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別  冊 
 

 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

２０１４年度被爆者援護施策についての要望 京都府 ２ 

２０１４年度被爆者援護施策についての要望 京都市  ４ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 ６ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 ７ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 被爆アオギリ 二条城に植樹 （中国新聞） ８ 

 平和運動の在り方探る 被爆２世の連携強化 （中国新聞） ８ 

 事故当時の胎児も対象に・甲状腺検査、福島県 （時事通信） ９ 

 琵琶湖面の２割汚染 滋賀県、福井で原発事故想定 (京都新聞) ９ 

行事カレンダー  １０ 

■ おやじを探し求めて広島の街を歩き回った私の被爆体験 高橋正清さん 

■ “核爆弾”被爆体験記 小笠原長四郎さん 

二条城の被爆アオギリ 西門付近 

 

被爆アオギリの子孫は２０１１年金閣寺、銀閣寺にも植樹されま

した。但し、一般の人は見ることができない山の斜面に植えられて

います。銀閣寺では境内展望所に看板が設置されて案内されて

いますが、金閣寺には何の表示もありません。 
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【京都府】 

２０１３年１１月２２日 

京都府知事 

山田 啓二 殿 

京都原水爆被災者懇談会 

世話人代表  中野 士乃武 

 

２０１４年度被爆者援護施策等についての要望 
 

広島・長崎の被爆から６８年、福島原発事故から２年８ヶ月が過ぎました。 

私たちの健康と暮らしの実態は、原爆による後障害とともに、高齢化の進行などで年々深刻になっています。 

国（厚生労働省）を相手に、２００３年から全国で始まった原爆症認定集団訴訟は、次々と被爆者側勝訴の判

決が出され、２００９年８月６日に日本被団協と総理大臣との間で「確認書」が交わされ、一応の終結にいたりまし

た。しかし国は、「確認書」や司法の判断を真摯に受けとめず、抜本的な認定制度の改善に背を向け、機械的な

作業による大量の却下処分をおこない、近畿をはじめ全国で新たな訴訟がおこされるという事態がつづいてい

ます。 

また、被爆者の悲願である核兵器廃絶を求める声はいま、ゆるぎない国際的な流へと発展しています。この間、

核兵器の残虐で非人道的な影響に焦点を当て、人類全体の問題として核兵器の全面廃絶や違法化を促す新

たな動きも急速に広がっています。 

私たちは、こうした世界の変化をふまえつつ、国家補償の原則に立脚した被爆者援護法の改正、原爆症認定

制度の抜本的改正と核兵器廃絶の早期実現に、限りある余生をこれからも捧げてゆきたいと決意しています。昨

年発足した「京都被爆２世・３世の会」は、自らの要求実現とともに、被爆の実相・体験を継承するとりくみをすす

めています。 

京都府が、原爆被爆者と被爆２世・３世のこうした思いに理解を示され、２０１４年度被爆者援護施策等に関す

る以下の要望について、実現方お力添えをいただけるよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【 記 】 

 

１. 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」（被爆者援護法）を、ふたたび被爆者をつくらないとの決意

をこめ、原爆被害に対する国の償いと核兵器廃絶を明記したものに改正するよう国に強くはたらきかけるこ

と。 

２. 原爆症認定問題の解決にむけて締結された「確認書」を誠実に実行し、司法の判断を重く受け止め、被爆

の実態を正しく反映した認定基準に改善するなど、原爆症認定問題の早期全面解決をはかるよう国・厚生

労働省に強力にはたらきかけること。 

３. 原爆手帳の申請については、「第三者の証人」などが困難になっているもとで、旧厚生省通達にもとづき、

■京都原水爆被災者懇談会は毎年この時期、京都府と京都市に要望書を提出して被爆者援護施策の充

実を求め、実現を積み重ねてきました。昨年からは被爆２世・３世に関わる要望も含めるようにしています。

今年度の要望書全文を紹介します。 
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本人の申述書だけでも受理し、すみやかに対処すること。国や府の被爆者施策を今後ともわかりやすく知

