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本の申し込み 

フォーム 
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いよいよ『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉発行 １２月１日付 

被爆体験の継承、拡散のために普及に努めていきましょう！ 
 

１年間かけて準備してきました『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉を１２月１日、いよいよ

発行することになりました。内容は以下の通りです。 

掲載した被爆証言は４５人（〈上巻〉は５０人）、全５２４ページ(〈上巻〉は５２１ページ)。発行部

数は１，３００冊です。(これも〈上巻〉と同じ) 

●掲載者とリストは以下の通りです。 

〈ヒロシマ編〉 

１. 内田 克子  親も子も孫までも不安と共に生きた７０余年 

２. 住田紀美子  大芝公園で斃れた人々を思い起こしながら生きてきた 

３. 榎  郷子  あの惨禍が二度とないようにと語り継ぐ 

４. 藤村 敏夫  今も脳裏から消えることのない一口の水と少年の笑み 

５. 高安 九郎（本名 小西建男）  閃光の下の陣中日記 

６. 朝枝 照明  被爆後４０年、突然襲いかかってきた病気とのたたかいの日々 

７. 姜  静子  ７１年の歳月を経て夫の霊に手を合わせた日 

８. 西田 哲之  頭上に襲い来るキノコ雲の真下で 

９. 丸岡 文麿  原爆死を免れて 

10. 東  義隆  爆心地から１３㌔離れた里山で浴びた黒い雨 

11. 福留美智子  綾部と広島で、私の被爆体験と「ふりそでの少女」を語り継ぐ 

12. 米澤 暉子  嵯峨の地に眠る父と母と妹と 

13. 小島 義治  原爆で母を失い、戦争で父を奪われた孤児たち 

14. 平井 富子（仮名）  自然食・自然療法との出遭いに救われて 

15. 古田 京子（被爆２世）  原爆によって奪われた父と母の幸福 

16. 庄田 政江（被爆２世）  暁部隊から救護に駆けつけた父 

17. 三谷 祐幸  呉で大空襲に襲われ広島で原爆に遭う 

18. 本庄美保子  被爆者がやっと話せるあのことを 

19. 切明千枝子  広島第二県女の奪われた命を語り継ぐ 

20. 森  容香  “二度と戦争を起こしてはならない”の思いを込めて 

21. 高木 啓成  あんたらに、原爆の恐ろしさ、戦争のことを話しておくんや 

22. 斎藤 綾子  呉海軍工廠から見た原子雲 

23. 御手洗由紀子  愛児の亡骸を抱いた写真 

24. 中川美智子  ２０歳になって知った私の生い立ち・被爆の事実 

25. 寺本八重子  母と妹をかかえて１里半の道のりを避難 

26. 國府 幸代（被爆２世）  授乳中被ばく 母を守った兄 

27. 佐伯 俊昭  ５日間だけの遅すぎた原爆症認定 

28. 村林 敏子  はるかな山の上に見た原子雲 

29. 米澤 重人  原爆に遭ってること言えなかった 

30. 吉田 妙子（被爆２世）  三佐尾高行さんのこと 

31. 庄林二三雄  あのいまわしい日から２４年 

奥田美智子（被爆２世）  父（庄林二三雄）を語る 

32. 米重 節男  母・米重フジヨの被爆体験 半焼けで、もがく馬にハエがたかって真っ黒に 

33. 早川 幸生  南方特別留学生サイド・オマールさんを訪ねる旅 

〈ナガサキ編〉 

１. 山本イソ子  やっとたどりついた今の幸福 

２. 尾畑 正勝  平和のために核兵器廃絶を訴え続けてきた 
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３. 木之下フジノ  長崎は私の白衣生活の原点 

４. 土肥恵美子  ３人の息子を奪われた父の悲しみ 

５. 關  桂子  原爆の閃光と私の家族たち 

６. 三山 正弘  聞いてほしいことがあります 

７. 福島 圭子  香焼の島で浴びた閃光 

８. 池上 京子  まあるいお膳をみんなで囲んでご飯食べたかった 

９. 川村 弘子  ９人家族で乗り越えてきた 

10. 佐野  稔（仮名）  命をつないだ被爆者手帳 

11. 王   孟（仮名）  原爆被爆も乗り越えて生きてきた８５年 

12. 山本 高義  長崎医大の地下で九死に一生を得る 

●価格は〈上巻〉と同じ本体２，０００円＋消費税２００円です。 

郵送でお届けする場合、送料は２冊まで３００円、３冊以上５００円とします。 

●普及のためのとりくみ方針 

１. ３００部の発行の内、京都「被爆二世・三世の会」と京都原水爆被災者懇談会とで９００冊を普及

します。４００冊をかもがわ出版からの流通ルートで市場販売（本屋さんでの販売）します。 

２. 〈上巻〉購入者の内、氏名、住所の分かっている方には告知チラシで事前の発行案内と予約購入を

お知らせします。 

３. 在洛メディアへのお知らせを通じて広報宣伝をとりくみます。メディアへの記者発表を行います。 

４. 今回は、購入申し込みのためのＱＲコードを設定表示して、購入申し込みがより便利に行えるよう

工夫改善しました。 

５. 〈上巻〉の時と同様、「二世・三世の会」の会員ひとり一人のつながりを生かして、みんなの力で普

及に努めていきます。 

 

●『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉３つの特徴を確信にして普及に努めていきましょう。 

１. 自らの被爆体験を人前で話すことができなかった、文字にして書き著すことも難しかった。そのよ

うな被爆者は少なくありません。むしろその方が圧倒的に多いのではないかと思われます。そんな

被爆者の体験を一人でも多く蘇らせ、遺していくことに努めてきました。被爆者の平均年齢は８３

歳を超え、鬼籍に入られる人も相次いでいます。何もしなければ、人類が銘記すべきたくさんの被

爆体験が、命と共に、誰にも明かされることなく消え去っていくことになる。今、そういう時にあ

ります。「二世・三世の会」は、京都に住まわれる被爆者お一人おひとりを訪問し、体験を思い起こ

していただき、語られるままに聞き取り、それを文字にしてきました。この本は、草の根からの証

言であり、告発です。 

２. 私たちの取材は、被爆者の歩まれてきた人生すべてを被爆体験として受け止めるようにしてきまし

た。被爆体験とは８月６日、９日だけに限られるものではありません。生き延びたその後も苦難の

生涯を余儀なくされました。放射能は人々の命と健康を脅かし、暮らしを破壊し、家族との絆さえ

絶つこともありました。原爆は人間に何をもたらしたか、それは被爆者の全人生をもって答えられ

なければならない。そして被爆者とは、困難に立ち向かい、差別や偏見を乗り越え、襲いくる病魔

と闘いながら明日の希望を求めて生きてきた人たちでもありました。 

３. 私たち被爆二世自らが親のこと、被爆者のことを語るように努めてきました。本書<下巻>では６人

の被爆二世が登場します。親である被爆者と共に生き、その姿から多くのことを学びながら育まれ

てきました。放射線の世代を超えた影響は被爆二世の背負う大きな課題ですが、被爆者の力強い生

き方、考え方を、それこそ世代を超えて引き継ぎながら乗り越えていきたいと考えています。 
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２０２１年１１月１８日（木）例会の報告 

