
京都「被爆二世・三世の会」会報№１１６  ２０２２年 6 月２５日 

1 

 

 

 

 

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

 

 

 

６月２１日（火）２０２２年国民平和大行進 雨中の京都入り （蹴上にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

２０２２年６月５日ＺＯＯＭ公開講座 参加者の感想文（抜粋） ２ 

 核兵器廃絶に向けて 

核兵器禁止条約 新たに４カ国が批准 ６５ヶ国に ４ 

中嶌哲演さん「隠れ病む人々と向き合って」つづき 第３回(最終回) ５ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（９１） １０ 

会員から会員へ・みなさんからのおたより紹介 １５ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １６ 

 「五十八年後の原爆」、「『廃炉』という幻想」 

SCRAPBOOK／ 「被爆二世の国会議員と懇談」（被団協新聞） １７ 

 「被爆２世の苦しみ世に」(毎日新聞) 

 「京都・亀岡の『平和祭保津川市民花火』３年ぶり開催へ 

編集後記 １９ 

２０２２年７月の行事カレンダー ２０ 

 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１６  ２０２２年 6 月２５日 

2 

 

 

参加者の 

感想文紹介 

（抜粋） 
 

 

 

 

６月５日(日)のＺＯＯＭ公開講座は当日参加１８０人でした。また１００人以上の方がアーカ

イブ視聴を申し込んでいただきました。 

終了後、多数の感想が寄せられています。その一部ですが、以下に抜粋で紹介します。 

 

 

 

●昨日の良い企画をありがとうございました。 

拝見していて、ふと思いついたのですが、いろい

ろな症状のある方の親御さん達は、被爆後、何処

に住まわれておられたのかという事です。そのま

ま長崎や広島に住まわれていた場合と全く清浄

な土地に移られていた方との相違があるのでは

という事です。と言うのは、私の家族は、被爆の

１年３ヶ月後に東京に転居しましたので、家族全

員が全く問題のない健康状態で過ごした事と関

係しているのかなと思った次第です。父は８２才、

母は９８才で生涯を閉じました。 

そして被曝後もその地に留まる事が、さらなる被

害を拡大させるのではと今の福島についても心

配です。おまけに福島県は、汚染木材をバイオマ

ス資源として使用しようとしているのですから、

尚更です。 

二世にも福島被曝をされた方々も被曝者手帳を

交付される事を願っています。 

いろいろありがとうございました。                          

Ｍ・Ｍさん 

 

●昨日は、貴重な講演会に参加させて頂き本当に

有難うございました。 

恥ずかしながら存じ上げなかったことが多く、と

ても勉強になりました。 

森川さんの御本は読ませて頂いてましたが、直接

お聞きするとまた感じがちがいます。 

本当に大変な人生を送らされて来られたんだと

実感致しました。 

午後４時過ぎには予約の方があり 退室いたし

ましたが、お誘いくださいました守田さんにひと

言お礼を申し上げたかったです。 

本当に有難うございました。                             

S・Kさん 

 

●オンライン講座は、たいへん勉強になりました。

さっそく堺原爆被害者の会（堺広長会）二世部会

の事務局メンバーに転送し、拡散させていただき

ました。他の関連情報にも、これから接していき

たいと存じます。 

堺で二世の会が生まれて１７年目になります。

一世の役員たちが頑張って私たちを組織しまし

た。この間、毎年１世たちとともに「堺原爆展」

を開催してきました。また二世に対する手帳の交
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付と医療費助成を要望し、２０１４年に堺市との

交渉で「２世健康管理表」（手帳に替わるもの）

の発行などにこぎつけました。一応、国の健康管

理表のひな形が出るより７年早かったのですが、

しかし医療費に関しては「あくまでも国の責任」

との姿勢を堺市は崩さず、堺独自の助成を獲得す

るにはいたっておりません。 

これまで、私たちの活動は堺だけで孤立してお

り、例えば被団協の二世へのアンケート調査など

も当地では無縁のままでした。（少し悔しいです

ね）豊中の市議（二世）と繋がったのも、やっと

昨年のことでして、もっと外部との連携が必要だ

と強く感じております。 

またいろいろな情報など、お知らせくださいま

すと助かります。よろしくお願い申し上げます。 

Ｔ・Ｈさん 

 

●２０２２年３月まで広島に２１年間おり、在韓

被爆者支援をしていたものです。先日の講座は大

変に興味深いものでした。韓国の二世の方とも情

報を共有できたらいいと感じました。韓国ででき

た法律は二世三世まで対象ではありますが、かな

り古い情報で申し訳ないのですが、日本が二世の

保障をしていないのに韓国もできないというこ

とで、援護の内容が案より後退しました。在韓被

爆者も被爆者援護法の対象者です。そう考えると

韓国の二世、世界にいる被爆二世（多くは韓国、

そして北南米）にも関連することです。 

どうか、これからも引き続き勉強させていただけ

れば幸いです。 

本当にありがとうございました。                           

Ｉ・Ｓさん 

 

●被曝者の方、被ばく２、３、４・・・・世の方

の証言の積み重ねが、後の人へ の貴重なものと

なると感じました。大切な試み、痛みを伴うもの

なのに、積み 重ねてくださっていることに心か

ら感謝いたします。                                                           

Ａ・Ｋさん 

 

●二世健診の厚労省の意図がはっきりとわかり

ました。この事実を周知していく ことが大切か

と。 

Ｆ・Ｋさん 

  

●森川聖詩さんの厚労省被爆者二世の健康調査

反対の取り組み、守田敏也さんの 京都被爆者二

世の健康アンケートの取り組み、貴重なお話しあ

りがとうござい ました。森川さんの取り組みを

まったく知らなかったし、守田さんの被爆者ア 

ンケートのさまざまな症状の多さに衝撃を受け

ました。Ｓ・Ｋさん 

 

●「被爆２世の検診・・・４３ 年目の真実」のお

話をお聞きして、「検診」が救済を目 的とするも

のではなく、被爆二世を単なる研究対象・モルモ

ットとしてしか考えていなかったということを

お聞きして、改めてヒバクシヤと二世に対する差

別に憤りを強く感じました。調査結果も「異常は

認められない」という結論を シナリオ通りに描

くようなものだったのですね。 この時の不信感

から今なお検診を拒否しておられる二世の方が

あられるというお話も頷けました。今回のアンケ

ート調査の結果は、様々な健康の問題を抱えなが

ら、人生を歩んでこられた被爆二世の方たちの姿

も浮き彫りにしたのではと思います。「黒い雨」

訴訟によって、被爆者の救済は一歩進んだとはい

え、まだまだ不十分であると思いました。 今回の

企画、お話していただいた、森川さん、守田さん

ありがとうございました。       Ｓ・Ｏさん 

 

●ありがとうございました。皆様の努力に感謝し

ます。アンケートに書かれていた様々な症状が、

子どものころを含め大人になってからも自分に

もありました。原爆と結びつけて考えていません

でしたが、関係あるのだろうと今でも疑心暗鬼で

す。それに加えて人にはないものが自分の身体に

はあり、すでに手術等で取り除いたものもあれば

現在も持っているものあります。幼いころは大げ

さに言えば生死をさ迷ったこともあるようです

が、その後は健康に過ごしているので、両親の被

爆と考えたことはありません が、・・・・・・。 

今回、被爆２世の方々の過去も含めて現状が聞け

たことは良かったです。感謝しています。 皆さま、

どうぞ体に気を付けてください。                            

Ｙ・Ｏさん
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核兵器禁止条約 新たに４ヶ国が批准 6５ヶ国に 
 

