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会員のみなさんの２０２２年新年のメッセージ ２ 

２０２２年度定期総会のお知らせ １２ 

福島原発事故のアメリカの子どもへの影響について 

(ジョセフ・マンガ―ノ氏の３つの論稿)の紹介    山根和代 １３ 

核兵器廃絶に向けて ペル―が核兵器禁止条約を批准 １５ 

核兵器廃絶日本ＮＧＯ連絡会から首相・外相への要請書 １６ 

会員から会員へ みなさんからのお便り紹介 １８ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２０ 
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SCRAPBOOK／ 「福島第一原発の被ばくで甲状腺がんに 事故当時子どもだった６人が提訴」(東京) ２１ 

 「米軍経ヶ岬通信所が外出を制限・・・」(京都) 

編集後記 ２２ 
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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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京都「被爆二世・三世の会」結成 10周年の年 
一歩また一歩 

会員のみなさんの２０２２年メッセージ 
 

 

■2022 年度 4 つの目標 

平 信行（南区） 

昨年、２０２１年年頭の新年メッセージで４つ

の目標を掲げました。 

① 「被爆２世・３世の健康実態調査アンケート」

をやりきる。 

② 『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』<下巻>を

発行する。 

③ 核被害の実態追及と被害者救済運動のグローバ

ルなネットワークを追及する。 

④ 核兵器禁止条約を批准する日本政府を実現する。 

以下、その成績評価。 

① は、被爆２世の回答者目標１００人に後３人

までに迫りました。残り３人をやり切れなか

った情けなさは残りますが、アンケート結果

に基づいて次のステップに進む土台は築きま

した。 

② は、やり切りました。みんなでみんなを褒め

ましょう。 

③ で具体的に想定していたのは映画『放射線を

浴びたＸ年後』第３弾の完成とアメリカでの

上映運動でした。これの進展は世界的なコロ

ナ感染拡大に阻まれてしまいました。 

④ の最大の焦点は秋の総選挙でした。核兵器禁

止条約を一大争点にしよう、条約に参加する

政府実現の機会にしようとよびかけました。

結果は厳しかった。しかし、市民連合が提唱

し、立憲野党の共通政策に「核兵器禁止条約

参加の検討」が掲げられ、核兵器廃絶が現実

の政治の場に初めて登場しました。 

さて、２０２２年度。 

引き続いて、４つの目標を新しい年に相応しく

前進させていきましょう。 

① １００人を超える２世・３世から「被爆２世・

３世の健康実態調査」の回答が寄せられまし

た。この結果を血とし、肉としていく年にし

ましょう。私たち被爆２世・３世が担うもの

は何かを、私たちのいのちと健康の具体的な

事実に基づいて明らかにしていきましょう。 

② 被爆体験証言集の発行は一区切りつきました

が、その基底にあるのは放射線被ばくの実相

をより具体的に、よりリアルに社会と後世に

発信していくことです。その重要性、必要性

はこれからも些かも減じることはない。広島、

長崎の被爆者だけでなく、世界の核被害者に

視野を広げてとりくみを重ねていきましょう。 

③ コロナが落ち着き次第、『放射線を浴びたＸ年

後』第３弾の完成と上映運動を力強く応援し

ていきましょう。核被害者のネットワーク形

成の一環として。 

④ ２０２２年度は核兵器禁止条約の第一回締約

国会議が開催されます。ＮＰＴ再検討会議も

予定されます。核兵器廃絶をどう実現してい

くかは２０２２年の世界の一大テーマとなり

ます。“核には核で”“軍事には軍事で”はない、

日本でも真正面から核兵器禁止条約参加を検

討せざるを得ない状況を創り出していきまし

ょう。 

２０２２年１０月２０日、京都「被爆二世・三

世の会」は結成１０周年を迎えます。１０歳の誕

生日を、みんなの力で、記念すべき時となるよう

とりくんでいきましょう！ 

 

■日本政府の核兵器禁止条約参加への推進に全

力 

井坂博文（北区） 

２０２２年新年あけましておめでとうござい

ます。 

昨年は平和に関して嬉しい出来事がありまし

た。１月に国連が採択した核兵器禁止条約への批

准国が５０ヵ国を突破（現在５９カ国）し、条約

が正式に発効したことです。さらに今年は三月に
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禁止条約の第一回締約会議が開かれます。私は被

爆二世として、禁止条約の発効を歓迎し、被爆者

の声と運動が禁止条約の発効に大きな役割を果

たしたことに確信を深めています。一方で核兵器

保有国は「現実的でない。保有国と非保有国の間

に分断と対立をもたらす」と批判し、条約参加を

拒否し核兵器に固執しています。しかし、「分断と

対立」の責任は「核抑止力」の正当化や「核の傘」

論を主張し世界を抑えつけ、今まで核兵器を段階

的に解消するとの「明確な約束」（ＮＰＴ再検討会

議）しながらそれをさぼってきた核保有国にこそ

あります。 

日本政府は広島・長崎と世界で唯一の戦争によ

る被爆地を持つ国でありながら「保有国と非保有

国の橋渡し役になる」と言い、「核抑止力」を正当

化する日米同盟を優先して禁止条約への参加を

拒否しています。しかし、南アフリカは核兵器を

自主的に廃棄し、禁止条約に参加しました。また

北太平洋条約機構（ＮＡＴＯ）の一員であるドイ

ツやノルウェー政府は、禁止条約への署名・批准

はしないという姿勢ですが、締約国会議にオブザ

ーバー参加を表明しています。締約国会議は条約

への賛否を問わずオブザーバー参加でき、参加す

れば核兵器の非人道性に関して一緒に考えるこ

とができます。にもかかわらず日本政府は締約国

会議へのオブザーバー参加すら拒否をしていま

す。 

これに対して、総選挙で野党共闘した野党の共

通政策では「禁止条約への参加をめざし、締約会

議へのオブザーバー参加」を掲げました。禁止条

約参加の如何は、政治的力関係の転換にかかって

います。今年夏の参議院選挙で野党共闘の前進を

図り、核兵器固執勢力を孤立させて、日本政府の

禁止条約参加を推進するために全力を挙げまし

ょう。 

 

■市議選の前進で長岡京市議会での意見書採択 

石角敏明（長岡京市） 

あけましておめでとうございます。 

昨年は、「うれしい」こと「落ち込んだ」こと多々

ありました。世界を見渡せば「核禁止条約」の批

准国が報道される度に、インターネットで国の位

置を捜し、世界地理に詳しくなりました。国内に

眼を向ければ「黒い雨訴訟の勝利」を喜び、その

後の国の姿勢に腹が立ち、「総選挙」の結果に少し

落ち込みましたが、長岡京市議選では全員勝利で、

力関係が変化し「核兵器禁止条約批准を求める決

議」が採択されました。私個人としては、色々な

活動に取り組みに多くのことを学ぶことができ

ましたが、これといった成長がないのが悩みかな。 

今年は「会も１０周年」を迎えるという、皆さ

んの足を引っ張ることがないように力の限り奮

闘したいと思います。よろしくお願いします。 

 

■笑いとともに迎えた新しい年 

市田里佳（向日市） 

２０２１年もコロナに振り回された一年で、商

売のほうも苦労が多かった一年でした。一緒に広

島の原爆資料館へ行くはずだった息子も、行けな

いままもう中３になってしまいました。春からは

高校生です。 

昨日前進座の新春

公演へ行きました。

「一万石の恋」とい

う喜劇です。会員の

皆さんも行かれた方

がおられるでしょう

ね。私はあまり興味

がなかったのです

が、母を誘った友人

が当日の朝体の具合

が悪くなり、チケッ

トを譲ってもらえる

とのことで私がお供することに。〝１等席＆無料

〟という言葉に傾いてしまいました。会場はコロ

ナの影響でたくさんの制約がありましたが、たく

さんの方が来られていました。ご高齢の方が多か

ったですが、みなさんオシャレで着物を着た方も

チラホラ居られ、何とも新春というか。日本の文
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化の多様さみたいなものを感じました。喜劇の内

容もさすが山田洋次監修とあり、笑いと情と社会

風刺＋コロナで盛りだくさんで行って良かった

です。そして何より母と２人で新春観劇で大笑い

できたこと、帰りにちょっと贅沢な夕食ができた

ことが大変嬉しかったです。母にいつまでも元気

でいてほしい、そう思いました。今を大切に生き

なきゃと感じた一日でした。 

本年も皆様のご健康とご多幸をお祈りしていま

す。 

ＰＳ 関電のゼロカーボンをうたったＣＭにム

カついているのは私だけでしょうか。子どもまで

使って原子力を推進するようなあのＣＭ、原発の

どこが持続可能なエネルギーなのかと悲しくな

ります 

 