 

■１２人の参加 

１１月度例会は１８日(木)に開催。会議室参加

７人、ＺＯＯＭ参加５人、合計１２人の出席でし

た。 

■主なテーマと内容 

（１）被爆二世・三世の健康実態調査アンケート

のとりくみ 

 アンケート協力者数は現在全体で１０２

人、その内二世が９５人、三世が７人です。目標の二世だけで１００人まで後５人。 

 当面、協力者を増やしていける目途をそれぞれ出し合い、できるだけ早期に１００人を超える

ようにしていこうと確認しました。 

（２）被爆体験を継承する取り組み 

 会報の№１０８（１０月号）でサイド・オマールさんの体験を紹介しました。ここまでの体験

を『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉の下巻に掲載して一区切りです。 

 今後も被爆体験の取材、継承は継続していきます。対象となる方を紹介しあうようにしていき

ましょう。 

（３）『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉の発行 

 詳しくは本会報の２～３ページを読んで下さい。 

（４）「黒い雨」訴訟のお話を聞く会 

 １２月８日(水)に迫ってきました。まだ申込者はそう多くはありません。 

 「二世・三世の会」会員自身が、さらにその周りにも広げていきましょう。 

（５）増田正昭さんの個展について 

 １２月１３日(月)～１９日(日)、中京区御池御幸町上ㇽの Galley Take two で開催です。 

１２月１４日(火)にはギャラリートークも行います。(１１時～１２時) 

 今回の個展のメッセージを「核に向き合い、核を乗り越える被爆二世」としました。被爆二世

の人の肖像画も４点展示します。被爆者(一世)の展示は２５点です。その他、１００号サイズ

の原爆ドーム、長崎の平和の像なども展示します。 

 オンラインで放映するギャラリートークは第一回目が１，７７０回、二回目が５５５回の視聴

でした。今回も多数の人が視聴されるよう事前の告知含めてとりくみます。 

 一週間の展示会、増田さん一人での対応は大変です。会員のみなさんの会場案内スタッフボラ

ンティアの協力をお願いします。参加できる日時をお知らせください。 

（６）例会参加者からの報告 参加者から様々な近況などが報告されました。抜粋で紹介します。 

守田敏也（左京区） 

 滋賀県米原市の原子力防災を考える市民委員会のアドバイザーに就任しました。１１月２０日、

その市民委員会で米原市長も参加して長浜市の原子力防災訓練を見学に行きます。滋賀県では

お隣の彦根市も含めた４市町で一斉にヨウ素剤を配布しようという動きになっています。さら
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に１１月２０日の夕方には京都の左京区でヨウ素剤の配布会も行います。 

 １１月は月末にかけていくつもの講演会、学習会の講師を依頼されています。 

 １２月８日には東京で、脱原発を求める全国ネットワークの方から要請されて、衆議院の院内

集会で発言することになっています。議員のみなさんに話すのが目的です。 

その夜、東京から「広島『黒い雨』訴訟のお話しを聞く会」に参加します。私が司会担当です。 

 その足で、１２月１２日には神奈川の「二世の会」の定例会に参加させてもらって、二世アン

ケートのことなどを話させてもらう予定です。 

森川聖詩（神奈川原爆被災者の会二世・三世支部） 

 １１月は、広島市の被爆体験伝承者としての活動を３回行いました。最初は１１月１日、広島

市の平和資料館で大坂から来た小学校６年生に対してでした。２回目が１１月２日、これは英

語版の試験としてのお話しでした。３回目が１１月１０日、東京都立の町田総合高校で２年生

が対象でした。小学生、大人、高校生とやってみて、やっぱり原稿通りの型どおりの話ではだ

めだな、ということを痛感しました。話を聞く相手に応じて少しずつ修正しながらやっていく

ことが必要だと。 

 私は１２月１日に鼠経ヘルニアの手術をします。不安はありますが、担当の医療スタッフとよ

く相談しながらやっていくつもりです。 

庄田政江（大阪市平野区） 

 心肺停止、人工心肺装置をつけての大変な手術でしたけど無事成功し、終了しました。今は静

養中で、リハビリでの体力回復と健康の回復中です。 

 私も広島市の伝承者研修を受けてきましたが、コロナの影響もあって研修が完了していません。

年明けからは研修も再開して認定をめざしたいと思っています。焦らずにのんびり構えていま

す。 

 『暁の宇品』を読んで、著者の堀川恵子さんに手紙を書きました。「暁部隊のことを取り上げて

下さり、記憶から消え去りかかっていたのに、たくさんのデータを駆使して一冊の本にしてい

ただいて、暁部隊の人も報われて、供養になったと思います」といった内容だったと思います。

それに対して思いもかけずハガキでお礼のメッセージをいただき、感動しました。大切にして

いこうと思っています。 

國府幸代（北区） 

 憲法九条を守る会に入っている知り合いがいます。毎回憲法の読み合わせをしている人たちで

す。今回、私たちの本が出ることを話すと、購入し、さらに広めて普及していきたいと言って

もらっています。 

米重節男（向日市） 

 増田さんの個展で今回私の母の肖像画を

描いてもらうことになりました。そのこ

とを鳥取県に住んでいる妹に話すと、是

非観たいということになり、１２月１４

日のギャラリートークの日に京都まで来

ることになりました。 

 １２月８日の「黒い雨の話を聞く会」は

乙訓平和委員会のニュースでも宣伝して

います。これから参加者は広がっていくと思います。 
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石角敏明（長岡京市） 

 長岡京市の「さよなら原発の会」でヨウ素剤を配る運動を始めようか、ということになり、ま

ず学習会をきちんとしようということになりました。その際は守田さんよろしくお願いします。 

 にょきにょきプロジェクトの作られた『ＡＦＴＥＲ ＴＥＮ ＹＥＡＲＳ』。これを読んで非常

にショックを受けました。これだけ赤裸々に人生が語られていることにビックリしました。そ

れだけでなくものすごく希望を与えてもらえる、元気の出る内容になっていました。みなさん

にも是非読んで欲しい。 

小林孝企(宇治市) 