■６月１４日(火)中米のグアテマラが核兵器禁止条約の批准書を国連に寄託しました。グアテマラの批

准で、中米８ヶ国すべての国が締約国になりました。 

グアテマラは昨年１０月の国連総会第１委員会で「核兵器の使用や使用の威嚇を防ぐ唯一の効果的な

方法は核兵器の禁止と全面廃絶だ」と強調。「核兵器の廃絶を法的に義務付ける確固とした一歩」だとし

て、核兵器禁止条約の発効を歓迎していました。 

■核兵器禁止条約第１回締約国会議が始まる前日の６月２０日、ニューヨーク国連事務総長にカーボベ

ルテ(アフリカの西方大西洋)、グレナダ(カリブ海)、東ティモー(東南アジア)３ヶ国の批准書が寄託さ

れました。批准国はこれで６５ヶ国となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年６月２０日現在 核兵器禁止条約批准国６５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 
東ティモール 

メキシコ 

グアテマラ 
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 

グレナダ 

カザフスタン 

モルディブ 
セーシェル 

コンゴ 
ナミビア コートジボワール 

ベナン 
ナイジェリア 
カーボベルテ 

フィリピン 

コモロ 

モンゴル 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１６  ２０２２年 6 月２５日 

5 

 

前号(５月号)からの続きを掲載します。 

 

 

■警告「１０週未満で中絶を」の闇 

悩ましいこと

で、切実な問題な

んですね。現に福

島で被災した人

たちは、やっぱり

当事者が黙り込

んでいく、そうな

らざるを得ない

ような目に遭っ

ておられる。悩ましい、痛ましい事例を私も知っ

ていましてね。 

富岡町という福島原発の地元で元バスガイド

をしていた活発な方でしたよ。旦那さんと一緒に

共働きをしてマイホームを建てててね。ところが

今は事故で離れざるを得なくて茨城に避難され

ていますけどね。その方は事故が起きるまではバ

スガイドで全然明朗活発で職場で働いておられ

ました。あの原発事故によって、反原発の女性の

闘士といってもいいようなすごい活動されてい

ました。小浜にも２～３度みえていますし、ご本

人とも私は会話もしているのですけど。小浜でも

話してもらっているのです。 

私はこういう話を聞いた、というだけでは、そ

れこそ風評被害に悪用されたりしかねないです

から、その方が『 NO NUKES voice』という雑誌の

インタビューを受けられて、そこでしゃべられた

ことが活字化されていて、公開されています。そ

れを紹介させてもらいます。インタビュー記事の

中にすごいことが書かれているです。 

２０１４年頃ですかね、事故の２～３年後に娘

さんが結婚されて「お母ちゃん、もうすぐお祖母

ちゃんになれるよ、お祖母さんにしてあげるよ」

と言われる。つまり身籠ったということを報告さ

れて、大喜びされたのだそうです。ところが幸せ

もつかの間、１０週間以内というか、７０日、妊

娠１０週未満で中絶しなさいという警告を医者

がしたらしいのです。それですごく悩まれたたみ

たいなのですけど結果的に娘さんは中絶された。 

その同じ年に同じ年代の若いママたちがね、自

分も中絶したという人が、その娘さんの交際範囲

でだけでも８人もいたそうですよ。２０１４年ぐ

らいの時点でね。その中の一人が粘って、半年頑

張ったそうですけど、生れてきた子どもが片足片

手で、残った指も３本しかなかったという、そう

いう胎児の状況だったのだということを、彼女の

インタビューの中で事実としてしゃべっている 

わけです。これは『 NO NUKES voice』のインタビ

ュー記事だからリアルに書かれて報告されたの

だと思いますけど、私も耳から間接的にはその人

から聞いているのですよ。 

私はその事実を聞きながら、なぜ１０週未満な

んだという疑問点が当然浮かんだのですね。そし

たらその方がおっしゃるには、１０週未満で中絶

すると異常出産の数にカウントされないのだそ

うです。統計的にも無視できるわけですね。そう

いうことはあったけれどもなかったごときに処

理できるわけですよ。カウントされないのだから。

そうすると福島のお医者さんたち、医師会はどう

判断されているのか。そのへんも本当にもう、私

ちょっと体が震えるような。話を聞かされたり、

報告を読んだりしていましたね、 

それでその方は２～３年鬱になって、閉じ籠ら

れて、外部への講演活動など一切されなくなって

しまったのです。今はようやく普通の状態に回復

されつつあるみたいですけど。別の形での活動を

試みられているようです。 

その人にとって一番衝撃的だたのは、中身もで

すけど、同じ仲間の原発に反対しているグループ

や個人のメンバーの人たちから、「そんなこと言

わないでよ。そうでなくても福島は今、アレコレ

言われているのに」「そんなこと言ってもらうと

２０２２年４月１７日 ２０２２年総会記念講演＜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」 つづき 3 
最終回 
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煽り立てるようでね、そんなことは言わないでよ」

と言われたこと。自分はありのまま事実を語った

に過ぎないのに、その事実を語ったこと自体、そ

んなことは止めてくれって言われる。しかも同じ

反対運動していたような人からも。仲間内から

言われたという事がものすごく精神的にこた

えて、黙っていってしまった。 

最初にお話していたなんで隠れ病む身にな

っていくか、という、その放射線被ばくの特性、

固有の特徴もありますし、自分自身の判断もあ

るのだけれど、その方のように同じ仲間のみん

なからもそこまで言われてしまうことがね、非

常に悲しかったというか、苦しまれたようで、

うつ状態になって、引き籠りが２～３年続いた

らしいのですよ。そういう悩みが、これは福島

の被ばく者とその係累にあたる人たちがそう

いう悩みを抱え込んでしまったという問題で

もありますね。 

私は先ほどの報告をした時、ただ耳で聞いたこ

とじゃなくてこの通りインタビューされて、こう

いうふうに事実を語られていますと言ってみな

さんにお伝えしました。このことが差別をするよ

うなことにつながってもらっては困るけれども、

この事実を知ってもらって、その上で後はみなさ

ん自分でちゃんと考えて下さいね。私からアレコ

レは申し上げないけれど、まずこの事実をみなさ

んに知ってもらった上で、差別をしないで、しか

もこの事実をどう受け止め、どう考えていったら

いいのか考えて下さいね。 

あの広瀬たかしという人も相当ズバズバもの

を言う人ですけどね、彼が「被爆２世・３世の会」

の人たち(京都「被爆二世・三世の会」とは別の組

織)から自宅に乗り込んで来られて、「広瀬さんが

あんまり放射線被害のことを激しく批判される

のは、我々被爆２世・３世としてはあたかも差別

を受けているような気持ちになるのですよ。あん

まりそんなことは言わないで下さい」というよう

な抗議を受けられて、あの広瀬さんがちょっとノ

イローゼになられたようですね。でもあの人らし

く何回も何回も乗り込んできた「２世・３世の会」

の人たち対話をする中で、それなりにの回答を見

つけ出されたみたいですけど。 

 

