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立命館大学国際平和ミュージアムでは、戦前の国家総動員体制と戦意高揚の歴史

を伝える企画展「目・耳・ＷＡＲ」が１０月２３日～１２月１５日の期間開催されました。 

国民の目、耳に対して真実を覆い隠し、一路戦争遂行に動員されていった姿は、折

りからの秘密保護法がめざす狙いと、その結果を映し出しているようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同志社大学にも今出川キャンパスの片隅に学 

徒動員を記録する記念碑が保存されていまし 

た。建立は昭和１８年（１９４３年）１２月です。 
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原爆症認定制度の新しい基準では、被爆者は救えない！ ２ 

各地で被爆２世の運動が始まる    米重節男さん  ６ 

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会より 「ヒロシマ・ナガサキを語り・受け継ごう」 ７ 

折り鶴の行く末  ８ 

「２世・３世の会」新年会につどいましょう！ １月２３日（木）１８：３０から  ８ 

会員紹介「京都被爆二世・三世の会に入会して」  鳥羽洋子さん  ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 １０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １１ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 新基準で申請却下の被爆者たち１０８人 全国原告団結成 （中国新聞） １２ 

 福島から京都に避難の被曝者が内部被ばく初検査 （毎日新聞） １２ 

 映画『アオギリにたくして』上映会（２月２２日）成功へ （京都民報） １３ 

 折り鶴を再生 郷土かるた 広島の名所や歴史を読む (中国新聞) １３ 

行事カレンダー  １４ 

■  被爆と、貧しさと、民族差別を超えて 李 正道さん 

京都大学では「戦時期の京大」と題した、主に学

徒動員の０年の歴史を中心にした企画展が行わ

れています（１１月１２日～１月１９日）。戦地に赴

いた京大生４，５７１人、戦没者は判明しているだ

けで２５２人という痛ましさです。 
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原爆症認定制度の新しい基準では、 
被爆者は救えない！ 

 

１２月１６日（月）厚生労働省の審査会で原爆症認定の新しい基準が了承されました。一部のマスコミで「放射

線起因性の条件が取り外された」とか「認定基準が緩和された」などと報道されたため、あたかもより多くの被爆

者が認定を受けられるようになったと誤解されている向きもあります。しかし、新しい基準でも内容はほとんど変わ

らず、場合によっては厳しくなった面もあるのが実態です。 

具体的には・・・・・・ 

① これまでの積極的認定基準と新しい積極的認定基準の対比 

これまでの 認定基準 新しい 認定基準 

疾病 積極的に認定する範囲 疾病 積極的に認定する範囲 

がん・白血病など 

 

がん・白血病など 

●爆心地から３．５ｋｍ

以内の被爆 

●１００時間以内に爆心

地から２ｋｍ以内に入市 

放射線起因性が認められる心筋梗塞  心筋梗塞 
 

放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症  甲状腺機能低下症  

放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変  慢性肝炎・肝硬変  

放射性白内障  放射線白内障 
●爆心地から１.５ｋｍ以

内の被爆 

② 「新しい認定基準」で変わったところ 

 がん、白血病については、これまでと同様、爆心

地から３.５ｋｍ以内の直接被爆または１００時間

（約４日間）以内に爆心地から２ｋｍ以内へ入市

被爆した人などが積極的認定の対象とされてい

ます。 

 がん以外の疾病（心筋梗塞、甲状腺機能低下

症、慢性肝炎・肝硬変）の認定に条件づけられ

ていた「放射線起因性が認められる」は撤廃され

ましたが、反対に、爆心地から２ｋｍ以内の直接

被爆または原爆投下の翌日以内に爆心地から

1ｋｍ以内へ入市被爆した人という大変厳しい条

件が積極的認定の対象とされました。 

 白内障はあくまで放射線白内障とされ（加齢性

白内障を除く）、爆心地から１.５ｋｍ以内の直接

被爆のみ積極的認定とされました。 

 これまでの認定条件であった「放射線起因性

が認められる」の実態はどうであったか？ 

実際には、爆心地からの距離が心筋梗塞

は１.５ｋｍ、甲状腺機能低下症２．０ｋｍ、慢性

肝炎・肝硬変１.３ｋｍ、白内障１.４ｋｍまでを

「放射線起因性の認められる範囲」だとして認

定し、それをわずかでも超えるとすべて却下、

また入市被爆者はまったく認定されていませ

んでした。 

③ 新しい認定基準で被爆者は救われるのか？ 

 原爆症認定申請しても多くの被爆者が却下され

ているため、被爆者は裁判に訴えて却下処分の

取り消しを求めています。昨年の３月９日と今年

８月２日、大阪地裁で合計１０人の原告全員が

勝訴し、裁判では原爆症の認定がされました。こ

の１０人を今回の新しい認定基準に当てはめて

 

