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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 

この一年、２０２１年 ２ 

増田正昭さん２０２１年度の個展 １２月１３日～１９日 ６ 

被爆者をはげますつどい＆『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』出版をお祝いする会 ７ 

全国被爆二世実態調査 いちまい いちまいの調査票から伝わってくること 

神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部 門川惠美子 ８ 

核兵器廃絶に向けて モンゴル、ギニアビザウが核兵器禁止条約を批准 １０ 

２０２２年１月４日 新春共同行動のお知らせ １１ 

原爆文学資料の「世界の記憶」申請に際してのお礼と結果の報告 

片山典子さん／土屋時子さん １２ 

会員から会員へ みなさんからのお便り紹介 １４ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １５ 

「世界は広島をどう理解しているか」、「核のゴミ」 

SCRAPBOOK／ 「国連報告者の受け入れ検討 福島原発事故の避難者調査」(京都) １６ 

 「『黒い雨』救済拡大方針 「遭った」可能性で認定へ」(中國) 

編集後記 １７ 

２０２２年１月の行事カレンダー １８ 

増田正昭さんの個展「核に向き合い、核を乗り越える被爆二世」 
１２月１４日（火）ギャラリー・トークの様子 (Gallery Take Two にて) 
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この一年、２０２１年 
 

１. この１年 

 １月１３日(水) ヒバクシャ国際署名 最終結果１，３７０万２，３４５人を発表 

 １４日(木) ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁第６民事部 不当判決 

 １９日(火) アメリカ政府 １１月に未臨界核実験をおこなったことを発表 

 ２０日(水) アメリカ バイデン大統領就任 

 ２２日(木) 核兵器禁止条約発効 

  カンボジアが核兵器禁止条約を批准 ５２ヵ国目 

 ２６日(火) アメリカとロシア 新ＳＴＡＲＴ(新戦略兵器削減条約)５年間延長で合意 

 ２月 １日(月) ミャンマー クーデター発生 

 ３日(水) 改正コロナ関連法成立 

 ４日(木) 市民連合 総選挙での政権交代に向けた「立憲野党への申入書」提出 

 １２日(金) 京都「被爆二世・三世の会」会報１００号記念号発行 

 １３日(土) 宮城県・福島県 震度６強の地震発生 

 １７日(水) 新型コロナウイルスのワクチン接種開始 

 １８日(木) フィリピン 核兵器禁止条約を批准 ５３か国目 

 １９日(金) コモロ 核兵器禁止条約を批准 ５４ヵ国目 

 ３月 １日(月) ２０２１年３・１ビキニデー集会 

 ６日(土) バイバイ原発３・６きょうと集会に８００人 

 ９日(火) フランス・ポリネシア核実験１１万人被ばく 米研究者らが発表 

 １１日(木) 東日本大震災・東電福島第一原発事故から１０年 

 １６日(火) イギリス 核弾頭の上限２６０発に引き上げることを発表 

 ２０日(土) 宮城県で震度５強の地震発生 

 ２６日(金) 原発立地地域振興特措法期限１０年延長改定案が可決・成立 参院本会議 

 ３１日(水) 世界経済フォーラムが「ジェンダーギャップ指数」を発表、日本は１５６ヵ 

  国中１２０位 

 ４月１３日(火) 政府 福島第一原発放射能汚染水の海洋放出を決定 

  「共同」「朝日」世論調査 東京オリンピック「中止・延期すべき」７０％ 

 １４日(水) 原子力規制委 柏崎刈羽原発に運転禁止命令 

 １６日(金) 日米首脳会談 「台湾問題」５２年ぶりに声明に明記 

 ２４日(土) 京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会開催 

  玉山ともよさん記念講演「米国の被曝者補償法・放射性廃棄物問題」 

 ２５日(日) 衆院北海道２区補選、参院長野選挙区補選、広島選挙区再選挙すべてで市民 

  連合と野党統一候補が勝利 

  東京、大阪、京都、兵庫で新型コロナ緊急事態宣言発令 

 ５月１１日(火) 陸上自衛隊、米海兵隊、フランス陸軍の共同訓練開始 九州一帯 

 １２日(水) レジタル関連法成立 参院本会議 

 １３日(木) ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審(大阪高裁)で高橋一有さん逆転勝訴判 

  決 
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 １４日(金) イスラエル軍 パレスチナ自治区に地上砲撃 死者１００人超 