■肯定的なことに向けた努力 

これは障害者差別の問題だけじゃなくて、なん

で私たちが原発なんかに反対したり核兵器にも

反対していくか、でもあります。否定的な事実に

対してそれをきちっと直視して批判することは

とても大事なのだけど、運動としてはその側面は

欠かせないけれど、一方でもっと肯定的なことの

ために正しい美しいビジョンに対して、そっちに

向けて努力しようってような、その方法もすごく

大事かなって思ってまして、小浜の例を一つだけ

紹介しますね。 

これは小浜で１９７２年に、小浜原発を食い止

めた時に、有権者２４，０００人の内１３，００

０人以上の署名を集めて食い止めた時のものな

のですよ。１９７２年の検印も残っているのです

よ、「３月３１日までに剥がして下さい」って。た

った１枚残っているサバイバルのポスターなの

ですけど、これを１４０の行政区全部に貼り巡ら

して、はではでしいポスターなんだけど、このポ

スターの中に小浜市民のあるいは小浜市民の会

の気概が凝縮しているように思うのです。 

というのは、今言いましたように、反対反対を

前面に出しているのではなくて、「美しい若狭を

守ろう！」という、これをメインのスローガンに

したのですね。そして、そのために、ということ

で“原電設置反対”という小浜市民の会の意見を

明確に示している。市民の会の名前を掲げてね。 

 

左肩のこれはシンボルマークなのですよ。小浜

市民の会は９つの大中小の団体、グループで結成

されたのですが、その９つの中に２０歳代の青年

が２０人あまり集まっている若狭原電青年研究

会という組織がありましてね、政治的にはニュー

トラルな、いろんな考え方を持った青年たちが集

まって来ていて、若狭高校の定時制を卒業して町
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工場で働いたり、大工さんになったり、左官屋さ

んになったり、町の商店の跡継ぎの人だったりね、

女性は保育士なんかも参加していましたけど。そ

の中の一人が「シンボルマークを作ろうよ」って、

青年らしいアイデアを出してきましてね。２０歳

の青年が提案してきたシンボルマークだったの

ですよ。 

３，０００人ぐらいを擁する大きな地区労の団

体から、２０～３０人のグループだとか、私たち

はたった５人の牧師さんやらお坊さんの宗教者

の集まりだったのですけど、高校の先生たちの組

合の団体だとか入っていましたけど、その幹事会

の席でね、その青年グループの人たちがシンボル

マークを提案して意味を説明してくれたのです。 

マークの真ん中は青です。日本列島は普通青い

海に囲まれているのだけど、小浜の海や若狭の海

は半島に抱き込まれるようにして小浜湾があり

ます。だから真ん中の青いのは美しい小浜湾や若

狭の海なのだ。それを緑で囲っているのは抱き込

むようにしている緑の半島や若狭の緑の大地を

表している。そして赤丸は当時小浜市民の会が立

ち上がった時に原発は７基が建設中だったり、計

画が決定してたりしていたのですよ。今や美しい

若狭の海や緑が危険な現物で包囲されている、そ

の赤を意味しています。 

と同時にこの赤だけは２面、両面性を持ってい

ます。二重の意味を持っていて、その危険な輪を、

小浜市民の団結の輪で、美しい若狭を守って行こ

うという、そういう赤丸なのだと。赤い丸はそう

いう二重の意味を持っています、という説明をし

てくれてね。 

シンボルマークには何の文字も書いていない

のですよ、シンプルなシンボルマークで。もう幹

事会は全員で「よし、それを選ぼう！」というこ

とになって、こうしてポスターも貼り出していっ

た。自分のマイカーの窓にも貼る、家の玄関やら

店のウインドウにも飾ってもらうとか、自分の持

ちかばんにも貼り付けるとかね、そういう形でこ

れが広がって行ったのですよ。 

「これ何の意味？」「これはこういう意味。もう

すぐ小浜原発阻止の署名運動もやるからその時

は協力してね」と、そういうことにつながってい

ったシンボルマークだったのです。 

もちろん否定的な負の部分というのはこれは

直視して、それにどう対応し批判するかっていう

ことはこれは運動面ですごく大事なことなのだ

けど、あまりそっちだけにグーっと行くと、特に

私が今日報告した極端な事例の方向にみんなの

関心がグーっと集まり過ぎると、運動がちょっと

険しくなってしまう面があると思います。小浜市

民の会の初期の初心としてはこういうことを訴

えたのだということを思い出しまして紹介しま

した。小浜がなぜ一致団結しながら、有権者の過

半数の署名を集めて、最終的に原発を食い止める

ことができたかという背景にもつながっていま

すしね。 

 

■平井富子さんの自然食、自然療法に見る希望の

光 

京都「被爆二世・三世の会」の出された『語り

継ぐヒロシマ・ナガサキの心』読ませてもらいま

した。この本の上・下で、京都の被爆者の体験証

言で、やっぱり原爆被爆証言による痛ましい色々

な体験が、どうしてもそっちの方にウェイトが置

かれている証言が圧倒的に多いのですけど、その

中で一人すごく注目した人の体験を詠みまして

ね。下巻の１４人目の平井富子さんという方なの

ですけど、「自然食・自然療法との出遭いに救われ

て」と語られている。高齢なのに本当にお元気な

ようで。 

 

さっき話しましたように、原爆被爆者の人たち

は自分の健康、体調の悪さ、そしてそれを何とか

治してもらうための医療費で不安がある。経済的

にもね。圧倒的にその悩みは多いのです。その圧

倒的な人たちはその対処療法としての治療法の

どうしても西洋医学なり、注射なりが圧倒的に多

いと思うのですよ。そういう中でこの人はそうい

う治療法じゃなくて、もっぱら自然食や自然療法
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で、それから甲田光雄さんという人の名前も出さ

れていますけど、断食療法などをやった人ですけ

ど。 

断食というとみなさん負の否定的な面ばかり

イメージがあるのですけど、かえって断食をして

いく中で免疫力が高まって行ったり、プラス効果

というのがすごくあるのですよ。断食も併用した

自然食療法というような東洋医学的な考え方に

も根差しているのですけど。やっぱりこういうこ

とやられて、実際に健康になられているのですね。

周りの人が驚くほど。被爆者でありながら。この

体験談読ませてもらって、ああ、こういう事例も

あるのだと。被爆者の人全体にとっても一つの希

望の光ではないかなと思うのですけど。 

原発の問題も、私はもちろんいろいろな原発の

負の部分はいっぱい批判していますからね、こっ

ちの運動も大事なのですけど。同時にそれ一方ば

かりじゃない運動の仕方、あるいはビジョンの持

ち方、希望の持ち方、実際こういう自然療法や自

然食の中で健康を回復されてきた被爆者の方も

あるよというような事例なんかももっともっと

知られて行っていいんじゃないかなと思います

ね。 

 