 

●爆心地から３．５ｋ

ｍ以内の被爆 

 

●１００時間以内に

爆心地から２ｋｍ

以内に入市 

●爆心地から２ｋｍ

以内の被爆 

●翌日以内に爆心

地から 1ｋｍ以内

に入市 
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みると、基準を満たすのは１人だけ。他の９人は

依然として認定されないことになります。 

 現在、全国で１０８人の被爆者が原告となり裁判

を起こしています。この内の東京地裁の３２人の

原告に新しい認定基準を当てはめてみると、基

準を満たすのは６人だけで、他の２６人はやはり

認定されないことになります。 

 このように新しい認定基準でも認定されるように

なるのは極めてわずかで、他の大多数の人々は

依然として切り捨てられ、却下処分となるのが実

態です。 

 そして被爆者は裁判に訴えない限り原爆症認定

を得ることができない状態が続くことになります。 

 裁判に訴えるとほとんどの被爆者が勝訴し認

定を得ています（司法判断と行政の乖離）。

厚生労働省も一審で敗訴しても控訴はしてい

ない現実もあります。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟後の報告集会 

１２月１１日 大阪弁護士会館 

 

④ なぜこのようなことが起こるのか？ 

 厚生労働省は、医学、放射線防護学等の最新

の研究成果、到達点などを採り入れず、被爆者

の体験した被爆の実態も顧みず、机上の推論だ

けを根拠に放射線影響をできるだけ狭く、少なく

しようとしてきました。例えば・・・・・ 

 内部被曝の健康影響は認めていません。

→ 入市被爆者には放射線の影響は一切

ないことになります。 

 爆心地からの直接被爆距離による推定被

曝線量だけを根拠にして放射線の影響度

合いを決めつけています。（被爆影響を受

ける個人差などは一切無視されます。） 

 心筋梗塞、甲状腺機能低下症などへの放

射線の影響にしきい値があるとしています。

（既に、放射線影響研究所はじめ多くの研

究機関、研究者によってしきい値の存在は

否定されているにもかかわらず。） 

 被爆者は、自らの被爆体験、生活体験、急性症

状の発症、体調の変遷と病歴、家族の発症歴な

どから、自身の病気の原因が被爆にあることを

確信しています。そう思わざるを得ないほどの体

験だったのです。 

 ２００３年から２００９年にかけての原爆症認定集

団訴訟は全国３１の裁判で争われ、２９の裁判が

原告（被爆者）の訴えを認め、厚生労働省に認

定行政をあらためるよう命じました。 

 裁判所は、厚生労働省の認定審査基準には限

界があって一応の目安に止めるべきであり、被

爆者の被爆体験などを総合的に見て判断すべ

きとしました。残留放射線、内部被爆の影響も認

め、放射線と疾病との間のしきい値も明確に否

定しました。 

 司法判断が明らかになれば、それに従って行政

をあらためていくのが法治国家の基本的なルー

ルです。私達が小学生の頃から教えられてきた

三権分立の原則です。しかし、厚生労働省は

「司法判断と行政とは役割が違う」とか「司法は

個別毎の判断であって、それを行政に一般化す

ることはできない」などという、到底納得できない、

理解できない「論理」を持ちだして裁判の結果に

従わず、今現在抜本的な認定制度改定に応じ

ていません。そればかりか、被爆者により厳しい

負荷を与えかねない、新しい線引きで新しい切

り捨てを生み出す今回のような新しい認定基準

を定めたのです。 

⑤ 全被爆者を対象にした認定制度の実現を国

民規模の世論によって 

 広島、長崎の被爆者は程度の差こそあれ全員

放射線を浴びている被害者です。だからこそ被

爆者援護法が定められ、被爆者健康手帳も交
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付されています。 

 ６８年前に遡って被爆者一人ひとりの浴びた放

射線量を正確に算出するなど不可能です。また

放射線の人体に与える影響の正確な解明は途

上であり、まだまだ分っていないことの方がはる

かに大きいという事情もあります。このため、全員

が放射線を浴びているという前提で、原爆症認

定対象を広く設定し、疾病や重篤度に応じて医

療特別手当を適正に支給していくようにする、制

度の抜本的改定が求められています。日本原

水爆被害者団体協議会（日本被団協）の提案で

す。 

 明確な科学的根拠もなくいたずらに認定の線引

きをし、多くの被爆者を救済から切り捨てる施策

を認めるわけにはいきません。 

 原爆症認定制度の在り方は被爆者の問題だけ

ではありません。福島をはじめあらゆる放射線被

害者の救済、健康対策にも関係していきます。

広島・長崎の被爆者への原爆症認定のあり様は、

必ず福島原発事故被災者への救済制度の前例

とされていくでしょう。 

 そのために、被爆の実態・実相を広範な人々に

明らかにし、多くの国民の共通理解を得ながら

あるべき援護策・認定制度を実現していくことが

求められます。 

 私達「被爆２世・３世の会」が今進めている被爆

体験の聞き取り、記録も、そうした観点から被爆

の実相に迫っていく必要があるのではないかと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原爆症認定制度の抜本改正を求める院内集会に２００人参加 