■坪井直さんの「ネバーギブアップ」の心を受け

継ぐ 

井上哲士（左京区） 

新年おめでとうございます。 

今年はいよいよ、昨年発効した核兵器禁止条約

の締約国会議が開かれます。 

被爆者の訴えが国際社会を動かしている――

昨年末に日本被爆者団体協議会代表委員の坪井

直さんの広島での「お別れ会」に参列し、改めて

実感しました。会場では、坪井さんが「あきらめ

るという言葉は禁句にしよう。ネバーギブアップ」

と訴える姿が映し出されました。まさに被爆者が

あきらめることなく訴えたことが条約を実現さ

せたのです。 

会場でいただいた栞を見て、坪井さんと私の誕

生日が同じ５月 5日であることを知り、びっくり。

実は、被爆して白血病で亡くなった佐々木禎子さ

んを偲び、核廃絶を願って平和公園に「母と子の

像」が建立されたのも５月５日。国会議員になっ

てからＮＰＴ再検討会議に参加した時に、ニュー

ヨークでそのことを知り、「この像に込められた

思いを引き継ぐ使命がある」と誓いました。さら

に坪井さんの「ネバ―ギブアップ」の心を受け継

ぐ使命があると決意を新たにしています。 

核兵器禁止条約に参加する政府をめざして今

年もがんばります。「ネバーギブアップ」。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』<下巻>を

お届けして 

奥田美智子（左京区） 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年末に「語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心」

<下巻>が上梓され、事務所にて三冊いただきまし

た。増田さんの思いの込められた表紙の絵は、力

強く素晴らしいです。 

一冊は、今年の８月６日に国立広島原爆死没者

追悼平和祈念館へ、私の手で持って行きたいと思

っています。また一冊は、原稿コピーの段階で「本

が出来上がったら是非に！」と言ってくださった

亡き父の主治医峯松先生に明日お届けする予定

です。あともう一冊はわたし用です。関係者の皆

様、こんなに立派な本にしてくださってありがと

うございます。 

どうぞ今年もよろしくお願いします。 

 

■固定したものはない、変わりうる。変えようと

望み、行動するその先に 

菊池 洋（南区） 

ベルリンの壁が壊されるドキュメンタリー番

組の再放送を知って、昔、学校で、東西米ソ冷戦

を習い、変えようのない、重苦しいものを感じて

いたのに、それが、破られたことに、固定したも

のはない、変わりうる、ことを思いました。 

また、大学時代、チリで、アメリカのＣＩＡの

支援を受けた軍により、選挙で選ばれた政権が倒

され、軍事独裁が行われていることを知ったとき、

それをどうしようもないと思い続けていました

が、チリは、民衆が自ら民主主義を取り戻し、苦

難の中、実践していることに、驚かされます。 

固定したものはない。変わりうる。ただし、変

えようと望み、行動、積み重ねのその先に。全て

解決ということはなく、そこで、歩みをとめるこ

となく、願いを実現している姿を、目の当たりに

しています。 

子どもの頃、年をとれば、大人になると思って

いたのに、５０歳をとうに過ぎた自分を見つめ、

大人でないなと思う日々。でも、あかんことは、

あかんと思い、こだわりつつ、大人の思慮は持ち

つつ、と一年の抱負です。 
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■コロナ禍と料理の上達 

久保絹子（伏見区） 

明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。 

私はコロナ禍で時間が充分あり、料理がとても

好きになりました。それは「たれ」を作ることが

できるようになったからです。ラッキョの汁で酢

豚のたれ、梅みそ(みそに青梅を埋め半年ぐらい

でできる)やゆずみそで田楽みそを作り、野菜を

蒸すか焼いて「みそたれ」をからめるだけで、と

ても美味しい料理が出来上がります。 

また、佐世保に居る姉（８０歳）にいろんな料

理の作り方を電話で教わり、挑戦しています。先

日初めて小豆

を煮てぜんざ

いを作り大満

足。今年もも

っともっと美

味しいものを

作れるように

頑張ります。 

 

■憲法改定を許さない 

國府幸代（北区） 

賀正!!今年も宜しくお願いします。 

寒い日が続きコロナのオミクロン株が世界中

猛威を振るう中、２０２２年が始まりました。来

月には平和の祭典オリンピックが北京で開かれ

ます。その中国で政治の独裁ぶりが全世界の平和

をも揺るがす様なことばっかりやっています。日

本国の平和が７６年も長く続いているのは戦争

で多くの一般の国民が犠牲になったことです。私

たちの家族が原爆で被爆し、今も被爆の後遺症で

被爆者はもちろん、二世・三世も苦しんでいる実

情を世間にもっと知ってもらわなければなりま

せん。 

日本国憲法は国の指導者が暴走しないよう、ア

メリカともに作られたものです。戦争を体験しな

い一部の政治家だけで変更を考えているなんて

とんでもない！！唯一の被爆国日本が被爆者の

声を聞き、世界中にそれを発信して広島、長崎へ

世界中の指導者を招き、平和活動をすることです。 

去年１２月に私の声を本にしていただき、母の

肖像画を増田さんに描いてもらってとても嬉し

かったです。今年は若い人たちにもっともっと被

爆者を知ってもらって、世界平和を日本国民から

訴えていきたいです!！ 

 

■「やさしさ、共に生きる」を大切 

小林こうき（宇治市） 

２０２１年新型コロナ拡大で明け、度々の緊急

事態宣言で日 “々もやもや”。でも互いを思いやる

気持ちの強まり、好きな芝居の仲間との観劇も以

前より大きな感動も。 

招集兵１９才で原爆投下後の長崎市に入り被

爆した父の干支「寅年」、長崎の体験は口にするこ

となく１３年前に他界した父を思い迎えた２０

２２年。今年は長崎を訪れてみたいと思っていま

す。 

核兵器の無い世界を願い、ミニステッカー「核

兵器禁止条約」のリックサックを背負い。皆さん

と一緒に歩んでいきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

■父と共に新年 

佐々本好信（右京区） 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もコロナが続いていますが、みなさまくれぐ

れもご自愛を。 

私の毎日は父親の在宅介護のため、活動にはあま

り参加できませんが、お許し願います。 
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■2022 年新春の抱負 

庄田政江（大阪市平野区） 

昨年は心臓弁膜の手術を受けしばらくは大変

でしたが、順調に回復し元気になりました。入院

前の１０月には四人目で初めての男の子の孫が

生まれ、病室で写真を見ては元気をもらいました。 

私の原稿が載っている「語り継ぐヒロシマナガ

サキの心」下巻が出版され、語り部で９０歳の河

野さんに贈りました。一気に読まれたそうで、気

づいた点や学ぶ事がありましたと感想を頂きま

した。 

今年は徐々に活動をして行きたいと考えてい

ます。１月にはようやく広島での語り部実習も決

まりましたが、オミクロン感染者が多すぎて迷っ

ています。いろいろな問題があってもいつも前向

きに進んで行きたいと思っています。 

 

■核兵器禁止条約に背を向ける国に対して発信 

高木英孝（伏見区） 

今年は会員の皆様からのありがたい情報を、で

きるだけ観るようにしていきたいと思います。そ

して、核兵器禁止条約に背を向け続けるこの国の

状況に対して、私の立場で、できる発信をしてい

きたいと思います。 

今年もお世話になりますが、よろしくお願いい

たします。 

 

■城陽市会議員として全力を尽くします 

谷口公洋（城陽市） 

昨年８月３１日付で城陽市会議員（日本共産党

所属）になりました。２年半前の一斉地方選挙で

は、最下位同数でくじ引きで落選しました。今回

は、現職議員のご不幸で繰り上げ当選したもので

す。前日まで宇治の社会福祉協議会で仕事をして

おり、突然の出来事でした。選挙時でのご支援に、

改めて感謝申し上げます。 

城陽市政は第二名神高速道路建設を機に、乱開

発にお金をつぎ込んでいます。高度成長期に東部

丘陵地の良質の砂礫で儲け、産廃含みの土砂の埋

め戻しで儲け、今度は土地の売却で儲ける自然破

壊の凄まじい資本の収奪です。結果市民は、地下

水汚染と自然災害の危険にさらされています。 

議会では核兵器廃絶条約推進の意見書も否決

されており、議員就任を機に何としても状況を変

えるつもりです。幸い私には残り１年４ヶ月の任

期があります。城陽市民の命と生活のみならず、

被爆２世として平和憲法守り発展させる為に、今

年も全力を尽くす決意です。 

 