 今年は一年中通じて署名活動をとりくんできました。リュックの中には常に「日本政府に核兵

器禁止条約の批准を求める」署名を持ってどこに行くにもやってきました。 

 私のやっているサークル京都労演は今年もコロナに泣かされた一年でした。そんな中でも会員

との話し合う機会を大切に強めてきて絆を深めてきました。例会公演もほぼ計画通り行うこと

ができ、８５％ほどの参加率でした。１２月には、８９歳になる仲代達也主演の『左の腕』（松

本清張原作）を公演します。これを成功させて今年を締めくくりたいと思っています。 

■１２月の例会・忘年会と年明け１月の例会 

⚫ １２月は、１２月２１日（火）簡単なレ司会をし、その後で忘年会を行うことにしました。 

１８時３０分から、場所は左京区北白川キッチンハリーナにて 

⚫ 年明け１月の例会は、１月１２日（水）１８時３０分から行います。 

 

 

 

１２月の例会は１２月２１日（火）午後６時３０分から 

⚫ 場所はキッチン・ハリーナ（左京区北白川西町 85-4） 

⚫ 終了後 忘年会 参加費３,０００円＋α 

大変だったこの一年。最後はみんなで楽しいひと時を！ 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８９） 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟最後の判決日 ２０２２年３月１８日に確定 

原告二人全員勝訴めざして最後の意見陳述！ 

２０２１年１０月３１日（日） 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は１０月２１日

(木)、控訴審の第１４民事部(本多久美子裁判長)

の弁論期日を迎えた。今年６月２４日以来４ヵ月

ぶりの法廷で今日が最終弁論となる。原告はＯ・

Ｈさん(７７歳、申請疾病は心筋梗塞)とＹ・Ｍさ

ん(故人、申請疾病は食道がん)の二人。２０２０

年１月３１日の一審判決で不当な敗訴判決を受

け、控訴審をたたかってきた。 

１０時３０分開廷。冒頭、裁判体の変更（陪席

裁判官一人の交代）が告げられ弁論の更新を確認。

次いで今回は、原告側で用意されていた短時間の

ＤＶＤ映像を視聴することになった。今夏ＮＨＫ

スペシャルで放映された『原爆初動調査・隠され

た真実』の冒頭４分程度が、小さなモニターでは

あったが流された。アメリカが原爆投下直後から

詳細な原爆影響調査をしながら、その結果を隠蔽

し続け、放射線の人体に与える影響を不当に低い

ものにする原因となってきた実態を告発した放

送だ。例え短時間の上映でも、そもそも国の主張

する意見の論拠に疑問を呈さざるを得なくなる

ようなインパクトのあるものだった。 

国側代理人はＤＶＤ上映は本訴訟での位置づ

けが不明などと文句をつけようとしていたが、

「裁判所の判断で了承する」との裁判長の意に介

さないひとことで退けられた。 

口頭による最終意見陳述は原告のＯ・Ｈさんと、

Ｏ・Ｈさん担当の中森俊久弁護士、Ｙ・Ｍさん担

当の崔信義弁護士３人によって行われた。最初の

陳述はＯ・Ｈさん。Ｏ・Ｈさんは平成２４年１１

月２６日の原爆症認定申請から９年が経過した

経緯を述べ、特に一審判決で「放射線被ばく線量

がどの程度かを具体的・定量的に認めることがで

きない」を理由に訴えが棄却されたことのあまり

の理不尽さに抗議を込めた意見を陳述された。

Ｏ・Ｈさんの父親はビルマで戦死。母親も苦労に

苦労を重ねてきた。一審判決が「タバコを吸って

いたから」とか「５０歳だったから」という理由

で放射線の影響を否定したたことが悔しくてな

らない。ビルマで戦死した父や、Ｏ・Ｈさんと一

緒に被爆して苦労を重ねた母親のことまでも侮

辱されているように思えて仕方がない、とも訴え

られた。人として、被爆者として、尊厳をかけた

訴えだった。 

Ｏ・Ｈさんは陳述の最後に、「そんな私でも、戦

争や原爆による被害の恐ろしさを伝える責務が

あるように感じ、今日この場に立たせていただき

ました」と述べ、そして「裁判所におかれては、

私たち被爆者に勇気を与える判決を切に希望し

ます」と括られた。自分のためだけではない。す

べての人々に関わる問題として法廷に立ち続け

ているのだ、という宣言だった。 

二人目の中森弁護士は「一審判決は、控訴人の

Ｏ・Ｈが健康に及ぼす程度の相当量の被曝をした

かどうかという点、及び、放射線起因性について、

喫煙や年齢といった危険因子をどう考えるかと

いう点の２点について、誤った判断をしています」

と切り出し、全体的に分かり易さに徹した陳述が

行われた。一審判決が「被曝量を具体的・定量的

に認めることができないから」としたのは、被爆

の実態を無視し、内部被曝の影響を排除するもの、

被爆者に不可能な立証を強いるものだと批判し、

これまでの原爆症認定訴訟は、申請者の被爆状況、

被爆後の行動、その後の生活状況、症状の発症状

況やその後の経緯等を総合的に判断する方法に

よって確立されてきたはずだ、と述べられた。今

年５月１３日、同じ大阪高裁の第１２民事部で高

橋一有さんの判決が行われたが、ここでも「控訴

人が健康に影響を及ぼす程度の線量の被曝をし

たと認められる以上、その放射線被曝量が具体

的・定量的に認定できないことによって、上記認

定が妨げられるものではない」と明確な判断が下

されていることも陳述に加えられた。 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０９  ２０２１年１１月２５日 

8 

喫煙歴と加齢が心筋梗塞発症の危険因子とさ

れてきたことについても、原爆放射線によって当

該疾病の発症が促進されたと認められるような

場合には、危険因子の存在を理由に放射線起因性

を否定してしてはならない、と断固とした批判が

なされた。 

最後に、もう一人の原告Ｙ・Ｍさんについて、

担当の崔弁護士から意見陳述が行われた。書面の

方は、「入市の事実とＹ・Ｍさんの被曝状況」、「放

射線被ばくと喫煙、飲酒リスク」、「食道がんリス

クに関する各種文献」、「被控訴人から提出された

意見書に対する全面反論」の４つの部分で構成し

ていると説明され、口頭ではその各部要点につい

て陳述が簡潔に行われた。入市の事実は一審の段

階から詳細な証言・証明が重ねられていてもはや

議論の余地はないように思われた。 

喫煙、飲酒のリスクについても放射線被ばくの

相対リスクには遠く及ばないことが示され、放射

線起因性を否定することはできないと説明され

た。その中で特に飲酒のリスクについては「平成

２４年８月の食道がん発見当時の飲酒量(ほぼ毎

日ウイスキーを２杯程度)」が判断の前提とされ

ているが、そもそも食道がん発見時点では飲酒量

は控えるはず、というのが控訴人、被控訴人一致

した主張であり、このような非常識な前提に立っ

た認定を認めることはできないと主張された。

“弁論主義違反”として取消理由となると考えら

れる、と強い批判が行われた。 

以上で最終意見陳述は終了し、本多裁判長が弁

論終結を宣言。判決は２０２２年３月１８日(金)

