
京都「被爆二世・三世の会」会報№１１４  ２０２２年４月２５日 

1 

 

 

 

 

Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha（Atomic Bomb Survivors） 

 

 

 

 

２０２２年４月１７日(日) ２０２２年度総会終了後の記念撮影（京都教育文化センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

京都「被爆二世・三世の会」２０２２年度年次総会報告（速報版） ２ 

ＺＯＯＭによわる公開講座の案内 

被爆二世健診…４３年目の真実～データが語る遺伝的影響と「ほしょう」を考える ４ 

『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② ５ 

会員から会員へ・みなさんからのお便り紹介 ７ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ９ 

 「核実験被ばく者の真実―核兵器のない世界へ」 

  「『慰安婦』問題ってなんだろう？」 

SCRAPBOOK／ 「広島出身画家に地元から光」（中國新聞） １０ 

 「９６０，５３８筆の署名を日本政府に提出」(京都原水協通信) １０ 

編集後記 １１ 

２０２２年５月の行事カレンダー １２ 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１４  ２０２２年４月２５日 

2 

 

４月１７日(日)、京都教育文化センター第１０３会議室において、京都「被爆二世・三世の会」の２

０２２年度年次総会を開催しました。出席者数は、会場参加２４人、ＺＯＯＭ参加２０人、合計４４人

でした。 

前半は中嶌哲演さんの記念講演の予定でしたが、中崎さんが体調を悪くされたため、直接お話しいた

だくことは取り止め、代わりに、最近収録されていた中嶌さんへのインタビュー動画をみんなで視聴す

ることにしました。直接お話しいただくのと変わらない、しっかりとしたお話しを聞かせていただきま

した。 

以下に講演要旨を途中までですが、紹介します。 

 

■被爆者との出遭いと３首の短歌 

私（中嶌）が原発反対対運動に関わるようにな

ったその前に、私の前史とも言うべき、原爆被爆

者との出遭いについてお話しします。 

私が高野山大学にいた頃、１９６３年の夏でし

たが、和歌山県北部の国民平和大行進に参加した

ことがありました。その行進に参加されていた一

人の被爆者と出遭ったことが、私にとってはある

意味百年目でした。非常な衝撃を受けたのです。 

当時の私は、その被爆者と出遭うまでは全然、

寺に生まれ育ちながら、特に青年期の私は自己中

で、自分の中に閉じ籠ったり、どちらかというと

ニヒリスティックな考え方まで持っている人間

でした。ですから、学生時代の友人に首に縄をか

けられるようにしてその平和行進にも参加して

いました。若い人たちというのは社会的な正義の

問題に一生懸命使命感を持って運動している人

が多いのですけど、私は全然そういうことではな

かった。どんどんどんどん引き算していくと、私

にとっては文学と芸術と哲学と、そういうところ

に入り込んでいる人間でした。政治的社会的問題

なんか非常にガードしていて敬遠していて。だか

ら平和行進に参加していても、たぶん、その被爆

者の人も他の若い学生や平和行進に参加してい

るみなさんそれぞれに熱い思いを持っていて、使

命感もって参加されていたと思いますが、私は多

分一人浮いていたのです。ちょっと距離を置いた

感じで行進に参加していましたから。 

多分違和感を被爆者の人は持たれたのだと思

いますね。それで、しばらくしてからその被爆者

の方は自分の横に私を引き付けてね、平和行進の

間中、木陰で休憩している時間も、私を相手にも

う、午前も午後の行進中、被爆体験を話されてき

たのです。その人は被爆される前、中国かどっか

の国外に出ておられて、たまたま６日の日に広島

に駐屯されていて、そういう中で被爆された人だ

ったのですが。 

戦争体験、被爆体験を一日中聞かされたのです

よ。話を聞いたその時は非常な衝撃を受けたと思

京都「被爆二世・三世の会」２０２２年度年次総会 

報告（速報版） 

記念講演＜インタビュー動画の上映＞中嶌哲演さん 隠れ病む人々と向き合って 
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いますが、細々とした話についてはほとんど記憶