■一つの短歌、一枚の絵 

ようやく私なんかも今お話ししているような

境地に近づいてきているのですが、きっかけはや

っぱり、ノー天気だった私がね、原爆被爆者の方

の話に出会ってインパクトを受けたのは、やっぱ

りり原爆の凄まじさ、否定的な面に対しての衝撃

があったわけです。さっき紹介した短歌でその人

は表現されて、私なりに魂をうたれたのですけど、

もう一つだけ申し上げておきますと。 

小学校５年生の女の子が作ったたった一句の

シンプルな俳句です。それを私は中学生の時に、

１９５０年代の中学１年の時でした。国語の先生

がね、夏休み明けの、授業の時間を離れて、実は

長崎へ旅行に行って来られていて、あそこは坂の

多い街で、セミがジンジン鳴いていたけども、汗

をかきかき、昇り下りして長崎の街をうろついて

いる時に、君らと同じ年ぐらいの長崎の女の子が

作った俳句だ、と言って紹介してくれたのですね。

それは、 

“セミ鳴くや まさのりちゃんを思い出す” 

というたったそれだけの句なんですよ。 

今から思うとその先生は立命館大学の出身だ

ったので、いろいろなうたごえ運動や、末川博と

いう素晴らしい総長がいて、戦後の平和運動を牽

引した人が総長で、立命館のそういう伝統があり

ましたからね。ああ、きっとこれは長崎の何か原

爆関係のことで調べ方々旅行をされてきた、そし

てその俳句にしても君らと同じ年頃の女の子が

作った俳句なんだよと言われて。 

私の被爆者との出会い方はこういう面もある

のですよ。実際は出会っていないのですよその人

とは。もし生きておられたら私と同じぐらいのお

婆さんのはずですけれど。当時は中学生だったの

ですけど、出会ってはいないのですけど、ああ、

自分の可愛い弟を原爆でなくしてしまった、その

悲しみというか、切実な悲しみというのが本当に

シンプルな俳句なのですけど。私たちには、その

先生の話を聞いている中でやっぱり伝わってき

たのですね。 

もちろん、ご本人、被爆の当事者に会うという

ことも大切なことの一つなのですけど。私なんか

随分その間接的に影響を受けてきたのです。被爆

者の人、６５万人の内の一人がその女の子ですね。

それからこの短歌を詠んでもらった人が、私に何

よりも目を開いてくれた人ですし。 

一枚の絵からもね、私は凄いインパクトを受け

ました。被爆者ばっかりを描いた絵、稚拙な絵で

すよ。けっしてうまい絵でもなんでもないんだけ

れけど、体験した人でなければ描けない絵をいっ

ぱい描かれているのです。画集の一番最後の表紙

に。童心社というところが出した『原爆の絵 Ｈ

ＩＲＯＳＨＩＭＡ』という画集なのですけど、最

後の表紙のところに。真っ黒な中に、漆黒の闇の

中に、２～３歳の幼児が何かにもたれて泣いてい

る、素っ裸の絵が描いてあるのですよ。そこに小

さな２～３行、描いた人のコメントが出ていまし

てね、「門にもたれかかって眠るように泣いてい

る男の子に私は声をかけた。そしたらその子は死

んでいた」。それだけのコメントしか書いてない

のですけど、お父ちゃん、お母ちゃんを求めて、

あの地獄図の中で、漆黒の闇になっているけど、

現実は地獄図の中で、その門にもたれて、母親や
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父親を求めて泣いていたと思うのですが。もたれ

たその姿のままで息絶えていたわけですね。それ

だけの姿を描いているわけです。私にとっては忘

れられない６５万人の被爆者の中の一人に、その

男の子はいます。 

私は生きた人たちの被爆者とも小浜の被爆者

とも出会っていますけどこの何十年間。短歌を詠

んだ人と出会ってくる中で様々な被爆者との出

会いというのがあったのですけど、みなさんもい

ろいろな思い当たられる出会いというのがある

と思いますが、私の場合は、たとえばそういう出

会い方をしているというわけです。 

 

■森川さんの著書に感謝 

守田さんからお勧めいただいて、森川聖詩さん

の『核なき未来へ』を、年末から今年の正月にか

けて読ませていただきました。今年の第一号の読

書をこれにさせていただき、そして第一号の読書

に相応しい内容でした。 

私は被ばく者問題に関わってきたつもりなの

ですけど、森川さんのお名前もきちんと認識しな

いまま今日を迎えていて、この本を読ませていた

だいて恥ずかしい思いもしたのです。森川さんは

被爆２世の方、お父さんが爆心地から１㌔㍍のと

ころで被爆されたということもあって、やはり２

世の森川さんに対して影響も少なくなかったの

だろうなと、察しはつくのですけれども、それだ

けに非常な苦しみ、苦悩を味わいつくしてこられ

たのだなあということをこのむ著書の端々の中

にそれが滲み出ていまして、ああ、そういう経験、

思いをくぐり抜けられてきたからこそ、本当に核

兵器をなくしていかなければいけない、同じ核の

問題をはらんでいる原発に対しても実にきちん

とした認識を持っていただいて、若狭の住民とし

ては本当に嬉しかったですし、それから被ばくの

いろいろな運動面でも、無念な、悲しい思いもさ

れてきたみたいですけども、今その森川さんがあ

りとあらゆる運動の違いを乗り越えて、今みんな

が手を繋いで、核なき未来へ向かって、志を一つ

にして、運動も一つになって頑張らなきゃいけな

いのではないか、と訴えられている点も、今、反

原発運動も、核兵器廃絶運動も、そういう大局面

を迎えてきている中でね。 

私もまったく同じ思いでいるものですから、余

計のことこの森川さんの、特に終章の問題意識と

訴えというのは心に沁みました。本当にありがと

うございました。（了） 

 

 

******************************************************************************************* 

参加者の感想文から 
 
●私は４０年ほど前に小浜の地で中嶌さんのお話しを聞かせていただきました。当時私は府立高校の社

会科の教諭でした。その際に、東大教授で原発関係者の方が話された内容との違いに驚いたことがあり

ます。明らかに東大の方はエセ科学者でした。 

 核戦争、原発の危機等、いよいよ問題が大きく迫っている時だと思います。やはり私たちの運動の重

要性を痛感しています。私たち自身の健康と運動の広がりを心から願います。 

谷口公洋 

 

●“隠れ病む人々”と出会って、今日まで闘ってこられた中嶌さんの原点のお話しが聞けたのが良かっ

た。そして小浜での経験－小浜での広島被爆者との出会い、健康問題への理解があったこと、何故隠れ

病んでいかねばならなかったのかという社会の問題に私たち一人ひとりが向き合っていかなければい

けないことが考えさせられた。 
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被爆者問題と反原発運動が別々に進められてきたことの問題もまた私たちが超えていかねばならな

いこととして今回のお話で考えさせられた。 

長い間問題にかかわってこられた中嶌さんの真摯な姿勢に心打たれました。 

浅井桐子 

 

●原爆による被害の実相ということがよく言われていますが、日本人がどこまで実相を認識しているか

と言う点では、それほど知られていないと思います。中嶌さんの指摘にもあった、放射能被害が目に見

えない問題は、福島の事故が起こった時に感じた問題です。入市被爆と直爆では受け止めに差があるの

も事実で、被爆者を分断している要因の一つになっていると感じます。 

１９８１年に若狭の原発で労組ができた時、実情を聞きに行った時、原発の定期点検で米国から黒人

が送り込まれているとの話があったのが強く印象に残っています。東電福島第一原発事故の時は、福島

の人が、国は分からないが東南アジアの人が来ていると話していました。被ばくなくしては動かない原

発は本当にやめるべきと思います。 

米重節男 

 

