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核実験体験者への数十年にわたる影響を伝える悲惨な話 
ジミー・エリンガム 

２０２１年６月１２日 掲載：ｓｔｕｆｆ（スタッフ紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＭＮＺＳ(ニュージーランド海軍の補助艦艇)プカキから見た、地平線上にそびえる核爆弾のキノコ雲 

 

１９５０年代後半、太平洋上で行われた英国の核実験に、５００人以上の若いニュージーランド人水

兵が知らず知らずのうちに立ち会っていた。ジミー・エリンガムは、その場に居合わせた３人の男性に

話を聞いた。

彼らは次々と自分の子供の癌や先天性障害について語った。 

クリスマス島で行われた水爆実験「グラッ

プル作戦」の４０年後、ＨＭＮＺＳロトイテ

ィとプカキという２隻のフリゲート艦に乗

ったニュージーランド人が目撃した話は、悲

惨で耐え難いものだった。 

 

１月に行われたロイ・セフトン氏の葬儀で、ＲＳＡ

福祉担当のマイク・オコナー氏からポピーを受け取

る退役軍人のテレ・タヒ氏（中央）、クライヴ・スト

リケット氏、マイケル・トゥーマス氏。 

●ニュージーランドの軍縮活動家であり、以前国連事務総長の平和問題に関する顧問をされたケイト・デ

ュース博士より、貴重な記事が送られてきました。以前から核被害者について、情報を送って下さってい

ます。京都「被爆二世・三世の会」のみなさんに紹介します。 

ニュージーランドで出されているスタッフ紙についてですが、「スタッフ紙の使命は、信頼できる、正

確で信頼性の高いニュースや情報を提供することにあります。」と書かれています。それで読者に寄付を

求めています。ウェブサイトは、https://www.stuff.co.nz/ です。 

和訳ですが、この記事は翻訳ソフトを使い、編集したものです。                山根和代(右京区) 

https://www.stuff.co.nz/
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パーマストンノースの海軍退役軍人ロイ・セフト

ン氏が中心となって設立した「ニュージーランド

核実験退役軍人協会」の黎明期のことである。 

市の帰還兵協会の家では、グラップルの船員たち

が実験の後遺症の話をしていた。 

 

「人々が病気であることは知っていました。どの

程度の病気かは知りませんでした。何世代にもわ

たって病気になっているとは知りませんでした」

とプカキのベテラン、クライヴ・ストリケットは

言った。 

「本当に心が折れそうになりました」。 

セフトンは、退役軍人に妻や子どもを連れてくる

ように言った。彼らは、流産や、ひどい場合には

手足のない赤ちゃんが生まれたことなどを話し

てくれた。 

「ストリケットは、自分たちが受けた放射線の影

響の大きさを実感した瞬間を覚えています。」 

「みんな泣いていました。あまりにもひどい状態

でした。何とかしなければならないと思いまし

た」。 

１９９０年代後半、プカキの船員仲間であるジョ

ン・パーセルは、昔の仲間やその家族がどのよう

な状況に置かれているかを知ったときでもあっ

た。 

「話をしていた人が咽頭がんになってしまった

んです。ひどい状態だったんだ。」 

「私はそこに座って、メンバーやその家族が抱え

ている他の障害について聞いているうちに、突然、

自分にも話すべきことがあると気付いたのです」

と語っている。 

プカキの船員たちは、爆風から顔をそむけるように言われ、

数分後に振り向くだけだった。 

 

世界を見るチャンス 

１９５０年代の若者にとって、海軍は故郷を離れ

て旅をするためのチケットだった。 

スティケット（８６歳）は若くして学校を辞め、

農場で働いたが、自分には向いていないと判断し

て入隊した。 

朝鮮半島やマレーにも出征し、エリザベス女王と

フィリップ王子の戴冠式の凱旋公演にも参加し

た。 

１９５８年、プカキ号の乗組員には命令が下され、

太平洋に向けて出航した。そこで乗組員たちは、

気象データの収集と英国の野外核実験の観察を

行うことを知らされた。 

マイケル・トゥーマスさん（８２歳）が乗船した

のは、まだ１７歳のときだった。英連邦が主導し

た南極大陸横断のためにエドモンド・ヒラリー卿

を護衛する船に乗り、王室ツアーにも参加してチ

ャタム諸島などで陛下を護衛した。 

ラッセルでは、トゥーマスが女王とエディンバラ

公を町に迎え入れる衛兵の一員となり、エリザベ

スは彼が町の要人ではないことに気づくまで握

手をしそうになったという。 

「エリザベスは、彼が町の要人ではないことに気

づくまで、彼と握手しそうになった。忘れられま

せん」。 

 

１９５８年、トゥーマットはプカキ号にも乗って

いた。彼によると、乗組員は実験場に８０マイル

（１２８キロ）以上近づかないように言われてい

たという。 

ストリケットさんと同様、トゥーマスさんも核実

験や放射線の影響について何も知らなかった。 

パーセルさん（８１）が海軍に入隊したのも 17歳

の時だった。 

「海軍に入隊したのは１７歳の時で、「冒険する

には絶好の機会だと思った。「私はまだ若く、ホー

クスベイを越えて旅行したのはギズボーンに行

った 1回だけだった。ニュージーランド以外の国

に行ったこともありませんでした」。 

彼は冷凍庫で働いていたが、毎日時計を見ながら

仕事をすることは考えられなかった。 

 

１９５８年半ば、プカキ号の海上で、核実験の目

撃者になることを知ったパーセルは、不安を感じ
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なかった。"まるで冒険のようだった"。 

１９６５年、ジョン・パーセルさん。太平洋実験を見た

後、彼は体調を崩し、重度の障害を持つ娘を授かった。 

 