■「でこぼこ和」を作っていこう 

月下星志（広島市東区） 

２０２１年１１月１２日、広島東洋カープ初優

勝時の監督、古葉竹識さんが亡くなられた。１９

７５年、カープ初優勝の年、途中退団のルーツ監

督の後任として、５月４日の阪神戦から古葉監督

が指揮を執った。その試合の先発は、絶対的エー

スの外木場。しかし早々に失点、打線も元気なく、

雨も降り続き不穏な空気が流れる。ここから古葉

マジックが本領を発

揮する。次々と選手を

送り込み、８回にホプ

キンスがホームラン

を打ち、古葉監督は逆

転で初陣を飾る。試合

後、古葉監督は「“和”

で取った初陣」とコメ

ントした（Ｖ１記念広

島東洋カープ球団

史）。 

思い通りに行かない時こそ「和」の力が必要に

なってくる。日本社会において「和」は、時に同

調圧力として使われることがある。ひとりひとり

違う私たち。本当の「平和」は、みんな違ったま

ま「和」となる「でこぼこ和」であると思う。距

離を保つ時代だからこそ、「和」となって「でこぼ

こ和」をつくっていこう！今年もどうぞよろしく

お願いします。 
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■子どもたちに囲まれた語り部を今年も 

鳥羽洋子（茨木市） 

皆様、あけましておめでとうございます。 

コロナ禍の中で迎える三度目のお正月となり

ましたが、母も私も何とか無事に年を越すことが

できたことに感謝しております。 

昨年は、１０月と１２月に、豊中の小学校二校

に母と語り部に行ってきました。コロナで広島修

学旅行が延期になったため、その事前学習もこの

ような時期になったのです。子供たちは皆元気で、

とても熱心に話を聞いてくれました。母は昨年９

６歳になり、以前のように思うように大きな声が

でません。私からのインタヴュー形式でパワーポ

イントを使ったりして何とか体験を語りました。

休憩時間に、思いがけず子供たちが寄ってきて母

を取り囲みました。「戦争中どんな食べ物が一番

おいしかったですか？」子供らしい質問に、母も

にっこり。「煎り米かな･･･」「いり米って何？」と

会話が弾みました。 

最後に母の手を握って離さない女の子がいま

した。先生によると、これまで戦争のことを授業

で取り上げる度に拒否反応を示していたそうで

す。先生も驚いておられました。子供たちとの触

れ合いやもらった感想文を読んで母も嬉しそう

でした。母にとっても私にとってもかけがえのな

い大事なひと時でした。今年も機会があれば語り

部に是非行きたいと言っています。転んで足を痛

めてからは車いすの生活が続いていますが、何と

か元気で今年一年も二人で頑張りたいと思いま

す。 

 

■エイトマンの今年の抱負 

西村八郎（南区） 

今年の抱負 

１、 あと一年で７０歳。それで仕事を辞める予定

なので、終活へ向けて準備です。 

２、 憲法９条南区の会を裏方としてまとめます。 

３、 日本政府が核兵器禁止条約の批准を一日も

早く行うよう運動を強めます。 

４、 地元長崎の被爆の現状を調べる準備を始め

ます。 

エイトマンＫａｒｅｋｉ 

 

■みんなが幸福になれる社会へ、今年も 

野間優子（吹田市） 

新年明けましておめでとうございます。 

今年、孫が２０歳、成人式です。喜ばしいこと

です。“みんなが幸福になれる社会づくり”を大切

に生きてきたのですが、今年の願いもやはりその

ことが一番のように思えます。 

なかなか京都の「被爆二世・三世の会」のとり

くみに参加できず残念です。今年はなんとか参加

できるよう頑張りたいです。よろしくお願いいた

します。 

 

■まだまだ頑張らねば！ 

畠中孝敬（南区） 

あけましておめでとうございます。 

新型コロナウイルス３年目、ここに来てオミク

ロン株とやらが猛威を振るっています。沖縄県、

山口県、広島県に「まん延防止等重点措置」が出

されました。米軍基地があるが故の “米軍由来”

の市中感染が濃厚です。 

日本政府は「在日米軍は厳格な措置をとってい

る」と言っていました。しかし、「在日米軍が出入

国時の米軍関係者へのＰＣＲ検査は免除してい

た」ことが明らかになりました。屈辱的な日米地

位協定の改定は待ったなしですね。ホント米軍は

日本を見下してます。「日米安保条約廃棄すれば

すべてよしですがネ！？」 

昨年の総選挙は残念な結果でした。今年は、４

月に京都府知事選挙があります、北陸新幹線延伸

計画、北山エリアの開発計画（１万人規模のア

リーナ計画）など府民置き去りの府政転換のチ

ャンスです。７月の参議院選挙では、市民と野党

の共闘で、改憲を阻む参議院の勢力を増やしまし

ょう。次の総選挙で政権交代を！ 

個人的には、年末から体調を崩し年始早々に心

臓カテーテル検査を受けました。年齢を重ねると

色々と体調不良もあります。まだまだ、頑張らね

ばと思っている年明けです。 

 

■大切にされる私たち国民、大切にされる食べ物 

花岡和子（京田辺市） 

明けましておめでとうございます。今年は寅年

です。鯉年がないのが残念です。今年の関西は賑
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やかでしょうね。 

昨年被爆者の住田紀美子さんが住んでいらっ

しゃった美容室「きみ」が壊され、モダンな新し

い家になりました。若いご家族が住まわれている

ようです。これからだんだん紀美子さんのことも

忘れられるのでしょう。「被爆二世・三世の会」は

このためにあるのですね。 

学校給食のパンに発癌性のある農薬グリホサ

ートが含まれているということが分かっている

のですが、食糧自給率の低い日本ではカナダやア

メリカの小麦を使わざるを得ないのです。国内で

とれた小麦には含まれていません。戦争は人を、

爆撃や銃などで殺し合います。国民は消耗品で産

めよ増やせよと１２人も子どもができると誉め

られた時代がありました。戦争がない今でも日本

の国民は大切にされていない気がします。儲かれ

ば国民の健康を犠牲にしても仕方がないのでし

ょうか？輸入食品には色々と問題のあるものが

あります。 

でも最近は若者

の就農も増え、有

機農業が注目され、

学校給食も地産地

消が増えています。

私は畑や田んぼを

耕すことはできま

せんが、今年も味

噌づくりや梅干し

作りを頑張ります。 

 

■お正月には２世・３世・４世の集い 

馬場始延（八幡市） 

１月４日から始まるはずだったＮＰＴ再検討

会議の延期はコロナによるものとはいえ残念で

した。しかし直後の１月８日にＮＰＴによって核

兵器所有を認められている米・英・仏・中・露の

５ヵ国首脳が「核戦争回避と軍縮を自らの最大の

責務とする」という共同声明を発表したことは核

兵器禁止条約発効という国際世論を示した成果

なんだと思いました。 

お正月には２世・３世・４世と集いました。自

分の爺さん、ひい爺さんが、広島で被爆し苦しん

で亡くなったことを忘れず大きくなって欲しい

と思います。私自身、被爆２世という自分の立場

をもう一度見つめ直し、自覚した生き方をさぐっ

ていこうと思います。 

私は昨年からこの年で障碍者のグループホー

ムで少しだけ働き始めました。今まで関わりのな

かった環境で新しい出会い、新しい発見もあり刺

激になっています。忙しい生活がいっそう忙しく

なっていますが今年も自分のペースで自分らし

く頑張りたいと思います。 

本年もよろしくお願いします。 

 

■２０２２年の年明けにあたり 

藤井信也（宇治市） 

昨年は「二世・三世の会」に入会することがで

きて，積年の気がかりを一つとりのぞくことがで

きました。人生もすっかり後半真っ只中にあって，

あといくつ気がかりをなくすことができるかな

どと考えるようにもなってきました。 

中でも大きな気がかりは，「核」です。娘が一人

いますが，この子にどのような環境を残してやれ

るか，普通に平和な日本を残してやれるか，その

カギを握る要素が「核」だと思います。新年早々，

テレビは北朝鮮が「飛翔体」を発射したニュース

を複数回，突然のテロップで流しています。北朝

鮮の行為もそうですが，日本のメディアもいい加

減にしてほしいものです。ミサイル攻撃の危機を

国民に煽り，敵基地攻撃能力を備える理由を正当

化しようとしている政府のやり方が，透けて見え

るからです。 

職場でも若い人たちの間では，日本もそろそろ

攻撃能力を持っておいてもいいのではないかと

考える人も増えているように思います。そんな人

には，必ずこう言います。日本をつぶすことほど

簡単ことはない。日本にあるすべての原発施設が

攻撃されれば，もうそれで一巻の終わり。敵基地

攻撃能力を持ったところで何の力にもならない。

そういう意味でも今，日本は核の危機にある。戦

争政策は結果日本を壊滅させることになると。 

難しいことは頭のいい人にお任せをして，自分

はこのように自分なりにいろいろな人と話し，気

がかりを一つひとつ置いていくことを，今年もコ

ツコツと続けられるといいなぁと思っています。 

２０２２年良い年になりますように。 
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■しっかり大地に足つけて 

