思決定を行ったことを意味しています。 

私たちは，日本政府が，福島第一原発事故により困難な状況に陥っても， 指導原則を守っていこ

うとする姿勢を世界に示したことは，高く評価される べきと考えています。 

ところが，日本政府は，２０１７年３月末をもって，いわゆる自主的避難 者への住宅の無償提供

を打ち切っており，残念なことに，ＵＰＲにおける勧 告をフォローアップすることに同意した後

も，住宅の無償提供打ち切りにつ いて見直しが行われていません。 

国内避難に関する指導原則は，国内避難民である自主的避難者に対する基 本的な避難所及び住

宅の提供を求めていますから，住宅の無償提供打ち切り をそのまま放置するかのような状況が続

くことは，指導原則の趣旨に反する のではないかという懸念を生じさせます。住宅の無償提供打

ち切りでは複数 の自死者が出ており，緊急かつ重要な問題であると私たちは考えています。 

それだけではなく，国内避難民の安全，健康の確保，教育の保障，家族の 離散防止，差別の防止

など，さまざまな問題で，人としての尊厳，身体的， 精神的，道徳的に健全である権利が尊重され

ているとは言えません。 

こうした状況は，指導原則の多数の項目に具体的に反するのではないかと いう懸念を国際社会

に生じさせるのではないでしょうか。 
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さらに，日本政府は避難者の人数や被害実態を詳細に調査しておらず，実 情をかならずしも把

握していないと報じられていることについては，私たち としても大変，憂慮を覚えています。 

⑶ 訪日要請が三度にわたっていること 

こうした状況において国内避難民の人権に関する国連特別報告者のセシリ ア・ヒメネス・ダマ

リー氏（以下「ダマリー特別報告者」という。）は，訪日要請を行い，かつ，２度にわたってリマイ

ンダーを発しました。 

① 訪日要請 ２０１８年 ８月３０日 

② リマインダー ２０２０年１月２９日 

③ リマインダー ２０２１年６月３日 

なお，ダマリー特別報告者は，任期満了が来年中に迫っているということ であり，訪日して調

査した上で報告書作成のための期間を考慮すると，どう しても年内，遅くとも来年早々の訪日

調査が必要となっています。 

⑷ 日本政府は国連特別報告者の訪日要請を受け入れるとの立場を表明してい ること 

日本政府は特別手続きについて，すべての特別手続きからの訪日要請を常に受け入れることを表

明していることは，私たちも承知しています（いわゆ るスタンディング・インヴィテーション）。

いうまでもなく，国連特別報告 者は，この特別手続きに含まれています。 

ところが，本日現在，日本政府は，９個の特別手続きからの訪日要請につ いて，これらに応じて

いないという状況があります（国連人権高等弁務官事 務所のホームページ参照）。 

多くの訪日要請では，日本政府の対応がない場合にリマインダーが発せられていますが，残念な

がら，ダマリー特別報告者による訪日要請のように， 繰り返してリマインダーが発せられても，受

け入れがなされていないことが 起こっています。 

⑸ 外務省が国連特別報告者に対しても理由を明らかにしないこと 

上記⑶のとおり，ダマリー特別報告者が２度ものリマインダーを発したのは，日本政府が，国連

特別報告者からの訪日要請に対して，何らの反応もし ていないことが原因であると考えられます。 

報道によれば，外務省は，最初の要請は調整が付かず実現しなかった，２ 回目の要請は新型コロナ

ウィルス禍で受入は難しい，３回目も同様の対応に なりそうだとしながら，いずれも特別報告者

への回答義務はないとして連絡すらしていないということです（２０２１年６月１１日共同通信記

事参照）。 

かかる報道のとおりであるとすれば，それは，大変残念なことであると私 たちは考えています。 

⑹ 日本政府が特別報告者の要請に対し誠実に対応するべきこと 

日本政府は，人権外交を掲げており，「対話」と「協力」の姿勢に立っ て，国際社会が関心を有

する人権問題等の改善を促すとともに，必要かつ 可能な協力を実施することを明言しています。 

日本政府のかかる立場は，世界の人権状況の改善に貢献するものであり， 高く評価されるべきこ

とです。 

そうであるからこそ，日本国内における人権状況を特別報告者が訪日し て調査したいとの要請が

だされている現状を踏まえると，国際社会に対し て日本政府の立場を正当に理解されるよう努める

ことが必要となるのでは ないでしょうか。 

すなわち，ハンセン病患者らへの差別撤廃に関する特別報告者が，コロ ナ禍でも訪日し，外務政

務官らと会談していること等に鑑みると，二重基 準を疑われないよう，特別報告者に対して，訪日

調査を実現するために協 力の姿勢を示すことが求められていると考えられます。 そうした誠実な

姿勢をとることによって，国際的な人権規範の発展，促 進を求める日本政府の基本的姿勢を世界に

確信させることにつながり，ひ いては日本政府への国際的な信頼を一層高めることとなることが期

待され ます。 
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⑺ 特別報告者の訪日要請を実現することは可能であること報道によれば，日本政府は，訪日要請を受