 １８日(火) ２０２０年度実質ＧＤＰ４．６％減 戦後最悪 政府発表 

 １９日(水) 広島県 旧陸軍被服支廠の保存方針を表明 

 ２１日(金) 病床削減法成立 参院本会議 

  イスラエルとハマス停戦合意 エジプト仲介 

 ６月 ４日(金) 高齢者医療費２倍化法案可決・成立 参院本会議 

 7日(月) 京都市 行財政改革計画案を発表 

  ＩＣＡＮ 核保有国９ヵ国の核関連予算総額８兆円を発表 

 １１日(金) 改定国民投票法が成立 参院本会議 

 １６日(水) 土地利用規制法(案) 採決強行、成立 参院本会議 

  中国・台山原発 燃料棒破損による放射性希ガス放出を発表 

 ２１日(月) ２０２１年国民平和大行進 京都入り 

 ３０日(水) 原子力規制委 放射性廃棄物最終処分埋設地基準案了承 

  イギリス政府 石炭火発２０２４年までに廃止決定 

 ７月 １日(木) 熱海市伊豆山地区で大規模土石流発生 ２人心肺停止、２０人不明、２６０ 

  人避難 

 ４日(日) 東京都議選投開票 

 ７日(水) 核兵器禁止条約採択４周年 

 ９日(金) セーシェル(インド洋の島国)核兵器禁止条約を批准 ５５ヵ国目 

  内閣府原子力委員会 日本保有のプルトニウム総量４６．１㌧と発表 

 １４日(水) 広島「黒い雨」訴訟控訴審判決 原告全員勝訴 

 １６日(金) ニューメキシコ州の“２つの核の被害を記憶する”ための街頭宣伝行動 

 １７日(土) ヨーロッパ西部大洪水発生 死者１５０人を超える 

 ２１日(水) 経産省 「エネルギー基本計画」改定案素案を提示 原発２０～２２％維持 

 ２３日(金) 東京オリンピック開会式 強行 

 ２６日(月) 「黒い雨」訴訟 国が上告断念 判決確定 

 ２９日(木) 長崎被爆地域拡大協議会 長崎県と長崎市に対し「被爆体験者」にも手帳交 

  付を求める要請書提出 

 ８月 ２日(月) ～９日(月) ２０２１年原水爆禁止世界大会 

 ４日(水) 新型コロナウイルス世界の感染者数２億人を超える 死者４２５万人(米ジ 

  ョンズ・ホプキンス大学) 

 ６日(金) 9日(月) 核被害者を追悼するキャンドル・ビジル 

 １３日(金) 九州北部・広島県で記録的豪雨 

 １５日(日) アフガニスタン・ガニ政権崩壊 

 ２２日(日) 横浜市長選 市民と野党の共同候補 山中竹春氏が当選 

 ２４日(火) 東京パラリンピック開幕 

 ２６日(木) 在沖縄米海兵隊 有機フッ素化合物ＰＦＯＳを基地外下水道に放出 

 ３０日(月) 米軍 アフガニスタン撤退完了 

 ９月 1日(水) デジタル庁発足 

 ３日(金) 菅首相 突然の退陣表明 政権投げ出し 

 ８日(水) 市民連合と立憲、共産、社民、れいわの４野党「新しい政権めざす共通政策」 

  に合意 
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 ２４日(金) 南米のチリが核兵器禁止条約を批准 ５６ヵ国目 

 ２５日(土) 陸上自衛隊大規模輸送演習計画が判明 １０万人参加、民間輸送機関活用 

 ３０日(木) 立憲民主党と日本共産党が政権協力で合意 

 １０月 ４日(月) 岸田内閣発足 

 １４日(木) 衆議院解散 

  ノルウェーが核兵器禁止条約第一回締約国会議にオブザーバー出席を表明 

 ３１日(日) 総選挙投開票 

  ＣＯＰ２６開幕 イギリス・グラスゴー 

 １１月１１日(木)  ＩＣＡＮとオランダのＮＧＯ「ＰＡＸ」が核兵器製造企業と投資機関の報告 

  書を公表 世界の投資額７８兆円に増加 

 １５日(月) アフガニスタン厳冬近づき１００万人の子ども死亡を懸念 ＷＨＯが警告 

 ２４日(木) ドイツ連立新政権 核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加を決定 

 ２５日(金) 沖縄県玉城デニー知事 辺野古新基地設計変更申請不承認を通知 

 ２６日(土) ＷＨＯ 新変異株「オミクロン」を「懸念される変異株(ＶＯＧ)」に指定 

 ３０日(火) 米軍機燃料タンクを投棄 青森空港へ緊急着陸 

 １２月 1日(水) 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞発行 

 ６日(月) 国連総会本会議 「核兵器禁止条約発効歓迎」決議を１２８ヵ国の賛成で採 

  択、反対４２、棄権１６ヵ国。日本政府は反対。 

 8日(水) 「黒い雨」訴訟のお話しを聞く会 小山美砂さんの講演 

 １０日(金) モンゴルが核兵器禁止条約を批准 ５７ヵ国目 

 １３日(月) ～１９日(月)増田正昭さん個展「核に向き合い、核を乗り越える被爆二世」 

 １５日(水) ギニアビサウ 核兵器禁止条約を批准 ５８ヵ国目 

 １６日(木) 衆議院憲法審査会 自由討議開催 

 １７日(金) 大阪北新地ビル火災で２４人死亡 

 １８日(土) ２０２１年被爆者をはげますつどい＆出版を祝う会 

  台湾の住民投票で第４原発の建設再開計画を否決 

 

２. この１年間に新たに入会されたみなさん 

 西 純子さん、森田幸彦さん、福島祐佳さん、藤井信也さん、三山正弘さん 

現在会員は、２世７３人、３世１１人、その他３７人 合計１２１人 

 

３. 被爆２世・３世の健康実態調査アンケート回収状況(２０２１年１２月２０日現在) 

 全体 １０３人 その内「２世」回答者９６人(目標１００人) → あと４人 

 内訳 京都５４人、京都以外４９人(神奈川、静岡、岡山、広島、香川、長崎) 

 