午前１１時４５分から、本法廷(２０２号法廷)で

行うと示されて閉廷となった。 

 

会場を北浜ビズネス会館に移して報告集会が

行われた。 

最初に、今日も法廷に立って意見陳述した原告

のＯ・Ｈさんから、感謝の言葉と、いよいよ判決

の日も決まったので、これから５ヶ月、何とか元

気で判決の日を待ちたい、と心情が述べられた。

次いで中森弁護士から思いが述べられた。今度の

判決がノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟最後の判決

になるかもしれない。思えば、原爆症認定集団訴

訟の２００６年の最初の判決、９人の原告全員が

勝った時私も同席していた。最後の締めとなる裁

判も全員勝って終わりたいという気持ちを込め

て今日の意見陳述をした、と。中森弁護士と共に

Ｏ・Ｈさんを担当してきた小瀧悦子弁護士からも

勝てることに確信を持っていると感想が述べら

れた。 

崔弁護士からは、一審判決を徹底して精査して、

一つひとつの論理構成をつぶさに検証して、眞鍋

先生とも相談しながら、飲酒のリスクについても

一つひとつ反論を加えて、もうまったく主張に漏

れはないところまで最終意見陳述は作成してき

たと、その奮闘の様子が語られた。今日の法廷と

報告集会にはＹ・Ｍさんの甥御さんが参加されて

いて、そのことも崔弁護士から紹介され、その甥

御さんからも感謝の言葉が述べられた。 

尾藤廣喜弁護団幹事長から要旨以下のような

感想と決意が述べられた。原爆症認定訴訟に携わ

って３０年ほどになる。最初の小西訴訟の時、原

爆症のことなどまったく知らなかった私が、ここ

まで来たということで感慨深いものがある。認定

基準が我々の主張通りに根本的に変わったわけ

ではないが、２回に渡って基準は公式に変えさせ

てきた。厚労大臣が却下した事件に対し訴訟を起

こして全国で７０％を超える勝訴を勝ち取って

きた。つまり国のやってきたことは７割以上が間

違っていたと認めさせてきた。裁判で認定基準も

批判されているのに基準が未だに十分に変えら

れていないのは本当にケシカランことだが。 

しかし、水俣病の場合、裁判の判決があったに

も関わらずその病像はほとんど動いていない。こ

れだけ時間を経ても悪い病像は確定したままで

公式の病像は動いていない。原爆症認定訴訟は２

回に渡って変えることができた。被爆者の人たち

が先頭に立って被害を訴えてきたことと、みなさ

んがずーっと応援してきていただいたことの成

果だ。 

今日の最後の弁論には感慨深いものがあった

が、まだまだ判決まで時間がある。それまでやる

報告集会 
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べきことをやり尽くして有終の美を飾りたい。

“全員勝ったで！”ということで原爆症認定訴訟

にピリオドを打つようにしていこう。 

兵庫県原水協の梶本修史さんから今後の「支援

する会」について次の二つのことが提案された。

一つはこれまでの運動の成果と残された課題を

整理するような大きな集会をやる必要があるの

ではないか。裁判は勝利を重ねてきたが被爆者援

護制度の抜本的改定には至っていない。勝ってき

た成果を今後どう発展させていくか私たちには

責任がある。水俣病でもハンセン病でも裁判の後

の支援活動は続けられている。原爆症裁判の支援

の後のこれからについても考えていく必要があ

る。もう一つは、原爆症認定更新の問題について。

更新手続きの際に不当に却下される事態が増え

てきている。大阪で更新却下処分の取り消しを求

めて裁判が起こされ、大阪府の自庁取り消しで裁

判も取り下げられたが、不当な処分を行ったこと

に対して賠償を求める訴訟が続けられている。次

の弁論期日は１１月１５日だが、是非多くの皆さ

んが傍聴参加するようにしよう。 

報告集会の最後は藤原精吾弁護団長によるあ

いさつで締め括られた。要旨以下のような内容だ

った。 

今日のＯ・Ｈさんの陳述は、被爆という一瞬の

ことによって人生のすべてに影響を受け、被爆者

として生きてきた人々の人生の重さをあらため

て感じることになった。 

２００３年に原爆症認定集団訴訟が提起され、

近畿弁護団に加入させてもらって初めて被爆者

の問題、核兵器の問題に向かい合うことになった。

私がもし被爆者の方々にお会いできていなかっ

たら、この地球を破滅させるかもしれない核兵器

の問題を正面から考えることはなかっただろう。

私自身としてもこの裁判に関われたということ

を非常に感謝している。 

２００３年に集団訴訟が始まり２００６年に

近畿で初めて全員勝訴の判決を得て、来年２０２

２年は足かけ２０年になる。２０年にわたって原

爆症認定、被爆者の訴訟にとりくんでできたわけ

だ。来年３月１８日で集団訴訟は終わると思って

いたが、勝訴判決になっても国は上告する可能性

がある。今日の被告側代理人の態度を見ていても、

何かいかにも抵抗するような雰囲気を見せてい

た。前回までの法廷では見せていなかった姿勢だ。

ノーモア・ヒバクシャ訴訟に国がいかに抵抗しよ

うとしているか、代理人の態度に表れている。 

１９６０年代のはじめ、被爆者、日本被団協は

３つの保障を掲げた。一つは命の保障、二つ目は

自分たちの失った財産とか街の保障、そして三つ

目に平和の保障だった。被爆後１２年間まったく

顧みられることのなかった被爆者救済は１９５

７年の原爆医療法で初めて実現し、少しずつ改善

を重ねて１９９４年の現在の被爆者援護法に至

った。それ以来法律の枠組みはまったく動かされ

ていない。 

現行被爆者援護法は、被爆者の健康障害の原因

を放射線のみに限定し熱線や爆風によって命を

亡くした人の保障はまったくみていない。命の保

障はその原因でまず値切られ、次に被爆の範囲の

線引きで一定の区域内の被爆者だけに限定され

る、黒い雨もそうだが、あるいは入市被爆も時間

的地域的に限定される。そして三つ目に放射線の

影響による病気の範囲を極めて狭く設定して値

切られてきた。原爆症認定訴訟によってその狭い

範囲を次第に次第に広げてきた。残留放射線の問

題、内部被ばくの壁を打ち破りながら、疫学調査

のいろいろな活用や進展にもよって。たとえば心

筋梗塞などは最初の頃はまったく相手にもされ

ていなかったが、今は放射線被ばくの心筋梗塞に

しきい値はないというところまで至っている。 

原爆真症認定訴訟で認定基準は大きく変えさ

せ、集団訴訟というたたかいは一区切りの時を迎

えることになるけど、出発点に掲げられた３つの

保障はまだまだ達成されているとはいえない。と

りわけ、平和の保障については、日本政府が核兵

器禁止条約に加入していないという大きな課題

が私たちの目の前にある。今、アメリカの先制攻

撃とか台湾有事とか、危険な動向があるが、それ

は核戦争の危機にも直結し、日米核密約によって

私たちの平和と安全を根本から脅かす事態にも

なる。何とか危険な事態を防がなければならない。

そのために、私たちにできることは核兵器禁止条

約に参加する日本政府をつくること、非核の政府

をつくることだ。その訴えを今日の報告集会の締

め括りにしたい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０２２年 ３月１８日(金)  １１:４５  高裁第１４民事部 ２０２号法廷   判決言い渡し 
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被爆２世・３世から中・高校生に託した紙芝居制作 