フォールアウトゾーンで 

１９５８年８月から９月にかけて、インドネシア

の南にあるクリスマス島で５回の核実験が行わ

れた。 

 

ストリケットは３回見たが、そのうち２回目の爆

発は巨大で、広島の２０倍はあったと言う。 

「巨大な爆発だったのです。太平洋上に巨大な蒸

気雲が発生したので、それを監視しなければなら

なかった。蒸発するまで監視しなければなりませ

んでした。」 

「蒸発するのに何日もかかったので、私たちは長

い間、その雲の下にいたのです。」 

雨が降った。激しい雨だ。プカキの塩水コンデン

サーに問題が発生したため、洗濯や飲料用の雨水

を集めるために日よけが設置された。これにより、

乗組員はより多くの放射線を浴びる可能性があ

った。 

 

ストリケットは、爆発はすごい光景だったが、恐

ろしかったと記憶している。美しい、とも言われ

た。"絵のように美しかったが、私には合わなかっ

た。楽しんだとは言えません。心の準備ができて

いなかったのだと思います。」。 

船員たちは、ズボンを靴下に入れて、目を隠すよ

うに言われた。甲板にいる人たちは、爆心地に背

を向けて座って待っていた。 

 

"そうしたら、爆弾が爆発してしまったんだ。手の

中の骨が見えたんだ。怖かったよ」。 

その２つ目の大きな爆弾のために、２分後に男性

は目を開けて爆発の方を見るように言われた。 

"目の前にあったんだ...。巨大だった。" 

パーセルは４つの実験を見た。小規模なものが２

回、大規模なものが２回で、それぞれ８０万トン

と１００万トンのＴＮＴに相当した。 

防護服といっても、ズボン、帽子、手袋程度のも

のだったという。 

「これが爆風に対応するためのユニフォームだ

と思っていた」というほど古臭いものだった。 

"最大の爆発は、巨大なキノコが登ってきて、地平

線全体を覆ったんだ」。 

また、パーセルさんは、爆風に背を向けて座り、

海軍士官が１から４０まで数える中、爆風を待っ

ていたことも覚えている。 

「爆発音は遠くに響いていた。そして、背中に熱

を感じた」。 

また、手の骨が見えたことも、グラップル経験者

に共通する記憶である。「それが一番大きな思い

出だよ」。 

 

トゥーマスは、２、３回の爆発の際に甲板の下に

いた。最近になって、ボイラー室が外の空気を吸

っていたため、最悪の場所だったかもしれないと

知った。 

しかし、当時の彼は安全だと感じていた。 

「私がボイラー室にいたのは、そのうちの１回だ

けです。あれが一番大きかったと思います。あそ

こはかなり暑かったですね。はしごの手すりにも

触れられないほどの熱さでした」。 

デッキの上では、プカキ号が稲妻と雷を伴った巨

大なキノコ雲に向かって航行しているのが見え

たが、「心配するな」と言われた。 

「私たちはまだ若く、無邪気だった。冒険をしに

行ったんだ」。 

核実験を前に甲板で待機するプカキ号の乗組員たち。 
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核実験の余波 

パーセル氏は、海軍で８年半過ごした後、ネイ

ピア刑務所の責任者を務めるなど刑務官になっ

た。彼の病気のリストは相当なものである。細か

いことは言いたくないが、癌も含まれているとい

う。 

パーセルさんは健康上の理由で退役軍人年金を

もらっているが、苦労して手に入れたこうした支

援は、退役軍人の子どもや孫には及ばない。 

１９６６年、パーセルさんの娘リネットは、心臓

に穴があいた状態で生まれ、脳性麻痺を患ってい

た。彼女は支えのない状態で座ることができず、

４０代半ばで亡くなった。 

パーセルはネイピアに住み、ＲＳＡの会長を務め

ている。 

トウマスは１９６４年に約９年間、林業、酪農の

仕事に従事した後、退職した。 

疲労、ストレス、関節痛などに悩まされてきたが、

特に農場での作業では疲労感が一番ひどかった。 

グラップル作戦の前に生まれたシェリーと、後に

生まれたウェンディという２人の娘がいる。 

ウェンディは、子どもに欠陥がある可能性がある

ため、子どもを産まないように勧められていたの

で、トゥーマスは「奪われた」と感じていた。 

トゥーマスとグラディスは、ハミルトン近郊の１．

６ヘクタールの土地に、４匹の猫と６匹の犬（い

ずれも引退したグレイハウンド）とともに暮らし

ている。 

ストリケットさんは、自分と家族は他の人に比べ

て幸運だと思っているが、彼自身も健康面での戦

いに直面している。 

１９６１年に海軍を退役した彼は、健康な若者と

して、食肉業界で動物の死骸を移動させる仕事を

していた。１９９０年代後半、オークランドで働

いていた彼は体調を崩し、ランチに出かけると食

べ物を喉に詰まらせた。やむを得ず外に出て、庭

で嘔吐した。 

 

"酔っぱらいの...... "と、通りすがりの男性が

不当にも言った。 

ある日、彼が農産物の配送トラックを運転してい

るときに、それが頭をもたげてきた。バナナを食

べたが、またしても窒息しそうになり、車を停め

た。通りすがりの警察官が助けてくれ、救急車を

呼んでくれた。 

ノースショアの専門医であるマイケル・ブースは、

シドニーの専門家に相談して、「活力性アカラシ

ア」と呼ばれるこの症状を解決してもらった。 

「私の喉はすぐに縮んでしまいました。飲み込む

こともできず、食べることもできませんでした。」

違和感のあるチューブを使って食べ物を送り込

んだが、ストリケットさんには手術が必要だと判

断された。 

 