には残っていないのです。残ったのが、その被爆

者の方が詠まれた短歌なのです。その人が木陰で

一緒に休憩している時に、「私の被爆体験を短歌

にしてこんなふうに詠みました」といって教えて

くれたのです。 

「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」 

「今日こそは命断たんと力して研ぎたる出刃

はちり紙も切れり」 

「熱臭きシャボンの泡にまぎれなく我が黒髪

は抜けてやまざり」 

実際に被爆した人でなければ謳えない強烈な

歌です。 

私は散文的ないろいろな話やあるいは議論を

整然と聞かされるより、もちろんそれはそれで感

銘もするのですけど、韻文の力という、歌だとか

詩だとか、あるいは音楽とか、そういう芸術の一

つと心を置き換える力、訴求力というか、それが

非常にあったのです。 

私は被爆者との出遭いは非常にたくさんあっ

て、ご本人にも随分会って、いろいろ話は聞いて

いるのですけど、直接会っていながら、お話しを

聞かせていただきながら、それでも結局最も印象

に残ったのはこの３首の歌でした。私はこの歌を

もう何十年もずーっと思い起こしながら、この歌

の意味するのは何なのだろう、ということを考え

てきました。 

この人、この被爆者と出遭ったことが、やっぱ

り社会的政治的な問題は苦手だからとしておく

ことはできなくて、やっぱり人間は関わらなくて

はいけない問題なのだ、ということを思わされた、

一番大きなきっかけだったと思っています。 

 

以上、途中まで 

この続きは、次号会報に掲載します。 

 

総会の後半は、２０２１年度活動のまとめと２

０２２年度方針、２０２１年度決算報告と２０２

２年度予算について提案し審議。すべて承認採択

されました。２０２２年度世話人も承認されまし

た。詳しくは議案書をご覧下さい。 

尚、後半の冒頭、原発賠償京都訴訟の原告団共

同代表の堀江みゆきさんから来賓として、また連

帯のためのご挨拶をいただきました。 

 

２０２２年度方針については特に二つのことが強調され、確認されました。 

１、被爆２世・３世の健康問題に正面から挑む 

２０２０年からとりくんできた「被爆２世・３世健康調査アンケート」を、２０２２年度から

集計・解析・論文化・発表していきます。私たちにとっての最大のテーマである被爆２世・３世

の健康問題に正面から挑んでいくことになります。その具体化の第一歩として、６月５日(日)に

公開講座「公開講座『被爆二世健診・・・４３年目の真実 ～データが語る遺伝的影響と「ほし

ょう」を考える』を開催します。神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部との共催です。 

２、今年は京都「被爆二世・三世の会」結成１０周年 

 今年は京都「被爆二世・三世の会」結成１０周年、節目の年です。（結成は２０１２年１０月２

０日）秋に向けて、記念の行事、とりくみを行います。 

 

 

２０２１年度活動のまとめと２０２２年度方針等の採択 
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『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上・下＞ 

に寄せられた感想・書評 ② 
２０２２年４月２０日（水）現在 

 

 

妻から 

「この本を作るのはたいへん。相手さんから

聞き取り何を訴えたいかを推察し、編集・文書化

し、納得してもらう。大変時間がかかる。Ｔさん

は、これが原因で大きな病気になったのでは？

ちゃんとした感想を返信しなくては失礼」 

と言われました。 

感想を書くため、通読 し内容をまとめ、感想を書こうとましたが、多く

の人の多岐にわたる考えを感想文にまとめるには、難しく手に余り、筆が止まってしまいました。 

しかたないので、次善の策として１人ひとりの感想を書くよう考えましたが、時間がかかりそうなの

で、取り急ぎ書き上げた１通を送付いたします。 

 

