
京都「被爆二世・三世の会」会報№１０7  ２０２１年 9 月２５日 

1 

 

 

 

 

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

 

９月３日(木)サイド・オマールさん法要の日 墓前に献花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

いつもオマールさんのことを胸に抱いて～核なき未来へ～  

サイド・オールさんの法要に参加して  守田敏也 ２ 

数十年前に採取された子どもの歯が核実験の被害を物語る by ローレンス・ウイットナー 

記事の紹介  山根和代 ６ 

おめでとう佐々本秋雄さん １００歳の誕生日 ８ 

核廃絶に向けて チリが核兵器禁止条約を批准 ５６ヵ国目 ９ 

被爆作家の「原爆文学資料」をユネスコ「世界の記憶」の登録にご支援を！   古田京子 １０ 

新入会員です。よろしくお願いします。 

福島祐佳さん、森田幸彦さん、藤井信也さん １３ 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の決算報告 １４ 

会員から会員へ みなさんからのお便り紹介 １５ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １７ 

「ヒロシマを暴いた男」「男が介護する～家族のケアの実態と支援のとりくみ」 

SCRAPBOOK／「新型コロナ感染症対策に戦争用語を使うことの危うさ」 １８ 

編集後記 １９ 

２０２１年１０月の行事カレンダー ２０ 

被爆体験の継承（９５） 半焼けで、もがく馬にハエがたかって真っ黒に  米重フジヨさん 
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いつもオマールさんのことを胸に抱いて～核なき未来へ 

「夕焼け小焼け」を聴きながら亡くなった「南方特別留学生」、サイド・オマールさん

の法要に参加して 
守田敏也（左京区） 

２０２１年９月５日ブログ「明日に向けて」№２０９１～２０９２より 

 

■２年ぶりに圓光寺へ 

９月３日にサイド・オマールさんの法要に参加

してきました。京都市の圓光寺においてでした。

２０１９年の同じ日に継ぐ、二度目の参加でした。 

コロナ禍でしかも雨の中でしたが３０人ほど

が参加されました。マレーシア出身で広島の大学

で教えていらっしゃるアザムさんも駆けつけら

れ、境内での仏式の法要の後に、お墓の前でイス

ラム式の追悼の辞を読んでくださいました。 

オマールさんに思いを馳せる静かな時間が流

れました。 

みなさま。サイド・オマールさんのことをご存

じでしょうか。お知りにならない方はまずこのビ

デオをご覧下さい。 

オマールさんを訪ねる旅① 

https://youtu.be/EtjhV67UjPc 

作成は STORYTELLING FOR TOMORROW 

お話しているのは「京都圓光寺オマールの会」

代表の早川幸生先生です。修学院小学校の先生を

長い間されて、子どもたちと「オマールさんを訪

ねる旅」をされてきた方です。 

この日の法要の様子を榊原恵美子さんがライ

ブ発信してくださいました。アーカイブをご案内

します。 

https://fb.watch/7PScQcNSrY/ 

https://fb.watch/7PSUN1XTD0/ 

オマールさんのことをぜひ多くの方に知って

いただきたい。そう考えて、次に２年前に初めて

法要にうかがったときに書いた記事をご紹介し

ます。 

■ 広島で被爆し、祖国に帰る途中の京都で亡く

なられたオマールさん・・・ 

本日(２０１９年のこと)９月３日、サイド・オ

マールさん(正確にはサイド・オマール・ビン・モ

ハメッド・アルサゴフさん。マレー語表記は Syed 

Omar bin Mohamad Alsagoff)の法要に参加してき

ました。左京区の圓光寺においてでした。 

サイド・オマールさんは今のマレーシアから日

本留学中に広島で被爆され方です。帰国のために

東京に向かう車中で容態が悪化。途中に立ち寄っ

た京都市で京都帝国大学病院に入院。そのまま回

復することなく９月３日に亡くなられました。１

９歳でした。 

遺体は南禅寺大日山の共同墓地の墓に葬られ

ましたが、１９５７年に妹さんが訪れたものの、

朽ちていて見つけられませんでした。これを聴き

つけた京都洛北平八茶屋のご主人が墓の建立を

目指し、圓光寺が土地を提供して実現。以来法要

が続けられてきました。 

オマールさんはイギリス領マラヤのジョホー

ルバルに生まれ育ちました。イギリス領マラヤは

１８世紀から２０世紀にマレー半島とシンガポ

ール島近辺をイギリスが支配し植民地化してい

た地域です。「英領マレー」とも呼ばれていまし

た。 

第二次世界大戦がはじまると「南方」に侵攻し

た日本軍がイギリス軍を追い払い、１９４２年か

ら４５年まで占領、軍による統治を行いました。

日本はマレーを「大東亜共栄圏」に組み込むため、

マレーのエリートの若者に日本教育を施すこと

をめざしました。 

このため「南方特別留学生」を選抜しましたが、

同時に人質のような要素も持つ中で、ジョホール

州の王族出身のオマールさんが一期生に選ばれ

て１９４３年来日。広島高等師範学校を経て、１

９４５年５月旧制広島文理科大学(現広島大学)

に進学しました。 

８月６日朝、オマールさんは爆心地から９００

メートルの留学生寮「興南寮」にて被爆。背中に

大やけどを負いましたが、倒壊した建物の下から

https://youtu.be/EtjhV67UjPc
https://fb.watch/7PScQcNSrY/
https://fb.watch/7PSUN1XTD0/
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自力で脱出。その後、留学生仲間と合流し、大学