１２月３日 衆議員第２議員会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        原爆症認定制度のあり方について３年間２６回も 

         の検討会（厚生労働省）が開催されてきたが、 

         結局、司法判断に従い、被爆者の願いに応える 

全国１０８人の原告でノーモア・ヒバクシャ訴訟                報告書はまとめられなかった。（１２月４日） 

全国原告団結成のつどい １２月３日 

 

ｙｏｕｔｕｂｅで見れます！ 

●今回の原爆症認定の新しい基準は、１２

月１９日（木）深夜のＮＨＫ「時論公論」の番

組で解説放送されました。よく本質をついた

大変分り易い放送でした。インターネットを

使用されているみなさんはＹｏｕＴｕｂｅで見る

ことができます。１０分間の放送です。 

「ｙｏｕｔｕｂｅ 原爆症認定制度（２０万人）」で

検索。是非ご覧ください。 
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２０１３年１２月１６日 

被爆の実態と裁判所の判断に従わない 
原爆症認定に関する基準の改定に強く抗議する 

日本原水爆被害者団体協議会 

原爆症認定集団訴訟全国原告団 

原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 

 

１. 厚生労働省は，２０１３年１２月１６日に開催された第１５１回の原子爆弾被爆者医療分科会において，２００９

年６月２２日に改定された「新しい審査の方針」（原爆症認定の審査基準）を再改定した。新たに改定された

認定範囲は以下のとおりである。 

第１点は，「被爆者救済及び審査の迅速化の見地から、現在の科学的知見として放射線被曝による健康

影響を肯定できる範囲に加え、放射線被曝による健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含め」「積極的