●数年前、カソリックの会より明通寺を訪れ、様々の原発反対集会やデモで哲演さんのお話しを聞かせ

ていただきました。いつもぶれない言葉に人柄と正義感を感じます。 

次は是非「二世・三世の会」に直接お越しください。本日はありがとうございました。 

庄田政江 

******************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（９１） 

 

６月１１日、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟最後の「はげますつどい」を開催！ 

闘いは続く、核兵器、原発、核被害者のある限り！ 

２０２２年６月２１日（火） 

 

 

２０２２年度の「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟支援のつどい」が６月１１日(土)午後１時３０

分から大阪グリーン会館で開催された。２００３

年の原爆症認定集団訴訟の第一次提訴以来足か

け２０年に及ぶ歴史を積み重ねてきたこの運動

も、残された原告は二人(Ｏ・Ｈさん、Ｙ・Ｍささ

ん)のみとなり、現在最高裁へ上告中だ。今回が最

後となる可能性の高い「支援のつどい」。その思い

を込めて、会場には弁護団と支援の人々５１人が

集まり、同時にオンライン配信された個人やサテ

ライトには１３人が参加、合わせて６４人の「つ

どい」となった。 

 

冒頭、原爆症認定集団訴訟とノーモア・ヒバク

シャ訴訟をともに闘いながら、亡くなられて今日

の日を一緒に迎えることのできなかった人々に

対して黙とう、ご冥福をお祈りした。大阪原水協

の川辺理事長の開会あいさつに続き、第一部では

奈良女子大学教授の高橋博子さんによる記念講

演が行われた。演題は「被爆者とともに・・私た
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ちの到達点と未来への課題」。高橋さんの専門は

アメリカ史。主にアメリカの公文書を通じて、ア

メリカがどのような核実験を行い、どのように核

兵器の影響について分析し、その政策を推進して

きたかを研究されてきた。 

 

高橋さんは２００３年３月に同志社大学に博

士論文『米政府による原爆情報管理と民間防衛計

画 １９４５年－１９５５年』を提出。その年９

月に学位を得られている。同じ年４月に原爆症認

定集団訴訟の最初の提訴が行われ、当時広島に居

た高橋さんは小さな新聞記事でそのことを知っ

た。記事は小さかったが、高橋さんにとってはと

ても大きなニュースだった。アメリカ政府が核兵

器の人間に対する影響をいかに矮小化し隠蔽し

てきたか、その歴史論文を出したばかりの時だっ

た。もっぱらアメリカ政府のやった問題として取

り扱ってきたが、日本政府も被爆の実態を無視し

た行政を行っていることに驚いたからだ。 

高橋さんは広島原告団、弁護団に求められて広

島地裁に対し、博士論文に基づいた意見書を提出

している。ＡＢＣＣ設立の経緯などを解き明かし

た内容だった。傍聴にも何度となく参加。２００

６年８月４日の広島地裁判決の日も傍聴席にあ

り、原告４１人全員の勝訴判決を目の前で聞くこ

とができた。あの時、意見書を出してよかったと

感無量となり、被爆者のみなさんとともに歩んだ

ことを実感することができた、と当時を思い出し

ながら話された。あの時は、核を巡る世界の常識

がひっくり返る事態だと思った、と。 

アメリカ公文書館などから得られた原文デー

タとその日本語訳をたくさん示しながら、１９４

２年のマンハッタン計画開始以来の、核開発、主

に放射線の影響に関する研究とその推進体制が

話されていった。今日まで一貫しているのは、放

射線の内認めているのは爆発後１分間だけの初

期放射線のみ、その後の残留放射線はほとんど認

めていない、または極端に軽視していること。ま

た被ばくの影響も認めているのは外部被ばくの

みで、内部被ばくは今に至るも認めていないこと。

放射性物質の研究は、それは人間にとって防がな

ければならないものとしての発想よりも、兵器と

しての有効性の観点からの研究が中心であるこ

と、など。 

昨年の広島高裁「黒い雨」判決は、放射性降下

物の存在と人間への影響、飲食などを通じた内部

被ばくの可能性を認める画期的なものだった。多

くの人々の「上告するな」の運動に押されて当時

の菅内閣は上告を断念、判決は確定した。その一

方で「内部被ばくの健康影響を広く認めるべきと

した点は、これまでの(政府の)考え方と相容れな

いものであり、政府としては容認できない」とす

る首相談話を発表した。残留放射能の無視、内部

被ばく無視の姿勢があらためて浮き彫りとなっ

た。 

しかし、浮き彫りになったのは、被爆者が２０

年間も勇気をもって提訴し、闘ってきたからだ。

そのお陰で日本政府の判断の誤りがはっきりと

分かるようになってきた。「私たちの到達点」とい

うなら、それは日本政府の姿勢は変わっていない

としても、核を巡る多くの人々の常識は格段に変

わってきたことにある。これから日本政府の見解

をどのようにして覆していくか。そのために引き

続き、研究者、弁護団、支援の人々が一緒になっ

て、知恵を絞って、頑張っていく必要がある。私

もその中の一人として一緒に尽力していきたい、

と述べて講演は締めくくられた。 

 

第一部の記念講演の後の休憩時間には、私たち

の運動を励まし続けてきた横井久美子さんの歌

『にんげんをかえせ』が流され、闘いと運動の

日々を思い出すひとときとなった。 

第二部の前に三浦直樹弁護士によるビアノ演

奏行われた。三浦弁護士は長崎地裁において自ら

のお母さんの原爆症認定訴訟をたたかい勝訴判

決を勝ち取っている。演奏されたのは、長崎の龍

踊りをイメージした春節祭を祝った曲と、『原爆
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許すまじ』を鎮魂と怒りでアレンジした曲の２曲。

楽しい時間であるとともに、魂を揺さぶられるよ

うな圧倒的な迫力を感じる演奏でもあった。 

 

第二部は、「これまでの原爆症認定集団訴訟・ノ

ーモア訴訟の取り組みを振り返り、『到達点と今

後の課題』の観点から―弁護団・支援・被爆者(原

告)などからの報告と討論」。西晃弁護士がコーデ

ィネータとなり、３人の方々から報告・発言が行

われた。 

最初は愛須勝也弁護団事務局長。「ノーモア・ヒ

バクシャ訴訟の歩みと課題」と題した報告が行わ

れた。報告は原爆症認定集団訴訟の前史－松谷訴

訟、小西訴訟から始まるが、重点は集団訴訟を一

区切りとしてノーモア・ヒバクシャ訴訟に転換し

ていく経緯とその後の展開に置かれた。全国３０

６人の原告が１７の地裁からたたかってきた訴

訟は連勝を重ね、２００９年８月６日の確認書合

意（８・６合意)に至る。しかしこの時、厚生労働

省は難しい案件を中心に大量の審査請求を隠す

ように保留したままにしており、８・６合意以降

になって毎月５００件以上の却下処分を一気に

出してきた。これに対して近畿弁護団は全国の中

で唯一、“審査の棚上げは許さない”とする、審査

滞留者に対する処分の促進、「義務付け」訴訟を提

起してたたかってきた。 

 