で野宿しながら被災者救援に奔走しました。 

一緒に野宿をした人たちによると、オマールさ

んは自らの怪我も顧みずに、ひたすら被災者を助

け続けたそうです。大八車で友人を２０キロも離

れた親せき宅に送り届け、その後に見舞いにも行

っています。少ない食べ物を子どもたちに分けた

りしたそうです。 

やがて日本が降伏しＧＨＱが進駐する中で８

月２５日に帰国許可が下り、東京経由でマレーに

向かうことに。しかし汽車の中で悪寒を覚えだし、

２６日京都到着後に病状が悪化。３０日に京大病

院に入院したものの、もはや手遅れで９月３日に

亡くなりました。 

■夕焼け小焼け・・・を聴きながら 

写真のオマールさんをみるととても美しい青

年です。涼やかな顔、素敵な顔をされています。

オマールさん、イギリス支配下のマレーで育ち、

日本占領下に代わって日本に来ることになり、ど

んなことを思ったでしょうか。 

残された方の思い出ではとにかく明るく、礼儀

正しく、清潔好きで、いつも真っ白なシャツを着

ている王子様だったそうです。同年代でともに野

宿をした女性は「あのうっとりするような素敵な

笑顔」と回想されています。 

連日空襲警報がなり、食料も不足する生活の中、

しかし留学生たちはいつも明るく、陽気にそれぞ

れの国の歌をうたってかえって日本人の若者た

ちを励ましていたとか。 

京大病院では若き浜島義博医師が治療を担当

されました。初めての原爆症患者を前にして治療

方針が定まらない中、「輸血しかない」と考えて

自らの血を抜いてオマールさんに与えました。 

すると一度はかなり元気になったそうで、毎朝、

大量の輸血を続けたそうです。おそらく最も妥当

な対応だったでしょう。日本語が上手だったオマ

ールさんは『荒城の月』などをこよなく愛した青

年で、病床でも『夕焼け小焼け』を口ずさんでい

たそうです。 

しかしオマールさんはそれ以上回復せず、急速

に衰弱していきました。浜島医師がそんな彼にこ

う聞いたそうです。「日本にさえ来ていなかった

らこんな苦しい目にあわなかったのに・・・。オ

マール君、君は日本人を恨んでないかい？」と。 

「先生は毎日僕に血を分けてくださっている

でしょ。先生と僕はもう兄弟です。僕の身体の半

分はもう日本人です」。オマールさんはそう答え

たそうです。そして「ドクター、夕焼け小焼けを

歌ってくれますか」とオマールさん。「ああいい

とも」と浜島先生が答えられ、「夕焼け小焼けで

日が暮れて・・・」と歌い出す中で、オマールさ

んは力尽きていったそうです。 

オマールさんが亡くなられてから７４年目の

この日、法要には約７０人もの人が集まりました。

京都の平和運動を担っているたくさんの方が参

列されていましたが、広島から駆けつけた方もお

られました。圓光寺住職の読経に続いて人々がお

墓に献花。僕もその一員として祈りを捧げさせて

いただきました。そして読経と献花が終わってか

ら、オマールさんがこよなく愛し、今わの際に耳

にした『夕焼け小焼け』をみんなで合唱しました。 

https://youtu.be/qX-YNX8XTXQ 

■オマールさんの遺したのもの 

法要の後に、部屋に戻っていろいろな方とお話

し、資料などを頂きました。帰ってきてページを

繰り始めて、はまってしまったのが『オマールさ

んを訪ねる旅』（早川幸生編 かもがわ出版 １

９９４)でした。 

この本は圓光寺を校区の中に含む、修学院小学

校の生徒が主人公で編まれたものです。同小学校

の子どもたちが校区にある圓光寺のオマールさ

んのお墓を訪ね、住職さん、建立に尽力した人々、

浜島医師などに話を聞き、やがて広島を訪れたの

です。 

２０１９年の法要の一コマ。僕も前回も今回も心を込めて献花さ

せていただきました。 

https://youtu.be/qX-YNX8XTXQ?fbclid=IwAR32OnIQjFwSwmApz9yOaQdJP1XmZMCsjhtj3M7JNtwOzaPRFuQtzB-OfhQ
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しかもオマールさんにゆかりの方たち・・・留

学生寮の世話をしていた方の息子さんや、オマー

ルさんに日本語を教えた先生、一緒に野宿をした

方などにあらかじめ手紙を出して質問し、返事を

もらうなどしてやがて会いに行きました。 

この本はその体験記、感想文で編まれているの

です。子どもたちがオマールさんの悲劇に胸を痛

め、その足跡を辿り、優しかった彼に心を寄せな

がら、心から戦争反対を考え、平和への愛を深め

ていく過程がつづられています。 

 

感動しました。「ああ、オマールさん、あなた

はこんなに素晴らしものを遺してくれたのです

ね。あなたの誠実で優しい思いが、私たちに命の

尊さ、戦争のむごさを教えてくれています。素晴

らしい」そう思いました。 

同時に「これだけの子どもたち、キラキラした

目に何度も囲まれて、オマールさん、きっと少し

は心が癒えましたよね。あなたの１９年の生はい

まこんなにも光輝いています。ありがとうござい

ました」と彼に語り掛けたくなりました。 

そうです。誠実に生きたオマールさん、政情は

どうあれおそらくは日本の中にある一番いいも

のを愛してくれたオマールさん。あなたを思う気

持ちが大きく平和の心を育ててくれているので

す。 

 

そうだ。この気持ち、平和への切なるこの願い

をこそ、もっと大きく伝えていこう。そのことで

オマールさんに報いていこう。そう思いました。

本当に素晴らしい法要でした。 

素敵な法要・・・オマールさんと平和への祈り

の場を作り続けて来てくださったみなさまにも

感謝しつつ、この日の報告をしめたいと思います。 

～以上、２０１９年９月３日記～ 

■いつもオマールさんのことを胸に 

さて、あれから２年が経ちました。この２年、

僕は被爆被害のこと、被爆者のこと、被爆二世問

題などをかなり深めることができました。そんな

中でこの夏には、黒い雨裁判の画期的勝訴の場に

立ちあうことができました。 

2019年の法要後の交流の場で 

2019年の法要でのオマールさんのお墓への献花の様子 
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京都「被爆二世三世の会」や神奈川県原爆被災

者の会二世・三世支部のお仲間たちと協力しての

歩みでしたが、同時にいつもたくさんの被爆者の

方が、背中を強く押してくださっていることを感

じてきました。 

そんな中での今回の法要への参加だったので、

「被爆して亡くなられたオマールさん。あなたも

きっと、僕の背中を押して下さっているのですね。

さらに頑張って、きっとあなたの思いに報います

ね」とお墓に手を合わせ、その後の交流の場にも

そんな思いで参加しました。 

そうしたらこの会で、京都「被爆二世・三世の

会」代表世話人の平信行さんがこう話されました。 

「私たちの会の結成は２０１２年１０月ですが、

その時、大変お世話になったのが京都原水爆被災

者懇談会という、京都にお住まいの被爆者の会で

した。その当時の懇談会の代表が立命館大学教授

の永原誠先生でした。(早川さんのビデオに出て

きます) 

その永原先生のお父さん、永原敏夫先生と言う

のですが、この方が実は広島高等師範の教授をさ

れていて、しかも南方特別留学生が住んでいた興

南寮の舎監といいますか、寮長をされていたので

す。 

ですからその息子さんであった永原誠先生も、

オマールさんたちと仲良く交流されていたそう

で、そういう縁もあったので、永原先生が２０１

３年に亡くなられる前に本を出されているので

すけれども、その中でもオマールさんや興南寮の

ことを書いておられます。 

それで戦後に永原先生も中心になって、オマー

ルさんのことを語り継ぐ会をやられてきたそう

なのですけれども、その後、みなさんの高齢化の

中で縁が薄くなっていた面が否めませんでした。

それでわれわれ「二世・三世の会」が後を引き継

がないといかんのかとちゃうかと思って、５年前

からこの会に参加させていただくことになりま

した。」と。 

そうかあ。オマールさん、すでに私たちの会の

設立から力を貸してくださっていたんだ！ 

おそらくこの話、平さんはもう何度もされてい

るはずなのですが、恥ずかしいかな、今年の９月

３日になって僕はやっと胸に沈めることができ

ました。オマールさんと私たちの会は直接につな

がっていた。だったらなおさら僕はこれからいつ

もオマールさんのことを胸に、さらに核なき未来

へと、力強い歩みを進めていこうと思います。 

被爆者、ヒバクシャ、被爆二世、三世、そして

新ヒバクシャ、新被爆者とともに。核なき未来を

目指して！ 

２０２１年の法要の後の交流の場 コロナ禍の中でもこの場がも

てたことに感謝です 

早川先生のビデオの中で取り上げられた永原誠先生 先代の

ご住職とともに 

いつもオマールさんのことを胸に抱いて・・・(当日配布資

料から) 
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アメリカの歴史学者のローレンス・ウィットナー氏から、「数十年前に採取された子どもの