に認定する範囲を設定する」。 

第２点は，心筋梗塞，甲状腺機能低下症，慢性肝炎・肝硬変に付けられていた「放射線起因性が認めら

れる」という文言を削除したうえで，その代わりに「被爆地点が爆心地より約２．０㎞以内である者」という文

言，および「原爆投下より翌日以内に爆心地から約１．０㎞以内に入市した者」という文言を新たに加え

る。 

第３点は，放射線白内障については，「放射線白内障」という文言を維持したうえで，「被爆地点より約１．

５㎞以内である者」という文言を新たに加える。 

２. 上記の改定は，非がん疾患について，悪性腫瘍より狭い外形標準を設定することを意味している。したがっ

て，この改定によって認定者の数が大幅に拡大することは考えられない。また、残留放射線の影響や被爆の

実態をふまえて認定してきた司法判断を無視するものである。加えて、非がん疾患にはしきい値がないとす

るのが現在の科学の到達点であり，この点も多くの判決が判示している。 

したがって，非がん疾患と悪性腫瘍との区別を取り除くこと，つまり非がん疾患に付けられている「放射線

起因性が認められる」という文言を単純に削除し
、、、、、、

新たな制限を設けないことこそが，司法判断と行政認定の

乖離を埋めることになる。 

３. また安倍晋三内閣総理大臣は，今年の８月６日と９日の平和式典で，多くの被爆者，市民，海外の代表を前

にして，「今なお苦痛を忍びつつ，原爆症認定を待つ方に，一日でも早く認定がおりるように最善を尽くしま

す」，「被爆された方々の声に耳を傾け，より良い援護策を進めていきます」と堅い決意を述べている。また田

村憲久厚労大臣は，今年の９月２０日の日本被団協等との定期協議の場において，冒頭で，「認定制度をよ

り良い制度とするために被爆者援護法を改正すべきであるということ，司法判断と行政認定を埋める必要が

あること，これらの点は，概ね認識を共有されていると思っております」，「司法判断と行政認定との乖離が起

こらないような方向で検討会のなかで議論してもらうべきであると思っています」と説明していた。 

しかし今回の基準の改定は，安倍総理ならびに田村厚労大臣の言明にも反するばかりでなく，行政は裁

判所の基本的な姿勢を受け入れたうえで，判例の趣旨に沿って司法判断と行政認定の乖離を埋めるべきで

あるという法治国家の基本的なルールにも反する。 

さらに今回の基準の改定は，原爆被害の実態に反するだけでなく，現在の裁判を継続させたうえで，被爆

者にさらに多くの裁判を強いる内容となっている。 

つまり今回の改定は，厚労省の司法判断に対する挑戦といわざるをえない。 

４. 今回の基準の改定は，現在の科学の到達点と多くの裁判所の判断に反する内容となっているので，私たち

３団体は，これに対して強い抗議の意思を表明し，今後も、認定基準の被爆実態に見合う再度の改定を求

めるとともに、認定制度の抜本的な改善が実現するまで，たたかい続けることを表明するものである。 
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各地で被爆２世の運動が始まる 

米重節男 

  

「２０１３年日本平和大会 in岩国」が１１月１５日～１７日に開かれ、全国各地から１２００人が参加しました。私は

乙訓平和委員会から参加しました。 

２日目に第５分科会「２０１５年ＮＰＴへ、被ばく日本の責務」へ出席しました。ここでは、日本原水協の安井正

和事務局長が核兵器廃絶の運動が、世界の中で現在進んでいることについて、１０月の国連の会議の結果にも

触れて報告しました。 

国連の加盟国が２００近くある中で、従来の大国は数の上では少数派になっていることと、圧倒的に多数の小

国や非同盟諸国が核兵器廃絶の運動を主導している現実が話されました。また、日本で取り組んでいる核兵器

廃絶の署名を国連に３００万筆も届けると、受け取る担当委員やこれらの小国の代表は、「わが国の全人口を上

回る数の署名」というような驚きをもって受け止められているとの話でした。この話は、従来の経験では見えなか

った世界の動きについて、認識を新たにするものでした。単に、アメリカのオバマ大統領が言ったから世界が動

いたのではなく、われわれ一人ひとりの行動の積み上げが世界を動かしていると実感した話でした。これからは

２０１５年ＮＰＴに向けて運動を強めていくことが重要だと感じました。 

分科会での参加者報告で特徴的だったのは、被爆２世の活動についての発言が複数あったことでした。東京、

広島、長崎、京都などのほかに、石川では最近スタートしたとの話がありました。石川では、被爆者の人数が少

ない中で、被爆者の親が被爆者と認定される前に亡くなっている２世の人や、２世だとの自覚がないという人など、

これからの運動の課題も多く抱えているとの話がありました。また、福島の原発事故による被曝による健康問題

に関して、広島・長崎の被爆者や２世３世の体験が、福島に共通する点があるとの指摘や、これからの課題につ

いても意見もありました。また、韓国では被爆２世についての全数調査をして健康データを集め、そこから２世に

どういう影響が出ているのかを明らかにする取り組みがされているとの話もありました。放射能による遺伝的影響

についての不安など共通する話が出され、全国の運動と連携していくことの必要性を感じました。 

文に沿う写真ではありませんが、 

左は岩国基地視察の写真                          右は平和大会全体会の写真 

左の飛行機は海上自衛隊機、中の小さい機はアメリカ軍の軍 

用機、右のヘリコプターは海上自衛隊機でホバリング中 
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● 「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」から“ヒロシマ・ナガサキを語り・受け継ごう”の呼びかけが寄

せられ、賛同する旨の回答を送りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」のホームページが開設されています。 

http://www.kiokuisan.jp/ 
 

【呼びかけ文】 

ヒロシマ・ナガサキを語り・受け継ごう 

２０１３．１２ 

日本原水爆被害者団体協議会        

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 

 

広島・長崎の被爆から間もなく 70年を迎えようとしています。 

この長い間、被爆者のみなさんは体と心に深い傷を負い、不安と苦しみを抱えながらも、原爆は人間に

何をなし続けるのかを身をもって告発してきました。核戦争の地獄の体験と、被爆者として生きねばならな

かった「生」を通じての命の叫びは、国内外の人びとに原爆被害の実相を知らせ、“核兵器は人間と共存

できない”“ふたたび被爆者をつくるな”の声を広げてきました。 

平和を求める世界の人々と手をつなぎ、地球上から核兵器をなくすためには、“ノーモア・ヒバクシヤ”の

志を被爆者とともに共有する人びとの輪をさらに広げていかなければなりません。 

ノーモア・ヒバクシヤ記憶遺産を継承する会は、被爆者とヒロシマ・ナガサキを語り、受け継ぐことを呼び

かけます。被爆者と受け継ぎ手が協力して、被爆者一人ひとりの声に耳を傾け、語り合い、記録に残す、

被爆の体験の継承を取り組んでいきましょう。 

そして取り組んだ成果を世界と未来にむけて、それぞれの地域から発信していきましょう。 

 