４. この１年間に紹介させていただいた被爆の体験 

 國府 幸代 さん  授乳中被ばく 母を守った兄 

 川村 弘子 さん  ９人家族で乗り越えてきた 

 佐伯 俊明 さん  ５日間だけの遅すぎた原爆症認定 

 村林 敏子 さん  はるかな山の上に見た原子雲 

 佐藤  稔 さん  命をつないだ被爆者手帳 

 米澤 重人 さん  原爆に遭ってること言えなかった 
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 三佐尾高行 さん  三佐尾高行さんに捧げる核兵器禁止条約発効の報せ 

 庄林二三男 さん  あのいまわしい日から２４年 

 山本 高義 さん  長崎医大の地下で九死に一生を得る 

 米重フジヨ さん  半焼けで、もがく馬にハエがたかって真っ黒に 

 サイド・オマール さん  被爆南方特別留学生 サイド・オマールさんを訪ねる旅 

 

５. ２０２２年度に向けて 

(１) 「被爆２世・３世の健康実態調査アンケート」活動をやりきり、集計・解析・報告発表へ 

 放射線の世代を超えた影響の実態に迫る 

(２) 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞の普及と、継承活動の継続 

 核廃絶、被害者救済運動の原点を追求 

(３) 核被害の実態追求と被害者救済運動のネットワークをグローバルに追求 

 ドキュメンタリー映画『放射線を浴びたＸ年後』第３弾の成功 

 世界の核被害の継続的な学習と、海外被害地訪問の検討 

(４) 核兵器禁止条約の署名・批准を果たす日本政府の実現 

 「日本政府に条約批准を求める」署名運動のとりくみ 

(５) 京都「被爆二世・三世の会」会員のコミュニケーションと絆を深めていくために 

 

(６) ２０２１年の主なスケジュール 

① ＮＰＴ再検討会議  １月４日(火)

～２８日(金) ニューヨーク 

② ２０２１年３・１ビキニデー ２月

２８日（月）～３月１日（火） 

③ 核兵器禁止条約第１回締約国会議 

３月２２日(火)～２４日(木) ウィ

ーン 

④ 京都「被爆二世・三世の会」２０２２

年度総会 ４月２３日（土）予定 

⑤ トリニティ核実験とチャーチロック

核汚染水事故の追悼と救済のアピー

ル ７月１６日（土） 

⑥ ２０２１年原水爆禁止世界大会 ８

月４日（木）～９日(火) 

 

６. その他の報告 

(１) 会報新年号（№１１１）のために 

 今回も会員のみなさんの新年の抱負、予定などを掲載した新年号にしたいと思います。

みなさんからのメッセージをお願いします。 

 原稿締め切り １月８日（土）厳守！！ 

(２) ２０２２年１月の例会 

 １月１２日（水）１８時３０分 ラボール京都会議室 ＆ ＺＯＯＭ 

以上 

１２月２１日（火）１２月の例会＆忘年会 
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増田正昭さん２０２１年度の個展 
～ 核に向き合い 核を乗り越える被爆二世 ～ 

１２月１３日～１９日 Gallery Take Two 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１４日 ギャラリー・トーク 

國府幸代さんと 

被爆二世の肖像画 

米重さん兄妹と 

長崎平和象の大作 1週間の来場者数は１５０人 
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２０２１年被爆者をはげますつどい 
＆『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』出版をお祝いする会 

１２月１８日／ラボール京都 
 

被爆者、付き添い家族、二世・三世、スタッフ合わせて１００人の参加 

オープニングはニコニコ合唱団のうたごえ 被爆者にお見舞金とプレゼントの贈呈 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』出版の説明 参加者から出版お祝いの言葉 

１００歳を迎えられた佐々本秋雄さんも参加 被爆者と二世の肖像画の贈呈 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１０  ２０２１年 12 月２５日 

8 

 

１１月２２日、日本被団協の全国被爆二世実態調査の報告書が記者会見で発表されました。 

この調査の集計などに携わられてきた神奈川県の門川美恵子さんが「調査」への思いを語られ

ました。以下に紹介します。 

 

 
全国被爆二世実態調査  
いちまい いちまいの調査票から伝わってくること――健康問題について 

２０２１年１１月１８日 

神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部  門川惠美子 

 

 

