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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 

京都府・京都市との懇談会の報告  ２ 

「被爆者証言の世界化ネットワーク（NET-GTAS）」設立総会に参加して 鳥羽洋子さん ４ 

チェルノブイリの真実をつかみ、福島の真実を伝えるための行動に   

カンパをお願いします！ 守田敏也さん ６ 

『消えた広島』がつなぐもの 平 信行さん ８ 

九州に被爆二世協議会準備会が発足  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／ 原告「命と向き合って」原発避難者訴訟第１回口頭弁論 （朝日新聞） １２ 

 「核禁止」強く促す メキシコ 非人道性会議が閉幕 （中國新聞） １２ 

 核持ち込み岸田発言に「裏切られた気持ち」 地元広島 （中國新聞） １３ 

 被爆二世が要請行動 神奈川・長崎 実態調査や健診充実求め  (被団協新聞) １３ 

行事カレンダー  １４ 

被爆体験の継承⑫   じわじわと体を蝕まれた私の被爆体験 福原恒美さん 

被爆体験の継承⑬   私の被爆体験とノーモア・ヒバクシャ訴訟 柴田幸枝さん 

２０１４年度の年次総会は 

４月２６日（土）です。（１３：００～１６：００／ラボール京都） 

今からご予定下さい！！ 

２月７日原発避難者京都訴訟第一回口頭弁論 

後の報告集会（こども未来館） 

２月１９日大飯原発差止訴訟第３回口頭弁論 

後の報告集会（京都弁護士会館） 
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京都府・京都市との懇談会の報告 
 

例年行なっている京都原水爆被災者懇談会と京都府・京都市との懇談を今年も、京都府１月２２日（水）、京

都市１月２８日（火）開催しました。以下にその概要をお知らせします。 

 

 

【京都府】 

 被爆者援護法、原爆症認定制度、２世・３世の

健康対策など被爆者、２世・３世に対する国の援

護制度の改善要求について京都府も要請する

よう求めていますが、それぞれ努力する旨回答

されています。 

 京都府独自でも２世・３世のガン検診を実施する

よう求めていますが、国に要望すべきことである

と取り扱われています。 

 近年は地方自治体（市町村）が住民サービスの

ために低料金のガン検診を実施するようになっ

ており、その有効活用も必要ではないかと回答

されました。ガン検診は本来国の責任において

実施すべきことであり、そのことは今後も引き続

き求めていきますが、２世・３世の健康のために

は当面可能なことを実施していくことも必要では

ないかと思われます。そのために京都府内の市

町村で現在実施されているガン検診の資料一

覧を求め、提供していただきました。次ページに

掲示しますので参考にして下さい。 

 京都府との懇談では被爆者の新規被爆者健康

手帳発行について議論になりました。戦後７０年

近くになり、被爆者の記憶に曖昧さが生じたり、

証人を得るのも難しくなっています。そうした事

態を充分に考慮して、申請に対しては速やかに

発行されるよう強く求めました。 

 尚、京都府内の被爆者の現状について以下の

ように紹介されました。 

２０１３年１１月現在の被爆者健康手帳所持者数 

１，１６１人 

２０１３年度の被爆者一般健診受診者数 ３９１

人、同ガン検診受診者数 ４３２人 

２０１３年度の被爆２世健診受診者数 １７７人 

 

【京都市】 

 国の援護制度の改善要求については京都市も

京都府と同様、それぞれ努力する旨回答されて

います。 

 市バス・地下鉄料金について被爆者には援助

制度がありますが、現状以上の改善は困難との

回答がなされました。 

 被爆者を含む高齢者一般への支援対策は重要

で喫緊の課題となっています。京都市では「京

都市民長寿すこやかプラン」を策定し、地域毎

の援助システム、街づくりをすすめていると回答

されました。 

 昨年京都市管理の二条城に広島の被爆アオギ

リ二世が植樹されました。原水爆被災者懇談会

としても、２世・３世の会としても大切に見守って

いきたいと思っており、入場料などの配慮を検討

できないかと要請しました。 

 福島からの避難者に対する京都市の現在の支

援策について質問し、支援住宅・家財の提供、

生活保護の適用などが紹介されました。 
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「被爆者証言の世界化ネットワーク（NET-GTAS）」設立総会に参加して 