らせること。 

４. 高齢化対策について 

(1) 被爆者に新たな負担を強いる後期高齢者医療制度の早期廃止を国に求めること。介護保険の保険

料について被爆者にたいする負担軽減をはかること。介護保険利用料（福祉系サービス）への補助を

さらに拡充すること。 

(2) 介護や生活など将来に不安をかかえる高齢、ひとり暮らし、ねたきり被爆者への対策をつよめること。 

５. 医療の充実について 

(1) 保健所での年２回の一般検診の検診日を増やすとともに、全自治体に「被爆者健康診断委任医療機

関」を配置すること。 

(2) 人間ドックの実態把握を行ない、「被爆者特別健康診断委託医療機関」を増やすなど内容を充実する

こと。 

６. 被爆２世・３世の健康対策の充実について 

下記の項目について、被爆２世・３世の健康対策の充実を国に求めるとともに、府独自でも検討し、実施す

ること。 

① 現行の被爆２世健診にガン検診を加えること。 

② 被爆２世健診の受診率向上をはかるために、２世に対する広報活動を強めるとともに、被爆者健

康手帳が発行されていない２世も健診の対象にすること。 

③ 被爆２世に対する医療費援助制度を確立すること。 

④ 被爆２世・３世にも健康手帳を発行すること。 

７. 年末見舞金の支給を維持すること。 

８. 被爆者の実態に見合った援護施策をすすめるために、京都府在住の被爆者について、適切な項目による

悉皆調査を府独自で実施すること。当面、国の実態調査にもとづき援護施策の改善をはかること。 

９. 当懇談会への援助について 

(１） 懇談会に対し助成をおこなうこと。 

(２） 懇談会の相談事業などにたいし援助をおこなうこと。 

１０.  被爆体験の伝承、原爆展の開催など、被爆の実相をひろげる府独自のとりくみをおこなうこと。 

１１. 非核京都府宣言をおこなうこと。核兵器の持ち込みを容認する日米「核密約」の破棄を国に求めるとともに、

舞鶴港に入港する外国艦船に非核の証明を求める措置を講じること。京丹後市経ケ岬への米軍専用レー

ダー基地（Ｘバンドレーダー）の設置計画に対する協力を撤回すること。2020年の核兵器廃絶をめざして広

島、長崎両市長が中心となってすすめている「平和市長会議」に加盟し、世界と日本の自治体と連携したと

りくみをすすめること。 

１２. 若狭湾岸には世界有数の原発集中地帯があり、京都府はその 80km圏にほぼ全域が入る。「脱原発」を明

らかにし自然エネルギーの普及を進めること。放射線被曝から府民の健康と安全を守る対策を抜本的に強

めること。 

以上 
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【京都市】 

２０１３年１１月２２日  

京都市長 

門川  大作 殿 

京都原水爆被災者懇談会  

世話人代表  中野 士乃武 

 

２０１４年度被爆者援護施策等についての要望 
 

広島・長崎の被爆から６８年、福島原発事故から２年８ヶ月が過ぎました。 

私たちの健康と暮らしの実態は、原爆による後障害とともに、高齢化の進行などで年々深刻になっています。 

国（厚生労働省）を相手に、２００３年から全国で始まった原爆症認定集団訴訟は、次々と被爆者側勝訴の判

決が出され、２００９年８月６日に日本被団協と総理大臣との間で「確認書」が交わされ、一応の終結にいたりまし

た。しかし国は、「確認書」や司法の判断を真摯に受けとめず、抜本的な認定制度の改善に背を向け、機械的な

作業による大量の却下処分をおこない、近畿をはじめ全国で新たな訴訟がおこされるという事態がつづいてい

ます。 

また、被爆者の悲願である核兵器廃絶を求める声はいま、ゆるぎない国際的な流へと発展しています。この間、

核兵器の残虐で非人道的な影響に焦点を当て、人類全体の問題として核兵器の全面廃絶や違法化を促す新

たな動きも急速に広がっています。 

私たちは、こうした世界の変化をふまえつつ、国家補償の原則に立脚した被爆者援護法の改正、原爆症認定

制度の抜本的改正と核兵器廃絶の早期実現に、限りある余生をこれからも捧げてゆきたいと決意しています。昨

年発足した「京都被爆２世・３世の会」は、自らの要求実現とともに、被爆の実相・体験を継承するとりくみをすす

めています。 

京都市が、これまで原爆被爆者のこうした思いに理解を示されていることにたいして謝意を表したうえで、２０１

４年度被爆者援護施策等に関する以下の要望について協議いたしたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