古田京子（八幡市） 

みなさま、明けましておめでとうございます。 

今年のお正月は二年ぶりに娘たち家族が帰省

してきて、少しだけかつての日常って感じでした。

「語り継ぐヒロシマ、ナガサキの心」<下巻>に私

の文も納められているので、娘たちにも直接手渡

すことができました。三年前に中学卒業した孫娘

と二人で長崎を旅しましたが、今年は彼女も高校

卒業。今度は広島に一緒に行きたいと思ってます。 

私は昨年３月に、よそ見して歩いてたら転倒し

て、右足甲を五ヶ所も骨折。人生初の全身麻酔で

手術！しばらくは松葉杖でかなり不自由でした

が、お陰さまで、年末の診察で「完治！」と言わ

れました。もう骨折はこりごりです。これからは

しっかり大地に足をつけて、一歩一歩進んでいき

ます！ 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

■母の被爆体験を語り継ぐ 

堀 照美（上京区） 

一昨年より被爆体験を修学旅行生に話すこと

を始めた母ですが、昨年はコロナ禍でその機会も

減り、１１月頃からはまた依頼があったのに、補

聴器が合わず参加者からの質問を聞き取ること

ができないため断っていたそうです。そのことが

ストレスとなっていたのですが、私が、赴任して

いる修学院小学校の６年生に母の被爆体験を話

すことを伝えると、「なんだか気分が楽になった。」

と自分で集めた資料などを沢山託してくれまし

た。 

「みなさんこんにちは、広島に来て下さり嬉し

いです。」で始まる母の被爆体験は①原爆の被害

について②体験（私の学童疎開のこと、母と姉の

８月６日の行動）③核兵器を無くすにはどうすれ

ば良いか、が綴られています。常々、「以前『語り

継ぐヒロシマ・ナガサキのこころ』<上巻>に書い

た物は不十分で書き直したいぐらいだ。」と言っ

ていた母の原稿は、１時間では語り尽くせない量

で、添付された資料も黒い雨のことなどよく調べ

た物でした。また、柳田邦夫の「空白の天気図」

を必ず読むように言われ読み始めています。 

原稿や資料を渡された私は、被爆２世として母

の思いを引き継いで伝えていかなければと思い

を新たにしています。 

また、京教組女性部

の組合員として「教え

子を再び戦場に送らな

い」のスローガンを胸

に、清水寺「６．９行動」

で、日本政府に条約へ

の署名・批准を求める

署名とともに核兵器の

恐ろしさを訴えていき

ます。 

 

■笑顔で生活できる社会めざして 

本田久美子（左京区） 

明けましておめでとうございます。 

コロナ禍が長引く状況で、人とお会いして思い

っきり笑うことも少なくなったような気がしま

す。昨年は、大阪まで渡辺えりさんの演劇「老後

のお金がありません」を観に行き、思いっきり笑

いました。 

今年も笑顔で生活できる社会めざして、私のでき

ることをやっていきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

■被爆者と被爆二世の肖像画を描き続けていき

ます 

増田正昭（下京区） 

あけましておめでとうございます 

今年も被爆者の肖像画と個展開催、絵画展など

を通じて被爆体験の継承、被爆者の思いをたくさ

んの方に伝えていきたいと思います。 

昨年も、個展を８月多賀町と１２月と２回行う

ことができ、皆さんからご協力、ご支援で成功す
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ることができました、ありがとうございます。た

くさんマスコミに取り上げてもらい、すこしでも

被爆体験継承に役立ってうれしかったです。 

コロナ禍でありましたが、いろいろな方とのつ

ながりも広がりました。新しく３人の被爆者から

肖像画の依頼もありました、昨年に引き続き二世

の方も描いていきますのでご協力お願いします。

こういう形ですが、体に気をつけながら頑張りま

す、昨年同様、皆さんのご協力とご助言をよろし

くお願いします。 

 

■「核兵器・原発・被ばく」の問題を、若い人た

ちが身近に感じている問題とつなげて 

宮本ゆき（アメリカ・シカゴ市） 

なかなか収束・終息が見えないコロナ禍の中、

昨年１月６日の国会議事堂襲撃事件を省みた報

告が研究者によって幾つか出されました。例えば、

アメリカでは未だに２１００万人もの人がバイ

デンの大統領就任は違法であり、トランプ前大統

領の再就任を果たすためなら暴力も致し方ない、

と考えているという分析もあります。移民や女性、

あらゆるマイノリティーに対して侮蔑的な言葉

を公に発してきた前大統領を支えるような人た

ちは、今までは社会の周縁にいたと思われていま

したが、現在では右翼勢力として社会の主流とな

り始めており（曲がりなりにもあった）民主主義

が脅かされているという警告も出されています。 

昨年７月にアメリカの「兵器管理・軍縮・不拡

散」部門の上級職（シニア・ディレクター）にあ

る女性と話した際、トランプ政権の４年間ですっ

かり雰囲気が変わり今では「軍縮」という言葉で

さえ言い出しにくい、と教えてくれました。前大

統領を支えている多くの人は経済的に追い込ま

れた人たちであり、経済のために「やむなく」他

の問題に目を瞑っている、と言われていますが、

その根底には沈下していく白人中流・下流階級

（男性）のルサンチマンがあるとの分析もありま

す。こうした右翼勢力の台頭が経済の問題に起因

するにしろ、それを焚きつける材料としてスケー

プゴートを作るような社会のあり方を容認する

わけにはいきません。 

こうしたことからも、今年は改めて「核兵器・

原発・被ばく」の問題を、若い人たちが身近に感

じ活動している経済格差、人種、ジェンダー、環

境の問題とつなげていく必要を感じています。シ

カゴ市の議員が昨年７月に、市として「国連核禁

条約に国が署名するよう提言する」議案を提出し

ました。未だ可決には至っていませんが、この議

案の素晴らしいところは（被ばくの影響について

詳しく触れていないのは大変残念で改良すべき

点ですが）核兵器を経済の問題、すなわち核兵器

保持に多大な税金が費やされていること（これは

市内の公立学校などへの予算が削られることを

意味します）、核兵器保持により人種的に不利益

を被っている人たちのことを考慮していないこ

となど、日々の暮らしへの影響と差別の助長にな

る点をしっかりと明記しているところです。 

こうした試みの一つとして私も勤務先の大学

で核の授業を持っていますが、春には私もお手伝

いしているシカゴの公立中学校（学年としては６

年生）で「核兵器・原発・被ばく」について教え

る授業のパイロット版が始まります。実際、私達

の生活と地続きである「核兵器・原発・被ばく」

の問題を、現在の中学生がどう捉え、考えてくれ

るのか楽しみにしています。 

 

■できるだけ早く例会参加できるように 

森田幸彦（山科区） 

皆さま、明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いいたします。 

終戦から時間が経過して被爆者の方々がどん

どん亡くなっていかれる中、被爆２世として自分

も被爆体験・記憶の継承活動に何らか関わり合い

を持てればと思い立ち、昨年 4月に入会しました。

例会等に参加して、これまでの人生ではメディア

等を通じて見聞きしてきたような話に触れ、改め

て色々と気づかされているところです。 

例会には現地で参加させていただいていまし

たが、秋以降、仕事の関係で欠席が続いています。

いつ頃までバタバタが続くかまだ見通しが立ち

ませんが、機会を見つけて参加したいと思ってい

ます。 

 

■２０２２年 ４つの抱負 

矢ヶ崎響（北区） 

明けましておめでとうございます。今年もよろ
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しくお願いします！ 

今年の抱負は、 

１．現在進行形の資本論とフレイレの読書会を充

実させるとともに、新たな小さな会を立ち上げ、

世界や身近な生活について語る場をつくってい

きたい。 

２．仕事面では、障害児のいきいきと学ぶ姿を発

信していきたい。 

３．家庭は心身の健康の貯蓄の場。日々の暮らし

を楽しくおいしくしっかり休めるように。 

４．辺野古の基地建設を止めたい。国の税金の使

い道という点で、京都や本土の私たちのくらしと

辺野古はかかわっており、みんな当事者である。

暮らしと辺野古をつなげ、当事者として声をあげ

る本土の人を増やしたい。 

 

