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福井県小浜市明通寺住職 中嶌哲演さん 

仮題 隠れ病む人々と向き合って 
 

死ぬる気で出征したる故郷に隠れ病む身となりて帰りぬ 

これは若狭から出征していった人たちが広島で原爆に遭い、故郷に帰

るもその病んだ身を隠して生きざるを得なかった境遇を詠まれた歌で

す。 

中嶌さんは若い頃から若狭地方で被爆者の人たちと共に平和行進を

歩き、やがて福井県の被爆者の会の事務局長まで担われました。今、若

狭湾に集中する原発に不安を抱く人々の声を届けて、反原発運動に献身

されてきましたが、その原点は被爆者運動にありました。 

被ばくの問題、隠れ病の問題、被爆者が黙らざるを得なかった問題か

ら、被ばく差別をどう乗り越えるか、被害の真実をどう発信していくか

を課題に、被爆者とともに闘ってこられました。このことをメインテーマに今回記念講演でお話しして

いただきます。 

 

■日 時 ２０２２年４月１７日（日） １３時３０分～１５時３０分 

■会 場 京都教育文化センター103会議室 ＋ オンライン（ZOOM） 

京都市左京区聖護院川原町 4－13 

ＴＥＬ０７５－４４１-４２２１ 

 

 

 

 

 

 

 

■ZOOMで参加の場合のお申し込み （４月１３日締切） 
ここからお申し込み下さい。準備中 

※開催２日前までに URL を送付します 

 

◎当日は記念講演終了後の１５時３０分～１６時３０分、京都「被爆二世・三世の会」定期総会を開催

します。「被爆二世・三世の健康実態調査」第一次報告も行う予定です。お時間の許される方は引き続き

ご参加下さい。 

京都「被爆二世・三世の会」 

〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町３０－２ ラボール京都５階 京都原水協気付 

TEL 075-811-3203 FAX 075-811-3213 http://aogiri2-3.jp 

QR コード 

 

準備中 

京都「被爆二世・三世の会」２０２２年度総会 記念講演 参加自由 無料 
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抗議文 

ロシア軍によるウクライナ侵略の暴挙に断固抗議する 

プーチン大統領は直ちに軍事行動を中止し、ロシア軍を撤退させよ！ 

 

 

ロシア連邦大統領 

ウラジミール・プーチン殿 

 

ロシア軍によるウクライナ侵攻は、『独立国家の主権の尊重』『領土の保全』

『武力行使の禁止』を義務付けた国連憲章と、人類の築き上げてきた世界の平

和と安全のための国際法を踏みにじる暴挙であり、明白な侵略行為、絶対容認

することのできない犯罪行為である。 

私たちは最大の怒りをもって抗議し、ただちに軍事行動を中止し、ロシア軍

のすみやかな撤退を強く求める。 

 

プーチン大統領は今回の侵略行為開始にあたり、ロシアは核兵器を持つ大

国であることを誇示し、「ロシアは世界で最も強力な核保有国の一つ」「最新兵

器でも優位性がある」「我が国が攻撃すれば、壊滅し悲惨な結果になることは

疑いない」と核兵器の使用にまで言及、公然と核による威嚇を行った。核兵器

の使用が人々を大量虐殺し、都市と大地を壊滅させ、その非人道的結末は何世

代にもわたって影響することは明らかであり、それは人類と世界に対する重

大な挑戦である。 

核による世代を超えた影響を体験し、あらゆる核被害の根絶と被害者救済

を求めて運動している被爆二世・三世として、断固糾弾する。 

 

ロシアは対話と外交に立ち戻り、国連憲章の遵守と国際法を尊重し、核兵器

禁止条約を含む核兵器のリスク削減のための諸条約にあらためて加わらなけ

ればならない。そのことを強く訴える。 

 

２０２２年２月２７日 

京都「被爆二世・三世の会」 
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３．１９「戦争法廃止・憲法守れ」街頭演説会でのスピーチ 

２０２２年３月１９日（土）市役所前  平 信行 

 

主権の尊重、領土の保全、紛争の平和的手段による解決、この国連憲章を真っ向から蹂躙したロシア

の蛮行、プーチンの戦争犯罪を絶対に許すわけにはいきません。ロシア軍はウクライナから、ただちに

全面的に完全に撤退せよ。この声を強く高く挙げていきましょう。 

 

プーチン大統領は、世界最大の核兵器保有を誇示し、それをもって威嚇し、核戦力を「特別態勢」に

移行するよう命令しました。「ロシアのウクライナ侵攻に対して介入するならしてみろ、攻撃するなら

やってみろ、もしそうすれば核兵器で反撃するぞ」と言う野蛮な威嚇行為です。 

戦後、アメリカも何度も、密かに、核兵器使用を計画しました。朝鮮戦争しかり、第一次台湾危機し

かり、ベトナム戦争しかりです。今回のプーチン大統領は、露骨に、公然と核の使用を口にしています。

このような指導者は例がありません。核の使用など絶対にあってはならない、許してはならないことで

す。世界の声を集め、全力でプーチンの核兵器使用の手を縛らなければなりません。 

 

この機に乗じて、安倍元首相、日本維新の会が、日本も核の共有化「ニュークリア・シェアリング」、

非核三原則の見直しを検討しなければならないと言い出しています。ドサクサに紛れた、まるで火事場

泥棒のような、しかし、とても危険で重大な言動です。 

 

広島・長崎への原爆投下によって７０万人もの人々が死傷し、その年の内に２１万人の人々が命を奪

われました。被爆者はその後も、命を脅かされ、病魔に苦しみ、暮らしを破壊され、人と人との絆さえ

絶ち切られる過酷な生涯を余儀なくされてきました。人間らしく死ぬことも、人として生きることも許

されなかったのです。 

被爆者は自らを救うと共に、人類が三度(みたび)核兵器の惨禍を被ることのないよう、自らの体験を

通じて、７６年間、核兵器廃絶を世界に訴えてきました。訴えは、世界の心ある市民運動と響き合って、

今日の核兵器廃絶運動を生み出してきました。 

 

７６年前、１９４５年、国連が創設された時、その加盟国は５１ヶ国でした。今、国連加盟国は１９

３ヶ国、３．８倍にもなりました。その力は、植民地主義の鎖を断ち切り、帝国主義のくびきを解き放

ち、民族の独立を勝ち取ってきた新しい国々の誕生、その歴史的大運動でした。３．８倍の国連加盟国

数はその歴史の証です。 

歴史を作り出してきた新しい国々が勝ち取ってきたのは民族の独立だけではありません。いかなる大

国とも軍事同盟を結ばない、大国の傘下に入らない、非同盟中立であることを確固たる国の基本として

きました。そしてもう一つ、国が生まれた最初の瞬間から核兵器を拒否し、地球上からの核兵器廃絶を

高らかに宣言して世界に訴えてきたのです。 

 

広島・長崎の被爆者をはじめとする世界の核被害者の運動、それに呼応した世界の市民運動、そして
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今や世界の圧倒的多数を占める非同盟諸国運動、この３つの力が一つになって、核兵器廃絶運動は大き