                           鳥羽 洋子 

 

１月２４日に開かれた「被爆者証言の世界化

ネットワーク（NET-GTAS）」設立総会とその後

の「学生・市民の集い」に参加してきました。 

実は、１２月２１日の「被爆者を励ますつどい」

に初めて参加し、そこでお会いした花垣ルミさ

んからこの会のことをお聞きしました。私が参加

を決めたのは、この会の立ち上げに尽力され

た事務局代表の長谷邦彦さんが書かれた設

立趣旨に大いに心を動かされたからです。 

私が賛同したのは、この会が被爆者証言の

多言語への翻訳と世界への発信を目的とするだ 

けでなく、学生や外国の方々との共同翻訳作業を通して若い世代への被爆体験の継承にも力を

入れ、「新たな語り部」を世界各地に生み出そうとされている点です。そして、被爆体験の共有によ

って反核の新たな連帯の輪を世界に広げていこうとされている点です。これは現在の国内国際情

勢の中でとても重要な課題であると思います。私個人も、母の大阪空襲と広島原爆体験をフランス

語に翻訳・通訳した経験から、平和で核のない世界を実現していくには市民レベルでの国際的な

連帯と協力が欠かせないことを痛感しました。 

設立総会には、中心となられている京都外大や横浜国立大、筑波大学の先生方だけでなく、

国立広島原爆死没者追悼平和記念館の館長さんも出席されておられました。この会は基盤も幅

広く今後の発展が大いに期待されます。 

総会後に行われた「学生・市民の集い」では、国連軍縮局の被爆者サイトからアルゼンチン在

住の女性被爆者の証言を５ヶ国語ほどの翻訳で視聴しました。この字幕翻訳は、すでに京都外大

の方々が協力して作成されたものです。 

そのあとアメリカでも証言活動をされてきている花垣ルミさんが証言されました。当時五歳という

方の被爆体験をお聞きしたのは初めてでしたが、幼い子どもの視点から見た動物の死や人形の

被爆などお話はとても生々しく、きっと今の子どもの心にも響き、共感追体験できるでしょう。被爆

 京都外国語大学を事務局に、「被爆者証言の世界化ネットワーク（NET-GTAS）」が設立されました。こ

れは広島・長崎の被爆証言を多くの国の言語に翻訳して世界へ発信していくことを目的としたネットワ

ークです。京都「被爆２世・３世の会」の会員でこのネットワークの会員にもなられた鳥羽洋子さんに設立

総会とその後の「学生・市民の集い」についてレポートしていただきました。 

１月２４日 学生・市民の集いの様子 
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の実相を伝えていく上で、こうした様々な年齢層の異なった証言一つ一つがいかに貴重で重要な