歯が核実験の被害を物語る」という記事が送られてきました。２０２１年８月１５日 歴史ニ

ュースネットワーク（ジョージ・ワシントン大学 コロンビアン・カレッジ・オブ・アーツ＆サ

イエンシズ発行） 

ジョセフ・マンガーノローレンス・ウィットナー氏は、サニー・アルバニー大学の歴史学名

誉教授で、著書に『Confronting the Bomb（原爆と向き合う）』（スタンフォード大学出版）が

あります。ジョセフ・マンガーノ氏は、Radiation and Public Health Project（放射線と公衆

衛生プロジェクト）のエグゼクティブ・ディレクターです。 

以下に紹介します。 

 

 

数十年前に採取された子どもの歯が核実験の被害を物語る 

by ローレンス・ウィットナー 
２０２１年８月１５日 歴史ニュースネットワーク 

ジョージ・ワシントン大学 コロンビアン・カレッジ・オブ・アーツ＆サイエンシズ 

ジョセフ・マンガーノローレンス・ウィットナー氏は、サニー・アルバニー大学の歴史学名誉教授で、

著書に『Confronting the Bomb（原爆と向き合う）』（スタンフォード大学出版）がある。  ジョセフ・

マンガーノ MPH MBAは、Radiation and Public Health Project（放射線と公衆衛生プロジェクト）の

エグゼクティブ・ディレクターである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年、ハーバード大学 T.C.チャン公衆衛生大学院は、米国国立衛生研究所の資金提供を受けて、

幼少期の有害金属への曝露と後年の神経疾患リスクとの関連性を調べる５年間の研究を開始した。ハー

核兵器実験、ビキニ環礁、1954年 

山根和代（右京区） 
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バード大学との共同研究である「放射線と公衆衛生プロジェクト」では、ストロンチウム９０（核兵器

の爆発に含まれる放射性元素）と後年の疾患リスクの関係を分析する。この研究の中心となるのは、セ

ントルイス核情報委員会が１９５０年代後半から１９６０年代前半にかけて収集した約１０万本の乳

歯である。 

これらの乳歯が収集されたのは、広島を消滅させた原爆の１０００倍以上の威力を持つ新型水素爆弾

（水爆）が登場し、米ソ政府間の核軍拡競争が激化していたことで、人々が激しく動揺していた時期で

あった。冷戦時代のライバルである米ソ両国は、核戦争に備えるため、１９４５年から１９６３年にか

けて４３４回の大気圏内核実験を行い、それを報道し、時にはテレビで放映された。１９４５年から１

９６３年の間に４３４回も行われたこれらの実験では、放射性物質を含んだ膨大な量の破片が上空に舞

い上がり、風に乗ってかなりの距離を移動した後、地上に落下して土壌や植物、動物、人間に吸収され

たのである。 

 

１９５４年３月１日、アメリカ政府はマーシャル諸島のビキニ環礁で水爆を爆発させ、核実験の危険

性を明らかにした。ニューイングランド州ほどの広さの危険区域が設定されていたにもかかわらず、危

険区域外にあったマーシャル諸島の４つの有人島と日本の漁船「第五福竜丸」に大量の核物質が降り注

ぎ、悲惨な結果となったのである。   

核軍拡競争、特に核実験に対する批判は急速に高まった。バートランド・ラッセル、アルバート・ア

インシュタイン、アルバート・シュバイツァー、ベンジャミン・スポックなどの著名人が、猛烈な警告

を発したのである。アメリカの「まともな核政策のための国民委員会」（ＳＡＮＥ）、イギリスの「核実

験廃止国民評議会」（後の核軍縮キャンペーン）、日本の「原水爆禁止協議会」など、新たな大衆会員組

織が誕生したのである。  

 

特に、核実験で発生したストロンチウム９０が、草むらから牛、牛乳、そして人間の体にまで伝わり、

子どもの骨や歯に蓄積されることに危機感を持ったのである。１９５０年代後半の世論調査では、ほと

んどのアメリカ人が放射性降下物を「現実の危険」と考えていた。 

 

ノーベル賞を受賞した化学者のライナス・ポーリングは、アメリカで最も辛辣で効果的な批判者の一

人として登場し、何千人ものアメリカの科学者と、それ以上に多くの海外の科学者が署名した反核実験

の嘆願書を配布した。ポーリング氏は、１９５８年までの核実験によって、最終的に約１００万人の重

篤な障害児と約２００万人の胎児・新生児の死亡者が出ると主張した。 

 

核兵器開発計画を維持するために、米国政府は民衆の騒動に恐怖を感じ、それを抑えようとした。 米

国の情報機関や議会による調査は、ＳＡＮＥのような団体やポーリングのような反核指導者に対して行

われ、米国の情報機関や政府関係者は、核実験の危険性を公的に最小限に抑えたのである。「水爆の父」

と呼ばれるエドワード・テラー氏は「ライフ」誌の中で、核実験の放射線は「必ずしも有害である必要

はなく、有用である可能性もある」と主張していた。 

しかし、世間の関心は高まっていった。１９５８年８月、アメリカ国立衛生研究所の生物学者ハーマ

ン・カルカーは、雑誌「ネイチャー」に、各国の公衆衛生機関に乳歯の大規模な収集を呼びかける論文

を発表した。カルカーは、放射能の影響を最も受けやすいのは子どもであるとして、原爆降下物に含ま

れるストロンチウム９０の検査を提案した。 

 

ワシントン大学の科学者たちは、歯の調査が社会の政策を変える可能性があると考えた。１９５８年

１２月、ワシントン大学の科学者たちは、核戦争や地上での原爆実験に反対する市民団体「核情報委員
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会」のリーダーたちと協力し、歯を集めてストロンチウム９０の濃度を測定するという提案を採択した。

それからの１２年間、委員会は学校、教会、スカウトグループ、図書館、歯科医院など、地域に密着し

た施設で歯の寄付を募り、猛烈な勢いで活動した。合計３２万本の歯が集められ、ワシントン大学の研

究室でストロンチウム９０が測定された。 

 