上下２巻の結構ボリュームのある内容にも関わらず、非常に詠みやすいのは、文体が簡潔・平明で、

ほどよく感情を抑えたエッセイ的な文章構成であるからと思います。自身は、型にはまった定型文章し

か書けないので羨ましく思います。 

被爆時の状況は、なんとなく聞き知っていましたが、被爆後の情報はこの本で詳しく知ることができ

ました。被爆者のその後を調べた書物は見たことがないです。被爆後生き延びた人の考えは、以下の状

況があると思います。 

① 被爆で後の人生が大きく変わった人が多い。 

② 証言者の多くは、原子爆弾で亡くなられた人にある種の負い目みたいな意識がある。 

③ 被爆に因果関係の疑いのある病を経験した人が多いこと。 

④ 結婚での偏見・差別がある。 

⑤ 戦争の悲惨さを強く自覚し、後の世代が知ってほしいと思う人が多い。 

 

安倍元首相が、ロシアのウクライナ侵攻で、核共有論を主張し、一部マスコミは憲法９条を時代錯誤

と唱えています。この本で証言した人はどう思うだろうかと思います。 

社会の保守化とともに、歴史の書き換え（歴史修正主義）の声がマスコミに多々現れています。彼ら

の手法は、史料を都合よく解釈すること、史料が無ければ歴史的事実ではないと主張するのが常套手段

です。この流れの行き先は、唯我独尊でとても危険だと思います。歴史の資料としてのこの本の証言が、

これに対抗する糧になると信じています。 

２０２２年３月２９日 Ｕ・Ｓさん 

 

「李 正道」さんについて 

 李さんの証言は、多彩でテンポよく流れ、内容も興味深い。話す内容は、具体的で整然としている。 

李さんの人生は、家族の養育に人生の大半を費やし、タイトルの「被爆・民族差別で貧しさ」から苦

労の多い人生が簡潔に表現。あまり人に言いたくない事実も話されている。 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１４  ２０２２年４月２５日 