なぜこのような調査が始まったのか、どのような意義があるのかなどについてしっかりした認識も考

えもなく、要請されて参加し、慣れない記号の入力作業で疲れ果て、こういう仕事は業者の方とか、慣

れている人にやってもらったらいいのではないかと思ったのが最初でした。 

しかし、「不安がある」「不安だ」不安、不安、不安・・・と入力していくうちに、多くの二世が不安

から逃れられずに生活しているということ、その不安のなかみの大半は、自分や子ども（三世）の健康

問題だということが浮かび上がってきました。私自身もまったく同じです。気の小さい自分の性格でこ

うした悩みは個人的なものと思い込んでいたのにみんなもそうなんだとわかりました。 

不安というと漠然としていますが、根拠のない不安ではない気がします。被爆者である親や身近なひ

との病気や死をいくつも見てきた二世が「いつか自分もそうなるかもしれない」と思わずにはいられな

い、親と同じ病気になればこれは原爆のせいではないか、子や孫に影響したらどうしようと悩むのは当

然です。そのように書いた人は少なくありませんでした。 

そうして、書かれている文字との出会い。力強い字、ほっそりした几帳面な字、いったん書いたもの

を消して書き直した文、どれも真剣に書かれていました。そのなかに震えるような字がありました。「い

ま、療養中です・・・」とありました。健康な人でもこの調査票記入はつらいものがあります。こども

の頃の病気を思い出したり、あれはいくつの時だったかと調べたり、思い出したくない記憶が出て来た

り・・・。誠実に書いていただいていました。何回にも分けて書かれたものだと思いました。また「（二

世の）こどもが病気で書けないので、聞きながら、代わって私が書きます」というお母さんの小さな字。

これに出会ったときには何とも言えず、胸が痛くなりました。 

記入された病名は初めて聞くような難しい名前のものや、何度も出てくる がん，ガン、癌・・・な

ど、深刻な病気と闘っているひとたちが目に浮かんできました。そして見過ごせないのは原因不明の体

調不良です。前に「まるで原爆ブラブラ病みたいにだるくなる、突然に失神してしまうこともある、医

師の検査を受けてもわからないと言われる」と症状を訴えた人がいましたが、ここでも原因はわからな

いが「胸が苦しくなる」、「鼻血が出る」、「からだにあざが出た」などと悩まされていることが訴えられ

ていました。これは精神的にもつらいことです。 

こうした健康問題は暮らし方、生き方に大きく影響してしまいます。不安、心配が形となり、結婚し

ても子どもをつくらなかったと書かれたものも複数ありました。 

「ずっと甲状腺の検査と治療を続けている。がんになったら高い医療費が払えるだろうか。夫やこど

もに迷惑はかけられない。もう病院には行かないでおこうかと考える」「がんになってしまった。でも親

には言わない。心配するから」という記述もありました。経済的にも、精神的にも苦しみがあります。 

一部だけとのかかわりでしたが、この作業は簡単ではありませんでした。回答は、真剣に書かれてい

て、書く人のつらさが伝わってきました。この報告は回答した人たちみんなに、また回答しなかった二
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世・三世のみなさんにも、そして被爆者のみなさんにもぜひ読んでほしい、共有してほしいと思いまし

た。私たち二世、三世の苦しみが自分だけのものではなかった、だからこの問題には光があてられなく

てはならないものであることがはっきりしたと思います。 

読んだらぜひ身近なひとたちと話し合ってみてほしいと思います。私たちは、やり過ごしてきた自分

の苦しみをもう一度も二度も見つめなおし、とらえなおさなければならないと思いました。 

 

国によって毎年二世の健康診断が実施されます。無料で受けられる親切な施策だと思っていました。

しかしこれは二世が持つ不安解消のために１９７９年度に始められたと聞きました。４０年たっても不

安はなくなっていません。医療保障はないまま「健診でよくない結果が出たら病院へ行ってください。

あとはご自分の責任で」と放り出されてしまっている状況です。厚労省では、全く遺伝的影響はないで

すとは言わない、「放影研の調査で放射線の遺伝的影響は認められない。しかし今後も調査研究を続け

る」という言い方が続いています。続いた研究の結果はいつ出るのでしょうか。それまで今、苦しんで

いる人たちを見捨てたままなのでしょうか。 

放射線の影響を否定できないのなら、今ある苦しみに対して手を差し伸べる政治であってほしいと、

私たちは本気の運動を始めなければならないと思います。 

被団協の結成のとき「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」という決

意が述べられました。私たち被爆二世・三世もまた自分たちを救い、核兵器のない世界を目指す道を歩

む、それが被爆者の運動を継承することであると考えるにいたりました。被爆者がいなくなったら運動

は終わりではありません。原爆の熱線と爆風のほかに、放射線との闘いが残っています。それは世代を

超えて体を傷つけ続けるものかもしれません。そうならなおさら誰が何といっても核兵器は今後存在し

てはいけないのです。 

二世、三世の健康問題は複雑です。差別の経験を思うと「遺伝的影響」という言葉など聞きたくもな

い、考えたくないという被爆者も二世もあるかもしれません。しかし、現に患っている人たちを救済す

る制度があるべきだというところは一致できると思います。今まで望んでいてもそんなものが出来るわ

けがないとあきらめていた二世も、運動の目標がはっきりすれば参加できると思います。 

その運動はまた、被爆者のみなさんとともに、核兵器廃絶を求めるみなさんと協力し、原発事故の放

射線被害を受けたみなさん、原水爆実験の被害者のみなさん、そして世界の放射線被害を受けたみなさ

んの運動とつながり、その思いと願いを共有しながら支えあって進んでいかなければならないものであ

ると思います。 

 

ここまでが私が二世調査集計作業にかかわってから今までに考えてきたことです。これから被団協と

二世委員会のみなさんが問題をとらえ、今後の方針をたて、いまやることを提起していただけるのを待

っています。 

 

３４００の回答の３００ほどを読んだだけです

が、真剣に書かれた文章に出会い、これはみなさ

んにお伝えしないといけないと思いました。 

はじめ記者会見など「やだやだ」と言って逃げよ

うとしたんだけど、仲間のみなさんに背中おされ

て参加してきました。 

 

記者会見の様子 

(被団協しんぶん№５１５より) 
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モンゴル、ギニアビザウが相次いで核兵器禁止条約を批准 