ストロンチウム９０は、実験が進むにつれて大量に増加していることが明らかになった。原爆実験の

最盛期である１９６３年に生まれた子どもたちは、大規模な実験が始まった１９５１年に生まれた子供

たちに比べて、平均で５０倍も多くなっていた。結果は医学雑誌に詳しく掲載されている。この歯の研

究の情報は、ジョン・F・ケネディ大統領の科学顧問であるジェローム・ウィズナー氏に送られた。 

すでに核実験禁止条約の締結を目指していたケネディ大統領は、子どもの運命をめぐる騒動に影響を

受けていたことは明らかだった。１９６３年７月、米ソ英政府による核実験禁止交渉の成功を宣言する

スピーチの中で、ケネディ大統領は、核戦争という大惨事や、「骨に癌を、血液に白血病を、肺に毒を持

つ子どもや孫」に対して、政府は無関心ではいられないと主張した。その結果、大気圏内、宇宙空間、

水中での核実験を禁止する部分的核実験禁止条約が締結された。 

現在行われている歯の調査によると、乳歯に含まれるストロンチウム９０の平均値は、核実験禁止後

のわずか４年間で半減したという。これで目的は達成されたと、核情報委員会と大学は歯の採取と実験

を中止した。その後、委員会は解散した。 

３０年後、ワシントン大学のスタッフが、検査されずに放置されていた数千本の乳歯を発見した。こ

の歯は、原子炉周辺に住む米国の子どもたちの歯に含まれるストロンチウム９０の調査を行っていた

Radiation and Public Health Project（放射能と公衆衛生プロジェクト）に寄贈された。 

今回、「放射線と公衆衛生プロジェクト」では、歯に残っているストロンチウム９０を使って、歯の調

査では扱われず、政府機関でも最低限の対応しかしていない健康リスクの分析を行う。体内の実際の放

射線被曝に基づいて、核実験の放射性降下物によってどれだけのアメリカ人が癌やその他の病気になっ

たかという問題が明らかにされます。 

 

 

 

おめでとう！佐々本秋雄さん １００歳の誕生日 
 

会員の佐々本好信さんのお父さんの佐々本秋雄さんが９月２０日（火）、１００歳の誕生日を迎え

られました。佐々本さんは２３歳の時、広島で入市被爆。お兄さん、お姉さんと共に被爆し、その時

のことは京都「被爆二世・三世の会」被爆体験の継承№１１において語られています。京都原水爆被

災者懇談会の世話人も長く務めてこら 

れました。 

現在は次男の好信さんと二人で右京 

区の自宅に住まい。車椅子生活ではあ 

りますが、まだまだ元気に毎日を過ご 

されています。 

写真は、京都原水爆被災者懇談会世 

話人会のみなさんでお祝いの訪問をし 

た時のものです。 
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チリが核兵器禁止条約を批准 締約国は５６ヶ国に 
 

南米のチリが９月２３日、核兵器禁止条約を批准しました。２４日付

の「ＵＮジャーナル」（国連の公式活動日誌）に掲載されました。これ

により同条約に批准した国は５６ヶ国になりました。 

チリ上院は８月下旬、核兵器禁止条約の批准を全会一致で可決しまし

た。ホルヘ・ピサロ外交委員会議長は議会での議論で、条約について「軍

縮に関する既存の国際的な枠組みを強化する」と評価。アラマン外相は、

来年に第一回締約国会議が開かれることに触れ、批准を呼び掛けまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年９月２５日現在 核兵器禁止条約批准国５６ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■２０２１年国連軍縮週間は 10 月 24 日(日)～30 日（土） 

■ＮＰＴ（核拡散防止条約）再検討会議は 2022 年 1 月 4 日（火）～28 日（金） 予定 

■核兵器禁止条約再検討会議は 2022 年 3 月 22 日（火）～24 日（木） 予定 

核兵器廃絶に向けて 

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 

チリ 

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 

セーシェル 

ナミビア 

ベナン 
ナイジェリア 

フィリピン 

コモロ 
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被爆作家の「原爆文学資料」をユネスコ「世界の記憶」の登録に 

ご支援ください 
 

会員の古田京子です。 

いつもお世話になりありがとうございます。 

広島にいる従姉妹が、被爆の記憶の継承に文学や演劇活動を通じて取り組んでいます。 

このたび、ユネスコ世界の記憶に登録申請をする予定で、賛同者を集めています。 

以下の文と、添付資料をご確認の上、ご賛同いただけるようでしたら、広島花幻忌の会に、メールでご

連絡いただけたら幸いです。 

よろしくお願いいたします。 

 

関係者各位 

 

コロナ禍の中、不安な毎日をお過ごしのことと存じます。皆さまお健やかにお過ごしでしょうか。 

さて、広島の被爆記録・文学保存に関しまして日頃よりご理解ご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

被爆７７年を目前にし、ユネスコ「世界の記憶」に原民喜、峠三吉、栗原貞子 3人の記録を登録してい

ただくよう、再申請をすることになりました。 

何れも被爆直後の時期に記された貴重な記録ですが、競争率も高いため申請用紙と一緒に賛同者のお名

前を連ねたお願いの紙を提出致します。 

付きましては、ご賛同いただける方々にお名前をいただきたく、ご案内を添付させていただきました。 

お忙しい中恐縮に存じますが、お目通しの上、是非ご検討くださいますようお願い申し上げます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

広島文学資料保全の会・広島花幻忌の会 

 

※なお、賛同はコロナ禍中でもありますので、お名前に所属や職名などを添えてメールでお送りいただ

き、それをこちらで用紙に転載させていただくという簡略な手順にしております。 

所属・職名、その他 一つでも構いません。 

 例: 山田太郎  ( 僧侶 ) 

   田中花子 ( 平和を守る会事務局)など 

   

賛同は、以下のメールアドレスに「ユネスコ世界の記憶」という件名でご一報ください。 

本文は※印をコピーし必要事項をご記入の上、送信いただけましたら幸いです。 

広島花幻忌の会 hananomaboroshi@yahoo.co.jp 

 

※ユネスコ「世界の記憶」に原民喜、峠三吉、栗原貞子の 

記録を申請することに賛同します。  

お名前 所属や職名など  

 

会代表 友光民子 (原民喜著作権継承者長女・遺族 ) 

事務局 岩国市美和町生見長角 4011  長津功三良  

         090-9065-5345 

mailto:hananomaboroshi@yahoo.co.jp
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「被爆作家（栗原貞子・原民喜・峠三吉）による原爆文学資料」を 