【 記 】 

 

１. 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」（被爆者援護法）を、ふたたび被爆者をつくらないとの決意

をこめ、原爆被害に対する国の償いと核兵器廃絶を明記したものに改正するよう国に強くはたらきかけるこ

と。 

 

２. 原爆症認定問題の解決にむけて締結された「確認書」を誠実に実行し、司法の判断を重く受け止め、被爆

の実態を正しく反映した認定基準に改善するなど、原爆症認定問題の早期全面解決をはかるよう国・厚生

労働省に強力にはたらきかけること。 

 

３. 被爆者に関係する各種届出や手当申請などの窓口となる各行政区の保健センターについては、正確で親

切、ていねい、すみやかな窓口対応を徹底すること。 

 

４. 市バス・地下鉄について 
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(１） 京都市在住の被爆者全員にたいし、市バス・地下鉄運賃を無料にすること。 

(２） 京都市域の地下鉄向島～竹田間にも敬老・福祉乗車証を適用すること。 

 

５. 高齢化対策について 

(１） 被爆者に新たな負担を強いる後期高齢者医療制度の早期廃止を国に求めること。介護保険の保険

料や利用料負担などで被爆者にたいする負担軽減をはかること。 

(２） 介護や生活など将来に不安をかかえる高齢、ひとり暮らし、寝たきり被爆者への対策をつよめること。 

 

６. 横浜市（神奈川県）などの政令市や吹田市（大阪府）などの一般市では、被爆２世に対する医療費の助成

を独自に実施している。本市においても被爆２世の健康対策を検討すること。 

 

７. 被爆者の実態に見合った援護施策をすすめるために、京都市在住の被爆者について、適切な項目による

悉皆調査を京都市独自で実施すること。当面、国の実態調査にもとづき援護施策の改善をはかること。 

 

８. 被爆体験の伝承、原爆展の開催など、被爆の実相をひろげる市独自のとりくみをおこなうこと。 

 

９. 懇談会の活動にたいし、今後とも必要に応じた話し合いをもつこと。これ以上の補助金削減は絶対におこ

なわず、以前に削減した補助金をもとに戻すこと。被爆者相談活動への支援などを積極的におこなうこと。 

 

１０. 若狭湾岸には世界有数の原発集中地帯があり、京都市は 80km圏内にスッポリ入る。「脱原発」を明らかに

し自然エネルギーの普及を進めること。放射線被曝から市民の健康と安全を守る対策を抜本的に強めるこ

と。 

 

以上  

 

 

 

前年度の要望書提出後の懇談会の様子 （２０１３年 1月２４日） 

京都府                                京都市 
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福島原発事故・県民健康管理調査の闇   日野行介 著 