6 

被爆について 

李さんにとり原爆の最大の犠牲は、父親が亡くなり貧困が襲ってきたこと。 

李さんの父が、「勤労奉仕に出て行方不明」と話されている。「勤労奉仕」とは、多分「国民徴用令」

での強制徴用と思われる。「韓国の人には特に厳しく、出ないと配給がない」という一説は、朝鮮本土か

らの強制連行の有無に関心が行く反面、スポットの当たりにくい在日朝鮮人の状況を伝える貴重な証言

と思われる。（ネットで調べても在日朝鮮人の徴用の記事はほとんどない） 

朝鮮人にとり、太平洋戦争は他国民の戦いであり、原爆の死は理不尽な事である。 

後日の乳がん発生に被爆は関係しているのか、と思う。治療を「仕事がある」と途中で止めている。

大丈夫かなと思う。 

徴用（招集）された軍人が戦病死した場合、恩給が支給され、一般人が徴用され原爆死した人は、日

本人も含め補償がないのは理不尽さを感じる。 

１４歳の李さんが父親の死亡により、家族の補助労働を強いられ、かつ対外的に差別を受け、人生の

最も自由で楽しくあるべき時期に生活苦を強いられたこと。 

在日朝鮮人として 

李さんは、１９４５年で１４歳なので１９３１年生まれ（満州事変勃発の年）と思われる。 

当時の朝鮮本土の状況は、「恐慌の集中的しわよせを受けた朝鮮農村は壊滅的状態にあり、小作争議・

労働争議は増大し、国体の変革を目指す赤色労濃運動が熾烈に闘われた」（武田幸男編「朝鮮史」山川出

版）とあり、古郷を捨て、日本の底辺の労働者にならざるを得なかったと思われる。 

最も大きな差別は、兄弟とも初等教育からはずされ、文盲であったこと。多分、植民地時代の朝鮮人

は、義務教育生徒がなかったのか原因と思われる。それにしても、年齢が原因で「学校には入れてもら

えませんでした」を判断したのは誰だろうと思う。教育関係者であれば、朝鮮人への差別意識が社会的

に徹底して蔓延していたことになる。 

文盲のため「土方」や「桂川の友禅流し」等のきつく低賃金で不定期の仕事しかなかったか、あるい

は文盲のため条件の良い仕事を見つめるのが難しかったのか。 

朝鮮人部落 

大阪では、生野区・東成区に集中（一時、「在特会」が大声でデモをしていた場所）。隔離された「朝

鮮部落」では、情報の断絶（敗戦を知らなかった）・物資の配給の不公平・貧困（草や貝で飢えをしのぐ）

等徹底した差別の存在。 

１７歳での結婚 

高校２年での年齢での結婚は当時の日本人でも非常に早い。推測するに、朝鮮では日本人以上に女性

の低いことが原因ではないかと思う。簡潔に文章をまとめＴさんが、李さんの夫の不満を、再度書き入

れている。よほど李さんの夫に対する不満の印象が強かったのかと思う。ただ、朝鮮人の男から見れば、

普通のことで李さんの訴えは理解できなかったのではないかと。知人の朝鮮人の話では、「家庭の様々

な軋轢を嫌い結婚しない女性が多い」と話していた。 

５０歳で定職に就いたこと 

就職の際、担当者の好意的な扱いに非常に感謝。たぶん、いままで差別も含め、非常に苦労されてい

るので、人のありがたみがよく分かるのだと思う。定年後の継続雇用も含め２２年間働けたのは、実直

な働きぶりが評価されたと思われる。 

社会保険に加入できたのは本当に良かったと思う（’８２年から在日朝鮮人も国民年金の加入が可能

になり、李さんも日本人と同種の年金が受給可能に（金額は別として）。よかった。 

李さんにとり、被爆と在日朝鮮人の二重差別の中、忍耐と達観で人生を乗り越えてきた。多くの差別

を受けてきたと思われるが、口には出していない。最後に朝鮮人原爆慰霊碑で間接的に差別を訴えてい

る。重い言葉である。 
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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。 

 

 

■今後は石川県「被爆２世連絡会」として 

池田治夫（石川県原爆被災者友の会二世部会） 

いつもニュースを読ませていただき、組織的にしっかりと継承活動をされていることに敬意を持って

いました。私たちは、この３月末「石川県原爆被災者友の会」が解散となり、会の解散に伴って二世部

会も消滅となりました。部会には５名の世話人がいて、いろいろ話し合いましたが、今後は「被爆２世

連絡会（石川）」として、世話人を中心に 20名程度の連絡がとれる県内２世と仲間と活動を継続してい

くこととなりました。最後の県内版「ニュース」は添付の通りです。今後とも、今しばらくのお付き合

いをお願いします。 

 

■里親会のホームページ 

増田正昭（下京区） 

京都市里親会（ゆりかもめ）のホームページが数年ぶりに復活してリニュー

アルしました。ご紹介します。これから、いろいろこと発信しますので応援し

てください...  

KYOTOCITY-SATOOYAKAI.ORG 
ホーム - 京都市里親会 ゆりかもめ 

私たちは、京都市における里親制度の普及と啓発のため、様々な活動を行っております。 

 

 

■畑サークル 

井坂洋子(北区) 

４月１３日、今日は本当に久し

ぶりの畑。みんなも待ち焦がれて

いたのか、今日は１０人参加。雑

草も待ってくれていたのか、大き

く成長。人海戦術とはよく言った

もの。雑草だらけの畑がどんどん

キレイに。ねぎ坊主やほうれん草、

大根など、収穫。今日は初参加の

人もあり、いろいろな出会いがあ

り、楽しい畑でした。暑かったぁ。

Ｏさん作の夏みかんビール、とて

もおいしかった。 

先週の畑サークル。大きく成長

した雑草たち。最近は人が増えて、草引きも早い早い。奥の畑では、学生さんたちが、開墾して小麦畑

を。日本の食糧自給率 39%。生産者たちは高齢化している。今後ますます自給率が下がる懸念のある中、

若い人たちが農業をやってくれることに希望が見える。Ｏさん手作りのほうれん草ケーキ美味しかった。

(４月２４日) 