ユネスコ「世界の記憶」国際登録２０２２-２０２３に、再度応募いたします 

<賛同呼びかけ人>としてご支援ください 
 

「広島文学資料保全の会」は、「広島に文学館を!」の思いで、1987 年（昭和 62年）に広島の文化人、

学者など発起人 11 人の呼びかけに応じ、多くの市民、被爆者も賛同人として活動を始め、文学館設立

要求署名活動などを展開しました。以後、関連資料の収集・保全、文学資料展、講演会、朗読会、セミ

ナー、関連冊子の発行などの地道な活動をつづけてきました。 

会の発足から 34 年、運動が長期化する中で、会を支えてきた人々も高齢化し物故者も多く。私たち

の活動も、資料保存の面でも時間の余裕はないというのが現実です。 

「世界の記憶」（「世界記憶遺産」～名称変更）は 2011 年筑豊の炭鉱記録画（山本作兵衛）の作品群

が、日本で初めてユネスコ「世界記憶遺産」に登録され大きな話題をあつめました。国内では現在まで

６件が登録されています。2015年、私たちは広島市との共同申請で原爆文学資料を申請しましたが、残

念ながら国内候補２件に選ばれませんでした。 同じ年に国内候補に選定された 7 件目の「杉原千畝資

料」は、その後国際諮問委員会で不登録となっています。その年には、中国、韓国の申請登録があった

件で、ユネスコの中立性・政治的利用が懸念され、日本政府がユネスコに改善を求め、制度の改革が実

施されるまで凍結となってしまい、現在に至っています。 

2021年４月やっと新制度が決まり、８月に「世界の記憶」国際登録申請募集が再開となりました。 

募集期間は 7月 30 日～11 月 30 日となっていますが、国内の締切りは 10 月 15 日、猶予もありません。 

前回取りあげた作家は栗原貞子（「生ましめんかな」などの創作ノート）、原民喜（「原爆被災時のノ

ート」=「夏の花」の元となった被爆手帳）、峠三吉（「原爆詩集」最終草稿）の三人です。 

今回はそれらの資料の他、峠三吉の原爆被災時の日記（1945 年 8 月 6 日～14 日）と、メモ～覚え書

～感想（1945年 8月）を追加する予定です。いずれも８月６日直後の惨状を記録し、優れた文学作品と

して多くの人に読み継がれてきました。これらの作品（記録）を「世界の記憶」に登録することは世界

史・人類史的にも重要なことと考えます。その他の被爆資料・惨禍・救援を記録した貴重な資料も含め、

後世に残すための作業は急がれます。昨年「核兵器禁止条約」の批准国が 50 か国に達し、本年 1 月に

発効となり、核兵器廃絶にむけて世界が大きく動き始めた現在、原爆文学資料の果たす役割も一層大き

いと思います。 

「賛同呼びかけ」依頼は、市民的な賛同を呼びかけ、多くの市民に理解と協力をいただくためです。 

今回、新たな方々にもご支援をお願いしたいと思います。 

前回 2015年の時の「賛同呼びかけ人」は、国内では、安蘇龍生（田川市石炭・歴史博物館館長）、 

平岡敬（元広島市長）、水島裕雅（広島大学名誉教授）、 黒瀬真一郎（前広島女学院理事長） 田中利

幸（広島市立大学教授）、アーサー・ビナード（詩人）その他２０余名の方々、海外では、ノーマ Ｍ. フ

ィールド(シカゴ大学名誉教授)  ジョン Ｗ. ダワー（マサチューセッツ工科大学名誉教授)  

リチャード Ｈ. マイニア（マサチューセッツ大学名誉教授) ヴォルフガング・シャモニ（ハイデルベ

ルク大学・日本学主任教授）クレアモント康子（シドニー大学准教授）などでした。 

今回も何卒宜しくお願い申しあげます。                   2021年９月 

 

広島文学資料保全の会・代表 土屋時子 

（広島市中区本川２丁目１－２９－３０１ 電話０８２－２９１－７６１５） 
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母を被爆者として、私たちを二世として認められる日を 

福島祐佳さん（中京区） 

初めまして。 

私の母は長崎出身、小学２年生の夏、原爆の被害にあいました。当時、香焼という島に住んでいて、

弟と２人「太陽が落ちた！！」と思った直後爆風に飛ばされたそうです。 

我々が小さい頃、学校で原爆の話をみんなにしてほしいと頼みましたが、この平和な世の中で、あの

すさまじい光景を思い出し語る必要もないでしょうと、人前に立つことはありませんでした。しかし、

年を経ても核兵器の話題が絶えない今の世の中を見て、「ちゃんと

語ってくればよかった」と口にしたことがありました。 

私一人の力では、母の思いがどこまで語れるかはわかりません

が、被爆し苦しんだだけではなく、あの大変な状況の中を生き抜い

てきた者の心を、少しでも語り継ぐことができたらと思い、会に参

加させていただくことにしました。 

現在は香焼も被爆者手帳が取れるは

ずなのですが、母はいまだに認めてもらえず、長崎でも京都でも問い合わせ

をしましたが、「うちは関係ない」「うちではわからない」ときちんとした回

答をくれなかったそうです。こちらの会の方からも問い合わせをしていただ

いたようですが、なぜか認められないそうです。結果、我々３姉妹は二世と

認めてもらえないのが現状です。甲状腺の癌や潰瘍性大腸炎といった、因果

関係が認められる病気や難病にかかっていても、どうすることもできません。 

もっときっと辛い思いをされている方々を思うと、それ以上前に出ようと

思わないようにしていますが、母は生きているうちにきちんと認定してもら

い、娘たちが苦しまなくて済むようにしたいと言っていました。当たり前のことが当たり前になる日が

来ることを願うばかりです…。 

 

 

後世への語り継ぎに寄与したい 

森田幸彦さん(山科区) 

みなさま、はじめまして。今年４月に入会させていただきました。広

島市生まれ育ちの５３歳です。両親が被爆者の二世です。父は昭和１２

年生まれで現西区の古江（爆心地から３．６㎞程度）に住んでいました。

母は昭和１６年生まれで、家は天満町（同１．５㎞）にありました。現

在、妻と高３中２の娘二人の４人家族で、京都市山科区在住です。高校

卒業とともに広島を離れ、大阪（吹田市・箕面市等）で１０数年、山科

で２０年強になります。 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０7  ２０２１年 9 月２５日 

13 

下の娘も中学生となってから親（特に私）と行動を共にすることが少なくなりました。空いた時間を

どう使おうか考えたときに、被爆二世としての自分のアイデンティティを見つめ直し、「語り継ぎ」など

で社会に貢献できないかと思いたち、インターネットで本会を見つけて扉を叩いた次第です。 

通っていた小学校には廊下に被爆時の様々な写真が掲示されていました。また、いつの頃だったか平

和公園でのダイ・インなども参加したことがあります。広島を離れて原爆が少し遠い存在となっていま

したが、本会に入会して以降、改めて、それこそ子供時代よりも多くのことを学んでいる今日この頃で

す。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

被爆体験を語り継ぐ重要性を感じつつ 

藤井信也さん(宇治市) 

新しく入会させていただきました藤井信也（ふじいのぶや）と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。住まいは宇治市で，母が広