喉から胃までの食道を分割し、萎縮した組織を削

り取るという複雑な手術であった。１年後、彼は

同じ手術を受けることになったが、今度は背中か

ら手術をした。 

ストリケット氏と妻のフェミーは、オークランド

からワイカトへと引退した。当初は別の手術が予

定されていたが、医師は代わりに胃にバルブを挿

入し、そこから栄養を供給するようにした。 

２００９年からはその状態で生活している。「今

でも水爆実験の影響だと思っています。」という。 

彼らには 3人の子どもがいるが、いずれも他の家

族にはない問題を抱えている。 

ジョン・カウプランド氏 

 

２００７年に撮影されたパーセル氏は、謝罪と退

役軍人の家族への支援を求めて、退役軍人問題担

当大臣に手紙を書き続けるつもりです。 

 

謝罪を待って 

核実験退役軍人協会の会長であるセフトン氏は、

１月に８２歳で亡くなった。１９５７年にロトイ

ティ号に乗船したブルズグラップルのベテラン、

テレ・タヒさんが会長を引き継ぎ、ジャシンダ・

アーダーン首相との面会を決意した。 
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生き残っている退役軍人は約６０人と推定され

ており、協会は、危険な目に遭った若者たちや、

爆発が彼らの健康に与えた影響について謝罪を

求めている。 

また、退役軍人の子どもや孫のための研究や医療

支援を求めている。 

協会の支援者であるアル・ローランド氏は、退役

軍人とその家族に長期的な遺伝的ダメージがあ

ることを発見した研究に携わったマッセイ大学

の元学者だが、ニュージーランド政府や英国政府

を納得させるには十分ではなかった。 

退役軍人省のウェブサイトによると、英国当局は

リスクを最小限に抑えるための手順を用意して

いたという。 

"予防措置は、その時点で入手可能な最善の知識

に基づいていました。"と。 

長年、核実験退役軍人会の会長を務めたロイ・セフトン氏

が 1 月に亡くなった。 

 

トーマスさんは、退役軍人の子や孫への支援は重

要であり、世代を超えた放射線被曝の影響を理解

することも重要で、そのための研究をしてほしい

という。 

ストリケットさんは、賠償金はいらないが、謝罪

はしてほしいと言っている。 

トーマスと同様に、政府がグラップル退役軍人の

子孫に関する調査に資金を提供し、英国政府に若

い船員の命を危険にさらしたことが間違ってい

たと認めるよう働きかけてほしいと考えている。 

パーセルさんは、最近の退役軍人問題担当大臣で

あるメカ・ワイティリさんにも、前任者と同じよ

うに手紙を書くつもりだという。 

「私が受け入れがたいのは、これらの若い少年た

ちがモルモットのように扱われるために政府に

引き渡されたことを王室が認識していないこと

です。」 

 

「もし実験が安全ならば、なぜイギリスは自国で

実験を行わなかったのか？」 

「私たちが求めているのは、すべての海軍の核実

験を体験した退役軍人とその家族に対する扱い

について、公式に謝罪することだけです。難しい

ことではありません」。 

パーセルとトゥーマットは、8 月までパーマスト

ン・ノースのテ・マナワ・アート・ギャラリーで

開催されている写真展で紹介されている。 

 

＊＊＊＊＊ 

スタッフ紙より 

この記事は自分で書いたものではありません。 

スタッフ紙のニュースを作るには、生身の人間、

厳しい電話、居心地の悪い戸締り、忙しい張り込

み、複雑なデータセット、高性能なカメラ、技術

者、猛烈なタイピングなど、さまざまなものが必

要です。 

だからこそ、皆さんには目だけではなく、Ｓｔｕ

ｆｆ紙をサポートしていただきたいのです。 

もし私たちのニュースがあなたの心に響き、あな

たの世界を理解する助けとなり、あなたの周りで

起こっていることを知らせてくれるなら、ぜひ寄

付を検討してください。 

あなたに代わって、私たちが記事を書き、質問を

し、電話をかけ、撮影し、出版し続けるための支

援をお願いします。 
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原発賠償京都訴訟控訴審第１１回期日(９月３０日)の報告 
原発賠償京都訴訟を支援する会事務局 上野益徳さん 

 

９月３０日、京都訴訟の控訴審第１１回期日が開

催されました。緊急事態宣言の最後の日でしたが、

中に入れる原告は５名、傍聴席は 38 席に制限さ

れる中での開催となりました。 

 

支援者の皆さんにはＺｏｏｍ での参加を呼びか

けたため、抽選には至りませんでしたが、中に入

れなかった原告を含めて３０人ほどが傍聴しま

した。見慣れない顔の方が数人おられましたが、

仲良し３人組のおじさんたちは裁判長が入廷す

るまでの時間が待ちきれなかったようで、開廷前

に出て行かれました。大変驚いたことに６席用意

された記者席は満杯でした。前日にあったえひめ

訴訟控訴審（高松高裁）で国の責任を認める判決

が出たことが影響したのかも知れません。 

 

法廷では、原告側が４本のプレゼンを行いました

が、その内容については長文になるので、別に報

告させて頂きます。 

 

前回期日は報告集会ではなく、裁判所前の公園で

まとめの集会をしましたが、今回は参加した原告、

弁護士、支援者も会場へ移動し、報告集会（オン

ラインで配信）を行ないました。会場に約３０名、

Zoom で４０名弱の参加者がありました。 

 