岡山「被爆２世・３世の会」 加百智津子 

 

紙芝居「フジ子ちゃんと原爆」～ひとりの卒業生も出さなかった学校で～ 

豊田冨士子さんの被爆体験を紙芝居に 

 

岡山「被爆２世・３世の会」では、会の目的のひとつである「被爆の実相の継承」を具体化するため

に、今こそ聞いて残しておきたい被爆証言を映像として収録し、ＤＶＤに制作する活動をしています。

証言の収録に応えてくださったお一人の豊田冨士子さん（岡山県倉敷市在住 ９１歳）は１５歳で被爆

されました。当時、広島では、戦地に動員された男性たちの代わりに路面電車、バスの車掌や運転士と

して働きながら学ぶためにつくられた「広島電鉄家政女学校」在学中の８月６日、爆心地から約２キロ

の寮で被爆し、崩れ落ちた屋根の下敷きになりながら一命を取り留めました。原爆が落とされ、戦争は

終わりましたが、学校は元に戻ることはなく、ひとりの卒業生も出さないまま閉校になりました。豊田

さんは、二度とあのような戦争を、原爆の苦しみを繰り返してはならないと、語り部をするようになり

ました。ＤＶＤとともに、若い世代や子どもたちにも伝わるツールとして紙芝居に制作するプロジェク

トをスタートしたのは２年以上前のことでした。 

 

中・高校生に託す 
 

紙芝居制作を依頼したのは、被爆当時の豊田さんと同年代の中高生が通う岡山市内の山陽学園。クラ

ブ活動で岡山空襲、原爆を取り上げ平和の尊さを語り継ぐ活動、県内にある長島愛生園などに入所され

ているハンセン病の方との交流を続けるなど、人権問題にも熱心に取り組んでいる生徒さんたちです。

かねてより、平和活動を通じて親交のあった顧問の先生（今年２月に急逝）は平和活動に大変熱心な方

で、1 年生でいい絵が描ける生徒がいるので、やってみましょうと受けてくださいました。生徒さんた

ちは、豊田さんのＤＶＤをみたり、「はだしのゲン」をはじめ、たくさんの本や写真で原爆の実相を勉強

したそうです。 

 

制作依頼から２年余 “悲しみを描く力に”完成した紙芝居 
 

私たちは紙芝居の完成を待ちわびていました。そうこうするうちに、顧問の先生が急逝され、完成を

半ば諦めかけていたところ、顧問を引き継がれた先生が、「前任の先生の遺志を継いで必ずやり遂げま

す」と言ってくださったのですが、作画を担当していた生徒さんは、原爆の被害、悲惨さを知るにつれ、

学校にも通えなくなるほど精神的にダメージを受けて絵が描けなくなっていたことをずいぶん経って

私たちは知ることになります。感受性の強い思春期真っ只中の１０代の高校生に大変なことを強いたの

ではないかと申し訳なさでいっぱいでした。それでも、自分に作画を託してくれた亡き恩師が遺してい

かれた脚本を何度も読み返し、クラブのメンバーと励まし合い、頑張って絵を描き上げたといいます。 

 

「急逝された先生に見せたかった・・・」 
 

先日、紙芝居のお披露目会が学校で開かれました。生徒が描いた、急逝された先生の肖像画が椅子の

上に置かれ、紙芝居と向き合っています。上演する前に生徒さんが挨拶の中で、「指導してくださった先
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生に見せたかった。この紙芝居が、子どもたちが平和について考えるきっかけになれば嬉しい」と述べ

ました。読んだ生徒さんは、「ちょっとかんでしまったところもあったけれど、先生のことを思い浮かべ

ながら一生懸命読みました」と笑顔で話しました。私たちの会からは、次のような感謝状をおくりまし

た。『皆さんには核兵器と戦争のない平和な世界で 自分の命や才能を花開かせて生きる権利があります。

しかし 平和は黙っていて得られるものではありません。一人ひとりが努力してこそ得られるものです。

私たち被爆２世・３世も父母や祖父母から聞いた被爆体験を語り継ぐことで 若い皆さんに平和な未来

を手渡すための努力をしていきます。ご一緒にがんばりましょう。』（要旨） 

お披露目会にはＮＨＫ、地元テレビ局、新聞社が取材に来て、後日オンエアされ、記事にもなりまし

た。反響は大きく、私たちの会にも上演の問い合せを数多く頂いています。紙芝居は先生のご厚意で、

データ化して、パワーポイントでの上演、プリントアウトして紙ベースでの紙芝居に作って上演できる

ようにしてくださるそうで、多くの人にみて頂けるように拡げていきたいと思います。 

 

「核廃絶！ヒロシマ・中高生による署名キャンペーン」に賛同する生徒たち 
 

いま、この学校では生徒の自主活動として、ヒロシマの中高生の呼びかけに賛同して署名活動に取り

組んでいます。世界で唯一の被爆国である日本をはじめ、核保有国などが核兵器禁止条約に参加しない

現状に、「わたしたちは、より一層この活動に力を入れて頑張っていかなければと思っています」と署名

用紙に書かれています。原爆や戦争を学び、行動に移していく若い世代に私は大きな希望を感じていま

す。 

１９枚の絵は色鉛筆のやさしい色合い、やわらかいタッチで描かれています。 

 

 

 

 

＜と  き＞ 

１２月１８日(土) 午後１時 30分～３時 

＜ところ＞ 

ラボール京都ホール【労働者総合会館】 
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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。 

 

 