け入れないことについて，調整 がつかない，コロナ禍であること等を理由としていますが，仮にそ

のような ことが理由であったとすれば，再考をお願いしたいと思います。 

なぜなら，最近２年間だけでも，日本政府の主導で設置されたハンセン病 - 5 - 患者等への差別

撤廃に関する特別報告者や，北朝鮮の人権担当の特別報告者 は訪日し，それぞれ外務政務官や官房

長官らと面談しているという事実があ るからです（前掲６月１１日及び７月２日共同通信記事参

照）。 

⑻ 訪日調査の必要性が高いこと 

私たちは，ダマリー特別報告者は訪日調査についてその必要性を高いと判 断していると受け止

めています。 

すなわち，ダマリー特別報告者も名を連ねている２０２１年１月１３日付 の国連特別報告者ら

によるマンデートにおいては，日本政府に対し，国内避 難民に対する措置や，国内避難民との協議

等がなされているかについて情報 提供の要請がなされています。 

これらに対して，日本政府は，２０２１年３月１１日付けで回答をしてい ます。 

しかし，ダマリー特別報告者はその回答を受け取った後も，２０２１年６ 月３日付でリマイン

ダーを発しており，このことは重く受け止められるべき ではないでしょうか。 

ダマリー特別報告者は，日本政府の回答を踏まえても，やはり訪日調査を して報告書を作成す

る必要性があると考えているのではないでしょうか。 なお，特別報告者の訪日要請について，日本

政府は，その必要性を自ら判 断して可否を決められる立場にはないことには注意が必要です。万

が一にも， 調査の必要性を理由に訪日調査の要請を無視したかのように誤解される事態 は避けて

頂くべきと考えています。 

⑼ 訪日調査を恐れる必要は無いこと 

ダマリー特別報告者による訪日調査を，決して糾弾のようなものと身構え る必要は無いと私た

ちは考えています。 

すでに国際社会から福島第一原発事故による被災者について懸念が投げか けられているのです

から，ダマリー特別報告者の訪日調査は，日本政府がその施策について丁寧な説明をする良い機会

です。 

仮に，ダマリー特別報告者から是正されるべき点を指摘されたとしても， それに反発したりす

るのではなく，改善が必要とされる施策について対話を 重ねることが大切です。 

こうした対話と協力の積み重ねこそが国際的な人権規範の発展・促進のあ るべき姿であり，日

本政府が特別手続きやその手続きによって守られるべき 人権を尊重している証となるものです。 

⑽ 小括 

私たちは，上記にご説明した事情に基づいて，外務大臣に対し，日本政府 としてすみやかにダマ

リー特別報告者の訪日調査の受入の意思表明を行い，ダマリー特別報告者に連絡をとった上，年内

に同氏が訪日した折りには，同 氏が必要な調査を行うことについて協力をして頂きたいと考え，

この要望を致します。 

以上 

 

【本件に関する連絡先】 

〒６０４－０８０４ 

京都市中京区堺町通竹屋町下ル絹屋町１２０番地 

弁護士 田辺保雄 

tel 075-211-5631 fax 075-211-5633   yasuo.tanabe@nifty.ne.jp 

 

mailto:yasuo.tanabe@nifty.ne.jp
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要望団体一覧 

 