最初に川中弁護団長が、この間の自民党総裁選挙

での原発についての候補者の態度を取り上げ、３

人が公然と「原発は必要だ」と発言するようなこ

とを許さない世論を作っていかないといけない、

とあいさつ。支援する会共同代表の平さんは、被

爆者手帳を持っている人の高齢化が進み毎年減

ってきたが、減少傾向が変わる可能性が出てきた。

黒い雨訴訟判決の確定で１万人を超える人から

問い合わせが来ている。手帳を持つ人数が増える

状況にある。この訴訟もそういう広い視野に立っ

て進める必要がある、とあいさつされました。 

 

田辺弁護団事務局長からは、裁判の今後の見通し

について報告がありました。 

①裁判所が審理計画を立てているが、国が遅れて

いて、国の主張が全部出終わるのは来年の９月に

なりそう。そのあと最終弁論になるのか、証拠調

べになるのかが夏頃までには決まる。 

②昨日高松高裁で国に対する判断が出た。これで

高裁レベルで３勝１敗。裁判所の枠組みも固まっ

てきている。予見可能性よりも技術基準（安全性

の確保）が重視されて、そんなに確度の高い予見

でなくても、技術基準を満たしていないのにほっ

たらかしておいていいのかということになる。実

は京都訴訟でもそういう主張を提出していたの

で、高松高裁判決を見て間違っていなかったと意

を強くした。 

③東電からは「新弁済の抗弁」というものが出さ

れている。平たく言えば、払い過ぎた金を返せと

いうこと。その根底には、区域外避難者には本来

損害なんてないという主張がある。今日は高木弁

護士に反論してもらった。埼玉訴訟では東電の弁

護士が避難者を詐欺呼ばわりした。今後は、損害

を明らかにするために個別の準備書面を出して

いきたい。 

 

そのあと会場の原告７名とオンラインで参加の

原告２名が今の思いを語りました。印象に残った

発言を紹介します。 

 子どもたちに背負わせたくないという気持

ちで闘っている。 

 動画を作った際に、「放射能に汚染された」と

いう背景に息子が撮ったふるさとの風景を

出せば向こうにいる人が傷つくんじゃない

入廷行進 
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かと迷ったが、二世三世の会のオンライン学

習会に参加して、それでも言い続けないとい

けないということに気付かされ、出すことに

した。 

 裁判に来ると動悸がして心拍数が上がる。で

も、みんなの顔を見ると安心する。 

 映画「ＭＩＮＡＭＡＴＡ」を観に行った。窒

素がやっていることが東電と同じ。映画は裁

判勝訴で終わるが、水俣病は今も続いている。 

 避難当初に体調が悪くても一生懸命やって

きたのは、自分にとってみなさんとの交流が

必要だったんだなと思った。 

 去年コロナになってから裁判から気持ちが

離れてしまって、自分は避難元に愛着はない

し、ＰＴＳＤも恐らく大丈夫だし、みんなと

の違いを感じてしまって…。今日は久しぶり

に参加して、頑張っていかなきゃとは思った

んだけど（なかなか整理がつかなくて）…。 

 裁判もちょっと離れてしまうと何のために

やってるのかわからなくなることがあるが、

姉の孫たちを見ると、この子たちに負の遺産

をそのまま引き継ぐわけにはいかないと思

う。 

 １０年経っていろいろあるけど、みんながい

るから私も頑張れる。支援者の方々がいるか

ら、ここまでやって来れた。いま京都を中心

に国内避難民に関する特別報告者の訪日を

実現するために頑張っている。 

 裁判も長くなり、何回もやめてもいいかな、

普通の生活にもどりたいなという気持ちも

あったが、子どもたちの未来のために原発を

なくしたいと思い、みんなと一緒にやってき

た。 

 

そのあとゲストや他訴訟の原告・支援者から連帯

のあいさつを受けました。 

高松に行った帰りに参加されたかながわ訴訟原

告団長の村田さんは、えひめ訴訟の高松高裁判決

は責任論についてはきっぱりした判決、これで流

れは固まっただろう。賠償金額は上がったが、区

域内と区域外の線引きによる格差はそのまま。ど

うやって破っていくのかが課題。根っこは被ばく

問題だと思う。かながわ訴訟も来年秋ぐらいに結

審の見通し。京都、かながわ、東京の３訴訟が責

任論を不動のものにしていこう、とあいさつ。 

 

村田さんと同行された全国支援ネット事務局長

の岸本さんは、他の裁判では京都のように原告が

７人も前に出て発言するなんてことはない。えひ

めの勝利で３勝１敗になった。全体的な流れとし

ては国の責任は認めるだろう。問題は区域外避難

者、京都では２年間の避難期間を認めさせたが、

賠償金額では東京の２００万円が最高。黒い雨訴

訟では大雨区域の壁を打ち破った。国内避難民の

「生活権の再建」を認めさせ、避難指示区域の制

約を突破していこうと呼びかけた。 

 

九州訴訟からは二人の共同代表がオンライン参

加されました。第２陣で加わり共同代表になった

木村さんは、長崎に住んでいるが、現地の被爆者

から福島原発事故が起こったことについて「自分

たちがもっと被爆を訴えて来なければいけなか

った」と謝罪されたことを紹介。生まれた娘のた

めに被害を訴えていきたいと話された。もう一人

の共同代表である金本さんは、九州は今年に控訴

審がはじまったばかりだが、忘れられ始めている

かなとも思うので、手を取り合って世論に訴えて

いきたいとあいさつ。 

 

群馬訴訟原告の丹治さんは、群馬は高裁で負けて

しまった。でも正義は私たちにある。忘却は政府

にとって武器だが、私たちは絶対に忘れさせるわ

けにはいかない。全国の避難者が心をひとつにす

るのが各地の裁判、お互いに支え合いながら闘っ

ていこうと訴え。 

 

千葉訴訟原告と家族の会の瀬尾さん（父と夫が原

報告集会 出席原告全員が発言 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０８  ２０２１年１０月２５日 