な流れとなって前進、昨年、人類史上初めて核兵器を法的に禁止する核兵器禁止条約の締結に結実しま

した。今条約締約国は５９ヶ国、昨年１２月の国連総会では、「条約の支持と批准促進」決議が１２９ヶ

国の賛成で採択されました。ここにこそ世界のトレンド、大勢のあることを明瞭に示しています。 

 

非核三原則の見直し、核の共有化とは、自らをプーチンと同じ考え、同じ立場に身を置くことに他な

りません。力には力で、軍事には軍事で、核には核で対応しようとする、世界の進歩、人類の英知を見

ない、見ることのできない、時代錯誤も甚だしい古色蒼然とした議論です。 

むしろ、今のウクライナ情勢を見て、ＮＰＴ条約が５つの国に核兵器保有を認めていること自体の異

常さ、不平等さに、世界の人々が気付き始めているのではないでしょうか。どうして、５つの国だけに

特権が与えられるのか？その根拠はどこにあるのか、と。 

 

今年６月、第一回核兵器禁止条約締約国会議が開催されます。ＮＡＴＯ諸国の中でも、ドイツやノル

ウェーなどはオブザーバー参加することを表明しています。ドイツでは今、ドイツ国内に配備されてい

るアメリカの核兵器を撤去すべきだという議論も始まっています。核兵器禁止条約の発効を機に、世界

は大きく変わろうとしているのです。 

 

核兵器、核戦争の危機から私たちを守るのは、核には核で、力には力で対抗しようとする道では決し

てありません。世界のすべての国が核兵器禁止条約に参加し、核廃絶への方向に転換することこそが、

核の脅威から地球を守る確かな道です。ウクライナのゼレンスキー政権だって、本気で国民を守ろうと

するなら、すみやかに核兵器禁止条約へ参加すべきなのです。 

そのためにまず日本が核兵器禁止条約に署名、批准し、参加していかなければなりません。 

核兵器禁止条約と日本国憲法第９条、この二つを力に、世界の国々と共に、戦争も、核兵器もない地

球の実現をめざしていきましょう。 

プーチンも、核に固執する勢力も、２１世紀を切り開いてきた世界の圧倒的世論で包囲していきまし

ょう。 

 

３月１０日(木)「ロシアのウクライナ侵略抗議、ウクライナに平和を」緊急街頭宣伝 四条河原町 
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庄田政江さん（大阪市平野区）からの投稿です。 
 

私の娘が以前ＮＰＯ法人ＴＩＣＯで働いていました。今は退職して別の仕事をしているのですが、

そのＴＩＣＯから情報だけは届けられています。今、ハンガリーを拠点にウクライナ難民支援が始

められようとしています。現地の様子の一端でも分かればと思い、送られてきた情報をそのまま紹

介します。 

 

ＴＩＣＯの代表 吉田医師はさくら診療所を経営しながら、気が向いたら畑で作業。 

診療所は太陽光パネルを貼り、食事は有機野菜など中心。 建物は吉野川流域の木材を使用。 

私の娘は徳島滞在中、「れん」に入って阿波踊りに参加していたので、私もその晴れ姿を見に行

きました。 

そして診療所の患者さんや看護師さん達とみんなで外庭で踊りを見学しました。 

なんとものどかな徳島な風景を思い出しました。 

東北大震災の時はトラックで物資を宮城に送って支援。 

なので先生がハンガリー？ 納得だなと。 

ＴＩＣＯ(ティコ)は、徳島発！ 

アフリカのザンビアを中心に国際協力活動を行うＮＧＯです。 

私の娘は青年海外協力隊でガーナに２年滞在後帰国し就職したのがＴＩＣＯでした。 

持続可能な社会の実現をザンビアでも日本でも目指して活動しているところに惹かれて４年働きま

した。 

庄田政江 

 

HP   https://www.tico.or.jp/ 

Facebook  https://www.facebook.com/ticohq/videos/1313614192459292 

 

ＴＩＣＯをご支援くださっている皆様 

ご無沙汰いたしております。 

事務局の福士・黒田でございます。 

２０２２年３月、ＴＩＣＯはＡＭＤＡとの合同チームを結成してウクライナ避難民支援の活動を開始し

ました。まずは３月９日にＴＩＣＯ代表の吉田修医師と中村哲郎調整員が渡欧、現地の状況を見ながら

追加で人員を派遣することも考えています。 

３月１３日現在の状況を現地からのリポートを元に、ご報告いたします。 

《本日までの行動》 

３月９日早朝、吉田医師はＡＭＤＡチームと合流するために、岡山に向かいました。岡山駅でマスコミ

各社の取材を受け、新幹線で上京しました。羽田空港で PCR検査を受け、結果待ちの間に、ハンガリー

大使館へ。大使にご挨拶をして再び羽田空港に戻り、夜のフライトでトルコのイスタンブール（Istanbul）

へ飛びました。 

たどり着いたイスタンブールはまさかの悪天候。雪のために少しばかりの足止めです。 

ここからは現地時間となります（日本とのハンガリーの時差は８時間です）。 

３月１０日にハンガリーの首都ブダペスト（Budapest）に到着しました。先発でハンガリーに入って現

地調査をしてくれていた現地在住の日本人医師・医学生と深夜までホテルで打ち合わせ。 

翌３月１１日は朝からセルダヘイ元駐日大使閣下ご夫妻との面談、在ハンガリー日本国大使を訪問、国

https://www.tico.or.jp/
https://www.facebook.com/ticohq/videos/1313614192459292
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立センメルワイス大学（Semmelweis University）学長（心臓外科医）との面談と、精力的に動きました。 