批准国５８ヶ国に 
 

１２月１０日(金)モンゴルが、１２月１５日(水)ギニアビサウ(西アフリカの国)が相次いで核兵器禁

止条約を批准しました。締約国は合計５８ヶ国になりました。ギニアビサウはアフリカ大陸で１０番目

の批准国です。 

 

モンゴルは同条約に署名せずに加入しました。加入は批准と同じ法的効力を持ちます。モンゴル政府

代表は１０月４日の国連総会第１委員会の発言で、核兵器禁止条約について「核兵器を全面廃絶する目

標を達成する有益な手段だ」と発効を歓迎。来年開かれる第１回締約国会議では「実り多い議論が行わ

れると確信している」と期待を表明しました。 

 

ＩＣＡＮによると、ギニアビサウのバルボザ外相は批准につい

て、「核兵器のない世界に向けた揺るぎない賛同」を示すものだと

強調。「ギニアビサウは世界平和と人類の未来のために力を合わせ

る」と述べました。 

 

 

 

 

２０２１年１２月２０日現在 核兵器禁止条約批准国５８ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
ギニアビサウ 

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 

モンゴル 
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年明け２０２２年 NPT再検討会議に呼応して 

核兵器全面廃絶実現、核兵器禁止条約の署名・批准を求める 

新春共同行動のお知らせ 
 

2022年 1月4日(火)から第 10回NPT（核不拡散条約）再検討会議がニューヨークの国

連本部で開かれます。1月２８日(金)まで。 

NPT 第６条は、核保有国に対して核軍備競争の停止と核軍備撤廃の交渉を義務づけてい

ます。２０００年、２０１０年の再検討会議は核兵器廃絶につながる合意を重ねてきました。条

約の義務とこれまでの合意の即時履行をすべての加盟国に求める極めて重要な会議です。ま

た、核兵器禁止条約の未批准国に対して支持・署名・批准を求める国際会議の場です。 

NPT 再検討会議開会日の１月４日(火)、世界と日本全国の主要都市でいっせいに街頭宣

伝・署名行動がとりくまれます。京都でも下記のようにとりくまれます。 

２０２２年の清々しい年明けを核廃絶のたたかいから ― みなさん、一緒に参加しません

か！  

 

1月 4日（火）１４：００-１５：００ 

四条河原町(高島屋前)にて 
 

共同行動は１月２２日(土)も行われます。 
１月２２日は１年前核兵器禁止条約が発効した日 

１４：００～１５:００ 四条河原町(高島屋前)にて 

写真は２０１９年の新春街頭宣伝署名行動 八坂神社石段下 
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原爆文学資料の「世界の記憶」(国際登録)申請に際してのお礼と結果について 

 

師走に入り慌ただしい時期ですが、京都「被爆二世・三世の会」の皆さまはお元気でお過ごしでしょ

うか。私は広島市在住の片山典子と申します。広島で広島花幻忌の会(原民喜の会)の運営スタッフ(世

話人)をしており、広島文学資料保全の会と連携しながら色々な活動を行なっています。 

過日はユネスコ「世界の記憶」へのヒロシマ文学資料登録申請の折に会報で呼びかけていただき、大

変お世話になりました。沢山のお力添えを賜り、心から感謝しております。本当にありがとうございま

した。 

残念ながら結果は落選ということになりましたが、その後の話し合いで再度挑戦ということで方向性

が一致致しました。色々と課題は残りましたが、改善に向けて少しずつ歩みを続けたいと皆申しており

ます。今回ご協力下さった皆さまへのご報告と御礼を・・・ということで、文書を添付させていただい

ております。会員の皆様へもお目通しいただけましたら幸いに存じます。 

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

広島花幻忌の会 片山典子 

 

 

ユネスコ「世界の記憶」国際登録において、「原爆文学」の申請を支援して

くださった皆様への、お礼とご報告 

―日本ユネスコ国内委員会の新たな問題点― 
 

１１月１０日、「広島文学資料保全の会」と「広島市」が共同で「世界の記憶」（国際登録）に申請し

た「広島の被爆作家による原爆文学資料」が、日本ユネスコ国内委員会において、ユネスコ本部への推

薦対象として選定されなかったという通知を受けました。 

 

私たちは１９８７年より広島の原爆文学資料の保全と活用、公開について活動を続けてきました。活

動の一環として、国際平和と核兵器廃絶を願い、「世界の記憶」（国際登録）を目指し、国内外からの支

援も受けて申請しましたが、残念な結果となりました。 

推薦対象に選定されるか否かにかかわらず、世界史的な人類の遺産としての原爆文学の重要性は何ら

変わるものではありませんが、今回の結果は、申請者のみならず、広島市民にとっても、国内外の多く

の賛同人の方々にとっても遺憾と言わざるを得ません。 

「世界の記憶」は、人類の忘れてはならない歴史的な文書や記録を保存し、公開するためにユネスコ

が制定したものです。「世界の記憶」登録の審査基準は、資料の ①真正性 ②世界的な価値ですが、私

共が今回申請した５点の原爆文学資料は、被爆から７６年を経て、体験の継承が難しくなっていく中で、 

国や時代を超えて伝えていくべき貴重な資料であり、「世界の記憶」に相応しいと確信しています。 

 

さて、私共は今まで２度応募した申請者として、今回の日本ユネスコ審査委員会や、審査決定プロセ

ス、その後の発表について、明らかになった以下のような問題点を皆様にもお知らせしておくことが必

要だと思います。 

 