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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2193524950813354&set=pcb.2193528764146306&__cft__%5b0%5d=AZWfslHtPcQcIOizGrYuYExSxmgXq2TgfOx8jyvGI_4pjQR93bFdJvHA5R5MuuxAUl9KAi9zX9Huma7dOMvtufU-8AwfvGEl8PqZVpkFIiBlAE483LIiuXPgCz6aGWEv_G8&__tn__=*bH-R
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■争点の一つ新幹線 

花岡和子（京田辺市） 

知事選では北陸新幹線延伸が争点の一つでした。どう考えてもトンネルを掘るより、米原経由で東海

道新幹線につなぐ方がよいのではと思います。府民への周知はまだまだです。本当に必要なのかもっと

議論をしてほしい。狭い日本そんなに急いでどこへ行く。 

 

■山科区の平和のための戦争展 

平 信行（南区） 

４月２４日（日）、山科区の平和のための戦争展に招かれて、

１時間ほどのお話しをしてきました。被爆２世として話して欲

しいということだったので、さて何を話そうかと考えました

が、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』<下巻>を発行したとこ

ろだったので、この本の〈上巻・下巻〉から私が強く印象付け

られたことを話すことにしました。 

あらためて上巻・下巻の９５人の体験全部を見直し、特に印

象深い証言を１０の内容にまとめて話しました。具体的には、

１０代の少年が親やきょうだいを自らの手で荼毘に付さなけ

ればならなかったこれ以上ない辛い体験、学童疎開先で広島方

向の空に原子雲を見て遂に親が迎えに来ることのなかった子

どもたちの境遇、兵士として従軍看護婦として従事しながら被

爆した実相、被爆者は日本人だけではなかった、生き延びても

しかし結婚、出産の都度襲い掛かってきた不安、苦しみ、葛藤、

差別・・・何度も列車の線路の傍に立ったこと、それﾃ゛も苦しみを乗り越えて雄々しく生きてきた被爆

者の実際の姿等々でした。 

あっという間の 1時間でした。３０人の参加者は最後まで集中して聞いていただいたように感じまし

た。被爆者の高齢化が進み、人数も少なくなっていく時代。私たち２世・３世がそれに代わっていく、

そのことが求められ、期待もされているように思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

⚫ 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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■核実験被ばく者の真実－核兵器のない世界へ  赤旗編集局 編 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

映画「放射線を浴びたＸ年後」で知られるようになった「被ばくマグロ漁

船」の実態を調査した書籍である。日米両政府の「政治決着」で解決した「被

ばく」問題、しかし、その裏には恐るべき取引があったことが暴かれている。

解決金として支払われた「200万ドル」、米議会の承認を得る必要がなかった

お金であり、一部は日本の政界・行政組織に還流されたという。日本は「戦

犯」の早期釈放を狙い、米政府は「内部被ばく」を世界から隠すために、早

期解決を図ったという、ここには「被ばく漁船員」のことは一切考慮しない

日米両政府の姿勢が見える。「被ばく」漁船員のその後が、本人の口から「証

言」として語られている。ここには、多くの漁船員が「若くして」亡くなっ

た事実、そして「核兵器に対する怒り、核兵器廃棄の強い願い」がにじみ出

ている。太平洋での「水爆実験」で被ばくしたのは、マグロ漁船だけではな

いことはご存知の通り、「マーシャル諸島」住民の健康被害問題も、現地の人

の証言で暴露をされている。もっと知られるべき問題である、マーシャル諸島で米国が行った核実験、

広島型原爆 1.7 個を 12 年間毎日爆発させた規模に匹敵する、という事実、恐るべきことである。世界

の被ばく者がもっと手をつなぎ被害の実態を知らしめ、補償を勝ち取ることを訴えている。 

 

 

 