こうした事態の中、８・６合意以降も新しい提

訴が相次ぎ、近畿では新たな集団訴訟として、新

規提訴を促進、従来の集団訴訟とは区別する意味

でノーモア・ヒバクシャ訴訟と名前も変えてたた

かうことになった。当初は近畿だけのとりくみだ

ったがやがて運動は全国に広がり、最終的に７地

裁、１２０人の原告のたたかいとなった。ノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟のこれまでの勝訴率は７７．

１％。行政訴訟としては異例の高勝訴率を誇り、

厚労省の認定基準も３度に渡り改定を実現して

きた。 

しかしこれだけの司法判断を積み重ねてきて

も、被爆の実態に向き合おうとしない厚労省の基

本的態度は変わっていない。２０１３年に再改定

された「新しい審査の方針」に頑なにこだわり、

どれだけ司法が誤りを指摘しても審査方針は一

切変更しない。８・６合意に基づく厚労大臣との

定期協議は完全に形骸化。司法判断と行政認定の

乖離を埋めようとする姿勢は存在しない。今現在

も残留放射線の外部ないし内部被ばくの問題を

著しく軽視、無視する態度が続いている。 

たたかいがノーモア・ヒバクシ訴訟に入って、

厚労省が示してきた新たな攻撃が以下の５点に

まとめて報告された。愛須弁護士はその背景に、

２０１１年３月１１日、東日本大震災と東電福島

第一原発事故のあることを強調された。これを機

に厚労省の態度は大きく変わる。内部被ばく、残

留放射能。低線量被ばくの影響は完全に無視、軽

視。被爆者のこれ以上の救済は一切広げないとす

る態度が強く打ち出されてきた。 

① ２０１４年５月２１日 「専門家」３５名

による連名意見書の提出 

② 原告が有利に引用してきた論文の執筆者に

よる反論意見書の提出 

③ 個別原告ごとに厚労省側の医師意見書の提

出と厚労省側医師証人申請 

④ 要医療性に関する新たな攻撃 

⑤ ２０２０年２月２５日 要医療性に関する

最高裁判決 

集団訴訟と比較してのノーモア・ヒバクシャ訴

訟固有の難しさも生じてきた。審査方針の改定が

進む中で、原爆症認定がより難しい原告が増え、

時の経過とともに被爆時年齢の低い(当然当時の

記憶も乏しい)原告の増加など。被爆者健康手帳

申請時に記載された被爆状況がことさらに取り

上げられて、被爆の事実を否定する理由にされる

こともしばしばだった。 

こうした事態に対して、全国の民医連の医師に

よる新たな検討チームが結成され、検討会議を経

て新しい意見書が提出されるなど、総力を尽くし

てノーモア・ヒバクシャ訴訟はたたかわれてきた。 

近畿訴訟直近の判決は今年３月１８日の大阪
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高裁第１４民事部（本多久美子裁判長）のとんで

もないひどい敗訴判決だったが、その一審判決は

大阪地裁第２民事部(当時三輪方大裁判長)の逆

流判決だった。愛須弁護士はこれを「三輪コート

判決」と称して、集団訴訟の到達点とは異質な存

在と評された。しかし、これを特異な裁判官の特

異な判決だと片付けてはならないとし、集団訴

訟・ノーモア訴訟の流れの中で位置付けることが

必要だと、強調された。 

最後に残された課題として以下の５点が提起

された。 

① ３度にわたり認定基準を変えさせた運動に

確信を。特に、被爆者組織がそれほど強固

ではなかった近畿で、支援の会がここまで

頑張って成果をあげてきたことは全国の模

範になるのではないか。 

② 内部被ばく・低線量被ばくの危険性、核兵

器の残虐性を明らかにしてきた運動の成果

に確信を。 

③ 到達点を切り崩す「三輪コート判決」を最

高裁で翻すための運動を。弁護団は６月６

日に上告理由書、上告受理申立理由書を提

出。 

④ 司法判断の到達点を行政（認定基準）に反

映させる運動。被団協提言の実現。 

⑤ 被爆者の願いである「核兵器廃絶」「核兵器

禁止条約の実現」の運動へ。 

最後の最後に愛須弁護士は２０１０年に肥

田俊太郎医師から受け取られた手紙を紹介し

て、報告をまとめられた。その一部を抜粋で紹

介。 

「原告と弁護団を核にした被団協と支援グ

ループのたたかいは見事だったの一言に尽き

ます。訴訟をしたすべての地裁と高裁で原爆放

射線の内部被ばくの有害性を立証して勝利し

たことの意義は万言を尽くしても尽くし切れ

ません。このたたかいの成果が核兵器廃絶の今

後の闘争に大きく貢献するであろうことを確

信しています。」 

 

愛須弁護士に続いて尾藤廣喜弁護団幹事長

から、「別の観点から」として３つのことが簡潔

に述べられた。 

集団訴訟前史となる小西訴訟は２０００年

１１月の大阪高裁で勝訴判決を勝ち取った。し

かし救われたのは小西さん一人。被爆者全体が

立ち上がらないと制度は変えられない、という

ことから集団訴訟をとりくんできた。低線量被

ばく、内部被ばくも救われる基準を作らなけれ

ばならない。福島でも、これから３０年、４０

年後必ず癌が多発するだろう。糖尿病も、心筋

梗塞も。私たちの運動の成果が福島の人たちに

引き継がれなければならない。 

「黒い雨」訴訟の成果の拡大、被害者の救済

拡大にも私たちの成果を生かしてもらう必要

がある。 

ウクライナ情勢の中で核の使用が公言され

ている。小型の核、使い易い核なら影響は小さ

いだろうという発想がある。残留放射能、内部

被ばくの危険性をまったく軽視、無視した考え

方だ。核は絶対に使わせないことを原点にたた

かっていかなければならない。 

肥田俊太郎先生とは最後までたたかい抜く、

やり抜く約束だった。肥田先生の思いに応える

ためにも最後まで頑張りたい。 

 

報告の最後は支援の人々を代表して兵庫支

援ネットの梶本修史さん。梶本さんは、２００

１年日本被団協が集団訴訟を見越して集団認

定申請をよびかけた頃からの関係者で、当時の

様々な状況、様子がリアルに語られた。最初の

頃、認定申請を進めること自体、該当者の掘り

起こしのようなとりくみ自体が大変な苦労だ

った。各地の被爆者の会への協力依頼、弁護団

による電話相談会、民医連での健康診断と相談

会等々。兵庫県では支援ネットが支援した認定

申請は２９８人に達する。その多さと共に、そ

こまでしっかりと記録されている組織力、実務

力に驚かされる。 

兵庫県では「原爆症裁判を支援するネットワ

ーク・兵庫」が起ち上げられ、今日まで続く。

裁判の傍聴は２０２号法廷が満席になるほど

までにとりくみが強化され、傍聴することが支

援する人々の貴重な学習の場にもなっていっ

た。特筆すべきは民医連の「被爆者医療委員会」

の組織。全法人に委員が配置され、定期的な会
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議開催で活動が支えられた。東日本大震災を機