２０１５年に初めて申請をした時には、１６件の申請の中で、命のビザで知られる杉原千畝氏の「杉

原リスト」と「上野三碑」が推薦対象として選定されましたが、その後国際ユネスコ諮問委員会では杉
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原リストは認められず、「世界の記憶」に登録されませんでした。その理由については未だ日本ユネスコ

国内委員会からは公式な発表はありません。 

 

今回＜国際登録＞として、日本ユネスコ国内委員会が選定した２件は以下の通りです。 

 

①  浄土宗大本山増上寺三大蔵（申請者：浄土宗、大本山増上寺）国指定重要文化財 

② 智証大師円珍関係文書典籍（申請者：円城寺、東京国立博物館）全て国宝 

 

ご承知のように、政治的な問題で２０１７年以降、新規申請は凍結されていました。 

ユネスコ国際諮問委員会においては、「審査プロセスの透明化」や「加盟国間で見解の相違のある申

請案件への対応等を論点とする制度改正」が取り組まれ、問題があれば当事国間で対話を行い、帰結迄

登録を認めない等の改正が行われました。国内選定においても、審査プロセスの透明性、公平化の問題

は、ユネスコ「世界の記憶」の更なる発展にとって、必要不可欠な課題です。 

 

ところが、今回いろいろな問題が浮かび上がりました。 

主な問題点を書き出してみます。 

１．前回、国内候補として選定した「杉原リスト」が国際委員会で認められなかった件は、公式に発表

されていない。更に今回の申請案件１１件中３件の申請が「杉原リスト」で、３者の申請者から別々

に出されたという事実も＜公表されていない、公表できない＞ 

 

２．今まで公表されていた申請件数、申請内容、申請者、申請結果の委員長所見など、今回から全て非

公開＜１１件について、文科省国際統括官付に公示を依頼したところ、「公開することにより会議の

公平かつ中立な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるため」という理由でできない、とのこと＞ 

申請案件はネットや新聞記事などから、松川事件資料、及び青函連絡船運航記録、そして３申請者

からの杉原資料が３件と判明。申請案件１１件中、他の３件は不明のまま。 

 

３．以前、ユネスコ国内委員会の中で委員から、「国宝や重要文化財については、改めて世界の記憶遺産

として登録されなくても良いのではないか」との意見も出ていたが、今回は２件ともそれに該当して

いる。 近現代は政治的な絡みで難しい、との意見も聞く。 

 

４．「ユネスコ国内委員会」の審査プロセスから最終決定までの問題 

ユネスコ記憶遺産国際諮問委員会（ＩＡＣ）は４月から制度改善がなされ、政治的な緊張を回避する

ための審査プロセスの透明性と公平性を目指している。 

一方日本国内のプロセスは「日本ユネスコ国内委員会文化小委員会ユネスコ記憶遺産選考委員会の

審議において選定する」となっているにも拘らず、実際は、「審査委員会で審査を行い、次いで関係省

庁連絡会議 13 名＜文科省以外の内閣府、総務省、外務省、農水省、経済産業省、国土交通省、環境

省、法務省、厚生労働省他の局長や審議官＞により最終決定となっていて、関係省庁以外の政府機関

が最終決定権を持つという、国内の現況は或る意味で大問題。 

このままでは「世界の記憶」への不信感が高まり、記憶遺産への関心も低下し、申請案件も減るこ

とを懸念している次第です。 

 

以上、多くの問題を抱えていますが、「核兵器のない世界」を真に実現するため、また最高齢者の原

時彦さんが、「民喜たちも命がけで文学遺産を残してくれた。 諦めないで登録されるまで頑張りまし
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ょう。」と話してくださったので、次回もう一度申請する予定で資料の検討も進めますので、今後共宜

しくお願い申しあげます。 

広島文学資料保全の会代表・土屋時子 

 

謝辞 今回、申請書の最終項目に＜後押しをする情報を添付＞とあり、国外約４０名を含む、著名な

方々や市民、総計２６４名の賛同人リストを提出させていただきました。大変遅くなりましたが、賛同

人の皆さまにお礼を申し上げるとともに、本メールにてご報告する次第です。また、共同申請者として

申請書の取りまとめに尽力してくださった広島市や、今回の申請を好意的に報道してくださった新聞社

の方々にも感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

■「サイド・オマールさんを訪ねる旅」に感動 

古田光恵（(広島県原爆二・三世の会) 

会報の被爆体験の継承で、今回の南方特別留学生「サイド・オマールさんを訪ねる旅」を読んで感動

しました。大体のことは知っていましたが、ここまでのことは知りませんでした。 

私も「伝承」で各地に出かけますが、京都に行ったとき「オマールさんの事知っていますか？興南寮

を知っていますか？」と質問を受けました。大体のことは答えることが出来ましたが、今号の記事を読

んで、寮の名前の意味を深く知ることが出来ました。 

胸が震えるほど、戦争、原爆が憎いと改めて強く思いました。ありがとうございました。 

 