■「たばこを吸っている親父」 

吉田妙子（北区） 

「たばこを吸っている親父が、息子にはたばこ

を吸うな」という条約・・・その昔、核不拡散条

約（ＮＰＴ）の不平等さを、そんなふうに教えて

もらった記憶があります。でも国際社会はスゴイ

です！この条約第６条を根拠に、そんな親父たち

に「あんたも早くたばこをやめなさい！」と言い

続け、ついには息子たちだけで「核兵器禁止条約」

を発効させたのですから。親父たちが参加しなく

ても、この条約により、核兵器を持つことも、つ

くることも、核兵器でおどすことも国際法違反に

なりました。親父たちはいま、完全に追い込まれ

ています。日本政府が親父と息子の橋渡しになる

というなら、３月の条約締約国会議にオブザーバ

ーでも参加すべきです。一日も早い核兵器廃絶を

ねがって、今年もよろしくお願いします。 

 

■核保有国の「共同声明」に込められたもの 

米重節男(向日市) 

延期されていたＮＰＴ再検討会議が１月４日

から開かれる予定だったが、１２月末になって、

オミクロン株の感染が急拡大で、またまた延期さ

れるとの報が入ってきました。このため、１月４

日の新年宣伝行動は中止となりました。年末に注

文した宣伝用横断幕とプラスターも届き、各団体

にも配って準備もしていたので、なんか拍子抜け

の感を持ちながら迎えた２０２２年正月でした。 

年が明け３日には、核保有の５カ国が NPT再検

討会議で表明する予定だったという共同声明が

発表され、注目されるニュースとして報道されま

した。その声明は、「核戦争に勝者はおらず、決し

て戦争をしてはならない。」と言い、「核保有国の

間での戦争を避けることが、保有国の一番の責務

だ」としています。ＮＰＴに基づいて、引き続き

責任を果たしていくということです。 

この共同声明のことを聞いて、これまでのＮＰ

Ｔの場で核保有国や日本政府からしばしば聞い

た「Ｓｔｅｐ by Ｓｔｅｐで進める」とは、具

体的にはこういうことかと思いました。「核戦争

に勝者はいない」というのは、核兵器廃絶を求め

る人々がずっと指摘していることです。保有国の

一番の責務は核兵器禁止条約に反対していない

で、さっさと実行することでしょう。 

核保有国がこういう共同声明を出さざるを得

ない状況を、核兵器廃絶を求める国際世論が作っ

た一面があります。一方で、非保有国との戦争で

は核兵器使用の可能性を残しているとも読めま

す。また、地球上での核戦争はしないが、宇宙で

の核戦争を想定して着々と準備をしているとの

指摘もあります。中国が発信しているように、核

保有５か国が初めて出す共同声明ですが、その本

質は発効した核兵器禁止条約を、骨抜きにする思

惑で「一致団結」しての共同声明に思えてなりま

せん。核保有に固執する勢力は、いかにして核兵

器禁止条約をすり抜け、骨抜きにしようかとする

策動との綱引きが始まっているのは間違いない

ことでしょう。引き続き、核兵器廃絶に向けての

運動を強めることが大事になっていると感じま

した。 

広島出身を口にする岸田首相には、Ｓｔｅｐ 

by Ｓｔｅｐだとか、橋渡しなどと言うなら、そ

れを具体化して核兵器廃絶に向かってもらいた

いものです。まずは、３月の締約国会議にオブザ

ーバー参加してはどうかと求めたい。さらには一

刻も早く批准をと思いながら、１月６日清水寺で

の２０２２年最初の「６・９署名宣伝行動」に参

加して年があけました。

 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１１  ２０２２年１月２５日 

12 

 ３月１２日(土) バイバイ原発３・１２きょうと集会 

 3 月 18 日(金) ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決言い渡し(大阪高裁第 14 民事部) 

 3 月 22 日(火) ～24 日(木) 核兵器禁止条約第一回締約国会議(ウィーン) 

 3 月 24 日(木) 京都府知事選挙告示 

 4 月 10 日(日) 京都府知事選挙投票日 

 4 月 17 日(日) 京都「被爆二世・三世の会」2022 年度総会 

 4 月 23 日(土) 京都原水爆被災者懇談会 2022 年度総会 

 5 月 21 日(土) 京都原水協 2022 年度総会 

 6 月 11 日(土) ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟支援のつどい 

 6 月 21 日(火) 国民平和大行進東京・広島コース 京都入り(予定) 

 6 月 22 日(水) 参院選公示(未確定) 

 6 月 26 日(日) 国民平和大行進東京・広島コース 奈良へ引き継ぎ(予定) 

 7 月 2 日(土) 国民平和大行進 京都市内網の目行進(予定) 

 7 月 7 日(木) 核兵器禁止条約が採択された日(2017 年) 

 7 月 10 日(日) 参院選投票日(未確定) 

 7 月 16 日(土) 人類史上初の核実験の行われた日(1945 年) 

 ８月 １日(月) NPT 再検討会議開幕(未確定) 

 8 月 ４日(木) ～５日(金) ２０２２年原水禁世界大会国際会議 

 ８月 ５日(金) ～６日(土) ２０２２年原水禁世界大会ヒロシマデー 

 ８月 ９日(火) ２０２２年原水禁世界大会ナガサキデー 

 ８月２６日(金) NPT 再検討会議閉幕(未確定) 

 9 月〇〇日(〇) 沖縄県知事選挙 

 ９月 ３日(土) サイド・オマールさん命日・墓前法要 

 ９月１９日(月) 安保法制強行採決７周年(2015 年) 

 10 月２０日(木) 京都「被爆二世・三世の会」結成１０周年(2012 年) 

 12 月１７日(土) 2022 年被爆者をはげますつどい 

２０２３年 

 １月２２日(日) 核兵器禁止条約が発効した日(2021 年) 

２０２２年の主なスケジュール 

２０２２年度定期総会のお知らせ 

■日時 ２０２２年４月１７日（日）13時３０分～１６時３０分 

■会場 京都教育文化センター 第１０３会議室 & オンライン 

■記念講演 中嶌哲演さん（福井県小浜市明通寺住職） 
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福島原発事故のアメリカの子どもへの影響について 
（ジョセフ・マンガーノ氏の３つの論考）の紹介 

山根和代（右京区） 

 

みなさん寒い毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか？ 

「原発閉鎖が子どもを救う」（ジョセフ・マンガーノ著、緑風出版 2012）に関連して、アメリカのジョ

セフ・マンガーノ氏たちの論考３つの要約の和訳を紹介します。（翻訳ソフトによる仮訳です） 

 

（１）2021年の論考：米国太平洋/西海岸における空気中のベータ線濃度の上昇と 福島原発事故後の新 

生児の甲状腺機能低下症の傾向 

https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_20130307165948872.pdf 

http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2013.31001 ２０１３年３月オンライン公開

(http://www.scirp.org/journal/ojped/)  

米国太平洋/西海岸における空気中のベータ線濃度の上昇と福島原発事故後の新生児の甲状腺機能低下

症の傾向 

Joseph J. Mangano, Janette D. Sherman  

放射線と公衆衛生プロジェクト、ニューヨーク、米国  

電子メール： odiejoe@aol.com  

2012 年 10月 2日受領、2012年 12月 24日修正、2013年 1月 29日受理 

要旨 

先天性甲状腺機能低下症の発症率は先進国で増加していることが報告されているが、この傾向を説明

するものではない。多くの研究で証明されている危険因子の１つは、核兵器の実験で発生した放射性降

下物や原子炉の排気ガスに含まれる放射性ヨウ素への被ばくである。2011 年 3 月 11 日に発生した福島

第一原発の 4 基の原子炉のメルトダウンにより、世界中に拡散した大量の放射性降下物には、放射性ヨ

ウ素が含まれていた。メルトダウンの数日後には、米国の降水に含まれる I-131 の濃度が通常の 211 倍

にまで上昇した。 

太平洋に面した 5 つの州で最も高いレベルの I-131 と空気中のグロスベータが観測された。この 5 つ

の州における先天性甲状腺機能低下症の患者数は 2011 年 3 月 17 日から 12 月 31 日までの期間に、2010

年の同時期に比べて 16％増加したのに対し、他の米国 36 州では 3％減少していた（p＜0.03）。両者の

差が最も大きかったのは（28％増）3 月 17 日から 6 月 30 日の期間であった（p < 0.04）。福島第一原発

からのヨウ素曝露と先天性甲状腺機能低下症のリスクとの関連性をより深く理解するためには、米国お

よび他国でのさらなる分析が必要である。 

 