1 国際環境 NGO FoE Japan（満田夏花） 2 国際環境 NGOグリーンピース・ジャパン（サム・アネスリ

ー） 3 国際人権 NGOヒューマンライツ・ナウ（新倉 修） 4 国際 NGOピースボート 5 3・11甲状腺が

ん子ども基金（崎山比早子） 6 アイ女性会議なら（畑三千代） 7 会津放射能情報センター（片岡輝美） 

8 安全食品連絡会（森妙子） 9 医療問題研究会(山本英彦) 10 ウエルカムかさおか（中村俊一） 11 ウ

チら困ってんねん＠京都(守田敏也) 12 うつくしま☆ふくしま in京都―避難者と支援者のネットワー

ク（奥森祥陽） 13 笑顔つながろう会（高木久美子） 14 沖縄・球美の里（向井雪子） 15 御とぎの杜 

（出口威） 16 カトリック札幌教区正義と平和協議会（松永 武） 17 カトリック東京教区正義と平和

委員会（大倉一美） 18 関西よつ葉連絡会（田中昭彦 所属団体は別紙のとおり） 19 関東子ども健康

調査支援基金（荻三枝子，木本さゆり，佐藤登志子，谷田部裕子） 20 関門保養プロジェクト・下関（吉

井美智子） 21 北大阪合同労働組合（木村真） 22 北大阪商工組合（大里哲久） 23 キビタキの会（小

島ヤスコ） 24 京都・市民放射能測定所（奥森祥陽） 25 京都「被爆二世三世の会」(平信行) 26 「京

都やましろ保養の家」を守り育てる会（神田 高宏） 27 グリーン・アクション（アイリーン・美緒子・

スミス） 28 グリーンコープ生活協同組合ひょうご（清水園子） 29 ゲストハウス ありてい（金谷真

衣子） 30 原子力教育を考える会（根岸富男） 31 原発事故被害者団体連絡会（長谷川健一，武藤類子） 

32 神戸 YWCA（平山芳子） 33 国連の国内避難に関する指導原則を学び生かす会（寺本和泉） 34 子ど

もたちに未来をわたしたい大阪の会（橋本朋子） 35 子どもの保養サポート・上田（西山貴代子） 36 

子ども未来・愛ネットワーク（大塚愛） 37 サーキュラーコットンファクトリー（渡邊智恵子） 38 さ

ぽーと紡（齋藤夕香） 39 下京生活と健康を守る会(森野修一） 要望団体一覧 40 信州・大町山の子村

キャンプ実行委員会（福島の子どもたち保養キャンプ） （山内香代子） 41 せとうち交流プロジェクト

（蝦名宇摩） 42 高木学校（瀬川嘉之） 43 高槻・市民放射能測定所（時枝功） 44 ダマリー特別報告

者の訪日調査実現を目指す有志弁護士グループ（田辺保雄 所属す る弁護士は別紙のとおり） 45 丹

波自由学校（西澤雅子） 46 地域アソシエーション研究所（山口協） 47 チェルノブイリ子ども基金（小

寺隆幸，佐々木真理） 48 使い捨て時代を考える会（山田晴美） 49 つながろうフクシマつながろう避

難者の会（山下恵江，山本） 50 長岡京エンパワーネット(星野博子) 51 奈良・市民放射能測定所「は

かるなら」（辻本誠） 52 南紀おたすけ隊（柴田由香利） 53 日本カトリック正義と平和協議会（勝谷

太治） 54 日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ（保科隆） 55 日本キリスト教団北

海教区宣教部平和部門委員会（佐藤幹雄） 56 日本基督教団大阪教区核問題特別委員会（山崎知行） 57 

日本消費者連盟関西グル－プ（山崎昌子） 58 No more クレイジー＆ニザーズ （武松恭子） 59 能登

すずなり保養実行委員会（出口威） 60 ８月の会(有田佳子) 61 阪神・市民放射能測定所（安東克明） 

62 東はりま ゆるわくキャンプ（藤田のりえ） 63 東日本大震災避難者の会 Thanks ＆ Dream「サンド

リ」（森松明希子） 64 避難計画を考える滋賀の会（井野 文） 65 避難の協同センター（松本徳子） 66 

「避難の権利」を求める全国避難者の会（中手聖一，宇野さえこ） 67 避難者の住宅追い出しを許さな

い会（熊本美彌子） 68 びわこ☆１・２・３キャンプ実行委員会（藤本 真生子） 69 フェミニスト神学

研究会札幌（清水和恵） 70 ふぇみん婦人民主クラブ（岡田啓子，片岡栄子） 71 福島こども保養プロ

ジェクト・練馬（大城資子） 72 ふくしま支援・人と文化ネットワーク（神田香織） 73 福島自主避難

ママ自立支援グループ SnowDrop（二瓶和子） 74 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト（伊藤 

洋） 75 福島の子どもたちと共に・世田谷の会（加藤寿子） 76 福島の子どもたちを守る会・北海道（山

口たか） 要望団体一覧 77 保養の旅えんむすび（成田夏樹） 78 みみをすますプロジェクト（三上め

ぐる） 79 未来の福島こども基金（黒部信一） 80 ミンナソラノシタ （林リエ） 81 むさしのスマイ

ル（岡田めぐみ） 82 ヨウ素剤を配ってよ＠京都(八尋きよこ) 83 よんな〜ホヨンプロジェクト（坂本

和子） 
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一般健診の内容 
■問診 

■血圧測定、視診・聴診・打診・触診 

■血液検査  白血球数、赤血球数、ヘモグロビン（Ｈｂ）、ヘマトクリット（Ｈｔ） 

  ヘモグロビンＡ１ｃ 

  肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ） 

  ＣＲＰ（血液中のＣ反応性蛋白） 

■血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（希望者のみ） 

■尿検査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 

精密検査 

一般健診の結果精密検査を必要とされた場合、同じ医療機関で精密検査を受診できます。 

但し、費用が限度額を超えた場合は超過金額が自己負担になりますので、事前の確認が必要で

す。 

２０２1 年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 
「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、各都道府県に委託して行