「被曝２世・３世の会」の会議でもよく「福島県民の健康対策はどうなって

いるのか」が話題になり、広島・長崎の経験が生かされていく道はないもの

かと話し合ってきました。福島の健康対策がどうなっているか、その現状の

一旦を知ることになる一冊です。 

福島では県が主体になって県民健康管理調査が計画され実施されてき

ました。全県民を対象とした基本調査と年齢１８歳以下を対象にした甲状

腺検査中心の詳細検査の二層構造です。全県民対象、１８歳以下全員対

象など検査活動一般からして画期的なとりくみとなるはずでしたが、実はそ

こに隠ぺいと情報操作の深い闇が横たわっていました。福島県民を裏切る

この事実が毎日新聞記者(著者)の執拗で精力的な取材によって明らかに

されました。 

６８年経った今でも病に苦しむ広島・長崎の被爆者、有意な影響は認め

られないとして放置される被爆２世の健康対策、そして今、放射線による健

康被害影響をできるだけ小さく低く狭くされようとしている福島の人達。す

べてに共通する問題として提起されている書です。 

平 信行さん 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

日本系 TV番組  ドキュメント’１３ チェルノブイリから福島へ 未来への答案 
  ２０１３年１０月２７日(日) 深夜放送 

今回紹介のこの TV番組もすでに放送終了後のもので、今からあらためて視聴するのは無理かもしれま

せん。再放送でもあれば是非おすすめです。 

番組は元日本テレビ記者が、福島のこれからを念頭に、チェルノブイリの廃炉工程の現状、周辺地域の

現状を取材したドキュメンタリーです。廃炉作業には、スタッフの訓練と教育こそが最も重要とされていま

す。５日間、４０時間以上の講義と訓練を受け、国家資格試験をパスした者だけが就労でき、事故から２７

年経った今も２７００人からの体制が確保されています。廃炉完了時期は１００年後をも見据えて、そのため

に技術者をなるべく多く、なるべく長く、働ける状態に保つことが必要と強調されていました。「フクシマは急

いではダメだ、急ぐと危ない」と語る現場責任者の言葉がとても重く、印象的でした。 

東電福島第一原発の稚拙極まりない汚染水対策、お粗末な従業員教育と人員不足等々、チェルノブイ

リとはあまりにも大きな格差を告発することになっています。 

チェルノブイリは今でも半径３０キロ圏内は完全立ち入り禁止です。当然かっての住民の帰還はかなえら

れません。住民の悲しみは深刻なものですが、何が本当に責任ある対応なのか、福島の現実に対する鋭

い問いかけになっていました。                                     平 信行さん 

岩波新書 

７６０円 

https://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN978-4-00-431442-4
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■残り少ない教員生活を精一杯！ 

谷口公洋さん 

定時制勤務のために、例会に出席できませんが

多数の参加を願っています。 

 今夏に帰省して鹿児島の２・３世の会について

母親にたずねたら、参加者は少なく一部の心ある

人々で運営しているとのことでした。 

 京都の２・３世の会が定期的に活動しているの

は素晴らしいことです。 

来年帰省した際には、もっと情報を持ち帰りた

いと考えています。 

現在多忙な日々ですが、私の教員生活も残り少

なくなってきました。思い残すことのないように、

今は精一杯生徒と共に過ごしたいと考えていま

す。 

 来年はもう少し、参加できると思います。今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■もっと充実した２世健診を 

常石幸博さん 

本日、2世基本検診に行ってきました。 

簡単なごく一般的な検診のみであり、今後に於いて

もっと充実した内容の検診を受診できるよう改善策の

検討を望みます。 

 

■被爆体験の文章化に感謝 

（被爆体験を語られた）小笠原長四郎さん 

 拙い体験記を立派に修正していただきありがとうご

ざいます。被曝２世・３世という比較的若い方々に読

んでいただけることを光栄に存じます。 

 日頃お忙しい中核廃絶のためにご尽力いただきま

すこと感謝申し上げます。世界のすう勢を見ますと前

途多難、絶望感に苛まれそうですが、今後とも何卒ご

活躍下さいますよう、お願い申し上げます。 

■『空白の天気図』と秘密保護法 

平 信行さん 

この秋突然秘密保護法案が上程され今政治の最

大の焦点になっています。某紙を読んでいて思い出

したのですが、第二次大戦中は天気予報もすべて機

密情報にされていて一般市民には知らされていなか

ったのだそうです。戦禍に見舞われて日本の気象機

能は崩壊し、終戦の年、昭和２０年９月１７日に襲来し

た戦後最大規模の枕崎台風は規模も進路も襲来時

間も把握できず、市民に知らせることもできませんで

した。台風は広島地方を直撃し、被爆の惨禍の上に

さらに２，６００人もの犠牲をもたらしたことが記録され

ています。柳田邦男著のノンフィクション『空白の天気

図』に詳細に綴られています。 

秘密保護法は決して市民生活と無縁ではあり得ま

せん。断固廃案に！ 

 