■『慰安婦』問題ってなんだろう？   梁 澄子 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

若い世代に「慰安婦」問題について理解をしてほしい、という願いを持っ

て書かれている。「慰安婦」という名称自体とんでもない呼称であると指摘

する。それだけではない、著者の「慰安婦」問題に対するかかわり方の悩み

も語られている。ここには、「慰安婦」被害者の成長と軌を一つにする。「慰

安婦」とされた女性たちが戦後も被害を蒙った悲惨と言うしかない状況も書

かれている。「慰安婦」問題は解決したという立場をとる日本政府、しかし、

30 年以上日本政府の姿勢は変わっていないし、日韓合意についても、解決

策を韓国政府に一方的に押し付け真の解決策にはなっていない、と指摘す

る。日韓合意の問題点についても日本では殆ど報道されていない、「慰安婦」

問題を真に理解するために、ぜひ読まれるべき内容である。それと共に、「慰

安婦」とされた女性たちが、「被害」を訴え「補償」を求めるだけでなく、

世界に広く目をむけ、「性暴力被害者」と共に、平和を求め、若い世代に引

き継いでほしい、という強い思いが描かれている。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

新日本出版社 

1,650 円(税込) 

平凡社 

1,760 円(税込) 
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■広島出身画家 地元から光 靉光や丸木位里 功績を再評価 
 漫画・冊子に 