ものであるかを改めて感じました。100名ほどの会場には被爆者の証言を聞くのは初めてという学

生や留学生も大勢参加されており、大きな衝撃を受けた様子で次々と感想や意見・質問が出され

ました。このような世代を越えた交流が今後

益々活発になっていってほしいと思います。 

NET-GTAS の活動は、すでになされた証言

の翻訳だけでなく、今後まだ語られていない被

爆者の方々の証言の聞き取りにも広げていく

必要があると思います。「被爆二世・三世の会」

も積極的に証言の聞き取りで協力していけるの

ではないでしょうか。私も微力ながら、できると

ころから NET-GTAS の活動に参加していきた

いと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国新聞 ２０１４年１月１８日付 

被爆証言を他言語翻訳  京都外大など「ネット」設立へ 

京都外国語大（京都市）は１７日、国内外の大学教員たちと連携し、広島、長崎の被爆者の体験証言を多言語

に翻訳する「被爆者証言の世界化ネットワーク」を２４日に設立すると発表した。翻訳するのは、国立広島原爆死

没者追悼平和祈念館（広島市中区）が公開している証言ビデオで、核兵器廃絶の願いを世界に広げる。 

同大国際言語平和研究所の長谷邦彦客員研究員たちが１年前から設立準備を進めていた。現時点で日本、ド

イツ、スロベニアなど７カ国の大学教員や翻訳家たち約５０人が参加を予定する。 

初年度は祈念館が所蔵する被爆者５人の証言ビデオを英独仏中韓の５カ国語に翻訳。字幕にして館内や、広

島、長崎の両祈念館が共同運営するウェブサイト「平和情報ネットワーク」で公開する。 

被爆７０年の２０１５年度以降は対象ビデオを増やし、国連公用 

語や核保有国の言語に広げる方針でいる。各国の若い世代の関 

心を高めるため、大学の授業を利用した翻訳作業も働き掛ける。 

事務局は同大に置き、２４日に設立総会を開く。 

長谷客員研究員は「言葉の壁を破り、被爆体験を世界で共有 

してほしい」、祈念館の松井悟副館長は「ネットワークを通じ、多く 

の人に被爆の実相を知ってもらいたい。できる限りの協力をしたい 

」と力を込めた。 

参加申し込みや問い合わせは同研究所のメール、ｇｅｎｇｏ＠ｋｕｆｓ．ａｃ．ｊｐ（加納優）  
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● 京都「被爆２世・３世の会」会員・守田敏也さんからの訴え（抜粋）です。 

「会」としても重要で価値ある行動だと思い、守田さんの訴えを会報に転載させていただきました。 

● 守田さんのヨーロッパへの出発は２月最終週ですが、事後になりましても結構ですので、是非カンパのご協

力をお願いいたします。 

 

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

チェルノブイリの真実をつかみ、 

福島の真実を伝えるための行動にカンパをお願いします！ 

２０１４年１月３０日 ２月１０日改訂 守田敏也 

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

みなさま。正念場である今年の年明けにみなさ

まに次の言葉をお送りしました。Power to the 

people!! 

この言葉を実現するために、すでに精力的に走

り回っていますが、より大きな企画にチャレンジしま

す。2月末よりドイツ、ベラルーシで行われる国際

会議と、ヨーロッパ各国を舞台とする「ヨーロッパ・

アクション・ウィーク」に参加してきます！つきまして

は旅費、取材費のカンパを心よりお願いいたしま

す！ 

 

前半の企画名は「原発災害による健康への影響

及びその治療法の可能性に関するベラルーシ、日

本及びドイツ医師協議会」。ドイツ・日本・ベラルー

シの医師が 5人ずつ集まり、ベラルーシ訪問後、ド

イツでシンポを行います。ベラルーシでは 26～28

日ミンスク、3月 1日ゴメリを訪問。病院などを見学

し、医師たち中心の会議に参加します。その後ドイ

ツ企画が 3月 4日から 7日までです。 

 

さらに 7日から「ヨーロッパ・アクション・ウィーク―

チェルノブイリと福島の後の未来のために」に参加

します。原発事故の現場からの証言をヨーロッパ各

地で行うもので、僕には日本が原発を輸出しようと

しているトルコから講演依頼が来ています。黒海に

面した古い歴史を持つ美しい町であるとともに、日

本の原発４基の建設が予定されているシノップ市

からも。トルコも地震大国で、市長をはじめ多くの

方が反対されているにもかかわらず、日本が原発

を売り込もうとしているのです。そのトルコで絶対に

原発を受け入れてはいけないと叫ぶことに、僕は

日本人としての強い責任を感じています。 

 

トルコ訪問の後に、再びドイツで数回講演を行

います。廃炉過程に入った原発や、自然エネルギ

ー開発を進めている町の取材、脱原発を訴えて行

動している方々との交流も行います。これら前半の

企画にも後半の企画にも、僕は講演者かつ取材

者として参加し、チェルノブイリの真実をつかみ、

福島の真実を伝えてきます。 

 