9 

告）は、高裁では逆転勝訴した。京都からもビデ

オメッセージを頂いた。千葉でも原告が亡くなっ

て、子どもさんが継承するケースが何件もある。

最高裁に向けて署名に取り組んでいるので、協力

して欲しいと訴え。 

 

関西訴訟原告を代表して森松さんは、責任論は洗

練されてもうひっくり返せない。損害論をきっち

り示すことで、被害の大きさが見えてくる。全国

の仲間とつながれる機会を作ってくれてありが

とうとあいさつ。 

 

最後に京都原告団の堀江さんが、原告で「公正な

判決を求める署名」のプロジェクトチームを作り、

署名を作った。ＱＲコードから原告の訴え動画を

観ることができるようになっている。京都地裁の

時は２万３千筆集まった。今回はそれを上回る数

を集めたい。オンライン署名も作る予定と署名へ

の協力を訴えた。 

 

次回期日は１２月１６日（木）、次々回は来年３月

１１日（金）、いずれも１４時３０分開廷となりま

した。 

 

 

 

 

 

ICANからのメッセージ ２０２１年１０月８日 

 

ＩＣＡＮの活動に関心をお持ちの皆さま 

ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャンペーン）国際運営団体のピースボートよりお知らせと呼びかけをいた

します。 

核兵器廃絶に向けて 

大阪高裁あて「公正な判決を求める」署名へのご協力の

お願い 

私たち原発賠償京都訴訟原告団は、すべての被害者へ

の補償を求め、同じ過ちが再び繰り返されることがない 

よう、被害の実相と国・東京電力の加害責任を明らかに

するために、この裁判を起こしました。 

原発事故の実相と原告たちの命と暮らしに向き合い、

適正かつ迅速な審理のうえ、国と東電の責任を認めるこ 

とはもちろん、原告たちの本来守られるべき正当な権利

を実現する公正な判決を出されるよう強く要請します。 

＊京都訴訟原告団からのメッセージ映像はこちら 

https://gigazo.wi2.ne.jp/mypageLogin 

＊オンライン署名はこちら 

https://www.change.org/Shien_Kyoto 

＊紙署名（団体、個人）はこちらからダウンロード 

http://fukushimakyoto.namaste.jp/shien_kyoto/even

t/2021kousai-kouseisaiban.ht 

https://gigazo.wi2.ne.jp/mypageLogin
https://www.change.org/Shien_Kyoto
http://fukushimakyoto.namaste.jp/shien_kyoto/event/2021kousai-kouseisaiban.ht
http://fukushimakyoto.namaste.jp/shien_kyoto/event/2021kousai-kouseisaiban.ht
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岸田文雄氏を首相とする新内閣が成立しました。広島出身の岸田首相は「核兵器のない世界」に尽力す

ると宣言していますが、核兵器禁止条約に対する態度は明らかにしていません。岸田政権に対して、ま

た、来る衆議院総選挙において、核兵器禁止条約に日本が加わることを市民が求めていくことが重要で

す。 

岸田首相就任に際しては、ベアトリス・フィン ICAN 事務局長やカナダ在住被爆者のサーロー節子さん

から手紙が出され、NHKなど報道でも大きく取り上げられました。 

（両手紙はこちら: https://peaceboat.org/39142.html ） 

来年３月に予定される核兵器禁止条約第 1回締約国会議、および条約への参加に対し日本がどう動くの

か、世界が注目しています。 

衆議院総選挙は１０月１９日公示、３１日投開票と予定されています。総選挙で、各党・各候補者は、

核兵器禁止条約への日本の対応をしっかりと議論すべきです。ＩＣＡＮ国際運営委員をつとめるピース

ボートの川崎哲は、本日（１０月８日）付の朝日新聞「私の視点」に「衆院選を前に――核廃絶の道筋 

与野党は政策論争を」と題して寄稿しました。 

（朝日新聞「私の視点」：https://digital.asahi.com/articles/DA3S15069580.html ） 

「議員ウォッチ」プロジェクトでは、日本の国会議員、

都道府県知事、市区町村議会の核兵器禁止条約への立

場をリサーチし、オンライン上で公表し、賛同を呼び

かけてきました。日本が核兵器禁止条約に参加すべき

だという声は各種世論調査で７０％を超えているのに

対し、国会議員の賛同率は２８％に留まり、未だ大き

な乖離が見られます。議員ウォッチ上には、現職と候

補予定者９００名近くの情報が公開されています。（議

員ウォッチ：https://giinwatch.jp/） 

ぜひ皆さん、議員ウォッチを活用して、現職国会議員

および候補予定者に対して、核兵器禁止条約への賛同

を表明するように呼びかけてください。議員ウォッチ

では学生団体 KNOW NUKES TOKYOと協力して、まだ態度

を明らかにしていない現職や候補予定者に対して電話やＦＡＸ、ＳＮＳを通じてアプローチを始めまし

た。すでに賛同の反応も多数寄せられています。皆さんにもこの取り組みにぜひ参加していただきたい

と思います。 

（呼びかけ方はこちら https://giinwatch.jp/news/82/） 

またこのたび、公益社団法人 Marriage For All Japan ？ 結婚の自由をすべての人に（マリフォー）が

「マリフォー国会メーター」を立ち上げましたので、合わせてお知らせします。これは、同性婚の法制

化についての国会議員や候補予定者各人の立場を明らかにしているサイトで、議員ウォッチと提携運営

しています。（マリフォー国会メーター：https://meter.marriageforall.jp/） 

主権者としての意思を政治に反映させることのできる、最も重要な機会がやってきます。  

有権者からのアプローチには影響力があります。議員ウォッチには皆さんの小選挙区割も出ていますの

で、地元選出議員への問いかけを積極的に行っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

お問い合わせは、ピースボート事務局（pbglobal@peaceboat.gr.jp ）まで。 

https://peaceboat.org/39142.html
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15069580.html
https://giinwatch.jp/
https://giinwatch.jp/news/82/
https://meter.marriageforall.jp/
mailto:pbglobal@peaceboat.gr.jp
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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。 