情報収集と検討の結果から、ウクライナとの国境沿いの町キシュバールダ（Kisvarda）を目指すことと

なりました。まずは、ここのウクライナ支援拠点で、活動を開始します。 

《チームが見たハンガリーの現状》 

ハンガリーには、ウクライナからすでに２２万人（３月１３日現在）が入国しているようです。ウクラ

イナからの避難者数は、ポーランドが１位、２位がハンガリーなのだそうです。ポーランド語とウクラ

イナ語の間ではコミュニケーションが可能なようですが、ハンガリー語とウクライナ語の間は不可能で

あることも大きな理由の一つだと思われます。日本語に置き換えて説明すると、青森の方言を話す方が

鹿児島に行って方言で話す現地の方とコミュニケーションを取ろうとしたら、何とかなるけれど、韓国

や台湾に行くとまったく通じない、という感じです。言語体系の問題は、避難するにも大きな壁となる

ということのようです。 

ウクライナとハンガリーの国境には、５つの道路が通っていて、いずれの地点でも現時点ではウクライ

ナ側に避難者の長蛇の列が見られることもなく、比較的落ち着いた移動ができているようです。５つの

幹線道のうち一番大きな地点はザホーニ（Zahony）で、ここだけは徒歩での塚が許可されておらず、車

と列車のみ通過できる状況です。ハンガリーでは、ウクライナとの国境を２４時間開けていて、避難民

を積極的に受け入れています。ただし、国境では COVID-19の検査があり、陽性の方にはいったん国境付

近の隔離施設へ入っていただいているそうです。隔離施設は、24時間体制で医療従事者によるモニタリ

ングが行われていますが、人手不足で医療ボランティアが欲しいとのことでした。 

私たちＴＩＣＯとＡＭＤＡの合同支援チームは、ウクライナとの国境付近の町キシュバールダで活動を

開始しました。チームの保安の観点から、詳しい場所は明かせませんがキシュバールダでウクライナ支

援拠点となっている現地チームに合流しました。ここでは、避難民のサポートをしたり、住民から寄せ

られた支援物資を仕分けてウクライナに送ったりしています。医薬品も支援物資としてウクライナに輸

送しているようですが、量が不足しているとのことでした。 

ハンガリーへの入国手段でもっとも多いのは列車での移動で、首都のブダペストやデブレツェン

（Debrecen）で降車していると考えられます。キエフ（Kiev）からの列車は１日に１本だそうですが、

ブダペスト駅周辺には、避難民支援のための特設テントが建てられ、ボランティアスタッフが住民から

届けられた支援物資を仕分けていました。ここでは、支援物資の提供とともに、さまざまな情報提供も

行っています。ウクライナから入国した人にはハンガリー国内のみならず、オーストリアやドイツ、ス

ロバキアやチェコ、ポーランドも鉄道を無料で利用できると案内されていました。 

現時点では、ハンガリーへの避難はハンガリー系ウクライナ人の方が中心で、ハンガリー国内もしくは

ハンガリー経由で他国への移動と、行き先が決まっている方が大半であるようですが、今後、戦況が悪

化・長期化すると、行く先も決まっていない方の避難入国も増えてくることが予想されています。 

避難民の中には、慢性疾患を抱えている方もいらっしゃいます。とくに、継続的な薬の服用を必要とす

る方は大変だと思います。長期化すると、こうした問題も起こるでしょう。 

《ＴＩＣＯとしての支援》 

私たちＴＩＣＯメンバーは、欧州での医師免許を持っていないので、現状では医療行為を行うことがで

きません。大規模災害や紛争地では、海外からのボランティア医療関係者が医療行為を行える一時的な

許可証が発行されることもあるので、当局の判断を待ちつつ、今、私たちにできることを模索し続けて

いる状況です。 

複数の救護所にて医療部門を統括するウクライナ人医師に会い、ウクライナの病院では現在、深刻な医

薬品不足であるとのことで、小児用の医薬品支援の要請をいただきましたので、ＴＩＣＯ・ＡＭＤＡ合

同チームからの支援を決定しました。 
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今回、私たちの活動をＳＮＳ等で積極的に発信し、ご支援を募っているところですが、なにぶん国外で

の支援なので、日本で物資をご提供いただいても現地まで運ぶ輸送手段が確保できません。ご支援のご

協力は、寄付金の形でお願いいたします。 

ゆうちょ銀行 

店番 １６９ 

イチロクキュウ店 当座 0037649 

受取人名 トクヒ）テイコ 

上記のゆうちょ口座を、暫定的にウクライナ避難民支援専用口座としております。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

また、ＳＮＳの発信を拡散してご支援の輪を広げていただけると有り難く思います。 

こちらも重ねてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉に寄せられた感想・書評 ① 

２０２２年３月２５日（金）現在 

 

■「語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心」を読んで！ 

福知山市 溝畠弘孝さん 

先日、京都「被爆二世・三世の会」編集・発行の書籍で広島と長崎

で被爆された方の体験談を読む機会がありました。戦争中とはいえ、

戦場ではない地方都市で普通の日常生活を送っていた広島・長崎の街

に、何の前触れも予告もなく、米軍により落とされた原子爆弾！一瞬

にして２つの街は、まさに地獄の様相を呈しました。私もこれまで社

会科教師として、歴史の授業や平和学習また修学旅行事前学習などで、

戦争の惨禍を取り上げ、中でも広島・長崎の原爆投下による被害につ

いては、読み物資料や映像を使い生徒と共に学習してきました。しか

し、この本で実際に被爆を体験された方の体験談を読む中で、私も体

験者の目を通して被爆直後の広島・長崎を追体験しました。たくさん

の体験談からそのほんの一部分を少し紹介すると・・・ 

●「１５才の私が母と姉と姉の子と弟と２人の妹の６人を荼毘（火葬）しました。拾ったバケツに６人

の焼いた骨を入れようとしましたが、１つのバケツには入りきらず、２つのバケツに入れ一杯になりま

した」 

●「壊れた家の上を歩いて夢中で逃げました。河原には、爆風で着ていたものは吹き飛ばされ、ちぎれ
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た皮膚をぼろぎれのようにぶらさげた人がいっぱい。男・女の区別さえつきません」 

●「原爆が落ちてもう２日も経っているというのに橋の上にはまだ死体がどっさりなんですよ。太田川

にもいっぱい死んだ人が浮いているんです。橋の上を歩いてたらいきなり足首をつかまれましてね。つ

かんだ人は「兄ちゃん水くれーっ水くれーっ」て言うんです。その時は体全体が震えてどうしたらいい

かわからなくて・・・」 

●「あの日も友達と一緒に東練兵所に向かって走っていたんです。その時、アメリカ軍の戦闘機グラマ

ンがすごいスピードで降下してきたんです。エンジン止めて爆音を消して忍び寄るように降下してくる

んです。そして人間めがけて機銃掃射したんです。バリバリバリバリーッと！一緒に走ってた友達が倒

れたので傍に行って「おいっ」て声かけるともう即死でした。血だらけで背中に機関砲の穴があいてい

て、胸がバクッと開いていてね。いくら戦争といっても小学生の子を機銃で殺しますか？上を見たらグ

ラマンのパイロットがにこっと笑っているんですよ。何がつらいかと言ってあのことを思い出すのが一

番つらいんです」 

●学校の隅の方では、グラウンドの端っこに消防団の人たちが大きな穴を掘っていました。その穴へ亡

くなった人はもちろん、まだ息をしている人でも、もう駄目だなと思われた人はみんな投げ込まれてい

くのです。その上に石油をかけて火をつけられていきます。青黒い煙が昇っていきました。なんとも口

では言い表せない異様な光景でした。その時の炎の色と臭いは生涯忘れることはできません。 

読み終えて思ったことは、本当に筆舌に尽くせない悲惨な体験をされ、戦後も様々な後遺症に苦しみ、

被爆手帳の交付申請も却下されるなどの厳しい現実を生きぬいてこられた姿に、私自身も大きな感動・

勇気・励ましをもらいました。それにしても日本の侵略行為で始まった戦争とはいえ、勝敗の帰趨がは

っきりした１９４５年になってからの米軍による大都市無差別爆撃、そして広島・長崎への原子爆弾の

投下は、人道的にも許されない愚かな行為であり、その非人道的行為にたいする怒りの声・抗議の声を

当事国の日本政府が米国にまた世界に発信していないことが、私には理解出来ない許せないことです。

しかし冷静に考えれば、まさに米国隷属の歴代自民党政府にそれは期待できません。現在の自公連立政

権も、被爆地広島出身で核兵器廃絶を主張していた岸田氏でさえ、首相になれば国連の核兵器禁止条約

の批准に背を向けています。 

広島・長崎の原爆投下によりお亡くなられた方に心より追悼の想いを持つと共に、二度と原爆投下に

よる惨禍を繰り返さない・核兵器のない世界の実現への努力を本気で進める政府を作ることが、後に残

された（生かされた）私達に出来る事・やらねばならない事ではないか・・・私は体験談を読み終えて

改めてこのような思いを更に強くしました。皆さんも是非この書籍を手に取り読まれることをお薦めし

ます。 

 