ドイツの企画との縁は、昨秋にドイツ放射線防護

協会会長の、セバスチャン・プフルークバイル博士

が日本人医師探しのために来られた時にできまし

た。京都での彼の行動を僕がアテンド。数人の医

師たちとの会談をセットしました。その後、僕もジャ

ーナリストの一員として参加しないかとの打診を受

け、ヨーロッパ・アクション・ウィークからもお誘いが

あって、双方への参加を快諾しました。 

 

僕が参加を決意したのは、プフルークバイル博

士の思いに共感してのこと。博士は東ドイツ出身。

1970年代の学生時代に放射線防護の研究をはじ

め、1986年にチェルノブイリ原発事故に遭遇しまし

た。当時の東ドイツ政府は、事実をほとんど伝えま

せんでしたが、ゴルバチョフ書記長のもとで、グラス

ノスチ（情報公開）を行っていた旧ソ連側から次第

に情報が出始めました。博士たちは、それをつか

んでチェルノブイリ救援に乗り出しました。 

 

そこで博士が見たものは悲惨な現実でした。当

時、原発の周辺ではたくさんの障がい児が生まれ



京都「被爆２世・３世の会」会報№１６ ２０１４年２月２５日 

7 

 

ていたそうなのですが、ソ連政府は「産み捨て」方

針を出し、専用の施設を作ったのだそうです。施設

の中には無機的にベッドが並べられ、寝かされた

子どもが嘔吐しても、拭くことなく放置されていまし

た。暗澹たる思いでいたところ、施設に子どもを「産

み捨て」にせずに、育てている親たちがいることを

知り、コンタクトを取りました。親たちは救援を求め

ていました。せめて自分たちが集うことのできる場

が欲しいと。  

 

博士は東ドイツに帰って、このことを訴え、カン

パを募り始めました。すると東ドイツ市民がいくらで

もお金をだしてくれたのだそうです。西ドイツとの併

合に向かう混乱の中にあったにも関わらず。博士

はこの話をしながら、途中で悲しそうな眼をして笑

いながらこういいました。「今の話は、僕が見たひど

いことのほんの一部だよ・・・」。博士は原発事故か

らの救援だけでなく、障がい者の人権を守るため

にも必死になって行動されました。 

 

この話を通じて、博士が福島原発事故以降、何

度も何度も日本に来られている理由、胸のうちが

分かりました。あの大変な事態がまた起こる。なんと

かしたい。そのためにチェルノブイリであったことを

日本人に伝えよう。そうすれば日本人の中で覚醒

が起こるだろう・・・。そんな気持ちです。ああ、それ

ならば、僕が誰よりも そのことの受け取り手になろ

う。僕自身がチェルノブイリを訪れ、真実をつかみ、

伝える人間になろうと強く思いました。 

 

その後、秘密保護法が強行採決へと動き出して

いきました。何を秘密にしたいのか。米軍と自衛隊

との共同作戦であることは間違いないですが、もう

一つは福島の真実です。とくに安倍首相は、大嘘

で東京オリンピックを「獲得」してしまい、福島の現

実を隠す、さらに強い必要性が生じてしまいました。

だからこそ、今、被曝の真実を内外に明らかにする

ことは、民衆が力を獲得する上で、一番大事なこと

がらになっています。この２つの企画への参加はま

さに渡りに船です！ 

 

しかし一つの困難が生じました。渡航費、経費な

どのある部分を自己負担せざるをえないことです。

通訳も一部こちらで探したり、謝礼を負担したりす

ることになります。ヨーロッパ内部の移動費も一部

は自己負担です。全体で 30日近い欧州滞在とな

り、向こうでの生活の様子など、多くが分からないま

まチャレンジするので備えが必要です。さらにこれ

ほど長い取材・講演旅行は初めてなので、後半の

一週間、連れ合いにも訪欧してもらいヘルプしても

らいます。日本から医薬品など物資補充もしてもら

いますがこれは全額自己負担です。 

 