われるとりくみです。（一般健診の受診費用は無料です） 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２4 日（金）まで 

 実施期間 １１月 1 日（月）～１１月３０日（火）で行われます。 

２０１６年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診を受ける

人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」に掲載さ

れます。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策係 

電話 ０７５－４１４－４７３６ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 
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京都府の２０２１年度被爆二世健康診断委託医療機関一覧 

 医療機関名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

1 
独立行政法人地域医療機能推進機構 京

都鞍馬口医療センター 
603-8151 北区小山下総町 27 075-441-6101 

2 社団法人京都保健会 仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町 217 075-462-1510 

3 医療法人 幸生会室町病院 602-0031 上京区室町通上立売下る裏築地町 88 075-441-5859 

4 
公益社団法人信和会 京都民医連あすか

い病院 
606-8226 左京区田中飛鳥井町 89 075-701-6111 

5 
一般財団法人日本バプテスト病院連盟医療

団日本バプテスト病院 
606-8273 左京区北白川山ノ元町 47 075-781-5191 

6 医療法人社団貴正会 仁王門村上診療所 606-8361 左京区仁王門通高倉福本町 410 075-751-8080 

7 
公益社団法人京都保健会 京都民医連太

子道診療所健康サポートセンター 
604-8454 中京区西ノ京小堀池町 18 番地の 1 075-822-8246 

8 一般財団法人京都工場保健会診療所 604-8472 中京区西ノ京北壷井町 67 075-823-0526 

9 
公益財団法人京都保健管理研究会 中央

診療所 
604-8111 中京区三条通高倉東入桝屋町 58-56 075-211-4503 

10 公益社団法人信和会 東山診療所 605-0952 東山区今熊野宝蔵町 43 075-561-5500 

11 医療法人藤原病院 607-8153 山科区東野百拍子町 27 の 1 075-595-3902 

12 医療法人貴正会 村上内科医院 607-8041 山科区四ノ宮垣ノ内町 1 075-501-2551 

13 医療法人健康会総合病院 京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町 8 075-312-7361 

14 医療法人社団 和田クリニック 600-8216 
下京区塩小路通東洞院東入東小路町 547-

3 明石屋ビル 2Ｆ 
075-341-0025 

15 医療法人啓信会 京都四条診療所 600-8497 
京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町

412・414 番地 
075-361-3400 

16 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8152 右京区太秦堀ヶ内町 1 番地 1 075-863-6152 

17 医療法人岡田医院 616-8347 右京区嵯峨中又町 25 075-861-0582 

18 松尾青木診療所 616-0022 西京区嵐山朝月町 44 075-881-9251 

19 
社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病

院 
617-0814 長岡京市今里南平尾 8 075-955-0111 

20 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市填島町石橋 145 番 0774-20-1111 

21 
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本

記念病院 
613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口 58番地 0774-48-5611 

22 医療法人社団右橋医院 614-8376 八幡市男山竹園 2 番地 1 075-981-0282 

23 医療法人社団岡田医院 619-0201 木津川市山城町綺田神ノ木 86番地 0774-86-3036 

24 
学校法人明治東洋医学院 明治国際医療

大学付属病院 
629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１ 0771-72-1221 

25 公益社団法人京都保健会 京都協立病院 623-0045 綾部市高津町三反田 1 番地 0773-42-0440 

26 舞鶴赤十字病院 624-0906 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-1920 

27 医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 626-0041 宮津市字鶴賀 2059の 1 0772-22-2157 

28 京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481 0772-46-3371 

29 公益社団法人丹後中央病院 627-8555 京丹後市峰山町杉谷 158 の 1 0772-62-0791 
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この間何人もの新入会のみなさんを迎えながら、会報での新入会員紹介がしばらく滞っていま

した。今号からあらためて順次紹介していきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

本会の一員としとて参加していきます 

松川直弘さん（西京区） 

 