お願い 

 

（１）この呼びかけにご賛同ください。 

ご賛同いただいた団体のみなさんをご紹介させていただきたいと思います。 

※これは呼びかけへの賛同のみで、具体的に今後の取り組みへのご参加・ご協力を求めるも

のではありません。 

 

（２）１２月１４日に「被爆７０年ヘ ヒロシマ・ナガサキを語り・受け継ぐつどい」を開催します。 

つどいの開催まであまり日数がありませんが、可能な範囲で貴会の会報紙などでこのつどいを

ご紹介＜ださい。ぜひこの集いにご参加＜ださい。また、参加いただける方をご紹介ください。 

以上 
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毎年、あるいは毎日、平和を願ってたくさんの折り鶴が広島、長崎の平和公園などに寄せられます。いかに広

い平和公園と言えどもスペースには限界があり、届けられた折り鶴はその後どのように取り扱われるのか、考えて

みたら気になるところです。そんな折り鶴の行く末の一旦を会員の米重節男さんが見つけてきました。なんと日

本酒のパッケージに生まれ変わっていたのです。 

その広島の名酒“賀茂泉”のパッケージに記されているメッセージを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島には毎年１，０００万羽の平和のへの祈り「折り鶴」が全国、世

界中から寄せられます。折り鶴に託された平和への思いを昇華させ

るため、広島市では折り鶴を再生紙として蘇らせる取り組みをしてい

ます。この商品に使用しているラベルと化粧箱には、その折り鶴再生

紙が使われています。 

本品は、広島県東広島市造賀地区産の酒米「山田錦」を賀茂山

系龍王山の伏流水で仕込んだ純米酒です。広島杜氏伝承の三段仕

込みにより、口当たりやわらかでしっかりと米の旨みを感じる芳醇な味

わいにしあがっています。キリッと冷やした冷酒で、またまろやかな旨

みを感じる燗酒でもお楽しみいただけます。 

世界中の人々が笑顔で暮らせるように願いを込めて、日本酒で乾

杯！ 

折り鶴の行く末 

年明け１月２３日（木）１８：３０～ 
「２世・３世の会」新年会につどいましょう！ 

 

毎月 1回例会を行なっています。徐々に参加者も増えつつあります。 

年明け 1月は例会を兼ねた新年会を行なうことになりました。たまには固苦しい話も抜きにして、楽しく集い、

楽しく語り合いましょう！みなさんのご参加をお待ちしています。 

■会場 亀楽 ☎８４２－１５５６  ■会費 ３，０００円 

 

 西 

大 

路 
西 

大 

路 

四条通り 

教会 

ラボール京都 

郵便局 

嵐 

電 

最近の例会の
様子です。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№１４ ２０１３年１２月２４日 

9 

 

 会員紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都被爆二世･三世の会に入会して 

鳥羽洋子 さん            

 