 

 

■自治体に広がる安定ヨウ素剤配布活動 

守田敏也（左京区） 

丹波篠山市に次いで滋賀県の米原市、彦根市でも市民に安定ヨウ素剤が配られることなりました。米

原市では私がアドバイザーとして正式に復帰することにもなって。原発から３０㌔圏外の自治体で最初

の篠山市から５年かかりましたけど、複数の自治体がまとまって行うことになるので大きな動きにして

いけるのではないかなと思っています。 

こんな時に連動する形で「ヨウ素剤配ってよ福井」と

いう女性たちのグループが立ち上がって、そこでＺＯ

ＯＭ講演させていただきました。さらには兵庫県の明

石市でもヨウ素剤についてのＺＯＯＭ学習会を要請さ

れ、そこには防災課長さんも参加されていました 

美浜３号機が動かされていく中で、原発事故災害に

対する構えをキチンとしていかなければという動きが

強まっているように思います。「原子力政策を考える福井・関西ネットワーク」という大きなネットワー

クが、“ストップ・ザ・もんじゅ”という関西では反原発の老舗といってもいい、吉永小百合さんなどが

運動の映像のナレーションなどやっていた団体ですが、そこから要請されて、１１月２７日(土)に６０

０人規模の大きな集会をやるということで、メイン講師は二人ですがその内の一人として発言すること

になりました。さらに京都の市民放射能測定所からも講演依頼をもらっています。 

この間、東電や四国電力でも安全対策おざなりの不祥事が明らかになる中で、今このように市民運動

が高まってきているし、大きくは、「黒い雨」訴訟の勝訴、原発事故避難者訴訟の勝利などとも連動して

いると思います。これはいい動きであり、そちらの方もさらに頑張っていきたいと思います。 

 

■１２月の個展 

～被爆二世の肖像画も～ 

増田正昭（下京区） 

今年も１２月に個展を開催することに

なりました。期間は１２月１３日(月)か

ら１９日(日)、会場は Gallery Take 

two(中京区御幸町御池上ル)です。今回か

ら被爆二世の肖像画も作成し、被爆者の

肖像画と合わせて展示することになりま

した。今、西河内さんの肖像画にとりく

み始めています。森川さんも予定してい

ます。被爆者の方も、既に他界されてい

る米重さんのお母さん、国府さんのお母

さんも作成していく予定です。お母さん

の遺された手記を読ませてもらったり、

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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二世のみなさんからお母さんの話を聞かせてもらったりしながら参考にしていきます。 

今年の個展のタイトルを、『核に向き合い、核を乗り越える被爆二世－「被爆者の肖像画で被爆体験を

語り継ぐ」の第４弾－』とする予定です。 

 

■核廃絶に向けて茨木から 

垣内玲子（茨木市） 

「黒い雨」訴訟のことがこれだけ注目されて勉強もさせてもらっています。これを契機にどこまで広

がっていくのか、もっとみんなに放射能被害のことを知らせていきたいなと思っています。１２月８日

の小山美砂さんのお話しには期待していて是非参加したいと思っています。 

総選挙が始まりますけど、それに向けて茨木市でも何かできないかと考えていました。その一つに、

茨木市が昨年１２月市議会で「日本政府に核兵器禁止条約に批准せよ」という意見書を成立させていま

す。だけど、それはその時だけのことに終わってしまって、その後は動きが何もないので、なんとかこ

れから、来春の締約国会議に日本政府がオブザーバー参加するよう求める運動ができないものかと考え

ています。総理大臣が岸田氏に変わって広島出身ということもあって最初の頃は核廃絶のことにも少し

は触れていたように思いますが、最近はグーンとトーンダウンして、がっかりしています。 

茨木からも核廃絶に向けて運動を頑張っていきたいと思っています。 

 

■ジョン・ハーシーと「世界の切手にみる『核兵器のない世界』への歩み」 

祝 教允（神戸市北区） 

毎号２世・３世の会「会報」をお送りいただき有難うございます。いつも

充実した内容に感銘しております。特に書籍紹介は、毎回参考させていただ

いております。今月号の『ヒロシマを暴いた男』は、さっそく手にしたいと

思いました。 

１９４５（昭和２０）年９月３日、英国デイリー・エクスプレス紙のウィ

ルフレッド・バーテェット記者は、外人記者として初めて「３０日目の広島」

に入り、「５日付け１面に前段抜きでこのヒロシマレポートを扱い、英国民に

大きな衝撃を与え」（『被爆５０年写真集－ヒロシマの記録』中国新聞社刊）

ました。次いで、１９４６（昭和２１）年６月に広島に入ったジョン・ハーシ

ー氏の『ヒロシマ』は、アメリカで大変な話題になり、日本でも１９４９（昭

和２４）年、翻訳出版されました。私はその初版本を古書店で見つけ購入し

たのですが、封も切らず今も大切に保管（笑・笑）しています。このハーシー

氏は、２００８年に発行された「アメリカのジャーナリスト」と題する記念

切手の中に入っていました。 

じつは、神戸北区の年金者組合が１０月６日から１０日まで開催した 作品

展に、私も「世界の切手に見る『核兵器のない世界』への歩み」を出品しまし

た。旧ソ連の「ストックフォルムアピールの呼びかけ」切手や、ベトナムの

「平和の波」切手、アメリカが行ったビキニでの核実験「十字路作戦」切手

など、３０リーフを展示しました、この中で「アメリカのジャーナリスト」

記念切手も展示しました。 

１９４５（昭和２０）年９月２日、日本は降伏文書に調印し、連合軍の占

領統制下に置かれました。連合軍は直ちにプレスコード（報道遵則）を指令

し、私信の検閲まで含む報道管制をしいたため、原爆禍の報道にも大きな影

響を与えました。一番最初に広島に入ったバーチェット氏が「世界に対する
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警告としてこれを書く」とのディリー・エクスプレス紙の報道も、米国は全面否定し抹殺しました。 