に「兵庫県内避難者支援チーム実行委員会」が

立ち上げられ、「被爆者医療」から原発被ばく・

避難者支援に重点が移行されている。 

梶本さんの報告では、長谷川千秋さんの書か

れてきた「裁判傍聴日誌」、その後を私が継承し

た「傍聴記」にも触れていただいた。大西正介

さんが１１６号まで続けられた『原爆症認定支

援新聞』（ニュース）も含めて、情報の共有化、

その継続が大きな力となってきた。 

裁判は終わっても課題はたくさん残った。こ

れまでの豊かな経験、教訓を汲みつくして、残

された課題の解決を、原水協、民医連として、

被爆者の皆さんに寄り添って、共同して進めて

行く決意が最後に示された。 

 

これまでの「支援のつどい」と同様に、今回

も西弁護士から３つの行動提起が行われ、参加

者全員で確認した。 

１、 ２０年にわたる私たちのたたかいから

得られた輝かしい成果と、なお残る課題

を確認し、次の世代に活かすため、全国

の運動と連携しつつ、国・厚生労働省に

対し全ての被爆者救済の制度策定を求

めて行きましょう。 

２、 核兵器禁止条約発効から１年半。ロシア

のウクライナ攻撃に便乗した核共有論、

核抑止論に断固抗議し、私たちの共通の

願いである核兵器の廃絶に向けて、想い

を一つに我が国の核兵器禁止条約批准

を求めて参りましょう。 

３、 残された事件の最高裁での逆転勝利に

向けて諦めずに歩みを進めましょう。ま

た要医療性を巡る不当な支給停止決定

を争う裁判にも引き続き注目して参り

ましょう。 

 

藤原精吾弁護団長のあいさつが最後のプログ

ラムとなった。 

藤原団長は原爆症認定集団訴訟の最初から、２

００３年から参加。自身の一生にとっても本当に

出会ってよかった、またやらなければならない事

件だったと述懐される。被爆者のためであるとと

もに、私自身のためにも、もちろん地球全体の人

類のためにも課せられた課題だったと。 

藤原団長も肥田俊太郎先生の言葉を紹介され

る。当初、肥田先生は、「裁判なんてやるのはヤマ

タノオロチのウロコ１枚を問題にするだけのこ

とであって、意味がないと思う」と語られた。し

かし裁判を展開する中で、この問題は非常に大き

な意味を持ってきた。私たちが明らかにしてきた

内部被ばく、残留放射能の問題を明らかかにし、

手がかりを大きく広げてきた。しかし、ウロコに

ついては圧勝したかもしれないが、もとになって

いるヤマタノオロチはまだ生きている。まだうご

めいていることを私たちは忘れてはならない。 

日本被団協の総会が開かれ今後とりくむべき

課題が示された。核戦争阻止、核兵器廃絶が中心

となるのは当然だが、被爆者認定の問題は扱いが

小さくなる。被爆者も高齢化が進行し、それもや

むを得ない。しかし、被爆者は亡くなっても被ば

く問題は死んでいない。広島・長崎の被爆者だけ

ではない。原発事故の被害者、ビキニ水爆実験の

被害者。「黒い雨」の被害者、そして原発労働によ

る被ばく者がいる。核兵器、原発がある限り被ば

く者はなくならない。私たちがここまでとりくん

できたことをさらに引き継いで、運動にしていく

ことが必要だ。そのことを期待したい。 

核兵器禁止条約に今の日本政府が背を向けて

いるのは大きな問題。このことにどう取り組むか

が一番大きな課題だ。そのためにも、やはり私た

ちは放射能による被害、人類にとって核兵器は何

かということを伝えていかなければならない。こ

の２０年、法廷で被爆の実相を明らかにするだけ

でなく、判決の結果を報道することによって広く

知ってもらういい機会にしてきた。被爆者の問題、

被爆の歴史というのは７７年前のフェイクニュ



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１６  ２０２２年 6 月２５日 

15 

ースから始まった。１９４５年９月のファーレル

准将の声明「原爆で死ぬべきものはみんな死んで

しまった」から始まり、放射能の影響は直爆しか

ない、爆心からの距離が遠くなれば被害はなくな

る、果ては核シェルターに入れば安全、とまで。

この核に関するフェイクを打ち破らなければな

らない。そ

れには被

爆の実相、

被爆の真

実こそが

原点であ

り、これか

らもそれ

を伝えて

いかなけ

ればなら

ない。 

ロ シ ア

のプーチ

ン大統領

が核の使用も辞さないと公言している。どんな戦

争であっても戦争で戦争を解決できることはあ

り得ない。戦争は新たな問題を引き起こすだけだ。

戦争で問題を解決する態度、姿勢は放棄すると宣

言した日本国憲法は守らなければならない。 

そのことをみなさんと共有したい、と述べてあ

いさつは締めくくられた。ノーモア・ヒバクシャ

訴訟における藤原団長の最後のあいさつとなっ

た。 

 

２０年のたたかいは本当に深く、重い。そのす

べてを３時間弱のつどいでまとめ、受け止めるの

はもともと無理がある。勝ち取ってきた成果と残

された課題は、今後も運動として続けられ、積み

重ねて行かなければならない。被爆者の完全救済

に向けて、核兵器の廃絶に向けて、そしてあらゆ

る核被害者の救済に向けて。その中で、原爆症認

定集団訴訟のことが、ノーモア・ヒバクシャ訴訟

のことがこれからも大いに語られるようにして

いきたい。（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・オマールさんの肖像画にチャレンジ 

増田正昭（下京区） 

次の被爆者の肖像画、山科にお住まいのＫさん（９５歳）の制作にとりかかり始めました。Ｋさんは

福山に疎開中でしたが、救援のため広島入りして被爆された人です。その次に「黒い雨」訴訟の高東さ

んに、高槻市での講演に来られた機会にお会いして、お話しもお聞きし、スケッチもさせていただきま

した。 

最も最近は、「南方特別留学生サイド・オマールさんを語り継ぐ会」の事務局会議に招かれ、オマール

さんの肖像画制作の依頼を受け、チャレンジすることになりました。５０号の大作に描きたいと思って

います。戦前のマレーシア貴族の王子様ではあっても、当時の日本帝国主義の人質でもあったわけで、

そういう背景や経緯のあった人の肖像画を描くのは相当なプレッシャーもあります。それでもなんとか

５０号の作品を仕上げたいと思っています。 

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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■ 五十八年後の原爆～少女が見たあの日の河原～  語り：花垣ルミ  絵：鶴岡たか 

紹介 黒岩晴子（原爆被害者相談員の会） 

 