■ラジオ体操を始めて１ヶ月半 

平 信行（南区） 

私の住む京都市内南区の町内会で、ひょんなことから早朝ラジオ体操を始めることになりました。町

内にある児童公園で、毎朝６時３０分からのＮＨＫラジオ放送に合わせて。初日は１１月８日(月)で、

最初の１週間はテストケースでしたが、毎朝１４～１５人は集まられるので、結局止められなくなりも

う１ヶ月半も続くことになりました。意外と天候

にも恵まれ、雨天中止したのはまだ２日か３日程

度。 

体がよく動くようになったとか、気分が爽快と

か、評判は上々。加えて町内会の住民同士のコミ

ュニケーションをよくするのにも一役買っていま

す。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
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■世界は広島をどう理解しているか―原爆７５年の五五ヶ国・地域の報道  井上泰浩／編著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

「世界は広島を」と「広島は世界に」との違いは、具体的にはわからな

いが、「被爆」と表現するのか「原爆投下」と表現するのかの違いでしょう

か？副題にある通り、「被爆後 75 年」の年の８月６日・９日前後のほぼ世

界の主な新聞を読み、分析されている。日本ではあまり紹介されていない

が、世界の国々では「日本の核兵器廃絶に取り組む姿勢は弱い」と指摘さ

れている。しかし、これだけ世界で「８月６日・９日」が取り上げられて

いるとは、正直驚く。取り上げ方・量については詳しく紹介できないが、

特集を組んで「被爆者体験談」や「被爆の惨状」を赤裸々に紹介している

新聞もあるという。それにしても「日本の新聞・、マスコミは？」と思っ

てしまう。 

例えば「北欧諸国」では「核兵器」に対する評価は、「必要な兵器であり、

核兵器廃絶に対する姿勢は否定的である」、という姿が浮かび上がる。しか

し、同じヨーロッパ諸国の中でも「スペイン」は、核兵器廃絶には、積極

的な姿勢をとり、世論もこれを強く支持しているという。背景には、Ｂ５２の墜落事故（１９６６年発

生）で、国土が汚染され、「汚染土」はまだ処理されていないし、民間人が「ガン」で亡くなっていると

いう事件がある、という。スペインでこのような「核汚染」が深刻な影響、問題を引き起こしていると

は全く知らなかった。世界で「核兵器廃絶」を一番強く主張し、地域全体で取り組んでいるのが「ラテ

ンアメリカ」諸国であるという。ここでは「一国一国」の論評を取り上げるのではなく、地域として動

向を取り上げているが、「核兵器」に対する非難は、どの国でも共通するものとして紹介されている。 

「７５周年」という表記の仕方は少し抵抗を覚えるが、世界では、我々が考える以上に強い関心を持

って取り上げられ報道されている。アジア、特に「韓国」「中國」ではあまり報道されなかったようだが。

「原爆・ヒロシマ、というかヒバクシャが世界からのどのように見られているか」を知る一冊ではあろ

う。 

 

 

■核のゴミ     古儀 君男／著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

著者は「元府立高校の教諭」で、分かり易く書かれている。「京都反原発めだか学校」で講演されたこ

とが基になっている。主に「核のゴミ」の「地層処分」について日本は、ヨーロッパ・アメリカと比べ

ていかに困難で難しいかを列挙してある。難しい言葉、専門用語は全くといってよいほど使われていな

い。それだけに読みやすく理解しやすい。しかし、核のゴミの処分がこれほど「長期間」にわたり、人

類が何世代にも渡って管理をしなければならない、とは、改めて「原発」のもつ怖さを知った。将来科

学が発達して、放射能汚染物質の処理方法が発明されるかもしれないが、１０万年間も安全には保管で

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

中央公論新社 

２，860 円(税込み) 
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きるのか、我々世代の責任の重さを実感した、「地層処分」は何が問題で、ど

うすればよいのかを、起こりうる自然現象・事象をあげて解説されている。

また、政府が依頼しながら、政策に取り入れなかった「学術会議」の提言も

紹介されている。しかしこの著書を読めば、日本全体で「地層処分」出来る

場所はどこにも無いように思う。「原発」賛成・反対に関係なく「核のゴミ」

をどうすべきかを考える必要があると思う。著者はこの問題についても、再

稼働を中止し、その後どうすべきか、展望を明らかにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国連報告者の受け入れ検討  福島原発事故の避難者調査 

東京電力福島第１原発事故の避難者調査のため国連のセシリア・ヒメネス 

・ダマリー特別報告者（国内避難民の権利担当）が２０１８年から３回、訪 

日を求めながら、政府に事実上放置されていた問題で、外務省が訪日受け入れ 

を検討中であることが８日分かった。 

原発事故の自主避難者は住宅支援が打ち切られるなど厳しい生活

状況に置かれており、国連人権理事会に任命された専門家による避難

者の本格的調査が初めて行われることになる。原発事故の被災者の状

況は人権問題として人権理でも取り上げられ、１２年１１月にはグロ

ーバー特別報告者（健康の権利担当）が福島などで被災者の健康問題

を調査した。 

(２０２１年１２月８日 京都新聞) 

 
国連のセシリア・ヒメネス・ダマリー特別報告者（国連人権高等弁務官事務所提供） 

 