（２）2013年の論考：カリフォルニア州における先天性甲状腺機能低下症の確認例および境界例の変化と 

福島原子力発電所のメルトダウン 

https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_2013112811114610.pdf 

Open Journal of Pediatrics, 2013, 3, 370-376 OJPed 

http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2013.34067 2013 年 12 月オンライン公開

(http://www.scirp.org/journal/ojped/) 

カリフォルニア州における先天性甲状腺機能低下症の確認例および境界例の変化と福島原子力発電所

のメルトダウン 

Joseph Mangano ジョセフ・マンガーノ 

ジャネット・シャーマン 

クリストファー・バスビー 

放射線と公衆衛生プロジェクト（米国、ニューヨーク）  

https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_20130307165948872.pdf
http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2013.31001
http://www.scirp.org/journal/ojped/
mailto:odiejoe@aol.com
https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_2013112811114610.pdf
http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2013.34067
http://www.scirp.org/journal/ojped/
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Green Audit（英国、アベリストウィス） 

電子メール： odiejoe@aol.com 

2013 年 10 月 16 日受領、2013 年 11 月 9 日修正、2013 年 11 月 16 日受理 

Copyright © 2013 Joseph Mangano et al. This is an open access article distributed under the Creative 

Commons Attribution License, 

本論文は，Creative Commons Attribution License に基づいて配布されたオープンアクセス論文であり，

原著論文が適切に引用されていることを条件に，いかなる媒体においても無制限の使用，配布，および

複製が許可されています。 

要旨 

放射線被曝は、先天性甲状腺機能低下症（CH）のリスクを高めることが何十年も前から指摘されてい

る。先天性甲状腺機能低下症は比較的まれな疾患であり、米国の出生児 2000 人のうち約 1 人が先天性

甲状腺機能低下症である。カリフォルニア州で生まれた子供の TSH（甲状腺刺激ホルモン）値を調べた

ところ、CH の確定例と境界例を合わせて分析することができた。CH の境界線/確定症例は、確定例の 7

倍以上であった。 

米国の大気中のグロスベータ核放射線量は、福島原発事故の数日後から数週間の間に、上昇した。特

にカリフォルニア州など西海岸の州では、福島原発のメルトダウンの数日後から米国内の大気中のグロ

スベータ線レベルが上昇していた。 

2011 年の最後の 9.5 ヶ月間に生まれた新生児（胎内で福島からの放射線に被曝した）と、2011 年お

よび 2012 年の他の期間に生まれた新生児（被曝していない）とを比較すると、先天性甲状腺機能低下

症（CH）の境界線／確認率が有意に上昇した。 

新生児の甲状腺への悪影響は、少数の CH 症例に限られたものではないことを示唆している。胎児が

放射線被曝に敏感であることに加えて、甲状腺に作用する放射性ヨウ素が存在することから、福島原発

事故が新生児の健康に悪影響を及ぼす可能性について、さらなる分析が必要であると考えられる。 

キーワード 先天性甲状腺機能低下症、福島 

第一原子力発電所; 核融合; 甲状腺胎児 

 

（３）2015年の論考：福島第一原子力発電所事故後の米国西海岸および太平洋沿岸地域における先天異 

常発生率の変化 

https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_2015031914255814.pdf 

オープンジャーナル・オブ・ペディアトリックス、2015、5、76-89 

2015 年 3月に SciResでオンライン公開されました。http://www.scirp.org/journal/ojped 

http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2015.51013 

この論文を引用するには  Mangano, J. and Sherman, J.D. (2015) Changes in Congenital Anomaly 

Incidence in West Coast and 

Pacific States (USA) after Arrival of Fukushima Fallout. Open Journal of Pediatrics, 5, 76-89. 

http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2015.51013 

福島第一原子力発電所事故後の米国西海岸および太平洋沿岸地域における先天異常発生率の変化 

Joseph Mangano*, Janette D. Sherman 

放射線と公衆衛生プロジェクト（米国、ニューヨーク州） 

Eメール * odiejoe@aol.com 

2015年 2月 24日受領、2015年 3月 18日受理、2015年 3月 19日発行 

Copyright © 2015 by authors and Scientific Research Publishing Inc. 

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 表示国際ライセンス（CC BY）の下でライセンスされています。 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

要旨 

mailto:odiejoe@aol.com
https://www.radiation.org/wp-content/uploads/2020/11/OJPed_2015031914255814.pdf
http://www.scirp.org/journal/ojped
http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2015.51013
http://dx.doi.org/10.4236/ojped.2015.51013
mailto:odiejoe@aol.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2011 年 3 月の福島原発メルトダウン後の放射性降下物は、数日のうちに米国の環境に入り込み、特

に太平洋に面した西部 5 州で放射能レベルが上昇した。胎児は放射線の影響を受けやすく、また放射性

同位元素は、胎児の細胞、組織、DNA に付着する能力があるため、先天性異常を持つ胎児や新生児が、

メルトダウン後の期間に、より大きい被害を受けたのではないかという疑問が生じる。2010 年と 2011

年の 4 月から 11 月の間に生まれた 5 つの先天性異常の発生率を比較した。 

この 5 つの先天性異常の発生率を比較したところ、2010 年と 2011 年の 4 月から 11 月の 西部 5 州

での 13.00%の増加は、米国の他の州を合わせた 3.77％の減少率よりも有意に大きい（CI 0.030 - 0.205, 

p < 0.008）。西部では、州、先天性欠損症の種類、出生月、受胎月ごとに、一貫した上昇パターンが観

察された（21 の比較のうち 20 の比較、そのうち 6 つは統計的に有意／境界線上の有意）。 

これらの 5 つの異常は比較的まれで（米国では年間約 7500 件）、統計的に有意な結果を得ることが難

しい場合もあるが、結果の一貫性は分析に力を与えるのである。 

これらの結果は、分析結果を裏付けるものであり、福島原発事故による胎児への影響が米国西部の州

で発生した可能性を示唆している。 

 

以上です。参考になりますと幸いです。(山根) 

 

 

 

 

ペルーが核兵器禁止条約を批准 批准国５９ヶ国に 
 

２０２１年１２月２４日、新たにペルーが批准書を国連事務総長に寄託して、批准国は５９ヶ国とな

りました。 

 

２０２１年１２月２４日現在 核兵器禁止条約批准国５９ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核兵器廃絶に向けて 
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バチカン市国 
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バングラデシュ 
タイ 
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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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昨年末１２月２０日、核兵器廃絶日本ＮＧＯ連絡会は、当初２０２２年１月４日より開催予定であっ

た核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けて、核兵器廃絶に向けた外務省への要請書を提出しました。 

以下その冒頭部分の全文を紹介します。 

 

 

２０２１年１２月２０日 

内閣総理大臣 岸田文雄様 

外務大臣 林芳正様 

核兵器廃絶日本ＮＧＯ連絡会 

 

核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた要請 

 

１月４日に始まる核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議を、私たちは強い関心をもって注目しています。

新型コロナウイルスの影響で当初予定より２年遅れの開催となりますが、核軍縮をこれ以上遅らせるこ

とはできません。現在のパンデミックは、世界的な脅威に対して国際社会がこれまで以上に結束しなけ

ればならないことを示しています。 

 

今年１月の核兵器禁止条約の発効は、世界の世論が非人道的兵器を拒絶し、核兵器によらない安全保

障を求めていることの表われです。被爆国である日本こそ、率先して行動しなければなりません。「核兵

器のない世界」を掲げる岸田首相の下で、来るＮＰＴ再検討会議で以下のような成果が上がるよう政府

として取り組むことを要請します。 

 

１ 核保有国が、これまでの約束を守って、核軍縮に一層努めるよう求めてください。 

【要請】２０００年の「核兵器の完全廃棄のための明確な約束」を含む、第６条履行のための過去の合意（１９

９５年、２０００年、２０１０年）を再確認し、核兵器国にその履行を求めてください。 

ＮＰＴ第６条の核軍縮交渉義務については、国際司法裁判所が「完結させる義務」があると判示して

います（１９９６年の勧告的意見）。再検討会議でも、核兵器国による「核兵器の完全廃棄のための明確

な約束」（２０００年）をはじめ、多くの核軍縮措置が約束されてきました。しかし近年核兵器国は核兵

器を増加させ、その役割を拡大させてきています。本年１２月１７日に国連総会で採択された日本提出

の核兵器廃絶決議は、過去のＮＰＴ再検討会議での合意の重要性を再確認（前文４項）し「第６条を含

むＮＰＴの完全で着実な履行」(本文１項)を掲げています。来る再検討会議では、２０００年の「明確

な約束」を明示的に再確認しつつ、核兵器国が過去の合意を着実に履行するよう求めてください。 

 