■堀川恵子さんへの感想文とお礼の葉書 

庄田政江（大阪市平野区） 

１０月は心肺停止、人工呼吸器を使用して心臓弁膜の手術をしましたが、お蔭さまで順調に回復して

１７日目に退院できました。退院後は安静にしながらも家事や買い物、食事を作ったりと普通に過ごし

ています。病気になって初めて健康って凄いことなんだなと思っています。 

入院前に「暁の宇品」を読み、著者の堀川恵子さんに感想文を送りました。暁部隊の救護の事は歴史

から消えかけて、評価もされていない中で多くのデータを元に書き残して頂けた事は供養になったと思

いますというような文だったと思います。 

入院中に堀川さんから葉書が届いていたのでご紹介します。 

この度はお葉書をお送りくださりありがとうございました。 

お父様が金輪島から、あの火の海に身を投じられ、救護にあたられたのですね。 

元広島市民のひとりとしても心から「ありがとうございます」と御礼を申し上げ

たく思います。 

これまで”ヒロシマ”は足元の大切な記憶をないがしろにしてきました。 

少しでも暁部隊の足跡に関心が寄せられることを願っております。 

庄田様もどうぞお元気でお過ごし下さい。 

 

■新米市会議員として頑張っています 

谷口公洋（城陽市） 

いつも連絡、ありがとうございます。 

議会が続いて、なかなか自由になりません。１０月２９日の本会議で一般質問に立ちました。総務・

文教・決算委員会に所属しています。ＹＯＵＴＵＢＥで視聴できます。アドバイス等いただけたら嬉し

いです。 

皆様によろしくお伝えください。 

 

■４９０回目のキンカン行動 

井坂博文(北区) 

１１月１２日、今週で４９０回目というキンカン行動（毎週金曜日の

関電京都支店前包囲スタンディング行動の略）に参加

してきました。コロナ禍で一時参加者が減っていまし

たが、緊急事態宣言解除からひと月が経つ中で少しず

つ戻ってきています。今日は、パーランク（沖縄太鼓）

でリズム取り、コーラーを担当しました。 

夜空を見上げると、京都タワーが紫色でライトアッ

プされてきれいやった。 

 

 

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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■ＡＦＴＥＲ ＴＥＮ ＹＥＡＲＳ     にょきにょきプロジェクト／作 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

発行者・著者の紹介をどのように紹介するのか、正解はわかりませんが、「にょきにょきプロジェク

ト」の第二弾であることは間違いない。「すっきり読み解きＢＯＯＫ」が、「基本編」というと、「ＴＥＮ 

ＹＥＲＡＳ」は「実践編」とでもいえるのでしょうか。でも内容は、登場人物の「凄惨な」（失礼）とい

うか「大変な」人生が語られているし、放射能の恐ろしさが述べられている。しかし、それだけではな

い、「核兵器」「脱原発運動」が歴史をさかのぼりながら、どのように発展・成長してきたのかのべられ

ている。選挙の結果に少しショックを受けていた私にすれば、元気づけられ、運動の方向性を教えられ

た気がしました。入手方法は「ダウンロード」で無料で可能です。私たち「京都被爆二世三世の会」の

「健康調査アンケート」も紹介されております。この本をもっともっと多くの人に知って欲しいし、広

める必要がある。みなさん、がんばって周りの人に紹介し、ひろめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

ネットからダウンロードは無料・製本版は５００円＋送料２００円 

表表紙 キャラ紹介ページ 裏表紙 
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■もんじゅの夢と罪     細見 周／著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

既に「もんじゅ」の廃炉が決まったからといって、決して問題が終

わったということではない、ということを気づかされる本である。そ

れにしても「もんじゅ」がいかに危険な「増殖炉」であったこともわ

かる。「廃炉」になって当たり前である。「もんじゅ」を巡る訴訟は、

誰もが知っている「運転停止・廃炉」を求める訴訟があるが、もう一

つ「旧動燃幹部」の自殺（？）・死を巡る訴訟が、遺族から行われて

いたことは全く報道されず知らなかった。著者は「もんじゅ」をめぐ

り闘った二人の人物をとりあげ、「もんじゅ」が持っていた危険性を

追求している。「もんじゅ」の廃炉が決定したから、この問題は終わ

ったということではない、ということを理解する点でも参考になる

ことが書かれている。「核燃料サイクル政策」は放棄されずに青森六

ケ所村再処理工場の建設計画は進行しているし、環境問題を口実に

「原発」が息を吹き返してくる可能性だってある。再度「原発」の危

険性を認識するためにも読んで参考になる本である。京都にもこの

ようなジャーナリストがおられる、とはうれしく思います 

 

 

■被爆者からあなたに いま伝えたいこと   日本被爆者団体協議会／編 

紹介 平 信行（南区） 

 

この本は、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の設立（１

９５６年）から今日までをふりかえり、その道のりを著したブックレ

ットです。「はじめに」で述べられているように、「「原爆」と対峙し

ながら被爆者運動が築きあげてきたものは何か。被爆者が、なぜ「核

兵器廃絶」と「原爆被害に対する国家補償を求め、今なおそれを追及

しているのか」を語り、「どうしたら核の時代を終わらせることがで

きるかを、ともに考えよう」と、私たちへ投げかけられたメッセージ

でもあります。 

被爆者に対する支援制度は３度の法制化を経て今日に至っていま

す。最初は１９５７年の原爆医療法。それを補うような形で１９６８

年に原爆特措法が制定され、その２６年後、被爆５０年となる年を焦

点に、二つの法律を整理統合しつつ現在の被爆者援護法が定められ

ました。 

法律の名前が「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」（被爆

者援護法）となっていますから、仮に内容の不十分さが残っていたに

しても、一応はまとまった形で被爆者に対する援護制度ができあがっ

たのではないか、と一般には思われがちです。しかし、日本被団協はこれをもって“真の”援護制度が

実現したとは決して評価していません。被爆者はあくまで“国家補償に基づく援護法”を求めているの

であり、その運動は今も続けられています。では、国家補償に基づく援護制度とは何か、“真の”援護法

人文書院 ２，２００円＋税 

岩波ブックレット 

682 円（税込み） 
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とは何か。その追及が本書の最初から最後までを貫くテーマとなっています。被爆者のみなさんと日本

被団協が６５年間に渡ってたたかい続け、求めてきたものの中心でもあります。 

１９４５年８月６日、９日、広島と長崎へ、史上初の核兵器、原子爆弾が投下されました。二つの都

市合わせて７０万人以上もの人々が被害に遭い、その年中に亡くなった人は２１万人。翌年以降も次々

と命を奪われていく事態は続きました。被害者が最も救援、救護を必要としたこの時、アメリカ中心の

占領軍も日本政府も、一切の措置をとりませんでした。被爆者は文字通り棄民－打ち捨てられた状態に

置かれたのです。原爆医療法ができるまでの１２年間を「空白の１２年間」と言われてきました。 

１９５４年のビキニ環礁水爆実験を契機に原水爆禁止運動が巻き起こり、その励ましの中で日本被団

協は誕生します。結成された当初から「原水爆の禁止」と「原爆被害者援護法の制定」が運動の中心で

した。「原爆被害は、遡れば戦争という国の行為によってもたらされたもの。そのことを銘記し、被害の

補償は戦争を遂行した国の責任において行われなければならない。国が戦争責任を認め、被害者への謝

罪の意思を示し、それと一体となった援護制度でなければならない」。これが原点でした。その根源にあ

るのは、「子や孫はもちろん、世界の誰にも自分のような苦しみはさせたくない」という被爆者の心から

の痛切な願いでした。それを実現する確かな補償は国家補償にこそある、国の責任が認められてこそ「空

白の１２年」の内に犠牲となった人々への償いの道も開かれるとされたのです。 

被爆者の願いを阻む壁となってきたのが１９８０年答申の「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的在