２０２０年８月に入会させていただきました。母が広島（爆心地から西

に約１０kmの五日市国民学校）で救護被爆している被爆二世です。 

近年、多忙だったサラリーマンを定年退職し、比較的自由な時間が増え

た際に、本会を知って入会した次第です。現在はまだいろいろ勉強させて

いただいている段階ですか、少しでも本会の一員として参加できればと考

えています。また今年は、東京オリンピック期間中の８月６日であったに

もかかわらず、大会関係者全員への黙祷要請が実現せず、広く海外へ発信

できなかったことを、残念に思いました。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

二世に対する支援と戦争のない平和を求めて 

西 純子さん(吹田市) 

 

はじめまして。 

私は広島原爆の被ばく二世であり東日本大震

災の時の福島原発事故の人災、実害者のひとりで

もあります。昭和４１年６月に母親の被ばくＤＮ

Ａを背負い誕生しました。小さな頃は原因とかは

わからず、良く吐いたり熱が出て夜中に良く近く

のお医者さんへ走ってもらった記憶があります。 

大人になり結婚、離婚を２回繰り返す中で妊娠

異常や小さな子どもの難病。仕事と子育ての疲労

か、腎臓を壊して入院。精神的にも折れ、神経も

ピリピリする状態でした。 

勤務先での偏見、虐め、差別もあり大変な思い

をしています。表面的にわかっていてもなかなか

家族や社会には理解してもらえない。 

今から１０年程前。当時栃木県に住み障がい者

自立支援施設で支援員をしていた時に東日本大

震災福島原発事故の煽りを受けました。世の中は

「風評被害」と言うことば、私には違うと感じま

した。何故なら事故から一年程経ってから会社の

健康診断で再検査となりました。担当ドクターは、

私に言いました。「かわいそうね・・・あなたはダ

ブル被ばく」だよ。と、その時は被ばく症アルド

ステロン症と診断され併発で糖尿病、高血圧症、

その後甲状腺亢進症となり、白内障、緑内障が現

在進行中。腱鞘炎からリウマチの疑いがあり現在

は通院しています。また、この夏に脳に瘤が見つ
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かり検査を深めている段階です。 

私は今、思います。ドクターストップとなり税

金や年金の支払いが苦しいです。難病認定にもな

らないし、二世として見た目は普通、仕事もした

いです。選ぶから無いのは理解できるが、自分の

経験やスキルを繋げていければと思います。障が

い者でも無い。だから二世に対しての優しい就労

支援が無いものか⁇と考えています。 

 

また、私は毎年「ｊａｐａｎ平和折り鶴の会」

と言う団体を立ち上げ全国の仲間から千羽鶴が

届き広島平和公園に今年は８月１１日に手向け

て参りました。 

 

８月９日は三重県伊賀市の教育委員会からの

ご依頼で、母親の被ばく体験を元に絵本にして２

年前に出版した『あやちゃんのひばくたいけん』

の読み聞かせをしてきました。コロナ禍で限られ

た人数でしたが、子どもたちからも感想文もいた

だき、少しでも沢山の子どもたちに聴いて貰える

ことが嬉しく又、私の生き甲斐を感じました。 

二世の仲間も行政の手が届かず、亡くなったお

友達もいます。辛くて悔しい思いを、子どもたち

に背負わすことは避けたいです。 

微力ながら、これからも出来ることをして平和

を訴えて争い戦争を繰り返さないよう食い止め

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

■私にも上手な緑のカーテンを教えて 

池村奈津子（伏見区） 

いつもありがとうございます。 

暑い暑いと言いながら、戦争展や、伏見のピー

スメッセージ展へ足を運んでいます。平和文庫の

読書会なども始めましたので、暑い中でせっせと

課題をこなすべく、図書館往復。 

黒い雨訴訟も、国は上告を断念の情報が入りま

した。よかったです。 

平さんところの朝顔はしっかり日よけの役目

をしていますね。緑がきれいで、見ていても気持

ちがよいです。我家のベランダの朝顔は上にドン

ドン伸びて、逆に下の方がスカスカになってきま

した。早く芽をつまんで、伸ばさないようにした

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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らよかったのかも知れませんね。最初はグングン

育ってきたのですが、上に伸びる場所がなく、そ

れぞれが絡まって団子状。伸びていくほどに、黄

ばんで落ちていく葉もあって、 花はたくさん咲

きましたが、 カーテンになりきらない間に緑の

葉も終わってしまいそうです。私も、上手な育て

方を教えていただきたいです。 

暑い夏、ご自愛ください。 

 