私は現在、大阪の府立高校に再任用で勤務し、週一二回は立命館国際平和ミュージアムでボランテ

ィア･ガイドをしています。最近になって京都に被爆二世･三世の会があることを知り、迷わず入会さ

せていただきました。 

私が被爆二世であることの使命を強く意識したのは、教師になって間もない頃です。 

１９７５年、阿倍野高校二年生の峯健一君が、妹の純子ちゃんに続いて白血病で亡くなりました。

母親のスミ子さんは長崎で１２歳の時被爆されており、戦後三十年も経って二人のお子さんを相次い

で亡くされたのです。どれほどつらかったことでしょう。また、勉学とサッカーに励み、死の三日前

まで機能回復のペダルをこいで白血病と闘っていた健一君の無念さを思うとたまらない思いになり

ました。これまで、私自身、広島で被爆した母、祖母、曽祖母から直接、原爆の恐ろしさを聞かされ

てきていましたが、これほど大きな衝撃を受けたことはありませんでした。それ以来、現代社会、歴

史などで生徒と共に『戦争と平和』について考える授業に力を入れるようになりました。'８０年代

反核運動の盛んな時期には、新聞部で母達の避難経路を辿るドキュメンタリー８ミリを自主制作した

り、'９５年にはフランス核実験再開に抗議する生徒と共に文化祭で原爆展と五十字平和メッセージ

に取り組んだりしました。２００５年以降は、私自身の授業に母を招き、被爆体験を話してもらうこ

とを始めました。 

母、濱恭子（現在８８歳）は１９４５年３月の大阪空襲で家を焼かれ、炎から逃れて避難した広島

では、爆心から１．２ｋｍ離れた縮景園近くの親戚宅で被爆しました。家の下敷きになり大きな傷を

負いましたが、母親、祖母と共に脱出し、二日間の野宿を経て９日に島根の遠縁の元に辿り着くこと

ができました。戦後六十年の２００５年を節目に手記を発表し、八十歳から語り部活動を開始しまし

た。昨年は、美帆シボさんからの依頼があり、９月にフランスでの市民集会に招かれて母とともに被

爆体験を語ってきました。アンジェではフランス核実験の被爆兵士の方々と交流し、リヨンでは空手

クラブの青年たちが企画してくれた集会で核廃絶と平和への願いが共通であることを確認し合いま

した。そして今年の夏、広島にやってきたこの若者達との再会を果たしました。 

今後も、核兵器廃絶を願う世界の人々とも連帯しながら、みなさん､母と共に平和な世界をめざし

て活動していきたいと思っています。 
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がん再発予防の食事＆生活術    

監修 元国立がん研究センター中央病院栄養管理室長 野口節子 

家庭栄養研究会 編 

会員・花岡和子さんの推薦です。 

１冊寄贈していただきました。「２世・３世の会」の事務所（ラポール京都４

階）に置いてあります。 

 

食べもの通信社  １，２６０円 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

映画『アオギリにたくして』 

広島で被爆体験を語り続けた故・沼田鈴子さんの実話をモデ 

ルに、被爆者の生きる姿を描いたドラマ映画です。映画とはまっ 

たく関わりのなかった、映画には素人だったシンガ―・ソングライ 

ター中村里美さんが沼田鈴子さんの生き様に感動し、沼田さん 

の遺志を伝え続けなければならないと思い、自ら借金も背負って 

プロデュースされた作品です。 

１２月１７日と１９日、この映画の上映運動実行委員会立ち上 

げのための試写会があり参加してきました。 

上映の後、不覚にも涙をこらえきれず、求められた感想も絶句 

して語ることができませんでした。これまでにも原爆をテーマにし 

た映画はたくさん観てきたのに、こんなことはなかったのに、と思 

いながら、自分でもどうしてなのか分りませんでした。 

映画『アオギリにたくして』は１月２２日（水）もう一度試写会が行われます。今度は製作者の中村里美さ

んと音楽監督の伊藤茂利さんのト―クも一緒に行なわれる予定です（１４：００、１８：３０、ハートピア京都）。

そして２月２２日（土）が本上映会で、１０：３０、１４：００、シルクホールにて行なわれます。 

２世・３世の会の会員・賛助会員のみなさんの鑑賞はもちろん、多くの皆さんに観ていただくよう、上映運

動として広げたいと思いました。 

                                     平 信行さん 

岩波新書 

７６０円 

http://aogiri-movie.net/download/flyer_omote.pdf
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■来年は鹿児島の「２世・３世の会」にも 

谷口公洋さん 

例会のご連絡ありがとうございます。今回も勤務の

日なので欠席させて頂きます。 

 先月、妻の母親が倒れたため、妻が介護休暇を取

って実家の丹後へ帰り、私は一人暮らしをしていま

す。 

鹿児島にいる私の母親（一人暮らしです）は、87歳

で幸い元気にしています。近くに姉夫婦もいますの

で安心はしていますが、今後を考えるとなるべく一緒

に過ごしたいと思っています。 

私は、来年３月に教職を定年退職します。再任用

は希望せず、しばらく行ったり来たりしながら母親から

被爆状況の聞き取りをしたり、鹿児島の「２世・３世の

会」にも参加して交流するつもりです。内容はまたお

知らせしま す。 

こんな状況におかれて、色々と考えています。皆さ

まにどうぞよろしく伝えて下さい。 

 

■２世・３世の充実した健康対策の実現をめざし

ましょう！ 

山根和代さん 

インターネットでいろいろ調べていると、東京の被

爆者団体「東友会」のホームページがありました。 

http://t-hibaku.jp/seido/14_nisei.php 

そこには、被爆二世の制度：被爆二世（被爆者の

実子）で東京都に住む人は、「健康診断受診票」を申

請すれば健康診断とガン検診が無料。被爆二世で

東京都に住む人は、半年以上の治療が必要と見込

まれる成人病などの医療費の自己負担分が無料に、

の情報があり驚きました。 

京都の状況とは大きな差ですね。  

福島の状況を考えると、被爆二世の健診、医療費

の問題はつながってくると思います。 

東京都、神奈川県、大阪吹田市・同摂津市の医療

費援助が、これまでの被爆者の運動の成果ということ

はとても貴重であると思いました。被爆二世も高齢化

し、医療費の問題が深刻になっていると思います。た

だ自分が被爆二世であるという認識がない人もいると

思いますし、そう思いたくない人もいるでしょう。 

今後は政府、自治体への働きかけが必要と思いま

すが、被爆二世の団体そのものの存在が大事である

と思います。京都で「２世・３世の会」ができて活動とし

ている意義はとても大きいと思います。 

 