次いで広島に訪れたハーシー氏は、被爆者を訪問し、被爆者の立場に立って、被爆者と共に考え、共

に苦しみ、被爆の実相を書いた『ヒロシマ』をニューヨーカーに発表し、１日で３０万部を売りつくし、

１００以上の大新聞が転載。放送局がドラマ化し単行本も出され、２年間にわたって「ヒロシマ」ブー

ムが起こりました。しかし「７月にはビキニ環礁で米国が原爆実験に成功。それは力の政策への一歩だ

った」（前同）。朝鮮戦争での核兵器使用が検討されたり、米ソ核軍拡競争が始まる中で、米国での反核

運動の発展が遅れていったようです。 

会報でハーシー氏を紹介した書籍案内記事を見て、思わずメールしてしまいました。 

(切手の画像の上から３人目がジョン・ハーシー氏です) 

 

■北海道平和美術展で父の戦争体験を語る 

マシオン恵美香（北海道釧路市） 

いつも京都「被爆二世・三世の会」の会報をいただき、ありがとうございます。 

私は８月２日に北海道平和美術展で、父の被爆体験地（長崎）を訪ねたこと、父が私に語った戦争体

験(被曝を含む)をお話しする機会を得ました。私が被爆二世であることは反核反原発の市民運動に組み

する理由となっているため、お話しすることができてよかったと思っています。 

今後も被曝した方々の体験を語り継ぐということは必要だと思います。皆さんの活動に大変励まされ

ています。コロナ禍が長引いていますが、共に、体を大事にしながらそれぞれの場所で頑張りましょう。 

写真は平和美術展に展示された私の作品４ｍ×４ｍの壁画です。 
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■いないことにされる私たち     青木美希/著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

著者の「青木さん」は私が注目する新聞記者である。「朝日新聞夕刊『現

場へ』」で新潟県へ避難した中学生が「自殺」を取り上げられていたが、

お父さんのその後は全く知らなかったが、大変なことになっていたこと

を初めて知った。そこには「精神的」に追い詰められている多くの「避

難者」の姿がある。国・東電から「事故についての謝罪がない」それが避

難者を追いつめる、という。そして「郡山」から大阪に避難された「森松

さん」が、「自分が避難者に数えられていない」という事実を知り、その

訂正を求める運動を通じて、どうして「避難者数」が正確に把握されな

いのか、その背景に何があるのかを鋭く追及している。「避難者数」も「自

殺者」も国は正確な人数を把握していないという。「なぜ、国がその事実

をみとめ、改善しようとしないのか」その理由も鋭く問いかける。あの

事故から「10年以上」経過するが、まだまだ事態は解決していない、「忘

却は国にとって最大の武器で、私たちにとっては最大の弱点」と著者は

警告する。ここには忘れてはいけない事実が書かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆２世・３世 健康支援を 

原爆被爆者を親や祖父母に持つ人でつくる「岡山『被爆２世・３ 

世の会』(会員３０人)は１８日、被爆者の子どもや孫の健康問題への 

支援を求める要望書を伊原木隆太知事宛に提出した。 

要望は、国が県に委託している健康診断の対象を被爆２世から３世まで 

に拡大▽がん検査を健診に追加▽２世への医療費補助－などの６項目。 

８人が県庁を訪れ、世話人代表の加百
か ど

智津子さん(７２)＝総社市中央＝が県保健福祉 

課の中村賢三課長に要望書を手渡した。懇談

もあり、会員は被爆でがんのリスクが高まった

親から生まれたことへの不安や、自分の子や孫

への影響に対する懸念などを訴えた。 

同会は２０１５年に結成。加百さんは「私た

ちが核の恐ろしさや平和の尊さを伝え続けて

いくためにも、支援をお願いしたい」と話した。 

要望書を手渡す加百さん (左 ) 

(２０２１年１０月１９日 山陽新聞) 

Scrap 

book 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

朝日新聞出版 

1,650 円(税込) 
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■「黒い雨」被爆者手帳、１８９人集団申請 一刻も早い救済求め 