■心ざわつくアフガン情勢 

加百智津子（岡山県総社市） 

大雨、コロナ感染の拡大に加えて、飛び込んで

きたアフガニスタンの大統領の国外逃亡による

実質崩壊のニュース。かの国に生涯を捧げた中村

哲さんのことが思われます。 

前政府側の人々への粛清も始まったようです。

アメリカはどう責任を取り、国際社会はどんな手

を差し伸べることができるのかと、心がざわつい

てなりません。 

人間ってなんでこうも学ばない、学べないんで

しょうか。 

 

■広島市の慰霊式典に遺族代表で参加して 

磯部典子(静岡県磐田市) 

８月６日、広島市の原爆死没者慰霊式典に静岡

県の遺族代表として参列してきました。参列した

遺族のみなさんの名簿も用意されていました。こ

れを見ると今年参列された県は２４県、半数は欠

席です。出席者の内被爆二世は１４人でした。参

列者の費用は国の負担です。被爆３世までは参列

資格として認められるのだそうです。都道府県に

よって参列者の決め方は異なるようですが、半数

まで欠席というのは寂しい気がしました。 

全国の被爆二世、三世が積極的に手をあげて

「私に参列させて下さい」と言えば参加者も増え、

８月６日の広島の地で交流を深める機会も作っ

ていけるのではないかと思いました。みなさん如

何ですか？(写真は式典終了後の会場のテントで

近くにいた参加者一同と。神奈川の森川聖詩さん

も一緒に)  

 

■会報から学び、新婦人の班ニュースにも掲載 

久保絹子(伏見区) 

前号の会報で、「黒い雨」訴訟控訴審でも勝利、

「被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴

記」も読ませていただきました。「黒い雨」はテレ

ビでも放映され、関心を持っていましたので会報

での説明はとても分かり易くて助かりました。積

年のご苦労が実ってやっと勝利を勝ち取られた

こと、素晴らしかったです。 

いつも会報をありがとうございます。今年の１

月から私のいる新婦人の班(北醍醐地域)ニュー

スに被爆体験記を掲載し始めました。長文なため

４回目まだ途中の状態です。今後も体験記に学び

たいと思っています。 

２０２１年度総会の学習記念講演の記録集に

も関心がありますので読ませていただこうと思

っています。 

健康診断は３回受け今のところ異状ありませ

ん。感謝です。 

猛暑続きの中、コロナ感染もますます増加して

いる昨今、皆様もくれぐれもご自愛なさるよう祈

念いたしております。 
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■福島原発事故１０年検証委員会－民間事故調査最終報告書  一般財団法人アジア・パシ

フィック・イニシアティブ/著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

あの事故から「１０年」以上経過をし、その後を検証した報告書である。

民間事故調としては、２０１２年２月に「第一弾」の報告書を出しており、

これは第二弾、というかその後を検証した報告書である。ここでは、自分

たちの報告書だけでなく「国会事故調」「原子力学会報告書」も取り上げ、

そこで指摘された問題点がどの様に改善されたかを追求している。民間ゆ

えの気軽さからか、政府・電力会社への忖度はなく、国の「危機管理体制」

を鋭く分析している。「国策民営化」の原発が抱える問題を分析はしてある。

しかし、この報告書だけでなく、「福島第一原発事故の原因」というか「何

故、あのような重大事故が発生したのか」ということを分析・追求してい

る書物は、（全部とは言わないが）、原発再稼働が前提に書かれているので

はないか、と思っているのは私だけでしょうか？この報告書も、「原発事故

の原因」「廃炉に関わる問題」は殆ど触れられていない。「汚染水」問題につ

いては、少し触れられているが。そういった意味で、私の「福島原発事故」

の原因を探る書籍についての紹介はこれが最後になるかも。今回は、そう

いった点で「本の紹介」という意味では不十分で、意味をなしていませんが、お許しを。でも「原発事

故」のために、故郷を追われた人・生業を失った人々を忘れることはできないし忘れてはいけない、そ

の思いだけは持ち続け、今後も紹介させて頂きたいと思っています。 

 

 

■ヘイトスピーチと対抗報道   角南圭祐/著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

「表現の自由」とか「報道の中立」という言葉で「ヘイトスピーチ」の問

題が、取り上げられることが多いが、「ヘイトスピーチ問題」は、そんな単

純な問題ではない。「本当の問題は何か」という視点で「差別問題」を展開

されている。マスメディアは「表現の自由が重要」とか「報道の中立」を大

切にしている、と強調するが、はたして「ヘイトスピーチ」についても同じ

ことが言えるのか、著者は鋭く追及する。「中立」を掲げて無難な報道に逃

げ込む日本のマスメディア、この姿勢が、日本での「差別」を生み出し、根

絶されない一因であると指摘する。「差別」に対する我々の姿勢・考え方も

問われてもいるのだが。そして、「官製ヘイト」についても追及の手を緩め

ない。政府による「歴史改ざん」問題も取り上げ、現在の日韓問題、慰安婦

問題・徴用工問題、についても分析を進める。ヘイトスピーチで「どこまで

表現の自由がゆるされるのか」カウンターの人たちの行動はどこまで許され

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

Discover 2,750 円(税込み) 