■なかなか例会に参加できなくて 

守田敏也さん 

毎月の会合に時間が合えば出席したいと思ってい

るのですが、毎度、ブッキングしてしまいかなわず、

申し訳ありません。 

スケジュールについてですが、１２月末から１月中

ごろまでは、大阪・滋賀・兵庫での講演ばかりになりま

す。京都での活動があるときにまたお伝えします。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

■国会に、京丹後に！ 

平 信行さん 

１２月３日（火）は原爆症認定制度抜本改定を求め

る国会院内集会に参加。翌日は秘密保護法反対の

ための国会を取り囲むヒューマンチェーンにも参加し

てきました。本当に国会を人の手の鎖で囲んでしま

い、大変な規模のとりくみになりました。 

１２月１６日（日）は経ヶ岬への米軍Ｘバンドレーダ

ー基地設置反対の京丹後市集会・デモに参加。冷

雨の中 1,000

人の参加者

でレーダーＮ

Ｏ！の声を挙

げました。

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

http://t-hibaku.jp/seido/14_nisei.php
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■新基準で申請却下の被爆者たち１０８人 

原爆症認定へ全国原告団  制度の抜本改正訴え 

原爆症の認定基準が２００８年に緩和された後に申請を却下され、各地で訴訟を起こして 

いる被爆者たちが３日、全国原告団を結成した。「訴訟に勝ち続けることが被爆の実態に沿った制

度の実現につながる」と訴え、原告同士が連携し、認定制度の抜本改正に向けた機運を盛り上げ

ることを確認した。 

広島、岡山、長崎、東京、名古屋、大阪、熊本の７地裁で提訴した１０８人（うち１０人は勝訴確

定）で構成。国会内で開いた結成集会には、弁護士を含め約４０人が出席した。 

原告団の名称を「ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団」に決め、団長には、１１年に終結した原

爆症認定集団訴訟で団長を務めた山本英典さん（８０）＝東京都杉並区＝を選んだ。 

広島地裁に提訴した原告で参加したのは２７人。集会に出席した広島市安佐南区の八木義彦さ

ん（７９）は、爆心地から約１・５キロで被爆した。３年前、現行基準で約３・５キロ以内なら積極認定さ

れる心筋梗塞を患ったが、国の審査で「原爆放射線との関連性がない」と認定申請を却下された。 

昨年９月に提訴した八木さんは「裁判を起こす前に認定してほしいと願いながら亡くなる知人が増

えている」と、一刻も早い制度の見直しを訴えた。  

（２０１３年１２月４日 中国新聞） 

 

scrapbook 

■内部被ばく検査：京都の被爆者が初検査 福島原発事故 

◇京都以外に居住の退避者も検査ＯＫ◇        

東京電力福島第１原発事故で、福島県からの県外避難者を対

象にした内部被ばく検査が１３日、京都市上京区の京都府庁で始

まった。福島県が、全身の内部被ばく量を計測する機器を載せた

車を各地に派遣して実施しており、西日本では初。京都以外に居

住する避難者も検査を受けられる。京都府庁は１９日まで。２１〜２

６日は神戸市の兵庫県庁で行う。 

機器の前に２分間立って静止し、体内にあるセシウム１３４と同１３７を測定する。福島県郡山

市から京都市に避難している石井明子さん（４０）は、事故当時生後１カ月だった楓子（ふうこ）

ちゃん（２）を連れて訪れ、「仕事で半年以上避難できずに気が気でなかった。検査はもっと早く

やってほしかった」と話した。 

府庁内に放射能に詳しい科学者や避難者支援グループによる相談コーナーもある。 

検査は無料（交通費は自己負担）で、結果は郵送される。１２日までに京都、神戸両会場で２

８３人が申し込んでいる。申し込みは福島県県民健康管理課（０８０・５７４３・５８６７）。 

（２０１３年１２月１３日 毎日新聞） 

写真は内部被ばく検査の説明を受ける県外避難者ら＝京都市上京区の京都府庁で２０１３年１２月１３日 

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E3%81%B0%E3%81%8F%E6%A4%9C%E6%9F%BB&r=reflink
http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E3%81%B0%E3%81%8F%E6%A4%9C%E6%9F%BB&r=reflink
http://mainichi.jp/graph/2013/12/13/20131213k0000e040226000c/001.html
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■映画『アオギリにたくして』上映会（２月２２日）成功へ 