■語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心を読んで 

福知山市 F・T さん 

私は東京オリンピックの年に生まれました。日本が戦後復興し高度経済成長を遂げているときに生ま

れたのです。戦争も戦後も知りません。私がそうなのだからもう戦争を知っている人はいなくなるので

しょう。だからと言って「戦争は知らない」と言う無責任なことはしたくないと思っています。この本

を読んで「戦争の悲惨さ」を知ることそして「絶対に戦争はしてはいけない」ことを私たちの年代なり

に伝えていくことが使命だと感じました。 

わが子に「原爆での唯一の被害者であること」を知らせるべきだと小学校の時に広島の原爆資料館に

行きました。娘（小学校 2年のころ）はホテルに帰ってから一晩中「戦争は怖い」と言って泣きました。 

今、戦争が起きています。わが子が資料館を見て泣いたように現実の世界で戦争を体験し泣きじゃく

っている子どもがいることその子らが命の危険ささらされていることに胸が痛みます。 

戦争は絶対にいけません。この本を読んでさらに強く思いました。 
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３月７日（月）、立命館大学の学生のみなさんの自主ゼミに被爆者の花垣ルミさん、三山正弘さ

ん、被爆２世の平信行さんが招かれ、被爆のことについてお話ししてきました。当日参加された学

生のみなさんから感想文が寄せられましたので紹介します。 

 

立命館大学 被爆証言会 感想集 
 

■三井滉大（産業社会学部３回生） 

皆様の話を伺う前に、核廃絶に取り組む学生団

体の高橋悠太さんに話を聞いていた。そこでは、

被爆者の方と「出会った記憶」を継承することが

大切だと伺っていた。 

この度、私被爆者の方の話を三山さんの話を中

心に伺ったが、皆様に出会うことができた記憶を

継承していきたいと強く思った。 

私がお話を伺った三山さんであれば、お母様が

原爆投下時に体験されたこと、三山さん自身が平

和な社会の実現のためにお母様の話を語ってい

くことを決意されたことはもちろん詳しく話し

ていくつもりだ。加えて、私たちのグループのた

めに資料をたくさんご用意いただき、原稿を作成

いただき、葉書をくださったことなどは、皆様と

「出会った記憶」である。そうしたことを追加で

話すことで、皆さんが語ったその場に近づき、よ

り実体験を伴い、温かい記憶の継承となっていく

と思った。 

また皆様の思いを引き継ぐこととは、行動面で

も平和へのアプローチに何かしらの形で関わる

ということである。自分のできる範囲での署名協

力や、学習会への継続的な参加などを現在考えて

いる。 

 

■足立拓郎 

三山さんから貴重なお話をしていただいた。主

に三山さんのお母様が当時経験された話と、胎児

被爆者に指定されている三山さん自身の原爆に

対する想いについて伺うことができた。 

夏の日に縁側でうちわを扇いでいた時に、祖母

と母が長崎に原爆が投下された日の会話をされ

ていたそうだ。後にも先にも当時のことについて

の話は聞いておらず、この一度きりだったそうだ。

父が国鉄勤務であり、先輩妻に教えを乞うために、

長崎にある国鉄の寮に赴かれており、その帰りの

電車で原爆が投下された。パニック状態であった

が、父のお弁当を作るために家に帰った。その後

も被爆した父親がリヤカーで実家まで運ばれ、米

や野菜を食べて栄養を摂取することでやけどを

回復したという話もあったとのことである。昔の

田舎では、元気な人がけがをした人を助けるのが

当たり前という環境であったため、父も 60 歳ま

で生きられたと三山さんは話されていた。 

原爆によって亡くなった弟をおぶっている小

学生の男の子の写真を手に取って、三山さんは

「このような悲劇は絶対に起こしてはいけない」

と伝えてくださったのが印象的だった。この世界

から原爆はすぐになくならないということは分

かっているけれど、原爆の恐ろしさ、争うことの

醜さを言い続けなければならないという三山さ

んの強い気持ちが痛いほど伝わってきた。このよ

うな過去があったということを忘れてはならな

いし、原爆の悲惨さを継承していかなければなら

ないと感じた。原爆が京都に投下される可能性が

あったことについても触れられており、もし京都

に投下されていたら平地だからもっと被害が大

きかったかもしれないが、これは他人ごとではな

い。そして現在のウクライナとロシアの問題も他

人ごとではない。過去の悲惨な出来事から学ぶこ

とが、人間には必要であると思う。 
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■東海林健 

まず、花垣さんにお話しを聞いたことについて

述べる。花垣さんには、最初に紙芝居を見せても

らった。紙芝居については、事前資料で存在を知

っていたので、実際どんな紙芝居であるのかを知

れてとても良かった。紙芝居では、私は初め、原

爆投下後の残虐な光景がたくさん含まれている

のではないかと思った。しかし実際はそれほど残

虐な描写は存在せず、小学生くらいの子供たちが

見ても問題ないと思えるようなものであった。ま

た、紙芝居一つ一つは、絵を見ればどんな情景で

あるのかを容易に理解できるものだった。次に、

花垣さんに、原爆投下直前や直後の詳細な社会に

関する話をしてもらった。私自身、原爆投下の現

場について話を聞くのは小学校 6年生に修学旅行

で広島を訪れて以来だったので、非常に興味深い

内容だった。 

次に、全体の質疑応答に関して述べる。まず、

被爆者の方が原爆による甚大な損害を被ったに

も関わらず、加害者意識も持っていることに驚い

た。私自身が被爆者であったならば、とにかくア

メリカ軍を憎んだかもしれない。次に、戦争全般

において、同じ地球で生活する生物であるにも関

わらず、人間が戦争を行なってしまうのは、実際

誰が得しているのかということである。私自身も

もちろんそのように感じるものの、これまでの人

間の歴史上、何か財産のようなものが人間の意識

にある限り、争いが絶えない。したがって、人間

とはそう言った愚かさがあることを痛感した上

で、人々が協力して、生活するべきである。 

最後に、今回の訪問を通じて、このような貴重

な機会をあたえられた私たちが、原爆とは絶対悪

であること、ひいては戦争全般は極悪非道な道に

進んでしまうことが確実であることを、同世代、

またはのちの世代に継承しなければならないと

強く感じる。 

 