り方について」(基本懇)における戦争被害「受忍」論でした。「およそ戦争という国の存亡をかけての非

常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財産等について、その戦争によって何らかの犠牲を

余儀なくされたとしても、それは、国をあげての戦争による「一般の犠牲として」、すべての国民がひと

しく受忍しなければならない」国の「法律上の責任を追及し、その法律的救済を求める途は開かれてい

ない」というものです。驚くべき、恐るべき論理です。 

戦争「受忍」論は被爆者に対峙するだけでなく、広く戦争被害全般に渡って、あらゆる国家補償を否

定する根拠とされてきました。戦争「受忍」論は、戦争を起こした国家の責任をあいまいにし、責任を

一切問わない論理です。それは日本国憲法の定めに背いて、再び戦争を起こす、戦火を繰り返す危険に

つながるものです。そのようなことがあってはならない、絶対に「私たちのように苦しみを繰り返して

はならない」。そのために“国家補償による援護制度”は求められています。被爆者の要求は、全国民の

要求と重なり、世界中の人々の願いに通じる普遍性を持っているのです。 

（『人権と部落問題』２０２１年１２月号から転載） 
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■韓国政府、陜川に「韓国人原爆被害者追悼施設」の設立を推進・・・ 

「歴史教育に活用」 

韓国政府は、１９４５年に日本の広島と長崎に投下された原爆が原因で 

命を落とした人々を追悼する施設の建設を、慶尚南道陜川郡（ハプチョングン） 

で進めることを決めた。 

保健福祉部は４日午後、ソウル中区（チュング）のソウルシティタワーで韓国人原子爆弾被害者支

援委員会（以下「委員会」）を開き、このような内容の追悼・施設設立推進計画を審議したと発表し

た。委員会は原爆被害者（被爆者）の実態 調査を行うとともに、支援に必要な内容を審議・議決す

るため、２０１７年に設置された。根拠法は２０１６年に制定された「韓国人原子爆弾被害者支援の

ための特別法 （原爆被害者法）」 

原爆被害者法は、原爆投下時に日本の広島、長崎地域にいた人▽原爆投下時か ら２週間以内に爆

心地域から３．５キロ以内にいた人▽原爆投下時とその後の死体処理および救護に従事するなどの

理由で放射能の影響を受けた人▽被害事由に該当する当時は胎児だった人、などを被害者と規定し

ている。現在、大韓赤十字社に登録されている被爆者は４，４０４人（今年６月３０日現在）で、う

ち生存者は２，０４３人。 

今回の会議で委員会は、原爆被害者の実態分析および保健福祉欲求調査の研究 結果を報告した。

それによると、原爆被害者は被害から 75 年経った今でも病気などで苦しんでいた。韓国保健社会研

究院が健康保険請求資料や国家がん登録資料、死亡登録資料などの公共資料を用いて分析（２０１９

年７月～２０２０年 3月）したところ、原爆被害者だけでなく被害者の子どもでも、放射能被ばくと

の関連性が疑われる健康問題がみられた。原爆被害者とその子どもは胃がん、大腸がんなどのがん発

生率が一般人口集団に比べて高く、希少難治性疾患、甲状腺疾患、慢性鼻炎、咽頭炎、副鼻腔炎、皮

膚疾患、頭痛、気分障害、神経症性またはストレスと関係する身体の障害などの慢性疾患や精神神経

系疾患の有病率も高かった。医療の利用と医療費の支出も、原爆被害者の子どもは一般人口集団に比

べて多く、特に外来診療の利用率が高かったと委員会は説明した。福祉部は、原爆被害と疾病の因果

関係、遺伝的影響を分析するための後続研究を進めている。 

委員会は、慶尚南道陜川郡（原爆被害者福祉会館および資料館付近）を追悼施設造成の優先考慮地

域として審議した。陜川郡は現在、最も多くの原爆被害者（３３１人、生存者の１５％）が暮らして

いる。クォン・ドクチョル福祉部長官は「痛ましい歴史の犠牲者たちを胸に刻み、原爆被害の傷と苦

しみが少しでも癒されるよう、追悼事業の推進に万全を期す計画だ」とし「原爆被害者追悼施設を通

じて正しい歴史認識を確立するとともに、人権および平和のための歴史教育の場 として活用される

ようにする」と述べた。 

(２０２１年１１月５日 

ハンギョレ新聞) 
 

1 千人あまりの原爆被爆犠牲者 

の位牌が祀られている慶尚南道 

陜川郡の原爆被害者慰霊閣を青 

少年たちが参拝している。 

Scrap 

book 
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■原爆供養塔に安置 旧制広島二中慰霊碑の遺骨 保存会高齢化 市に依頼 