広島県出身画家の画業を地元の視点から捉え直す動きが進んでいる。 

北広島町の住民らは町教育委員会から委託を受け、洋画家靉光（あいみつ） 

（１９０７～４６年）の伝記漫画を作成。広島市安佐北区では日本画家丸木位里 

（０１～９５年）の足跡をたどる冊子が生まれた。ともに古里とのつながりに光を当てる。 

漫画は「マンガふるさとの偉人 靉光」（Ｂ６判、１１４ページ）。０７年に北広島町壬生で生まれ

た靉光が、地元の伝統芸能や商家のびょうぶ絵などに触れながら育つ幼少期を描く。その後、大阪を

経て２４年に上京した靉光が創作に悩んで幾度か帰省したエピソードに焦点を当てる。古里で丸木

位里らと交流し、自分なりの画風を探ったと紹介する。 

やがて靉光は、シュールレアリスムの代表作「眼のある風景」（３８年）や自画像の連作を発表し、

近代日本洋画に大きな足跡を残していく。漫画では、美しい壬生の風景を言い表そうと見つけた言葉

「靉靆（あいたい）」が雅号の由来になったという逸話も盛り込んだ。靉靆は雲がたなびくさまを意

味し、地元の城山からの眺めに想を得たという。 

町内で長年ギャラリーの運営に関わる石井誠治さん（７３）が原案を、石井さんが経営する会社の

スタッフの坪郷絵美さん（２７）が作画を担当した。２人は、かつて靉光と親交のあった地元住民の

遺族らに取材を重ね、美術の専門家たちの監修のもとに仕上げた。東京のＢ＆Ｇ財団から３００万円

の助成を受け、北広島町教委が２千冊を発行。販売はしておらず、町立図書館に置いたほか地元の学

校に順次送る。 

石井さんは「これまでの靉光の評伝や研究は、主に上京後の活躍に着目したものが多い」と指摘。

「靉光の感性は壬生で育まれ、古里が支えとなって独自の作風を築けたのではないか。地元あってこ

その画業だ」と力を込める。 

地元の視点から出身画家の歩みを見直す取り組みは、広島市安佐北区安佐町飯室でも進む。住民と

広島大の学生たちが連携し、飯室出身の丸木位里の軌跡を調査。寺のふすま絵など古里に残る作品の

数々を撮影し冊子（Ａ５判、１６ページ）に収めた。冊子は地元の学校などに加え、原爆資料館（中

区）にも配った。同館の情報資料室で閲覧できる。 

冊子作りに関わった広島大の多田羅多起子准教授（４４）は「位里と交流のあった人たちが高齢化

し、個人の持つ資料が散逸する恐れもある。今回調査できた意義は大きい」と強調する。「地域で継

続的に顕彰しているかどうかが、作家の今後の評価を左右する場合もある。功績を地元で見直し、伝

え継ぐことが重要だ」と話している。 

（２０２２年４月２０日 中國新聞） 

Scrap 

book 

■９６０，５３８筆の署名を日本政府に提出 
 「日本政府に核禁条約参加を求める」署名の(第一次)共同提出 

４月２２日(金)、衆議院第一議員会館において、「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求め

る」署名の共同提出（第一次）のつどいが行われました。日本原水協を先頭に、全国の署名運動をと

りくんでいる人々、各都道府県原水協や被爆者のみなさんが参加し、それぞれの思いを込めて、日本

政府を代表して出席された外務省・池松英浩審議官（外務省軍縮不拡散・科学部）に、この日までに

集約された 960,538筆の署名を手渡しました。 
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▼ ５月に入ると国民平和大行進の

スタートとなります。５月６日

(金)東京夢の島が出発点。やがて

６月には京都まで行進は続き、今

から準備に忙しくなります。毎年の

ことですが、今年の平和行進の持つ意味は重大で

す。ウクライナに平和を、核戦争を絶対に阻止し、

ロシアを含む核保有国をはじめ、すべての国が核

兵器禁止条約に参加するよう、緊急に取り組んで

いかなければならない。そのための平和行進でな

ければならない、からです。▼中嶌哲演さんの講

演は新鮮で、衝撃的でもありました。中嶌さんは

１９６３年、今から５９年前の平和行進を歩き、

その時出遭った一人の被爆者のお蔭で、その後の

人生が定められた、かのようなお話しでした。私

たちの歩く平和行進もそのようなインパクトの

ある、人を変えるだけの迫力のあるものにしてい

きたいと思います。京都での平和行進は６月２１

日(火)から始まります。京都府内でいくつかのコ

ースがありますが、最後は７月２日(土)の京都市

内網の目行進です。今年はあなたも一緒に歩いて

みませんか。(平)

編集 

後記 

5 人の署名運動共同よびかけ人からあいさつと訴えが行われました。この日は 7 人の国会議員も参

加、それぞれからあいさつと共に運動をすすめるメッセージが寄せられました。日本原水協の 5つの

団体代表と、25都道府県の代表が一言ずつコメントを述べながら署名を手渡しました。京都からは、

京都原水協平事務局長と三山正弘さん（京都原水爆被災者懇談会世話人）が出席。この日までの 11,875

筆の署名を手渡しました。 

今回は第一次の署名の共同提出でしたが、第二次に向けて圧倒的な署名数を集約し、現実に核政策

に影響を与え得る規模の運動にしていく必要があります。 

つどいは YOUTUBEで視聴することができます。  https://youtu.be/woz84Se0C8o 

（２０２２年４月２５日 京都原水協通信） 

https://youtu.be/woz84Se0C8o
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２０２２年 5 月（皐月）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

５ １ 日 2022 年メーデー 

 2 月 八十八夜 

 ３ 火 
憲法記念日 

５・３憲法集会 in 京都 1 時 30 分・円山野外音楽堂 

 ４ 水 みどりの日 

 

 

５ 木 こどもの日・立夏 

 

 
6 金 

６・9 行動                                                キンカン行動 

２０２２年国民平和大行進スタート 東京・夢の島 

 7 土  

 8 日 母の日 

 9 月 6・9 行動 

 １０ 火  

 １１ 水  

 １２ 木 沖縄施政権返還 50 周年記念講演会 18 時・オンライン 

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日 
沖縄施政権返還の日(1972 年) 

葵祭 行列中止 

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木 
京都「被爆二世・三世の会」例会 18 時 30 分・ラボール京都 

安保法制廃止をめざす１９日行動 １８時３０分・京都市役所前 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１

迎え 

土 ビキニ環礁ブラボーでアメリカの水爆実験(1956 年) 

 ２２ 日  

 ２３ 月  

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 