本書は、花垣ルミさん（京都原水爆被災者懇談会世話人代表）が５歳

の時に広島で体験した過酷な被爆の記憶を元にしています。生後 9ヶ月

の弟を背負った母と懸命に逃げた河原で目にしたのは、爆死した大勢の

人たちが燃やされている光景でした。花垣さんはその場面を見た瞬間、

気を失ってしまいました。原爆投下で人間に起きた残酷極まりない出来

事は小さな子どもには受けとめられなかったのです。６３歳の時、広島

で行われた原水爆禁止世界大会に初めて参加しました。夕方、元安川の

河原で灯籠を流していた時、突然当時の情景が蘇ってきました。原爆と

戦争が子どもの心に深い傷をつけ続けてきたのです。 

絵は生後４ヶ月の時、広島で被爆した鶴岡たかさんが描いています。

白黒の絵から原爆投下の凄まじい恐怖が伝わってきます。そして戦後、

学校生活には優しさがあふれています。また、戦前戦後の生活や社会状

況、被爆者支援制度の説明もつけられ子どもに理解しやすい配慮がされ

ています。 

今、ウクライナの子どもたちも悲惨な状況に置かれています。被爆者は自分たちのような犠牲者を

出してはいけない、戦争の惨禍を繰り返してはいけないと訴えています。私たちにはもう時間がない

と、コロナ禍でもビデオやズームなどを活用し証言活動を続けています。 

現在、アメリカでの出版を目ざし、日米のボランティアの協力で翻訳がすすんでいます。日本は核

兵器禁止条約を批准せず、さらに核共有を持ち出す政治家たちが現れ、軍事費は異常な増大に向かっ

ており、とても危険な流れを感じます。昨年、出版しましたが、８月６日を過ぎていたこともあり案

内が遅くなりました。広くご紹介ください。 

日本機関紙出版センターのＨＰから注文できます。（Amazonでも可） 

 

 

■ 『廃炉』という幻想   吉野 実 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

 著者は、長年「原発」問題を取材してきた立場から、「現実」を「真実」を描いている。その立場は、

「原発」即時停止ではなく、当面は必要といい、「汚染水」についても、トリチウム濃度は安全であり、

海洋放水が現時点では、最善の方法であるという。原発の必要性を理解（？）している著者だから、指

摘できることも述べられている。鋭く、官僚の中に食い込み追求する姿勢は評価するが、原発・汚染水

に対する立ち位置は私とは違う、ということを理解して読み進んでほしい。難しい言葉を並べて問題の

本質がどこにあるのかを有耶無耶にする政府・東電の対応には厳しい目を向けて、警鐘をならす。「普通

の原発」の廃止措置期間を援用し策定された事故原発の作業計画、廃炉作業は３０～４０年で終了する

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

日本機関紙出版センター 

99０円(＋税) 
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のか、１日１００㌔取り出しても２４年はかかるデブリ取り出し問題、行先のな

い放射性廃棄物問題、スリーマイル島の廃炉費用を基準に試算された廃炉費用、

そして、裁判で「全敗」が続いている被災者への「賠償問題」等、今でさえもはっ

きりしない「福島原発事故」の問題を鋭く追及する内容は、今現在起こった問題

であり、起こっている問題ではあるということが良く理解できた、そして「原発」

というのは、これだけ大きな沢山の問題を抱えながら運転をしているのだと、恐

怖感さえ覚えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光文社新書 

1,210 円(税込) 

Scrap 

book 

２０２２年６月６日 

日本被団協新聞 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１６  ２０２２年 6 月２５日 

18 

 

 

 

 

２０２２年６月４日 毎日新聞 
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▼中嶌哲演さんの記念講演（イ

ンタビュー動画）の会報掲載、３

回目となりやっと完結しました。

後日あらためて一本の読み物と

しても編集したいと思います。それにしても衝撃

的、また示唆に富むお話しでした。その一つ、放

射線管理手帳の交付されている原発労働者は今

年中に７０万人を超えるだろう、という話。それ

は広島・長崎の被爆者数に匹敵、または上回る人

数に。そして今後もまだまだ増え続ける。また、

手帳交付に至らない原発労働者はそれ以上に存

在しているのではないか。さらに、その人たちに

も当然２世、３世はいて、彼等・彼女等の命と健

康はどうなっているのか？ 核被害者という一

般的な言い方ではなく、具体的な問題として突き

付けられたように気がしました。▼今年の夏は、

核兵器禁止条約第１回締約国会議、参議院選挙、

第１０回ＮＰＴ再検討会議、そして３年ぶりの現

地（広島・長崎）開催となる原水禁世界大会と、

とても重要な活動が集中。みなさんの積極的な参

加と、会報への報告、投稿をお願いいたします。

（平） 

編集 

後記 

■京都・亀岡の「平和祭保津川市民花火」 
８月１日に３年ぶり開催へ 駅北側に有料エリア新設 

京都府・亀岡市の夏の風物詩「亀岡平和祭保津川市民花火大会」が、８月１１日に３年ぶりに開催

されることが決まった。終了後にＪＲ亀岡駅に向かう観客の大混雑を緩和するため、駅北側に有料観

覧エリアを新設するほか打ち上げ時間も短縮する。 

市や亀岡商工会議所、市観光協会などでつくる実行委員会の主催。保津橋上流の河川敷から約８千

発が打ち上げられ、１０万人以上が訪れる。２０２０、２１年は新型コロナウイルスの影響で中止し

ていた。 

 観覧エリアは例年、同橋の歩道と保津川左岸の大堰川緑地東公園、保津川水辺公園に設けていた。

今年は同駅北側のサンガスタジアム京セラやかめきたサンガ広場、亀岡駅北１・２号公園を新たに有

料エリアとする。市商工観光課は「駅に向かう観客を分散させて、混雑や滞留を防ぐのが狙い」と説

明する。 

 花火の規模は１９年以前と同様だが「終電までの時間に余裕を持

たせるため」（同課）として、約１時間かけていた打ち上げ時間を

約４０分に短縮する。 

 また、平和祭の一環の「亀岡大踊り大会」は、８月５日に３年ぶ

りに開催されることも決定した。密集対策としてコンテストは取り

やめ、午後６時半からの約２時間に短縮する。 

（２０２２年６月２１日 京都新聞） 

 

２０１９年の保津川市民花火大会 
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２０２２年 7 月（文月）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

 

 
１ 金 

２０２２年国民平和大行進：南丹市 

キンカン行動 

 

 

2 土 平和行進：舞鶴市、京都市内網の目行進 

 

 

３ 日 平和行進：宮津市・伊根町・与謝野町 

 ４ 月 平和行進：京丹後市 

 

 

５ 火  

 6 水 ６・９行動 

 7 木 
核兵器禁止条約採択の日(2017 年) 

七夕、盧溝橋事件(1937 年) 

 8 金

こ 

キンカン行動 

 9 土 ６・９行動 

 １０ 日 参議院選挙投開票 

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水 京都「被爆二世・三世の会」例会（１８時３０分、ラボール京都） 

 １４ 木  

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土 人類史上初の核実験(トリニティ核実験)の行われた日(1945 年)宣伝行動 

 １７ 日 祇園祭山鉾巡行(前祭) 

 １８ 月 海の日 

 １９ 火 安保法制廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 水  

 ２１ 木  

 ２２ 金  キンカン行動 

 ２３ 土 
銃後のくらし展・しもぎょう(ひと・まち交流館) 

土用の丑の日 

 ２４ 日 祇園祭山鉾巡行(後祭) 

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土 夏休みオンラインイベント「親子で学ぶヒロシマ～紙芝居とお話し」 

 ３１ 日 ２０２２年平和のための京都の戦争展開始(8 月７日まで) 

 