■梅本航成 

平さんからは、平さんの両親が体験したことと、

ご自身がどのようにして被爆者２世の会を立ち

上げたのかについて、お話していただいた。 

平さんの両親は、ほとんどの人がなくなった被

爆地付近からは少し離れた場所におり、何とか一

命はとりとめたようだ。お父さんはその当時、軍

の関係者だったため、原爆が投下された翌日には

被爆地に向かい救助活動や遺体整理をされてい

たようだ。そこでの体験は、おぞましいものであ

り、息子である平さんにもその話をよくしていた

ようだ。また、当時は食糧難も深刻で、餓死で亡

くなった人も多くいたということも衝撃的であ

った。一方のお母さんは、家族の都合で広島市に

おり、その時に被爆したようだ。数日後、実家へ

帰る途中に被爆地の中心部を通っていたようだ。

その時見た光景も、平さんは頻繁に聞いていたよ

うだ。私は、被爆したことを両親から聞くことに

抵抗があると思っていたのだが、案外そういった

ものはなかったようだ。 

平さんは京都にある様々な大学の生協で働か

れ、そこを退職した後に、被爆者二世の会を設立

することになった。平さんが設立を進めた理由は、

世代を超えて起こってしまう原爆後遺症の証拠

をできるだけ集め、その事実を伝えようと思った

からだそうだ。戦争の悲惨さを後世に伝えること

や、原爆の後遺症が後の世代にまで受け継がれて

しまうという、一つの疑念を解消することも、二

世の会を設立した目的であると話してくださっ

た。 

話を聞く前は、二世の会がどんなものなのかよ

く分からなかったが、その会を設立した目的や、

その運動が全国でも広まっているということを

知り、これからはそういった活動がより広まって

いくのではないかと思った。今回お聞きした証言

は、とても貴重なものである。花垣さんが「核の

悲惨さを知ることが抑止力につながる。」と仰っ

ていたように、私たちも、原爆の被害を学んでい

くことが大切なのだと改めて感じた。 
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■市川南帆 

花垣ルミさんへの感想 

最初に「おばあちゃんの人形」という紙芝居を

朗読して頂いた。お孫さんの愛子さんに話しかけ

るような形で作られた紙芝居は、小学生でも理解

できる言葉で、原爆投下時の惨状が伝わるように

なっていた。戦争の記憶を若い世代にどう引き継

いでいくかは以前から課題になっている。私はや

はり、教育と結びつけることが大切だと感じる。

全員が何かを知り、学ぶ機会を用意できるのは教

育だけだからだ。「戦争は二度と起こさない」とい

う決意を日本全体で共有するためには、万人に戦

争への知識が与えられる必要がある。その点花垣

さんの紙芝居は、戦争を知らない子どもたちに、

戦争とは一体どういうものかを理解してもらう

取っ掛かりとして、また誰にでも伝えられるコン

テンツとして最適であると感じた。実際、小学校

でも語り部の活動をされているという。オンライ

ンでどことでも繋がれる時代だ。是非京都に留ま

らず、全国各地の小学校にこの紙芝居を広めてほ

しい。私も、小学校２年になる従妹に、この「お

ばあちゃんの人形」を読んであげようと思う。 

原爆が投下された時のお話は、鮮明に記憶に残

っている。府中箪笥の楔が頭に刺さりながらも、

逃げるのに必死で気づかなかったこと、猫や犬や

鶏が焼け焦げて死んでいたこと、負傷者を鶏がつ

ついていたこと、遺体の目の中にウジが湧き真っ

白な目に見えたこと、タイヤのチューブのように

見えた無数の遺体が、水に頭を突っ込んで亡くな

っていたことなど、当時の光景を目の当たりにし

ているようだった。そして、花垣さんはこれを実

際に体験したのだと思うと、どれほどの衝撃だっ

ただろうと胸が締め付けられた。 

今回こうしたお話を、花垣さんの肉声で聞けた

ことは大変貴重であった。やはり文字で読むより

も臨場感が伝わり、感情を共有できるように思う。

ただ今回の短い時間では、伝えられなかったエピ

ソードもあるのではと感じる。個人的な質問をす

る時間も足りなかった。花垣さんの人生を垣間見

ることは出来たが、全貌を把握するには 1日では

足りない。もっと長期的な関係が必要だったと感

じた。しかし、初めて語り部の方からお話を聞い

た私にとっては、花垣さんの声によって原爆の恐

ろしさを肌で体感するという有意義な時間とな

った。 

 

全体の質疑応答への感想 

日本人としての加害性、そして被爆者としての

被害性にどう向き合われているかという質問に

対し、花垣さんが活動でアメリカに行ったときは、

「ごめんなさいからしか始められない」「被爆者

だと言う前に、日本人は凄い加害をしてきた」と

話されていたのが印象的だった。被爆者として各

地で証言することは、戦争の被害性を訴えること

と同意だ。しかしその一面を強調するだけでなく、

日本人としての加害責任も同時に担われている

のだと思った。最近は減っているが、かつては「原

爆投下は戦争を早く終わらせた」という世論がメ

リカで主流であった。私はこの主張を全く受け入

れることが出来ないでいる。しかし、日本人とし

ての加害性に目を向けて、日本はアメリカにどん

な被害をもたらしたのか、詳しく知ろうとする努

力は必要であった。この世論の背景には、アメリ

カ人のどんな感情があるのか、日本人には知る責

任があるだろう。 

平さんの「広島は軍都でもあった。そうした痕

跡もあったはずなのに残されていない」「被害と

加害の両面を見ていかないといけない」というお

言葉も、日本人としての責任を背負っている様に

感じた。その責任は、戦争の記憶とともに継承さ

れる必要がある。被害性を訴える話だけでは戦争

の記憶継承にならないのだと感じた。 

語り部の意義に関しては、三山さんの「語り継

いでいくことが抑止力になる」という言葉が真意

を突いていると感じた。現在ウクライナ情勢が注

目されているが、日本人がここに危機感を持てて

いるのは、戦争への忌避意識があるからだろう。

記憶の継承が無くなり、戦争への恐怖、嫌悪や憎

悪が無くなった時、日本は再び戦争を始めると感

じる。私たちが、平和への終止符を打ってはいけ

ないと強く感じた証言会であった。 

最後に、これまでは勉強の中で戦争時代を知る

ことが多く、知識として学んでいたものが、今回

のお話を経て、自身の肌で感じられるものに変化

したように思います。この度は貴重なお話を伺わ

せて頂き、誠にありがとうございました。 
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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（９０） 

 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟最後の原告に控訴審裁判所の任務を放棄した不当判決！ 

原告、弁護団、支援の人々の誇りにかけてこのままでは終わらせない！ 

２０２２年３月２３日（水） 

 

 

３月１８日（金）、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟最後の原告、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)