島で被爆しました，母の名は藤井聰子（さとこ）といいます。被爆当

時は女学校の学生で，東洋工業に動員されていたようです。投下後に

父親（私の祖父）を探すために市内を歩き回ったと聞いています。気

の強い母親で元気なころは何事にも猪突猛進，郵政に就職した後父と

の結婚で京都に，その後は部落問題研究所事務員や学童保育指導員な

どをしながら，学校や各種集会に招かれ被爆体験を話していました。

しかし，乳癌が全身に転移し悪性リンパ腫，最後には脳腫瘍により１

９８５年に５２歳で他界いたしました。祖父は被爆体験を話すことを

ためらって生きていました。公務員という職業でありながら，数々の

死体を踏み越えて避難したことに後ろめたさを感じていたようです。

でも，私が大学生として広島に行ったときに，「最初で最後じゃけー」

と前置きして，自らの体験を話してくれたことをしっかりと覚えています。父も原爆投下後に救援のた

め広島に入っていましたが，幸いにも影響はありませんでした。 

私自身，幼いころから両親に連れられて世界大会に「参加させられて」いましたので，「原爆許すまじ」

は，刷り込まれていました。言葉の意味さえ分からないままに「ふーるーさーとの町焼かれ・・・」と

口ずさんでいたことを覚えています。教員となって広島への修学旅行で被爆体験談を児童とともに聞き

被爆者の高齢化を見るにつけ，体験を語り継ぐ重要性を深く感じるようになりました。そんな折，京都

でも被爆２世，３世の組織作りが進んでいることを，新聞で知りました。井坂さんや井上さんといった

方も尽力されていると聞き，ぜひ参加したいと思いつつ，なかなか機会がなく年数ばかりが過ぎていき

ました。今年に入り，学生時代の友人である井坂洋子さんから， 

「そう言えば信也も被爆２世やったよなぁ。今，アンケートとかもやってて，資料送るし『会』にも入

りーな。」「うん，わかった。」 

いたって簡単な電話での会話でしたが，長年の気がかりがとけたような気がしました。 

平日夜の会議などへの参加は難しいのですが，少しでもお手伝いできればと考えています。今後とも

ご指導をお願いいたします。 
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『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の決算報告 
 

０、 決算期間 ２０２０年７月１日～２０２１年８月３１日 

 

１、 収支計算 

(１) 収入 

① 売上高（かもがわ出版委託販売分除く、送料含む） 1,550,100 円 

② 出版のための募金 58,000 円 

③ かもがわ出版への委託版売による収入 293,040 円 

 @800 円×333 冊＋税 10% 

④ その他 2,400 円 

⑤ 過去の積立金の取り崩し収入 48,956 円 

 2017 年 18,956 円、2018 年 30,000 円 

⑥ 収入合計 1,952,496 円 

(２) 支出 

① ㈱かもがわ出版への出版費用（税込み） 1,793,000 円 

② レターパック購入費と送料 70,690 円 

③ チラシ作成費 19,730 円 

④ その他 12,030 円 

⑤ 支出合計 1,895,450 円 

(３) 収支合計（差引） 57,046 円 

 

２、 在庫状況 2021 年 8 月 31 日現在 

(１) 全体制作部数 1,300 冊 

(２) 京都「被爆二世・三世の会」取り扱い 

① 初期取り扱い部数 900 冊 

② 謹呈本 80 冊 

③ 販売数 ７０８冊 

④ 残在庫 １１２冊 

(３) ㈱かもがわ出版への委託販売 

⑤ 初期委託数 400 冊 

⑥ 販売数 333 冊 

⑦ 残在庫 67 冊 

 

３. 会員からの初期拠出金の清算 

(１) 拠出金総額 914,500 円 

(２) 清算 

① 本の売り上げに充当 283,100 円 

② 2020 年度会費に充当 26,000 円 

③ 「二世・三世の会」の一般会計にカンパ 140,400 円 

④ 『放射線を浴びたＸ年後』第 3弾製作カンパ 100,000 円 

⑤ 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞制作のための募金 202,100 円 

⑥ 本人への返金 162,900 円 

合計 914,500 円 
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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。 

 

 

■ちょっとひとこと 

庄田政江（大阪市平野区） 

（例会が終わった後）今日もいろいろな情報あ

りがとうございました。電話が入ったため、最後

にお伝えできませんでした。 

増田さんへ。描かれた表紙になる母子像の絵とて

も素晴らしく未来に希望も感じられて下巻にふ

さわしいと思いました。出版されるのが楽しみで

す。ありがとうございました。 

ありがとうございます。励ましになります。引

き続き ご依頼など頑張ります。(増田正昭) 

 

 

■被爆二世の立場から被爆の実相を語り継ぐ 

高野佳実（静岡県富士宮市） 

いつもお世話になります。京都の二世・三世の

会の活躍を頼もしく拝見しています。 

私も自分でできることはと考え、父の残してく

れた自分史を頼りに被爆の実相を二世の立場か

ら話す活動をはじめました。「被爆二世の立場か

ら被爆の実相を話す活動」と言っても始めたばか

りなので。高校生の修学旅行の事前授業や、母親

大会や平和委員会の地区での講演、等ですが、私

が原稿を書くときは、父親が話してくれた原爆投

下時の広島の様子、それを聞いたときの自分が感

じた事を思い出して原稿を書きます。 

私たちは被爆体験がないので、オーバーに話し

がちになるので、難しいことは話さず、父親の自

分史を忠実に話すようにしています。被爆者のこ

とを知ってもらい、そして私達が伝える意義が理

解されればとの思いで話します。 

すごく単純でお恥ずかしいのですが、こんな感

じでやっています。 

コロナ禍でいろいろ大変でしょうが、元気でが

んばりましょう。これからも宜しくお願いします。 

 

■経ヶ岬の米軍Ｘバンドレーダー基地視察 

平 信行（南区） 

９月１７日（金）、京丹後市経ヶ岬の米軍Ｘバン

ドレーダー基地を視察してきました。基地撤去を

求める峰山町での集会には何度も参加してきま

したが、基地本体を見るのは初めてでした。視察

といっても基地内に入れるわけではなく、周囲か

らの観察です。実際に行ってみて驚いたのは、基

地が地域の人々の住宅地にとても近くあること

でした。もっと人里離れた山の中とか海岸べりに

あるものと勝手に思い込んでいましたが、まるで

“人々の暮らしの中に基地がある”様相でした。

北朝鮮や中国などの弾道ミサイルをキャッチす

るためのレーダー基地。戦闘状態を前提にした基

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
 

 

４. 今後のとりくみに向けて 

① 2021 年 8月 31 日付収支 57,046 円と＜下巻＞作成のための募金 202,100 円の

合計 259,146円を元手に、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞発行を中

心にとりくんでいくことになります。 

② 引き続き＜上巻＞（残在庫１１２冊）の普及にとりくんでいきます。 

特に、＜上巻＞と＜下巻＞のセットでの普及に尽力します。 

以上 

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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地がこんな身近にあっていいものか、というのが