880 円＋税 
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るのか、少しでも問題意識を持っている人には、ぜひ読んで頂きたい、「ヘイトスピーチ」と闘うこと

が如何に重要であるか、理解できる、「反省をしない日本」「歴史を繰り返さないためにも」ぜひお読

みください。 

 

 

■暁の宇品  堀川恵子/著 

紹介 平 信行（南区） 

 

広島での被爆者からお話しを聞く中で、「暁部隊に助けられた」「暁部

隊によって似島に運ばれた」といった体験を聞くことは少なくありませ

ん。京都「被爆二世・三世の会」の会員の中にも、「父親が暁部隊にいた」

「暁部隊として〇〇島で活動していた」といった人が何名かあります。

戦前、戦中の広島の、そして軍隊や原爆に関わる人々の中に、「暁部隊」

は確かな存在としてあったことの証ではないかと思います。 

「暁部隊」、正式には陸軍船舶司令部。この部隊の、日清戦争時の創設

から、１９４５年（昭和２０年）の敗戦に至る５０年間の歴史を明らかに

したのが本書です。船舶司令部とは、軍隊の海外派兵と敵地上陸、武器・

食糧・物資の輸送を一手に担った、戦争と軍隊の一番下からを支えた陸

軍部隊でした。アジア・太平洋戦争の戦況の推移や戦線第一線の活動に

比べ、輸送や兵站の話はあまりにも目立たない存在であったためか、今

日まで多くの歴史資料が埋もれたままとなり、明らかにされてきません

でした。筆者はその困難な、しかも膨大な資料を追求し、一つひとつを解

き明かし、関係者の遺した貴重な手記、日記、手紙などを読み解いて、暁部隊の実像に光を当てました。

そして、暁部隊のみに止まらず、日本陸軍の、さらにはアジア太平洋戦争全体の本当の姿に迫ります。

国内外で３千万人近い人々の犠牲をもたらした日本の侵略戦争と、そして暁部隊の深く関係したヒロシ

マのことをあらためて知る貴重な一冊です。 

私の父は徴兵された陸軍兵士ではありませんでしたが、軍属として油槽船（今のタンカー）の乗組員

となり従軍していました。私には幼い頃から戦争体験をいろいろ聞かせてくれたものです。本書を読み

進めるうち、かって父の語ってくれた体験、エピソードが様々に蘇ってきました。その記憶と重ね合わ

せながらページをめくることになりました。東南アジアか南方方面に向かった油槽船は米軍によっても

ろくも撃沈され、太平洋の大海原を漂ったこと。辛うじて救出された船が再び撃沈され、今度は病院船

によって救われ奇跡的に生還できたこと。原爆投下の瞬間は広島の宇品港（第１７錨地）に停泊中の油

槽船（第３１南進丸）の甲板にいて閃光を浴びたこと。翌日から４日間広島市内に動員され被災者の救

護救援と亡くなった人たちの処理にあたったこと等々です。 

本書によって、父もまた陸軍船舶司令部「暁部隊」の指揮の下に置かれ、実質その一員として戦争遂

行政策に翻弄された一人であることを知りました。もはや制海権も失った南方方面に危険を覚悟で繰り

出す油槽船の姿、米軍の魚雷や戦闘機に襲われる恐怖の中の戦場の有様、そして原子爆弾投下によって

地獄と化した広島の街と人々の惨状。「親父はこんな風にして戦火を潜り抜けてきたのか」、「親父の眼

にはこんな風に広島の街と人々の惨状が映っていたのか」と、若き日の父の姿を浮かべながら本書を読

んでいました。そして父の眼と体を通して、誰にも語られることのなかったアジア太平洋戦争の一断面、

最も重要なところの実像に近づけたように思います。 

 

 

講談社 1,900 円＋税 
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▼厚生労働省から、毎年３月末現在