２ 核兵器の非人道性について、最終文書にきちんと書き込んでください。 

【要請】２０１０年の「あらゆる核兵器使用がもたらす破滅的な人道上の帰結への憂慮」および「いかなるとき

にも国際人道法の遵守」の必要性を改めて表明してください。 

核兵器の非人道性は、被爆国たる日本が核兵器の廃絶をめざす道義的根拠であり、世界におけるこの

非人道性の認識の共有こそが、核兵器のない世界の達成と維持の基盤となります。来る再検討会議にお

いては、２０１０年のＮＰＴ再検討会議で表明された「あらゆる核兵器使用がもたらす破滅的な人道上

の帰結への憂慮」を再確認し、核兵器の非人道性認識こそが、核軍縮への取り組みの基盤となることを

確認すべきです。同時に、これと並んで２０１０年に再確認された「すべての国が、国際人道法を含む、

適用可能な国際法をいかなる時も遵守する必要性」は、適法性の観点から核兵器使用を規制・制限する
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ものであり、核兵器の役割を低減させ、各郡釈を促進するためには必須です。 

 

３ 少なくとも「核兵器を先には使わない」ことを約束させてください。 

【要請】核兵器の先制不使用政策（または「唯一の目的」政策）の採用を、一方的であるなしにかかわらず、す

べての核兵器国に奨励してください。 

日本政府は、先制不使用政策について「全ての核兵器国が検証可能な形で同時に行わなければ有意義

ではない」としています。一方で、日本が２０１９年のＮＰＴ準備委員会に提出した共同作業文書（Ｗ

Ｐ.３１）では、２０１０年ＮＰＴ合意文書の行動計画５e（核兵器システムの運用状態の低減）及び５

f（偶発的核戦争リスクの低減）について、「一方的、二国間、地域的にかかわらず、具体的かつ意味の

ある措置」をとるよう求めています。先制不使用宣言や「唯一の目的」政策は、この両方を達成する措

置です。核兵器国に一方的である否かを問わず「具体的かつ意味ある措置」を求めながら、先制不使用

政策については、すべての核兵器国が同時に検証可能な形でなければならないとするのは矛盾していま

す。 

 

４ 核兵器の材料を生み出す再処理計画はやめてください。 

【要請】使用済み核燃料の再処理計画を凍結することで、プルトニウム量の増加を抑制し、さらに削減するこ

との重要性を国際社会に示してください。 

近年、中国やインドは、使用済み核燃料の再処理能力を拡大しています。こうした施設は民生用とみ

られていますが、保障措置下には置かれていません。今後、アジアにおいてプルトニウム保有量が増大

する懸念があります。また、ＡＵＫＵＳに基づくオーストラリアへの原子力潜水艦技術移転の検討は、

核兵器に利用可能な高濃縮ウランの移転を含むものであり、地域の核拡散を刺激する可能性があります。

２０２０年末時点で約４６．１トンという大量のプルトニウムを保有している日本が、２０２０年上期

に運転開始予定の六ヶ所再処理工場の運転を凍結することは、こうした動きを牽制することにもつなが

ります。各国政府にプルトニウム量を削減することの重要性を示してください。 

 

５ 核兵器禁止条約の意義を認めて、明記してください。 

【要請】核兵器の非人道的影響への憂慮から核兵器禁止条約が採択され発効したことの意義を被爆国日本

として表明し、ＮＰＴ再検討会議の最終文書に明記されるよう努めてください。 

核兵器禁止条約はＮＰＴと矛盾するものではなく、これを補強するものです。核兵器禁止条約は、２

０１０年再検討会議で合意された核兵器の非人道性に対する憂慮に基づき、第６条に定める核軍縮の

「効果的措置」として作られました。岸田首相は「ＮＰＴの下での核軍縮の進展のなさへの焦燥感が核

兵器禁止条約の採択につながった」、「核兵器禁止条約は、核兵器のない世界への出口とも言える重要な

条約」としてその意義を認めています。日本政府はそのことをＮＰＴ再検討会議においても発信し、同

条約の意義が最終文書に明記されるよう働きかけるべきです。首相が意義を認めているのに、政府が国

連演説や国連決議において、核兵器禁止条約を無視したりこれに反対したりしているのは理解できませ

ん。 

 

私たちは、以上の項目に沿って日本政府の今後の行動に注目し、ＮＰＴ再検討会議における進展の評価

を公表していきます。政府が、ＮＰＴ再検討会議でこれらの事項をはじめ核軍縮・不拡散に積極的に取り

組むことを期待します。合わせて、３月２２日～２４日にウィーンで開催される核兵器禁止条約の締約

国会議について、日本として同条約に加わることをめざしつつオブザーバー参加し、被爆国としての役

割を果たすことを求めます。 
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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。 

 

 

■気持ちを引き締めて 

伊東英朗（『放射線を浴びたＸ年後』の映画監督) 

一昨年、クラウドファンディングを行った 

その結果、１５００万円以上を 

たくさんの方々からご支援頂くこととなった 

これは活動に対する応援としての純粋なお金だ 

一円たりとも無駄に使うことはできない 

そして、皆さんのお気持ちを裏切ることなく 

より効果的に使わなければならない 

もちろん、使途については、すべてを公開する 

目的は、 

”アメリカで映画を上映し 

知られていない核兵器による被害を伝え 

改めて核の問題を考えてもらうこと” 

今、アメリカでの取材がストップしたままになっている 

忸怩たる思いでいる 

忸怩たる思いのまま年を越した 

ご支援頂いた皆さんは、 

「あのプロジェクトはどうなっているんだろう？」 

と心配になったり、なかには腹を立ててる方もいるかもし

れない 

そのことを考えると居ても立っても居られない 

アメリカ取材の内容は固まっている 

しかし、取材ができない 

一人でアメリカに乗り込んだとしても 

相手の方に迷惑をかけてしまうことになる 

辛抱、辛抱、辛抱の日々・・・ 

だけれども責任をもって必ずやり遂げる 

＊現在のアメリカのコロナの状況が 

少し落ち着いたタイミングでなんとか取材したいと考えています 

FACEBOOK投稿（２０２２年１月５日(水)11:５９）から転載させていただきました。 

 

■高校生の紙芝居と新聞記事 

加百智津子（岡山「被爆 2 世・3 世の会） 

昨日(１月１０日)、地元の山陽新聞の論説欄に紙芝居のことが紹介されました。紙芝居のことが掲載

されています。岡山「被爆２世・３世の会」が依頼をして・・・と書いてありますが、論調はあくまで

高校生の活動。 

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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「原爆の記憶は若者たちによって次世代へ語り継がれる』と論説は締めくくっています。私にはこの

ことが嬉しくて仕方ありません。私たちの願いそのものですから。この記事に寄せて担当された高校の

先生が、"大きな役割を担ったと思い生徒と共に頑張ります"とメールがありました。 

 

■「黒い雨」(放射性微粒子)被害者の救済は全国の課題 

平 信行（南区） 

１月２０日（木）、京都原水爆被災者懇談会と京都府（担当は健康対策課）との懇談会が行われました。

昨年はコロナで中止したため２年ぶりの開催です。私たち懇談会から１２項目の要請をし、その一つひ

とつに京都府側から答えていただく内容での話し合いです。 

その中で、広島「黒い雨」訴訟の結果に基づいて、京都府在住者からすでに９人もの方から「私たち

にも被爆者健康手帳が交付されるのか」との問い合わせが寄せられてといることが紹介されました。原

爆投下当時広島県に居て、放射性微粒子を浴びていて、その後就職や進学や結婚や諸々の事情から他府

県に移り住まわれた人は少なくないはずです。そして手帳の交付は各都道府県の所管です。今回京都府

は、まだ厚労省の被爆者認定基準が定まっていないので、今は取り扱い保留中。基準が確定し次第、問

い合わされたみなさんに連絡するとの説明でした。 

同じ状況は長崎にもあります。７６年前、長崎県で放射性微粒子を浴びていながら、今の被爆者認定

基準では被爆者として認められないため手帳の交付を受けられず、その後京都も含めた他府県に移り住

んでいる人々。被爆者として認められる範囲が広がれば全国に該当する人々はいます。 

「黒い雨」(放射性微粒子)被害者の救済は広島、長崎だけでなく全国の運動課題です。 
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■アメリカンビレッジの夜  アケミ・ジョンソン／著 真田由美子／訳 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