率直な感想でした。 

力強かったのは、地域の人々の抵抗運動です。

米軍基地の一画に喰い込むような位置にあって、

絶対に土地売却に応じないと頑張られている「平

和菜園」の存在。その菜園に設置されている断固

とした抗議の大きな立て看板。英語と日本語で書

かれた抗議看板の文章を紹介しておきます。 

「警告！ ここは日

本や。なんで、米軍がい

て基地があるんや。米

軍は日本を守らへんこ

とを、知っとる。わしら

も米軍に守ってもらい

たくない。米軍や基地

は、穏やかな暮らしを

混乱させる。米軍に守

ってもらわなくても、

わしらは平和に暮らせ

るんや。君らは、武装することで平和になると、

まだ信じてるんか？」（橋立蕎麦処 まる丹） 

 

■ブルゴス・フジイさんの命を救えないのか！ 

田尾まゆみ（木津川市） 

８月２６日の夕刊記事を見ていて、ふと広島の

恩人、マッカーサー総司令官に１５㌧もの医薬品

を届けさせて数多くの人々が外国人マルセル・ジ

ェノー医師（スイス）に命を救われたことを思い

出しました。 

日系ペルー人、ブルゴス・フジイさんは、進行

性膵臓がんと診断されて入院、仮放免のままだと

国民健康保険に加入できず医療費が払えない。在

留資格がないと治療ができないと家族が訴え、非

人道的な扱いを受け、人道上このような状況を放

置して良いのだろうか。 

戦後日本人は外国人に命を１５㌧もの医薬品

のおかげで助けられたことを忘れてはならない

と思う。 

なんとか在留資格を受けれて、治療を受けても

らいたいものです。どうすればブルゴス・フジイ

さんの命を救うことができるのだろうか。私たち

に何かできることはないだろうか。ＳＮＳとかで

拡散して在留資格を取れるようにしてあげれた

らと良いなと思いました。この記事を見てどう思

いますか。日本人は過去に外国人から命を助けて

もらったことなど忘れてしまっているのだろう

か。 

その後ブルゴ

ス・フジイさんは

多くの人の支援

によって在留特

別資格が与えら

れ、国民健康保険

にも加入して、奈

良県内の病院で

手術を受けるこ

とになりました。

フジイさんは「支援してくれた人たちに感謝した

い」と述べています。 

 

■新美の反核・平和小品展 

井坂博文（北区） 

９日、ギャラリーかもがわ（上京区堀川出水

西入上がる）で開かれている、新美主催の２０

２１年反核・平和のための小品展に行ってきま

した。友人の被爆 2世の増田さんが広島と長崎

の絵を出展されています。みなさんの心のこも

った展示を観ました。 
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■ヒロシマを暴いた男  レスり―・Ｍ・Ｍ・ブルーム/著 高山祥子/訳 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

恥ずかしながらこの本を読むまで、「ヒロシマ」という１冊の本が、これ

ほど大きな衝撃をあたえた、とは全く知らなかった。「２０世紀アメリカ・

ジャーナリズムの業績第一位」と紹介されるが、「広島の惨禍を世界に広

く知らしめた」という表現だけではこの本の価値を十分に表していないの

ではないか、と思っていましたが、この本で「ヒロシマ」が世界に与えた

衝撃を知ることができました。もっと早くこの本が出版されていれば、「ヒ

ロシマ」に対する読み方も変わったかも知れない。でも、「何故」このよう

な内容の本がもっと早く書かれなかったのか、残念である。ここには、「ヒ

ロシマ」を取り巻く問題だけでなく、「原爆」の被害をどう報道すべきか、

その報道をどのように扱うのか、アメリカ政府・報道機関の動きを詳細に

追って紹介されている。ここには、私たちが知らなかった事実が多く記載

されている。（でも、私のつたない文章では充分に紹介しきれない、すみ

ません） 

「１９４５年以来、世界を原子爆弾から安全に守ってきたのは広島で起きたことの記憶だった」とい

う言葉、ここにはハーシーが「どのように広島で取材をしてきたのか」等は殆ど触れられていないが、

著者「ハーシー」と編集者たちが、単に「原爆の正体」を世界に知らしめただけでなく、国家権力に挑

み、報道の自由をいかに守り抜いたのか、という視点も重視されている。「ヒロシマ」が世に出たことに

より、時のアメリカ政府が「原子爆弾に関する事実の隠蔽」を画策する経緯も取り上げられているが、

それだけ衝撃が大きかったのが想像できる。「ヒロシマ」は、原爆の惨禍を世界に知らしめただけでな

く、言論の自由・報道の自由を守るための闘いの本であった、という。この本の発刊を機に、再び「ヒ

ロシマ」が多くの人に読まれることを期待する。でも「ヒロシマを暴いた男」を読んでからにしてくだ

さい。「ヒロシマ」が再評価されるであろう、と感じさせる本である。 

 

 

■男が介護する 家族のケアの実態と支援のとりくみ  津止正敏/著 

紹介 平 信行（南区） 

 

「親や家族の介護は嫁が、娘が、女性がやるもの」という既成概念はすでに崩壊し、介護している人

たちの３分の一は今や男性、息子や夫たちで、その人数は１００万人にのぼる。そう言えば、「彼も、あ

の人も」、男性であって親や奥さんを介護している実例は身近にも少なくない。「男も介護する、男が介

護する」世の中に、これからますます変化し、進んでいく、いかざるを得なくなる。 

親や家族の介護が人生の大きなテーマになった時、いくつものハードルが立ちはだかる。最大の壁は、

仕事と介護の両立の難しさだ。現在の介護保険や社会的なケアシステムのもとでは、仕事を続けつつ介

護を行うことは至難の業。結局定年前でも仕事を辞めざる得ない。すでに「介護離職」問題は一部の問

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

集英社 1,980 円(税込) 
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題ではなく、広く社会問題化しつつある。政府自らが「介護離職ゼロをめざ

す」キャンペーンを展開するほどだ。介護離職は生活の困窮、貧困、経済的

問題に直結する。そこから生じた悲劇ももはや珍しくはない。 

「男が介護する」上でもう一つのハードルは、介護を受ける家族の身体

的援助の大変さだけでなく、食事、掃除、洗濯、買い物等々の日常生活を、

男が支えなければならない大変さだ。それまで仕事第一、会社第一でやっ

てきた男にとって初めての体験。しかも日常生活についてはそれを支援す

るシステムや制度は何もないから、すべて自己責任で担わなければならな

い。 

「男が介護する」ことの問題を（実は男だけの問題ではないが）、筆者は、

現行の介護保険制度や社会的なケアシステムの不十分さ、脆弱さだけに原

因を求めて、その解決を図ろうと本書で提起しているわけではない。不十

分さ、脆弱さ、改善・改革の必要性は認めつつも、人が人を介護することの

尊さ、それが当たり前となる豊かな社会をめざすことを基調に、本書は展開

されていく。「介護でつらい思いをしているのは私だけではない」、「ひとりじゃない」。日本中にたくさ

んの男性介護者のネットワークが形成され、様々な交流と、豊かな体験が交流されており、それらがふ

んだんに紹介もされている。 

私たちもいずれ、子どもたちや家族に介護してもらう時を迎える。その時期はそう遠くはない。その

時にどんな家族関係を作るのか、どんな介護・被介護の関係にしていくのか、今から考えていく必要が

ある。示唆に富む一冊だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナ感染症対策に戦争用語を使うことの危うさ 