の被爆者健康手帳交付数等のデー

タが公表されます。被爆者運動に関

わる基本的な資料として、本会報でも

毎年そのデータを紹介しています。被爆者健康手

帳交付数はほぼ被爆者数に近いものとして扱い、

全国で毎年１万人程度の被爆者が減少しており、

それはやむを得ないこと、当たり前のこととして

毎年評価してきました。しかし、「黒い雨」訴訟勝

訴判決の確定を受けて、「被爆者は年々減少して

いる」という評価は本当に正しいのか？と思うよ

うになりました。「黒い雨」訴訟で勝訴した８４人

の原告はもちろん、原告にはなれなかった同じ地

域の人々も同様に「被爆していることが認めら

れ」、手帳が交付される可能性が広がっています。

ここにきて手帳交付数は増えることになる、被爆

者は減るのではなく、増えていくことになるでは

ないか。長崎でも同様の広がりの可能性はあり、

さらには、広島・長崎の被爆者だけでなく、世界

中の核開発被害者、核実験被害者、原発被害者に

対しても、被害が認められ、救済の手が差し伸べ

られなければならない。そういう視点でデータは

見なければならないでしょう。来年の厚生労働省

の公表するデータが今から楽しみです。(平) 

編集 

後記 

■核禁条約「追い風に」 国連事務次長 ＮＰＴと補完 

                   来年３月締約国会議 

国連で軍縮担当上級代表を務める中満泉事務次長は１１日、日本記者ク

ラブのオンライン記者会見で、１月に発効した核兵器禁止条約について

「核兵器を減らす追い風にしなければならない」と述べ、核拡散防止条約 

（ＮＰＴ）体制と補完し合い核軍縮を進展させる重要性を説いた。核兵器禁止条約の第１回締約国

会議が来年３月２２～２４日に開かれることも明らかにした。 

中満氏は米国と中国との対立などを念頭に「核兵器保有国の緊張関係が悪化している」との現状

認識を示した。一方で米国とロシアが新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）を５年間延長し、「戦略

的安定対話」を始めたことや両国首脳が「核戦争に勝者なし」との原点を再確認した点を「強い希

望を持った」と評価した。 

新型コロナウイルス禍で延期されたＮＰＴ再検討会議が来年１月４日から約４週間にわたり開催

される見通しを示し、「核兵器が使用されるリスクを軽減する実質的な措置をつくり、軍縮に向けた

ステップに位置づけること」が成果として問われると指摘した。サイバーや人工知能（ＡＩ）など

新興技術に関する議論の必要性にも触れた。 

再検討会議の結果を踏まえて開かれる締約国会議に向け、核保有国や米国の「核の傘」に頼る日

本などに対し「核兵器禁止条約を批判するのではなく、ＮＰＴと補完関係をつくっていくことが必

要」と訴えた。 

被爆者団体などは「唯一の戦争被爆国」として日本にオブザーバー参加を求めている。中満氏

は、実現すれば「日本の立場を表明する機会になるのに加え、核兵器禁止条約が掲げた被害者救

済、環境修復などの分野で知見を持つ日本の貢献にも期待が持たれることになる」と述べた。 

締約国会議はオーストリア・ウィーンで来年１月に開催予定だった。米ニューヨークでの再検討

会議の開催が同１月を軸に調整されていることに伴い日程を見直した。 

(２０２１年８月１２日 中國新聞) 

Scrap 

book 
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２０２１年９月（長月）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 水 

被爆二世健診申し込み受付開始 

防災の日 

関東大震災(1923 年) 第二次世界大戦勃発(1939 年) 

 2 木  

 ３ 金 サイド・オマールさん墓前法要(13 時・圓光寺)                 キンカン行動 

 

 

４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 ６・９行動 

 

 

７ 火  

 ８ 水  

 ９ 木 
大飯原発差し止め訴訟・京都第３０回口頭弁論(14 時３０分・京都地裁) 

６・９行動 

 １０ 金 キンカン行動 

 

 

１１ 土 アメリカ同時多発テロ(2001 年) 

 １２ 日 神奈川県被爆二世支部公開講座(15 時・オンライン) 

 １３ 月  

 １４ 火  

 

 

１５ 水  

 １６ 木 京都「被爆二世・三世の会」例会(18 時３０分・ラボール京都) 

 

 

１７ 金 キンカン行動 

 １８ 土 満州事変(柳条湖事件)(1931 年) 

 １９ 日 安保法制廃止をめざす１９日行動(市役所前) 

 ２０ 月 敬老の日 

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木 秋分の日 

 

 

 

 ２４ 金 被爆二世健診申し込み締め切り日               キンカン行動 

 ２５ 土 ［国連］核兵器の全面的廃絶のための国際デー 

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 

 

２８ 火  

 ２９ 水  

 ３０ 木 原発賠償京都訴訟控訴審第１１回弁論(14 時３０分・大阪高裁) 

 
 
 
 
 