■こんにちわ、石田信己（賛助会員）です。 

現在、昨日からソウル市内にいます。ソウルの被爆

２・３世の会、平和の家の事務所の隣のゲストハウス

に宿泊していて、１１月１９日にその関係者に会いま

す。何か情報があればメールします。 

２１日（木）にはこちらソウルからタイのバンコクに向か

います。来月の１１日までタイ国内とラオスに滞在、避寒

の日々となり日本帰国は１３日になります。詳細はいず

れかの機会に。皆さんによろしく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

あなたも 

お便り下さい。 
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■県・市被爆アオギリ 二条城に植樹 

市民団体企画 世界遺産で核廃絶訴え 

広島市の被爆アオギリ２世の苗木２本が２５日、京都市中京区の二条城に 

植えられる。世界遺産の観光地から核兵器廃絶の願いを広めようと、広島市を拠点に 

活動する市民団体「被爆アオギリ里子運動」が企画した。 

苗木は、広島市中区の平和記念公園にある被爆アオギリの種から芽吹いた。いずれも約６０セン

チで、市から譲り受けた。二条城の本丸御殿そばに植え、被爆状況の説明板も立てる。 

被爆アオギリの種や２世の苗木を国内外に贈る運動を続けている被爆アオギリ里子運動は２０１

１年、京都市の金閣寺（北区）と銀閣寺（左京区）に苗木を植えた。同市の門川大作市長が趣旨に

賛同し、市が管理する二条城にも植樹することになった。 

植樹式では門川市長とともに、東日本大震災後に京都市 

と交流協定を結んだ福島県会津若松市の高校生がくわ入れ 

する。被爆アオギリ里子運動広島事務所の三木豊代表(６０) 

が、松井一実広島市長のメッセージを代読する。 

被爆アオギリ里子運動関西事務所の左藤滋光代表（５7）= 

滋賀県日野町＝が１７日、広島市役所で記者会見し、「二条 

城には国内外から多くの人が集まる。平和への願いを発信し 

（広島市長が会長で京都市も加盟する）平和首長会議が目指 

す２０２０年の核兵器廃絶に向けた機運を盛り上げたい」と話し 

た。 

（２０１３年１０月１８日 中国新聞） 

scrapbook 

■平和運動の在り方探る ３０日シンポ 被爆２世の連携強化 

全国被爆二世団体連絡協議会（二世協）は３０日、広島市中区の原爆資料館東館で、これから

の平和運動の在り方を探るシンポジウムを開く。被爆者が高齢化する中、被爆２世の活動の裾野を

広げようと初めて企画した。 

パネリストは、被爆者から２世への健康影響を研究する鎌田七男・広島大名誉教授（血液内

科）、県被団協の坪井直理事長たち４人。２世が直面する課題、今後の運動への期待などをテーマ

に意見を交わす。 

二世協は１９８８年、労働組合を中心に結成。現在は広島、長崎、山口、神奈川など６府県の１９

の被爆２世団体が加盟する。厚生労働省の２世施策は年１回の健康診断だけで、がん検診の追加

など援護拡充を訴えてきた。 

５日、広島市役所で会見した二世協の平野克博事務局長（５５）＝廿日市市＝は「加盟団体以外

にも参加を呼び掛けている。シンポを機に連帯し、運動を前進させたい」と述べた。 

（２０１３年１１月６日 中国新聞） 
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■原発事故当時の胎児も対象に・甲状腺検査、来年４月から 福島県 