の二人が判決言い渡しの日を迎えた。近畿地方は

久しぶりの雨で、裁判所前・西天満若松浜公園で

は雨に打たれながらの開廷前集会となった。近畿

訴訟では集団訴訟以来、藤原精吾弁護団長の「お

天気占い」が判決前の「恒例」とされてきたが、

この日はもちろん全員が「外れる」ことを確信し

て集会にのぞんだ。入廷行進を経て判決の言い渡

される２０２号大法廷に着席。 

１１時４５分、大阪高裁第１４民事部本多久美

子裁判長から判決が言い渡された。判決言い渡し

は主文の「一審原告の控訴を棄却する」のひとこ

とのみ。想定外の、あまりにあっさりとした言い

渡しに、一体何が起こったのか、我が耳を疑う感

覚に襲われる。廷内は静まり返り、多くの人が微

動だにしない瞬間が生まれた。「なんでや？」「ど

うして？」「まさか？」という思いが頭の中をぐる

ぐる回るまま裁判所前の旗出しに向かった。出さ

れた旗は３本だが、真ん中の小瀧悦子弁護士の掲

げた旗は「不当判決」の４文字。 

 

報告集会は午後１時過ぎから大阪弁護士会館

で開催された。 

愛須勝也弁護団事務局長から判決についての

説明報告が行われた。報告は怒りに満ちていた。

弁護団は今日の判決に向けて渾身の控訴理由書

を作成し提出してきたが、その控訴理由にはいっ

さい触れない判決。ふざけきった判決だ。たかだ

か１２ページだけの紙切れのような判決。まった

く中身のない判決文で、説明のしようがない。足

かけ２０年ほどもかけて積み上げられてきた原

爆症認定訴訟の最後の最後にこのような判決。絶

対に納得することなどできない。今日で終わりと

いうわけにはいかなくなった。これまで原爆症認

定集団訴訟、ノーモア・ヒバクシャ訴訟を闘って

きた被爆者、すでに亡くなられた被爆者も少なく

ないが、その人々を侮辱した、愚弄した判決だ。 

報告集会に随時駆けつけてくる弁護士からも

口々に判決のあまりのひどさが語られた。「結論

は原判決の通りというもの。しかしその理由はな

く、一審判決文の一部誤字、脱字修正などの文言

修正しか行われていない」（和田信也弁護士）。「あ

れほど綿密に詳細に行われた眞鍋穣医師の証人

尋問がどう扱われ、どう判断されたのか一言もな

い。証言にきちんとまったく向き合っていないこ

とにびっくりした」（小瀧弁護士）。「あれだけの控

訴理由書、医師証言を行ってきた裁判。判決文も

少なくとも１００ページは超えるものと思って

いたが、わずが１２ページだった。それも二人の

原告に対して。原告について述べられている箇所

は１人につき３～４ページしかないペラペラの

判決だ」（崔信義弁護士）。どの弁護士からも、長

年弁護士をやってきているが、このようなひどい

判決は初めての体験だ、ということが異口同音に

語られていく。 

急いで用意された「判決についての声明」が配

布された。声明文の主張は端的だ。「控訴理由につ

いての主張に一切触れず、また、控訴審において

取り調べた証拠（眞鍋医師尋問）についての検討・

判断をまともに行わず、単に一審判決の文字面を
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整えただけで、控訴審裁判所としての任務を放棄

したものであり、到底容認できない。」 

 

今回の判決に対する期待は大きかった。 

弁護団は一審判決を徹底して精査し、一つひと

つの論理構成をつぶさに検証し、眞鍋医師とも相

談しながら、例えば飲酒等のリスクについても詳

細に反論を加え、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された、と報告されて

いた。 

７月２日の３回目の法廷での眞鍋医師の証人

尋問は圧巻だった。眞鍋医師の豊かな臨床医とし

ての経験と、膨大な論文、データを紐解いての証

言は付け入る隙を与えない緻密なものだった。反

対尋問は空疎なものだった。 

昨年５月１３日には、高橋一有さんが大阪高裁

第１２民事部で逆転勝訴判決を勝ち取っている。

今回のＯ・Ｈさん、Ｙ・Ｍさんと同じ大阪地裁第

２民事部で、同じ裁判長の下で受けていた極めて

不当な一審判決を、完璧に翻した判決だった。今

回も同じ構図、同じ流れではないかと思っていた。 

眞鍋医師の証人尋問採用にしても、結審の日の

ＮＨＫスペシャルのＤＶＤ上映にしても、国側代

理人の反対意見を制して、裁判体、裁判長の毅然

とした訴訟指揮が行われているような感じも受

けていた。反対に国側の証人尋問採用は退けられ

ている（7 月２日）。結審は昨年の１０月２１日。

判決言い渡しまでは５ヶ月間もあり、控訴理由や

医師証人尋問の内容がじっくりと見届けられ、判

決に組み上げられていくものと期待していた。 

しかし判決は思いもよらないもので、控訴理由

や証人証言について、それが認められない理由が

述べられているならまだしも、一切触れられもせ

ず、結論の一審判決支持だけが示されただけであ

った。 

弁護団の報告によると、判決後、なかなか判決

文をもらえなかったそうで、３０分～４０分も経

ってからやっと書記官から手渡されたようだ。異

常なことだ。何かあったのではないか、と憶測も

広がった。 

 

尾藤廣喜弁護団幹事長から記者会見の様子の

報告も含めた意見が述べられた。 

今日の判決、裁判所が何を考えているのかさっ

ぱり分からない。聞く耳を持っていたのかどうか、

眞鍋医師証言をどのような気持ちで聞いていた

のか。裁判官としての心、人間としての心がまっ

たく表れていない。一審判決の一部だけをなぞれ

ばそれで事足りると思っていたのか。だとすれば

発想自体が許されない。 

私も弁護士歴４７年、原爆症認定訴訟に関わっ

て３５年になる。年もそこそこになったが、こん

な判決を受けてすごすごと引退するわけにはい

かない。こんな判決のままノーモア・ヒバクシャ

運動を閉じるわけにはいかない。お二人の原告の

思いを受け止めて頑張らなければという思いを

ますます強くしている。 

 

結審の日に続いて今回も原告Ｙ・Ｍさんの甥御

さんが法廷に、そして報告集会にも参加されてい

て、今日の感想が述べられた。判決には腹が立っ

て、悔しくてしかたなかった。ここまできたら最

後まで思い切って闘ってほしい。私も、このよう

なところに来て、放射能のこと、原爆のことをあ

らためて考えさせられるようになった。私にもで

きることはやらなければならないと思っている。

私自身も被爆２世であり、これから考えていきた

い。 

次いで原告のＯ・Ｈさんからも心情が述べられ

た。今日の判決にはまったく納得いかない。私は

５０歳の５月に心筋梗塞を発症し、６０歳の５月

に２度目の発症でバイパス手術をした。７０歳の

５月には心不全も発症。１０年おきに発症してき

ており、間もなく８０歳の５月を迎える。非常に

怖い気持ちを抱いている。裁判はとにかく行くと

ころまで行こう、という気持ちだ。これからもご

声援をお願いしたい。 

お二人に激励の花束と、会場参加者全員からの

拍手が贈られた。 

 

報告集会は最後に藤原弁護団長のまとめのあ

いさつが行われた。 

今日の判決、上告をめざしていくが、ノーモア・

ヒバクシャ訴訟の法廷での判決言い渡しは今日

が最後となる。報告集会での私の締めの言葉も今

日が最後。今日は期待を完璧に裏切る判決だった。
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悔しい思い、憤りは天を衝く。原告のＯ・Ｈさん