新型コロナウイルス禍が国中に広がる中で、ウイルスを敵とみ 

なし、感染症対策に「野戦病院」といった戦争用語を当てはめる言 

説がメディアを含め、社会にはびこっている。そのことの危うさに 

ついて、東京学芸大の石井正己教授（日本文学）が毎日新聞に寄稿した。 

◇ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらず、緊急事態宣言とまん延防止等重点

措置になる地域が次々に増えた。その渦中で、延期されたオリンピックとパラリンピッ

クがバブル方式で実施された。アスリートの活躍は誠に感動的だったが、開催が国民に

高揚感をもたらし、感染症対策に緩みが出たと言われる。 

振り返れば、オリンピックを開催する際に発せられたメッセージは、「コロナとの戦

いに打ち勝った証しとしてのオリンピック」だった。だが、それどころではなく、開催

期間中に感染者が増えはじめ、オリンピック関係者と国民の溝が大きくなった。そして、

いつの間にか、この言葉が聞かれることはなくなった。 

また、高齢者から始まったワクチン接種を行うときの合言葉は、「ワクチンという武

器」だった。ワクチン接種を促進するために、自治体における接種に加え、大規模接種

会場が設けられ、企業や大学での職域接種が行われている。デルタ株は感染力が強く、

重症化のリスクが大きいので、ワクチン接種が急がれる。 

だが、冷静になって考えてみるならば、私たちはコロナと戦っていて、ワクチンをそ

の武器と考えているのだろうか。「戦い」や「武器」という言葉で国民の士気を鼓舞しよ 

Scrap 

book 

中公新書 820 円(＋税) 
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▼９月３日(金)菅首相が突然の辞

意を表明しました。悪政の数々、国

民との矛盾を深め世論に追い詰め

られた結果です。世論は、国民、は安

倍・菅政権の何を許さなかったのか。それは一人

ひとりにとって極めて具体的です。私の場合、そ

の最初はまず２０１６年の森友学園問題です。評

価額９億円の国有地が８億円値引きの１億円で

学校法人に売却されようとした、あり得ない話で

す。しかし５年経った今も真相は明らかにされて

いません。明らかにできないから公文書の改ざん

が行われ、官僚の虚偽答弁が重ねられ、公務に忠

実であろうとしたな職員の犠牲者まで出すに至

った。国民は誰も納得せず、追及は終わらないの

で、この問題含めて政権は投げ出すしかなかった。

従って新しくできる政権は森友問題にあらため

て真摯に向き合い、一から再検証する政権でなけ

ればならない。このように、間近に迫る総選挙、

その結果としての政権選択には、私たちの一つひ

とつの具体的な問題の集積体としてのぞむ必要

があります。集団的自衛権行使容認決定、消費税

増税、辺野古新基地工事、原発再稼働計画、そし

て核兵器禁止条約に対する姿勢等々と。(平) 

編集 

後記 

うとしているのだろうが、このような戦争のアナロジーで感染症対策を語るのは正確な

言葉づかいでないばかりでなく、たいへん危険なことではないか。 

こうした言葉に注意したのは、アメリカの批評家、スーザン・ソンタグだった。『隠喩

としての病い』（富山太佳夫訳、みすず書房、１９８２年）で、細菌やがんを社会に戦争

を挑む敵であると見なす修辞で語ることに警鐘を鳴らした。その上で、「隠喩がらみの病

気観を一掃すること、なるたけそれに抵抗することが最も正しい方法である」と指摘し

た。 

しかし、この一冊はなかったことになっている。ワイドショーのみならず、政治家や

医者が平然と戦争になぞらえて感染症対策を語っている。今、感染爆発と呼んでいい状

況の中で、とうとう「野戦病院」や「総力戦」という言葉まで登場した。感染症対策に

必死であるにしても、こうした言葉で語っても、それが国民の心に届くとは思えない。 

思えば、スペイン風邪が大流行し、東京と横浜で毎日４００人の死者が出ていた１９

２０年、「死の恐怖」を書いたのは歌人の与謝野晶子だった。予防と治療に人事を尽く

すことが大切だとして、「予防注射をしないと云（い）う人達を多数に見受けますが、

私はその人達の生命の粗略な待遇に戦慄（せんりつ）します。自己の生命を軽んじるほ

ど野蛮な生活はありません」と述べた。 

晶子は、その１年ほど前に子供が小学校で感染してきて家庭内感染が起こり、自らも

病床で苦しんだ経験があった。そこでこのときは、家族で予防注射をし、常に含嗽（う

がい）薬を用い、子供たちのある者は学校を休ませるなどしている。不自然な死から自

分や家族の命を衛（まも）るためにできるかぎり具体的な予防策を試みて、それを社会

に提案した。 

注目したいのは、晶子はスペイン風邪を戦う相手とは見ていなかったことだ。人の命

を大切に、という一点で聡明（そうめい）でありたいと願ったのである。 

世界保健機関（ＷＨＯ）は、変異ウイルスに地域の名称をつけることは差別や偏見を

生むとして、インド株をデルタ株に改め、これが定着した。こうしたこまやかな配慮は、

戦争用語の使用に対しても厳格になされるべきだろう。そうでなければ、私たちは戦後

７６年どころか、言葉の上にせよ、すっかり戦中に戻ってしまう。かつての戦争用語が

国民の容認する常識になれば、戦争への道を許容するような方向に現実を変えることは

容易になるだろう。それは新型コロナウイルス感染症よりはるかに恐ろしいことであ

る。（いしい・まさみ）             （２０２１年９月１０日 毎日新聞） 
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２０２１年１０月（かんなづき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 金  

 2 土 ９条京都のつどい(14 時・龍谷大響都ホール) 

 ３ 日  

 

 

４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動の日 

 

 

７ 木  

 ８ 金 
ノーベル平和賞発表 

キンカン行動 

 ９ 土 ６・９行動の日 

 １０ 日  

 

 

１１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水 
京都「被爆二世・三世の会」例会(18 時３０分・ラボール京都＋ZOOM) 

日本被団協全国都道府県代表者会議 ～１０月１４日(木) 

 １４ 木  

 

 
１５ 金 

IPB(国際平和ビューロー)世界平和会議 ～１０月１７日(日)(オンライン) 

キンカン行動 

 １６ 土  

 

 

１７ 日  

 １８ 月  

 １９ 火 戦争法廃止をめざす１９日行動日（１８時３０分・市役所前） 

 ２０ 水 京都「被爆二世・三世の会」創立記念日(9 周年) 

 ２１ 木 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審弁論(10 時３０分・大阪高裁第１４民事部) 

10・21 国際反戦デー 

衆院議員任期満了日 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土  

 ２４ 日 国連軍縮週間 ～１０月３０日(土) 

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 

 

２８ 木  

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日  

 
 