福島県は１２日、東京電力福島第一原発事故を受け、当時１８歳以下の子供を対象に行なって

いる甲状腺検査について、胎児の影響への不安が大きいことから、事故当時の胎児も２０１４年４月

から対象に加えると発表した。 

同日の県民健康管理調査の検討委員会で示した。甲状腺検査の新たな対象は、原発事故後の

１１年４月２日から１２年４月１日に生まれた約１万５０００人。対象者総数は約３８万５０００人となる。 

（２０１３年１１月１２日 時事通信） 

■琵琶湖面の２割汚染 滋賀県、福井で原発事故想定 

滋賀県は、福井県で原発事故が起きた際の琵琶湖への放射性物質の影響を初めて詳細に予

測し、１８日発表した。気象条件が最悪の場合、湖面の２割が飲料水基準を超える濃度で約１０日

間汚染されることが分かった。水道原水の基準はないが、琵琶湖は滋賀、京都、大阪、兵庫の４府

県約１４５０万人の水源で、水道水に影響を与える恐れがある。放射性物質は浄水場で一定除去

できるが、県は今後、実際の除去率の調査や対策を検討していく。 

県地域防災計画の見直しで県琵琶湖環境科学研究センターが予測した。大飯原発か美浜原発

で福島第１原発と同規模の事故が起きたと想定。２０１０～１２年度の風向きと雨で四季ごとに琵琶

湖に最も影響が大きい日を選び、放射性物質のセシウム１３７とヨウ素１３１が、そのまま落ちたり、雨

などと降下する量（沈着量）を計算した。 

最悪のケースは北西の風で雨が降った１２年１２月１０日の気象条件で大飯原発が事故を起こし

た場合。高島市南部や琵琶湖の一部などで事故１日後のセシウム累積沈着量は１平方メートル当

たり３千～５千キロベクレルと推定した。 

湖岸の各浄水場の取水口が多い表層（水深０～５メートル）で最も濃度が高くなるのは事故６時

間後だった。セシウム濃度が国の緊急時の飲料水摂取制限基準（１リットル当たり２００ベクレル）を

超える面積が湖面の１８％に達する。ヨウ素も同基準（１リットル当たり３００ベクレル、乳児１００ベクレ

ル）を超える面積が２０％になった。セシウムは１０日後、ヨウ素は８日後に多くが沈み、面積は１％

以下になる。 

飲料水基準は水道原水ではなく、浄水後の数値となっている。セシウムやヨウ素は浄水場で一

定除去できるが、福島第１原発事故では、国が全国の水道事業者に降雨後の取水を一時停止し

たり抑制するよう通知。福島県や東京都で基準を超えるヨウ素が検出され、乳児の摂取制限が一

時行われた。県内には琵琶湖を水源とする浄水場２１カ所と琵琶湖疏水があり、県内１４市町計約１

００万人と京都市１４５万人に水道水を供給している。 

■嘉田知事「大変重たい」 

予測結果について滋賀県の嘉田由紀子知事は「最悪の事態での予測だが、大変重たい影響。

浄水場で放射性物質がどの程度除去できるかを検討するよう県企業庁に指示した。関西広域連合

とも情報を共有し、一番の関心事である水道水の浄化をどうするか考える」と述べた。 

(2013年１１月１８日 京都新聞) 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１１ ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 「原発問題と秘密保護法」学習会（１９時３０分・キャンパスプラザ）  金曜・関電行動 

 ３０ 土 「南相馬から避難して」お話しを聞く会（１８時・呉竹文化センター） 

 １２ １ 日  

 ２ 月  

 ３ 火 
原爆症認定制度の抜本改正を求めるいっせい行動（１１時・衆院第２議員会館） 

大飯原発差止訴訟第２回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 ４ 水  

 ５ 木 原発ゼロ「京都アピール」講演会（１４時３０分・佛教大学） 

 ６ 金 ６・９行動 金曜・関電行動 

 ７ 土  

 ８ 日 
「平和・核・原発と放射能」安斎先生講演会（１0 時・山科・東部文化会館） 

「集団的自衛権は戦争への道」孫崎享講演会（１３時３０分・京都部落解放センター） 

 
 ９ 月 ６・９行動 

 １０ 火

曜 

 

 １１

も 

水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１０時・大阪地裁） 

 １２ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時１０分・大阪地裁） 

 １３ 金 金曜・関電行動 

 １４ 土  

 １５ 日 「経ヶ岬に米軍基地いらない平和の叫び&人間のくさり」集会（１４時・京丹後市役所） 

 １６ 月  

 １７ 火

曜 

 

 １８ 水  

 １９ 木  

 ２０ 金 金曜・関電行動 

 ２１ 土 

２０１３年被爆者をはげますつどい（１３時・ラボール京都） 

京都教育センター研修集会「子どもが育つ地域・学校への探求」１日目 

記念講演・岡田知弘京大教授とパネルトーク（１３：００・教育文化センター） 

 ２２ 日 京都教育センター研修集会２日目 分科会（１０：００～１６：００） 

  ２３ 月  

 ２４ 火

曜 

 

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 金曜・関電行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 