はどれだけ悔しかっただろうか。これで済ませる

わけには絶対にいかない。 

今年は被爆から７７年、医療法制定から７０年、

集団訴訟を始めて２０年、ノーモアに切り替わっ

て１３年になる。大きな節目の時期だ。役割を果

たし切って終わりたかったけど、まだ果たし切れ

ていない。 

しかし大きな視点から見ると、原爆症認定訴訟

は大きな前進を得、人類への貢献をしてきた。被

爆者が自らの身をさらして、原爆、核兵器が人間

にもたらすものを、人類とは絶対に共存できない

ものであることを多くの人々に分からせてきた。

多くの人々がそれに気付いて核兵器禁止条約と

いう目に見える形のものを作り出してきた。この

条約に至る道を切り開いてきたのが被爆者と、共

に闘う市民だった。私たちは、人類の歴史の一部

であってもそれを少しずつ前に進める役割を果

たしてきた。その中でこの訴訟が一定の役割を果

たしてきた。みなさんと一緒にそのことを誇りに

思いたい。 

一方、被爆者に対する国の責任、アメリカを含

む世界の責任はまだ果たされていない現状を認

識しなければならない。被爆者援護法も、そもそ

も出発点から放射線の被害しか対象としない、医

療費とか手当だけだ。しかし原爆被害は人生全体、

財産、街、人々全部を根こそぎ破壊したものであ

って、現状はその一部しか責任をとろうとしてい

ない。核兵器も、原発も被害者へのすべての責任

を、作り出した責任を果たさせる目標に達してい

ないことを認識しなければならない。 

２０年前、徳岡弁護士からのお誘いで、一から

原爆とは、被ばくとは、世界の核兵器の状況等を

勉強させてもらってきた。私は弁護士として５５

年目になる。その中で本当にこの問題に出逢って

良かった。これによって少しでも成長することが

できたことに感謝している。 

６０歳の時、集団訴訟の弁護団に入り、ここを

死に場所にしようと思ってやってきた。今日の結

果でまだ終われないことになった。まだしばらく

はやらなければ。人類にとって本当に重大な問題

になってきている。核兵器とウクライナの問題も

ある。日本国内でも核兵器禁止条約に背を向けた

ままの政権がある。 

歴史は時々後戻りしながらも、長い目で見ると

少しずつでも前進している。被爆者の問題と、核

兵器を本当に地球上からなくす問題と、平和な世

界という目標に向けて頑張っていこう。その気持

ちをみなさんと一緒に共有したい。 

 

６月１１日(土)、「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟支援の総括的つどい」(仮称)が予定されている。

会場は大阪グリーン会館。上告されるＯ・Ｈさん

とＹ・Ｍさんを引き続き支援していくためにもつ

どいを成功させよう、と呼びかけられてこの日の

報告集会を終えることになった。 

 

午後は雨脚がさらにきつくなってきた。 

「控訴理由について何も答えない、証拠・証言

についてもいっさい触れない、控訴審裁判所とし

ての任務を放棄した判決」。そんなことがあって

いいものか。国家の一機関として許されることな

のか。そのこと自体の責任を問う、何らかのペナ

ルティが課される方法はないのか等々、頭の中で

思い巡らしながら帰路に着くことになった。 

 

ロシア軍によるウクライナ侵攻、侵略の中で、

プーチン大統領は核兵器による威嚇と使用の可

能性にまで言及した。人類と世界に対する重大な

挑戦だ。この暴挙に対して、核には核で、力には

力で対抗するのではなく、国際世論の総力を挙げ

てロシアを糾弾していかなければならない。今こ

そ世界の圧倒的国々が核兵器禁止条約に加盟し、

その力によって、ロシアも、他の核保有国をも包

囲していくことが求められている時だ。一昨年か

ら始めた日本政府に核兵器禁止条約参加を求め

る運動は、ウクライナ危機によって一段と高い役

割、任務を負ったことになる。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2022年 6月 11日(土)  13:30 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟支援の総括的つどい(仮称) 

 大阪グリーン会館 
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コートジボワールが核兵器禁止条約を批准 批准国６０ヶ国に 
 

２０２２年３月２３日、新たにコートジボワールが批准書を

国連事務総長に寄託して、批准国は６０ヶ国となりました。 

 

２０２２年３月２３日現在 核兵器禁止条約批准国６０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 

ペルー 
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 

コートジボワール 

ベナン 
ナイジェリア 

フィリピン 

コモロ 

モンゴル 

２０２２年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆二世・三世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０２２年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

◼ 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

郵便振替 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「二世・三世の会」会費とご記入下さい。 

◼ 京都銀行四条支店 店番１１１ 口座番号４４７９６３ 

口座名 京都原水爆被災者懇談会 振込いただいたらご一報ください。 

◼ ４月１７日年次総会の場でも受領いたします。 

⚫ 複数年のお支払いもしていただけます。 

⚫ 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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■市民とジェンダーの核軍縮    川田忠明 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

今注目（？）されている「ジェンダー」という言葉にひかれて購入しまし

たが、発行されたのが「２年前」である、お許しを。しかし、その内容は決

して古いものではない。「核兵器禁止条約」の条文が、詳しく説明されてい

るのではない、参加国が、何をどのように主張し、論議され、採択されてい

ったのかを知ることができる、交渉の場に立ち会った著者だから書くこと

のできる内容である。しかし、私がお薦めしたいのは、「第五章」と「第六

章」である。ジェンダー観点から「核兵器」「核被害」について述べられて

いる、「戦争と性差別」は密接な関係があるという。そして「市民社会」が

果たした役割についても詳しく紹介されている。ここでは、「大国」が主役

であった時代から「小国」が主役に、男性中心の国際社会から「女性も主役

に」なる社会への変化を訴える、これは著者の思いだけではなく、国連の各

種の委員会で指摘され要求されていることでもある。国際社会は「核兵

器禁止条約」の成立で、大きく様変わりしつつあるという。核保有五大

国が、日本がこの流れに遅れないように、世界の市民の動きを、各国政府の動向を注視すべきである、

「今迄の核の力」に頼るという考えはもう古い、ということを知るであろう。市民社会、ジェンダー視

点の素晴らしさを知り、元気がでてくる内容であった。 

 

 

■『日本』ってどんな国？    本田由紀 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

著者は、「赤旗」で委員長と対談をされた社会学の学者である。著者は、

「日本」の抱える問題を正面から取り上げている。この本を読んで考えたこ

との第一は、果たして、「日本」は本当に「先進国」といえるのだろうか？

ということ。確かに経済は先進国と言えるが、これは政府・マスコミ等によ

って、発展途上国の一部の惨状のみを見せられ、日本は「恵まれて」います

よ、と思い込まされているのではないかと思うようになった。 

著者は、国際的な調査・データに基づいて、今の日本の状況を解き明かす、

決して都合の良いデータだけを使用しているのではない。内容は幅広い課

題を取り上げ、現状の問題点・解決方向を呈示されているが、読者の関心あ

る項目から読み進んでも十分理解できる。「ジェンダー」の問題では、自民

党が政権党として君臨している事態をまず変えよ、そうでない限り日本の

病巣は、腐臭を放ち続けるという。「若者」の「保守化」については、何故

そう見えるのか、本当の姿は、データを用いて、どのように働きかけるのか

を提起している。90年代を境に、日本が大きく変化した内容、その背景等「家

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

新日本出版社 

1,870 円(税込) 