広島市は２５日、中区中島町の本川河岸にある旧制広島二中（現観音高）の原爆慰霊碑に納められ

ていた遺骨を平和記念公園（中区）の原爆供養塔で引き受け、安置したと発表した。碑を管理してき

た広島二中慰霊碑保存会が会員の高齢化を受け、将来へ確実に引き継ぐため市に依頼した。 

市によると、遺骨は幅１３センチ、高さ１５センチの骨つぼ一つに入っていた。保存会が２０１４

年に慰霊碑の台座を修理した際、碑のそばにある拝み石の下に納められているのを見つけた。慰霊碑

に納められた詳しい経緯は分からず、遺骨の名前や人数は分からないという。 

観音高の卒業生で保存会の大森真事会長（７６）＝中区＝たちが２２日、供養塔前を訪れ、市に遺

骨を引き渡した。大森会長は「遺族が泣き泣き拾い集めた遺骨だろう。供養塔で安置してもらい、将

来の後輩たちには二中慰霊碑とともに参ってほしい」と話す。供養塔を管理している広島戦災供養会 

の畑口実会長（７５）は「責任を持って安置し、供養をしてい

く」とした。 

１９４５年８月６日、二中１年生は現在の慰霊碑がある辺り

での建物疎開作業に動員され、集まった１年生は全滅した。碑

は６１年に建立され、１年生３２３人を含む生徒・教職員計 

３５４人の名前を刻んでいる。 

         （２０２１年１０月２６日 中國新聞） 

■サーローさんの反核運動知って 来月１２日 岡山で上映会 被爆２世・３世の会「廃絶の

一助に」 

岡山県内の被爆者の子や孫たちでつくる「岡山被爆２世・３世の会」（加百智津子世話人代表）は

１２月１２日、岡山市北区の県立図書館多目的ホールで、カナダ在住の被爆者サーロー節子さん（８

９）の半生を刻んだドキュメンタリー映画「ヒロシマへの誓い サーロー節子とともに」の上映会を

開く。 

映画は、１３歳の時に広島で被爆し、核兵器が人類と共存できないことを語り継ぐ平和活動家とし

ての生涯を追う。反核運動に身を投じる中での苦難や、核兵器禁止条約の制定に向けて奔走する姿な

どが描かれている。全国で４月に上映が始まり、県内では初めての公開となる。 

岡山被爆２世・３世の会は「来年３月の核兵器禁止条約の締約国会議にノルウェーがオブザーバー

参加を表明するなど国際的に核廃絶の機運が高まっている」と指摘。その上で「多くの方にサーロー

さんの活動を知ってもらい、核廃絶運動の一助になれば」と期待を込める。 

同会は「実体験はないが親や祖父母の思いを受け継ぐ」として、２０１５

年１０月に発足した。親や祖父母から聞いた被爆体験や被爆後の人生、親や

祖父母の被爆と自身との関わりなどを語っている。２世、３世の健康問題や

放射線の遺伝的影響などの学習も続ける。現在会員は約３０人。県原爆被爆

者会が２０年に設置した２世部会とは別組織だが、会員は一部重複する。 

上映会は、１回目が午前１０時半～正午、２回目が午後１時半～３時で、

先着各６０人。一般千円、中高生・大学生と障害者５００円。 

同会事務局☎０８６（２４４）４５２６。 

(２０２１年１１月１３日 中國新聞) 
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▼やっと『語り継ぐヒロシマ・ナ

ガサキの心』〈下巻〉を発行するこ

とになりました。本書のあとがき

でも触れましたが〈上巻〉から〈下

巻〉発行までの短い期間に、とても重大な出来事

が二つ相次ぎました。一つは１月２２日の核兵器

禁止条約発効、もう一つは７月２６日の広島「黒

い雨」訴訟控訴審判決確定です。ひとり一人の被

爆体験を聞き取り、文字にし、編集を通じて多く

のみなさんに提供していく地道な活動が、こうし

て核廃絶への大きなうねりにつながり、核被害者

の救済への支えにもなっていることを実感する

時でした。上巻・下巻合わせて多くの人々に読ん

でいただけるよう普及活動に頑張っていきまし

ょう。▼１２月も忙しい月になりそうです。１日

から〈下巻〉の普及活動の開始、８日は「『黒い雨』

訴訟のお話しを聞く会」、１３日から１９日まで

増田正昭さんの個展、１８日は２０２１年被爆者

をはげますつどい、そして２１日に１２月の例会

と忘年会。一つひとつの企画を成功させ、しっか

りと２０２１年度を締めくくっていきましょう。

（平

編集 

後記 

■被爆不安、世代超える 日本被団協 ２世初の全国調査 

広島と長崎に落とされた原子爆弾で被爆した人たちの子どもにあたる被爆２世を対象

にした実態調査の報告書がまとまり、調査を実施した日本原水爆被害者団体協議会

（日本被団協）が２２日、東京都港区で記者会見した。日本被団協による全国規模の

２世対象の調査は初めてで、報告書はデータの分析を中心に１０２ページに及ぶ。結

果を踏まえて議論し、国や自治体への要望に生かすという。 

調査は２０１６年１１月～１７年７月に実施した。２世については国が調査をしてい

ないため正確な人数などが不明で、地域の被爆者団体や２世の会を通じて１万７５６

７枚の調査票を配布。３４１７枚の有効回答を得た。 

調査報告書によると、被爆２世として不安や悩みを感じたことがあるとした回答が６

０・３％に上った。自由記述の欄には、いつ病気になるか分からない不安や、体調不良

の原因が不明であることへの悩みなどがつづられていた。調査のとりまとめを担当した

昭和女子大の八木良広助教は被爆者の不安や悩みが世代を超えて２世、３世に続いてい

るとして「原爆の被害は家族に影響を与えていることが浮かび上がった」と分析した。 

聖学院大の横山寿世理（すぜり）准教授は「全国規模で実態調査ができたこと自体が

希少だ。２世がどこにいるかという全体的な把握は難しく、１万７０００票以上を配布

したのは注目すべきだ」と評価した。 

作業グループのメンバーで、父が広島で入市被爆した神奈川県原爆被災者の会二世・

三世支部長の門川恵美子さん（７４）は「多くの方が自分と子どもの健康問題に大変不

安を持っていた。私も同じだと驚いた。全国の２世がどんな様子でいるか常に心配だっ

た。今回の調査で２世の問題として考えなければならないことがはっきりした」と話し

た。 

報告書は 1000 円（税込み、送料別）。問い合わせは日本被団協（03・3438・1897） 

（２０２１年１１月２３日 毎日新聞） 
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２０２１年１２月（師走・しわす）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１２ １ 水   

 2 木  世界初の人工的核分裂連鎖反応に成功した日（1942 年・シカゴ大学） 

 ３ 金 キンカン行動 

 

 

４ 土  人権週間→１０日 

 ５ 日   

 ６ 月  ６・９行動 

 

 

７ 

 

火   

 ８ 水  
「広島『黒い雨』訴訟のお話しを聞く会」１９時・オンライン 

太平洋戦争開戦(1941 年) 

 ９ 木  ６・9 行動 

 １０ 金 
世界人権デー（1948 年国連世界人権宣言） 

キンカン行動 

 

 

１１ 土  不戦のつどい１４時３０分・京都アスニー 

 １２ 日  いらんちゃフェスタ２０２１ 

 
 １３ 月  

増田正昭個展→１９日 

南京大虐殺(1937 年) 

 １４ 火  増田個展ギャラリートーク 11 時・Gallry Take two 

 １５ 水   

 １６ 木 
大飯原発差止京都訴訟弁論 

原発賠償京都訴訟控訴審第１２回弁論１４時３０分・大阪高裁 

 １７ 金 キンカン行動 

 １８ 土  ２０２１年被爆者をはげますつどい１３時３０分・ラボール京都 

 １９ 日  安保法制廃止をめざす 19 日行動（市役所前） 

 ２０ 月   

 ２１ 火  
京都「被爆二世・三世の会」１２月例会&忘年会 18 時３０分・ハリーナ 

韓国総督府設置（1905 年） 

 ２２ 水   

 ２３ 木   

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  Ｘｍａｓ 

 ２６ 日 

 

 

 ２７ 月   

 

 

２８ 火   

 ２９ 水   

 ３０ 木  

 ３１ 金 大晦日                           キンカン行動 

 