著者は表記の通り「日系 4世」だが、姿勢はあとがきにもあるように

「日本の中の沖縄について何を知っていて、知らなかったのか、沖縄に

どう向き合うべきか」を問う内容になっている。沖縄に在住する女性の

生き方・考え方を通じて「沖縄」の現状・あり方を提起する。ここには

「本土の人間」から見る沖縄とは違った姿が浮かびあがる。基地を自由

に行き来する女性からみた基地問題、生まれた時から「基地」は存在し、

フェンスの脇を通り過ぎるのは「スターバックス」の横を通りすぎるの

と同じ感覚という女性、「辺野古基地建設反対運動」に参加する女性、新

基地建設中止を求める「オール沖縄会議」の共同代表を務めた女性等「１

１人」の女性が登場する。ここには「基地に賛成・反対」という姿勢を

表明できない沖縄人の現実が映し出され、「基地の町・沖縄に生きて」い

る女性の姿がある。「若い世代」と「戦争を経験した世代」との摩擦・「南

部・北部と中部」の土地柄の違い・地域内での「賛成派と反対派」の対

立・家族内での基地をめぐる論争等、本土からの視点だけでは分からな

い沖縄の深い苦悩が描かれている。沖縄の現状を考えるうえで知るべき問題が紹介されている。 

 

 

■海をあげる     上間 陽子／著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

ここにも「沖縄県民」の声を聞き現状が取り上げられている。「基地問

題」は、ほんの少し取り上げられているだけで、沖縄で生きる・生活を

送る中での一コマが書かれているが、心が癒される内容もあれば、気持

ちが重くなるような内容もある。でもこれが沖縄、と一言で片づけてよ

いのだろうか？「沖縄」だから起こる問題ではないと理解をしたい。沖

縄・基地問題をむずかしく説く本・評論はもういらない、という人には

読みやすい内容かもしれない。しかし、基地問題からは決して「目」を

離すことはできない、ということを教えてくれる本でもある。「人」の話・

体験を聞き、活字にする、何でもないように思えることだが、大変な作

業であることを知らされる「２冊」の本であった。（平さん・増田さんの

苦労が少しは理解できたつもりでおりますが、お二人から「まだまだ足

りない」、とお叱りの言葉をうけそうです） 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

紀伊国屋書店 

２，530 円(税込み) 

筑摩書房 1,760 円(税込み) 
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■「福島第一原発事故の被ばくで甲状腺がんに」と主張 

事故当時子どもだった６人が東電を提訴へ 

東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくの影響で甲状腺がんになっ 

たとして、事故時に福島県内に住んでいた１７～２７歳の男女６人が２７日、 

東電に対して総額６億１６００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす。 

弁護団によると、子どもの時に甲状腺がんになった患者が原発事故を起因として東電を訴えるのは

初めて。 

◆弁護側「被ばく以外の原因は考えられない」 

提訴するのは、福島市や郡山市などに住んでいた４人と、県西部の会津地方と県東部の浜通りの両

地域に住んでいた各１人。事故当時は６～１６歳で、現在は県内や東京都内で高校生だったり、会社

員やアルバイトとして働いていたりする。 

６人は、福島県の県民健康調査などで甲状腺がんと診断された。２人は甲状腺の片側を切除、４人

は再発により全摘し、放射線治療を実施または予定している。４回手術した人や肺に転移した人もい

る。治療や手術で希望職種への就職を断念し、大学中退や退職を余儀なくされたりした。再発だけで

はなく、結婚や出産ができるかなど強い不安を抱えている。 

弁護団は、６人を含む子どもたちに見つかった甲状腺がんの多くがチェルノブイリ原発事故で小

児・若年層で確認された乳頭がんで、遺伝性ではなく被ばく以外の原因は考えられないと主張。井戸

謙一弁護団長は「再発している人も多く、過剰診断は考えにくい。東電は原因が原発事故と認め、早

急に救済すべきだ」と話した。 

◆専門家会議は「因果関係認められない」との立場 

原発事故による被ばくと甲状腺がんの因果関係について、福島県の専門家会議は「現時点で認めら

れない」という立場だ。 

原発事故後、県は県民健康調査の一環として、事故当時おおむね１８歳以下と事故後の２０１２年

４月１日までに生まれた（県外避難者を含む）計約３８万人を対象に、被ばくにより発症の可能性が

ある甲状腺がんの検査をしている。 

通常、小児甲状腺がんの発症数は年間１００万人に１～２人程度とされるが、調査などでは、昨年

６月までに約３００人が甲状腺がんまたはその疑いと診断された。医療費の全額は、国の財政支援や

東電の賠償金で創設した「県民健康管理基金」から交付されている。 

診断結果について専門家会議は「将来治療の必要のないがんを見つけている過剰診断の可能性が

指摘されている」としつつ、調査を継続している。 

(２０２２年１月１９日 東京新聞) 

Scrap 

book 

■米軍経ヶ岬通信所が外出を制限 公務や食料調達などに限る・京都 

日米両政府が在日米軍関係者に関し、新型コロナウイルス感染急拡大のため１０日から１４日間、

基地からの外出を制限するとした共同声明を受けて、基地の敷地外に米軍関係者の住居がある京都

府京丹後市の米軍経ケ岬通信所での制限内容が１４日までに京都府への取材で分かった。公務のた

めの移動や食料の調達など「必要不可欠な活動」に外出を認め、飲食店などの利用には制限が設けら

れている。 

 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１１  ２０２２年１月２５日 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼今年も会報新年号恒例の、「会員

のみなさんからの新年のメッセー

ジ」に３１人の方から原稿をいた

だきました。ありがとうございま

した。みなさんのメッセージを読んでいての感想。

被爆者である親のこと、そして家族のことを語っ

ている人が多いなあ・・・・。母親と一緒に観劇、

父親の家族介護、２世・３世・４世と一緒のお正

月等々。被爆二世の年代幅は広いはずなのですが、

それでも共通した世代感を感じます。何等かの形

で親の介護に携わっている人は少なくありませ

ん。子どもだけでなく孫への思いも多くの人が共

通して感じているようです。そんな思いを大切に

して、子どもや孫の世代が本当に安全で安心して

暮らせる社会のために、私たちの活動はありたい。

そのことを改めて強く思う２０２２年の年明け

でした。▼もう一つの共通した世代感は、私たち

自身の健康対策。できるだけ病気にならないよう

に、なっても速やかに治療回復にあたられるよう

に、そして事故・怪我にも遭わないよう、お互い

充分気を付けていきましょう。そんな年齢なので

すから。（平）

編集 

後記 

同通信所内には、所属する軍人らが入居予定の隊舎があるが、防衛省近畿中部防衛局によると１４

日現在、１人も入居していない。米軍関係者の多くは市内の民間アパートなどに居住しているとみら

れる。府は５日に同通信所の米軍関係者の感染判明を受けて、同局を通じて米軍側に外出制限や感染

対策について具体的な説明を求めた。 

府によると、１３日に同局から回答があった。外出は公務での住居から通信所間の移動、食料調達、

屋外での運動（ランニングなど）といった「必要不可欠な活動」に限定し、市中での店内飲食、スポ

ーツジムの利用、地域イベントへの参加など「不要不急の活動」は認めない、とする内容。他基地と

同様に夜間（午後１０時～午前６時）外出も禁止している。違反した関係者は「米軍として厳しく対

処する」という。 

同通信所では、年明けから２０代～３０代男性の米軍人３人の感染が確認されている。１４日も同

通信所の関係者とみられる米軍関係者の男性２人の感染が判明した。 

(２０２２年１月１５日 京都新聞) 

所属する米軍人の新型コロナウイルス感染が確認された

米軍経ケ岬通信所（１２日午後、京丹後市丹後町） 
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２０２２年 2 月（如月・きさらぎ）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

2 １ 火   

 ２ 

 

水   

 ３ 木  節分 

 ４ 金 
立春 

キンカン行動 

  ５ 土  「ヒバクシャ署名京都の会」学習講演会（１０時・オンライン） 

 ６ 日  6・９行動 

 

 

 

 ７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水  ６・９行動 

 １０ 木   

 １１ 金  
建国記念の日 

キンカン行動 

 １２ 土   

 １３ 日   

 １４ 月 バレンタインデー 

 １５ 火  

 １６ 水   

 １７ 木  京都「被爆二世・三世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都&オンライン） 

 １８ 金  キンカン行動 

 １９ 土  戦争法廃止をめざす１９日行動（京都市役所前） 

 ２０ 日   

 ２１ 月  

 ２２ 火  

 ２３ 水  天皇誕生日 

  ２４ 木   

 ２５ 金  キンカン行動 

 ２６ 土   

 

 

２７ 日  

 ２８ 月  ２０２２年３・１ビキニデー原水協集会（１３時・静岡市） 

 