広島原爆「黒い雨」を巡り国が救済拡大方針を示したことを受け、従来の援護対象区

域外で雨に遭った広島市内の１８９人が１１日、被爆者健康手帳の交付を求め広島市に

集団申請した。国が新たな審査方法を示していない中、多数の「黒い雨被爆者」が一刻

も早い救済を求めていることを伝える狙い。 

午前１０時から市内の会議室を本人ら１００人以上が訪れ、原爆投下当時にいた場所

や黒い雨の様子を書き込んだ申請書を手渡した。市職員約２０人が対応し、内容に不備

がないか点検。通常は約１カ月後に聞き取りの面接を実施するが、市職員は「国が救済

方法を示していないため時間を頂きたい」と、まだ面接に入れないことを説明した。支

援者によると、市以外でもこの日少なくとも２０人以上が申請したとみられるという。 

９歳の時に旧砂谷村（現広島市佐伯区）で雨を浴びた前田勝司さん（８５）はこの

日、マイクロバスを手配し同村で雨に遭った２４人を率いて申請した。「同じ空の下

で、同じ黒い雨に遭った。今まで放置されてきたことが残念。できるだけ多くの人が

手帳を受け取れるといい」と願った。 

過去に３回実施された雨が降った範囲に関する調査で「降雨域外」とされてきた地

域から申請も。爆心地の西約３０キロ、旧吉和村（現広島県廿日市市）で雨を浴びた

住田康雄さん（８５）＝広島市安佐南区＝は「吉和村にも雨が降ったと訴えたい。諦

めかけた時もあったけど、被害を認めない国に腹が立ってきた。今度こそ手帳がほし

い」と話した。 

県・市は「降雨域外」にも雨が降った可能性を指摘し、「援護対象となりうるよ

う、控訴審判決を尊重した制度設計」をするよう、国に要請している。 

「黒い雨訴訟」を巡っては、区域外で雨に遭った８４人全員を被爆者と認める広島 

高裁判決が７月に確定。政府の救済

拡大方針を受け、訴訟の支援団体が

９月、原告以外の手帳申請に関する

相談会を実施した。弁護団事務局長

の竹森雅泰弁護士は「これだけ多く

の黒い雨被爆者が手帳を待ち望んで

いる。皆さん高齢で時間がない。国

は早く基準を改定し、手帳交付すべ

きだ」と求めた。 

被爆者健康手帳の申請書を、広島市職員

に提出する前田勝司さん (右 ) 

(２０２１年１０月１１日 毎日新聞) 
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▼太平洋ビキニ環礁水爆実験によ

る被災者はマーシャル諸島島民だ

けではなかった。実験に携わった

多くの米軍兵士も被災していまし

た。そして米兵だけでなく、イギリス軍の若い兵

士たちもイギリスの太平洋核実験で被災してい

た事実を『放射線を浴びたＸ年後』第３弾で伊東

英朗監督が明らかにしようとしています。伊東監

督はイギリス本土まで取材に赴いています。そし

て今回山根和代さんを介してニュージーランド

軍兵士の被災と被曝の実態が赤裸々に報告され、

本誌に掲載、紹介することになりました。地球全

体を覆うかのような底沼の核実験放射能被爆で

す。▼ニュージーランドの被爆者救済がどのよう

な状況なのかは分かりませんが、救いはニュージ

ーランドは核兵器禁止条約に署名し、しっかりと

批准している国であることです。条約は核兵器の

禁止を定めるだけでなく、被害者の救済、汚染さ

れた環境の回復も義務づけています。条約具体化

の中でニュージーランドの人々が最大限の救済

措置を受けられるよう願うものです。そして日本

も一日も早く核兵器禁止条約に参加する政府を

実現していきましょう。（平）

編集 

後記 

■記憶遺産きょう申請 広島市と市民団体 原爆文学５点 

「広島文学資料保全の会」（土屋時子代表）は１４日、広島市役所で記者会見し、原爆詩人・峠三

吉（１９１７～５３年）たち被爆作家３人の日記や手帳など５点を、国連教育科学文化機関（ユネス

コ）の「世界の記憶」（世界記憶遺産）登録に向けて市と共同申請すると発表した。 

申請するのは、峠の「原爆詩集」最終草稿と日記、メモ▽作家原民喜（０５～５１年）が被爆直後

の惨状を記録した手帳▽詩人栗原貞子（１３～２００５年）が代表作「生ましめんかな」などをつづ

った創作ノート。いずれも遺族や関係機関から寄託、寄贈を受け、原爆資料館が保管している。 

申請は２０１５年に続き２度目。土屋代表は「人類が忘れ去ってはならない資料だ。若い世代が３

人の言葉の力を継承し、被爆の記憶をより深く知ってほしい。岸田文雄首相の後押しを期待したい」

と力を込めた。民喜のおいの原時彦さん（８７）＝南区＝は「原爆でどれだけの人間が殺され、後遺

症に苦しんだか。世界に知ってもらうため再挑戦に踏み切った」と語った。 

市は会見を欠席。文化振興課の横山徹也課長は「保全の会の要望を受け、協力して申請する立場だ」

としている。 

１５日に松井一実市長と土屋代表が連名で文部科学省の審査委員会へ書類を提出する。１１月中

に最大２件の国内候補を選び、政府がユネスコに申請する。カナダ在住の被爆者サーロー節子さん

（８９）たち約２６０人が賛同人に名を連ねている。   （２０２１年１０月１５日 中國新聞） 
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２０２１年１１月（しもつき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 月  被爆二世健康診断（京都府）開始 

 2 火   

 ３  
文化の日 

１１・3 憲法集会 in 京都（13 時 30 分・円山音楽堂） 

 

 

４ 木   

 ５ 金  キンカン行動 

 ６ 土  ６・９行動 

 

 

７ 

 

日  立冬 

 ８ 月   

 ９ 火 ６・9 行動 

 １０ 水  

 

 

１１ 木 世界平和記念日（第一次世界大戦終結 1919 年） 

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土 
日本被団協近畿ブロック相談事業講習会（11 時・神戸市立婦人会館） 

日本母親大会 in 沖縄 

 １４ 日   

 １５ 月  七五三 

 １６ 火  

 

 

１７ 水  

 １８ 木 京都「被爆二世・三世の会」11 月例会（18 時 30 分・ラボール&ZOOM） 

 １９ 金 
安保法制廃止をめざす 19 日行動（18 時 30 分・市役所前） 

キンカン行動 

 ２０ 土 
日本平和大会（10 時・オンライン） 

世界の子どもの日（「子どもの権利条約」採択 1989 年） 

 ２１ 日  

 ２２ 月   

 ２３ 火 勤労感謝の日 

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土  

 

 

２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火  

 
 