ちくまプリマ―新書 

1,012 円(税込) 
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族」「学校」「友だち」あるいは「経済」「社会運動」まで幅広く解き明かされ、今の自民党の政策・考え

方では世界から取り残されると、国民に向けて警鐘を鳴らす。データが多く紹介されているが、新書サ

イズのため少し見にくい部分もあるが、日本っていく国は、まだまだ発展途上国並みの国、ということ

がわかる内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「黒い雨」救済 新基準通知 厚労省 「否定できず」も対象 
１万１０００人認定見通し 

広島原爆の「黒い雨」の被害者の救済拡大に向け、厚生労働省は１８日、 

４月１日に運用を始める新たな被爆者認定基準を関係自治体に通知した。「黒い 

雨に遭ったことが否定できない場合」でも、在学証明書などで生活実態が確認できれば被爆者と認め

ると明記。かねて認定要件の１１疾病に含めてきた白内障については手術歴も対象に加える。厚労省

は、一連の新基準で約１万１千人が新たに被爆者認定されると試算する。 

「黒い雨に遭った」ことの要件は、雨を浴びた、服がぬれた場合のほか、雨に遭ったことが否定で

きない場合も含める。戸籍や在学証明書といった当時の居住地や通学先、勤務先に関する資料を参考

にする。 

がんや白内障、造血機能障害など被爆者認定要件の１１疾病の範囲は維持。うち白内障に関して

は、現在は症状がなかったり、放射性由来が定かでなかったりしても、手術歴を示す書面があれば被

爆者と認める。 

新基準運用の大きなきっかけとなったのは、昨年７月の広島高裁判決だ。国の援護対象区域外だっ

た原告８４人全員を被爆者と認めた。当時の菅義偉首相は上告を断念。「原告と同じような事情にあ

る人」を救済するとの首相談話を閣議決定した。高裁判決の事実認定で使われた資料は、今後の個別

審査でも活用する。 

厚労省は昨年秋から広島県・市、長崎県・市と協議。昨年１２月、広島側の救済に絞った改正案を

示していた。長崎側が求める、国の指定地域外で認定されていない「被爆体験者」は新基準の対象外

とし、今後も話し合いを続ける。 

広島県・市には約２千件の被爆者健康手帳の申請が寄せられており、４月１日から認定を始めると

いう。市援護課は「国と県市で具体的な事務レベルの協議を重ねてきた。できるだけ早く手帳を交付

できるようにしたい」としている。 

「黒い雨」は、米国による原爆投下後に降った放射性物質を含んだ雨を指す。国は大雨が降ったと

される爆心地から北西へ長さ約１９キロ、幅約１１キロの範囲を援護対象区域に指定。当時区域内に

いた人は無料の健康診断に加え、特定の病気を発症した場合は被爆者健康手帳を受け取れる。 

（２０２２年３月１９日 中國新聞） 

Scrap 

book 
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▼３月１０日(木)、ロシア侵略

に抗議する緊急街頭宣伝行動を

四条河原町で行っていると、通

りがかりの青年が「僕にも話さ

せて欲しい」と、飛び入りのスピーチ

が行われました。３月２０日(日)、福知山市の緊

急市民集会では１８０人もの人々が参加し、それ

も、若者たち、子ども連れなど多数の一般市民の

参加だったそうです。宇治では毎週土曜日ＪＲ宇

治駅前でキャンドル・サイレントアピールが取り

組まれていて、毎回１５０人を超える市民が参加

されているようです。“ロシア軍はすみやかに無

条件完全撤退を！”“ウクライナに平和を取り戻

せ！”の声は、オール市民的規模の大きな波とな

って広がりつつあるのではないでしょうか。これ

に応えるのは国際連合加盟国の圧倒的多数がロ

シアを非難し、包囲し、ウクライナ国民を支援す

る実態を構築していくことだと思います。▼３月

２日の国連総会緊急特別会合では１４１ヶ国の

賛成でロシア非難決議が採択されました。３月２

４日の「人道決議」は１４０ヶ国の賛成でした。

これほどの国々が国連の安保常任理事国を名指

しで非難するのはかってなかったことでした。国

連も、世界も変わりつつある。ここに確信をもっ

てさらに圧倒的多数の国々が賛成の立場に変わ

るよう、私たちも頑張っていきたいと思います。

(平)

編集 

後記 

■被爆２世ゲノム研究進展求める 放影研諮問委 

放射線影響研究所（放影研、広島市南区）の研究内容を審議する科学諮問委員会は１８日、３日間

の審議を終え、オンラインで記者会見を開いた。放射線の遺伝的影響を巡る研究の進展などを求めて

いる。 

記者会見に臨んだ共同座長の甲斐倫明・日本文理大教授（放射線防護）は、放影研が検討している

被爆２世のゲノム（全遺伝情報）研究について「最優先で取り組むことを希望する」と強調。研究に

向けて昨年に外部諮問委員会を設けた放影研の丹羽太貫理事長は前向きな姿勢を示した上で「差別

にもつながる問題。慎重に進めたい」と述べた。 

諮問委はこのほか、データや資料を管理する研究資源センターの充実や、若手研究者の育成、外部

機関との共同研究の必要性も提示。６月をめどに審議の内容を勧告としてまとめ、放影研に提出す

る。 

科学諮問委員会は年１回開き、４９回目の今年は新型コロナウイルス禍のため、非公開のオンライ

ンで審議した。疫学など日米の専門家１３人が参加した。  （２０２２年３月１９日 中國新聞） 
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２０２２年４月（卯月）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 金 キンカン行動 

 2 土  

 ３ 日  

 ４ 月  

 

 

５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 

 

７ 木 世界保健デー 

 ８ 金 キンカン行動 

 ９ 土 ６・9 行動 

 １０ 日 京都府知事選挙投票日 

  

 

１１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水  

 １４ 木 京都「被爆二世・三世の会」４月例会(18 時３０分・ラボール京都) 

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 

 

１７ 日 京都「被爆二世・三世の会」２０２２年総会(13 時３０分・教文センター) 

 

 

１８ 月  

 １９ 火 安保法制廃止をめざす１９日行動(18 時３０分・市役所前) 

 ２０ 水  

 ２１ 木  

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 京都原水爆被災者懇談会２０２２年度総会(11 時・ラボール京都) 

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火 チェルノブイリ原発事故(1866 年) 

 ２７ 水  

 

 
２８ 木 

沖縄デー 

サンフランシスコ講和条約発効(1952 年) 

 ２９ 金 
昭和の日 

キンカン行動 

 ３０ 土 ベトナム戦争終結(1975 年) 

 
 
 
 
 