Scrap 

book 

合同出版 1,600 円＋税 

■「黒い雨」救済拡大方針 「遭った可能性で」認定 厚労省 対象 １万人以上へ 

広島原爆の「黒い雨」の被害者救済を巡り、厚生労働省は本人の証言や文献から「雨に遭った可

能性が否定できない」場合、被爆者と認める方針を固めたことが１９日、分かった。証明の負担を

減らし、より幅広い病気を対象に加えることで新たに１万人以上の認定につながるとみている。被

爆者認定指針の改定は２０２２年４月を予定し、広島県と広島市に近く提案する。 

黒い雨被害を訴えた原告全８４人を被爆者と認め、国が上告を断念して確定した今年７月の広島

高裁判決や、原告と同じ事情にある人の救済を明記した菅義偉首相談話を重くみる一方、疾病要件

は維持し、従来の認定との整合性も図ったといえる。 

厚労省の認定指針改定案は、本人の証言や文献などで黒い雨を一定時間浴びるなどした可能性が 
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▼核兵器禁止条約発効の日の歓喜

に沸いた日、「黒い雨」裁判の勝訴

判決確定を喜び合った日、いくつ

もの勝利と前進を確信した２０２

１年でした。一方でコロナに翻弄され自粛、委縮

を余儀なくされ、無為無策、強行される五輪に怒

りを覚え、１０月の総選挙では悔しい思いをする

ことになりました。▼２０２１年、この一年をふ

りかえるため様々なニュースを見直していてあ

らためて感じたことがあります。２０２０年、ア

メリカで始まったブラック・ライヴズ・マターの

運動は２０２１年も引き継がれ、それは黒人差別

撤廃運動にとどまらず、根源である奴隷制度、か

っての植民地政策の見直しにまで深まり、広がっ

ていることです。欧米の多くの国が植民地の収奪

を謝罪したり、先住民族に対する迫害の事実を見

直すニュースが少なくありませんでした。あたか

も大きな歴史の見直し運動が始まっているかの

ように。この歴史の見直しに重ね合わせて、絶対

に銘記しなければならないことがあります。それ

は戦後２，０００回以上に及ぶ大気圏内核実験は

すべて、植民地、先住民族居住地で行われてきた

ことです。人々に深刻で破滅的な打撃を与えなが

ら、今も正確な事実は明らかにされず、救済と正

当な補償もなされないままになっています。植民

地政策、先住民族迫害の歴史の見直しは、核実験

被害の究明・救済も含めて行われなればならない。

２０２２年度には具体的な前進がはかられるよ

う求めていきたいと思います。（平）

編集 

後記 

否定できない場合、現行の援護対象区域にいたかどうかにかかわらず「黒い雨に遭った」とみなす。 

広島県・市が高裁判決に基づいて要求する「病歴の有無にかかわらない認定」までは踏み込まな

いが、より幅広い病気を対象に加える方向だ。被爆者が月額３万４９７０円の健康管理手当を受け

る要件として国が定めるがんなど１１疾病に加え、原告の病歴を踏まえ白内障の手術歴を新たに要

件とする案が浮上している。 

厚労省は指針改定に伴い医療費や健康管理手当など総額６５億円前後の関連費用が必要とみて、

編成作業が大詰めを迎えた２２年度予算案に被爆者援護対策費の増額を盛り込む方向で最終調整し

ている。 

こうした厚労省の提案を広島県・市がどう受け止めるかが焦点となる。広島高裁判決が出た７月

以降、黒い雨被害を訴える広島県民から県・市への被爆者認定の申請が急増。既に計１３００件を

超えている。 

黒い雨 

米国による広島への原爆投下直後に降った放射性物質や火災によるすすを含む雨。国は１９７６

年、黒い雨が降った卵形のエリアのうち、爆心地から広島市北西部にかけての長さ約１９キロ、幅

約１１キロを援護対象区域に指定した。国はこれまで、区域内で黒い雨を浴びた住民を対象に無料

で健康診断を実施。がんや造血機能障害など国が定める１１疾病のいずれかを発症した人に被爆者

健康手帳を交付。医療費を原則無料にし、健康管理手当を支給するなどの援護策を講じてきた。 

（２０２１年１２月２０日 中國新聞） 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１０  ２０２１年 12 月２５日 

18 

２０２２年１月（睦月・むつき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

1 １ 土  元旦 

  ２ 

 

日   

 ３ 月   

 

 
４ 

 NPT 再検討会議開幕 

NPT 再検討会議に呼応した街頭宣伝共同行動（１４時・四条河原町） 

 ５ 水  小寒 

 ６ 木  新春６・９行動（１４時・清水寺） 

  

 
７ 金 

七草 

キンカン行動 

 ８ 土  

 ９ 日  新春６・9 行動（14 時・清水寺） 

 

 

清水寺） 

 １０ 月  成人の日 

 

 

１１ 火   

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

  １３ 木 改憲ノースタート集会（１８時３０分・ハートピア京都） 

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土   

 １６ 日  名護市長選挙告示 

  １７ 月  阪神淡路大震災発生の日（１９９５年） 

 １８ 火   

 １９ 水  戦争法廃止をめざす１９日行動（１８時３０分・市役所前） 

 ２０ 木   

 ２１ 金 キンカン行動 

 ２２ 
土  核兵器禁止条約発効の日 

NPT 再検討会議に呼応した街頭宣伝共同行動（１４時・四条河原町） 

 ２３ 日 

 

名護市長選挙投開票日 

 ２４ 月   

 ２５ 火   

 ２６ 水   

 

 

２７ 木  

 ２８ 金  
NPT 再検討会議最終日 

キンカン行動 

 ２９ 土   

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 