広島市の平和記念公園にある被爆アオギリの本の下で平和の語り部を続けた故・沼田鈴子さん

（２０１１年没）の生きざまを描いた映画『アオギリにたくして』の京都上映会が来年２月２２日にシルク

ホール（京都市下京区）で行われます。上映会実行員会の立ち上げを兼ねた試写会が１２月１７

日、１９日の両日、京都市中京区の河ニホールで行われます。 

映画は、沼田さんと長年親交のあったシンガーソングライターの中村里美さん（４９）＝東京都＝

と伊藤茂利さん（５９）＝神奈川県＝の２人が製作し、今夏に完成させました。原爆で片脚を失い、

被爆差別に傷つきながらも、新芽を伸ばすアオギリのように力強く生きる姿を描いた人間ドラマ。京

都上映会は、作品内容に共感した京都映画センターの竹内守さんが映画監督で「京都映画人９条

の会」の高垣博也さんに持ちかけ、企画しました。 

高垣さんは、「被爆者が受けた差別も描いており、芯の強さを感じさせます。周りの人に薦めたく

なる作品なので、ぜひ試写に足を運んでほしい」と話しています。 

     ◇ 

試写会は１７、１９の両日とも①14時②19時の２回。会場は、 

中京区二条通寺町東入る榎木町８７河ニビル８階。また、来年 

１月２２日には、プロデューサーの中村、伊藤両氏を迎えたトー 

ク＆試写会がハートピア京都で開かれます（14時・18時半の２ 

回）。問い合わせ・０７５・２５６・１７０７（京都映画センター）。 

（２０１３年１２月８日 京都民報） 

■折り鶴を再生 郷土かるた 広島の名所や歴史読む 

広島市南区のＮＰＯ制作・販売 

ＮＰＯ法人おりづる広島（広島市南区）が、中区の平和記念公園に寄せられた折り鶴を再利用し

た郷土かるたを作り、販売を始めた。  

読み札と絵札が４４枚ずつあり、それぞれ縦約７センチ、横約５センチ。「安芸の宮島 朱の鳥居」

「爆風に 耐えて伝える 原爆ドーム」など広島の名所や歴史を題材にした。原爆供養塔と原爆の

子の像に寄せられた折り鶴をもらい受け、県内の障害者福祉施設などに委託して作った再生紙を 

活用している。 

読み札の文言は２０１１年１月、公募で集まった約３００首から選定。絵札用の

イラストは、県内の特別支援学校生や若手アーティストに呼び掛けて募り、約２

４０点からことし１０月に選んだ。 

１セット１５７５円。１１月下旬から同法人事務所（南区宇品西４丁目）や大聖院

（廿日市市宮島町）で販売している。今後、販売場所を増やす予定。船田和江

理事長（６３）は「遊びながら広島の歴史や文化を学んでほしい」と話している。

事務局Ｔｅｌ０８２（２５４）２７３０。 

（２０１３年１２月１２日 中国新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１２ ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火

曜 

 

１ １ 水 元日 

 ２ 木  

 ３ 金  

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 新春 6・9 行動（１４時・清水寺） 

 ７ 火

曜 

 

 ８ 水  

 ９ 木 新春 6・9 行動（１４時・清水寺） 

 １０ 金 金曜・関電行動 

 １１

も 

土 京教組春闘学習会（１０時３０分・教育文化センター） 

 １２ 日 
女性のつどい・ファミリーフェスティバル（１３時・シルクホール） 

都道府県対抗女子駅伝（１２時３０分） 

 １３ 月 成人の日 

 １４ 火

曜 

 

 １５ 水  

 １６ 木  

 １７ 金 金曜・関電行動 

 １８ 土  

 １９ 日  

 ２０ 月  

 ２１ 火 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（宇治） 

 ２２ 水 映画「アオギリにたくして」試写会（１４時、１８時 3０分・ハートピア京都） 

 ２３ 木 「２世・３世の会」例会＆新年会（１８時３０分） 

 ２４ 金 金曜・関電行動 

 ２５ 土 
第６３次京都教研「みんなで２１世の未来を開く」全体会（１３時３０分・教文） 

福島交流ツアーの報告会（１３時・京都弁護士会館） 

 ２６ 日 第６３次京都教研 分科会（９時３０分・京都市職員会館「かもがわ」） 

 ２７ 月  

 ２８ 火  

 ２９ 水  

 ３０ 木  

 ３１ 金 金曜・関電行動 

２ １ 土 「やめてんか！おかしな世論誘導｣市民集会（１３時３０分・京都社会福祉会館） 

 