そこで、この企画への支援を広く訴え、これまで

僕が講演した寺院、教会関係の方々など、多くの

方に企画全体への寄付を募るなどし、その中で僕

の必要経費を賄うことを計画しました。ところが前

半の企画のヨーロッパ側の責任者のある方が、秘

密保護法の可決に強烈な危機感を持ち、企画の

事前公表を禁じてしまいました。私たちの同法から

の保護を考えられてのことですが、そのため前半

の企画に向けた諸団体への働きかけや、「明日に

向けて」での事前発信、ＭＬなどでの寄付の呼び

かけができなくなってしまいました。そこであくまで

個人レベルでカンパを募るしか方法がなくなり、こう

した訴えを発することにしました。 

 

秘密保護法との関係で言うと、確かにこの法律

を恐れている方は、一つのポイントをついてもいま

す。チェルノブイリの真実を日本に持ち込み、福島

の真実を海外に持ち出すものを、安倍政権はもっ

とも忌み嫌うでしょう。法律が施行されてないので、

今回はまだターゲットにはできませんが、確かに今

後、僕は弾圧の対象になる可能性があります。僕

は弾圧をまったく恐れませんが、しかし手をこまね

いていようとも思いません。むしろだからこそ、余計

にヨーロッパにたくさんのつてを作り、弾圧があれ

ば伝わる仕組みを作ってこようとも思うのです。 

 

つまり秘密保護法に対する逆手の対応です。僕

が真実を発信している人物だと言う評価が高まる

分だけ弾圧の可能性が増えるでしょうが、同時に

その場合の弾圧は世界に日本政府のひどさを告

げるものにもなります。その構造が僕や日本の言

論を守ることになります。その意味で真実をつかみ、

かつ発信する中で、ヨーロッパの人々と強く結びつ
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き、真実の力によってこそ言論に対する強いガード

を作り出す機会としても、今回の取材・講演旅行を

位置付けようと思います。 

 

どうかみなさま、ぜひお力をお貸しください！心

よりお願いいたします！ 

 

僭越ながら、カンパの振込先を書かせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込先 郵貯ぎんこう なまえ モリタトシヤ 記号 14490 番号 22666151 

他の金融機関からのお振り込みの場合は 

店名 四四八（ヨンヨンハチ） 店番 448 預金種目 普通預金 

口座番号 2266615 

『消えた広島』がつなぐもの 

前の京都原水爆被災者懇談会世話人代表の永原誠先生が昨年亡くなられた後発行となった遺作『消

えた広島』は、前半で先生が子どもの頃を過ごされた広島市鉄砲町などの戦前の街並みや人々の暮らしを

生き生きと描かれ、後半で家族を４人も奪った原爆の残虐性を告発された書でした。この本はご遺族や京

都原水爆被災者懇談会を通じて多くのみなさんの手に届けられたのですが、一部は一般の書店にも並び

ました。 

広島市内の書店でたまたま手にされたある方から出版社の「ウインかもがわ」に、大変感動したとの感想

が寄せられました。担当編集者から私にそのことについて連絡があり、私が丁度広島県の実家に里帰りし

ていた時でしたので、広島市内にその方を訪ねてきました。 

その方はかって永原先生が住まわれていた場所の近所で、現在は上幟
かみのぼり

町
ちょう

という地域の、岡部喜久雄さ

んという方でした。町内会長もされていて、先々代からそこに住み続けられている方です。そして岡部さん

は被爆２世でした。自身が２世であることに使命感のようなものを感じて、地域の戦前の街並みの研究、具

体的には住宅地図の再現などをなされていました。近くの大学キャ 

ンパスを借用して平和のための展示会なども催されていました。 

永原先生の『消えた広島』に描かれた広島の街は岡部さんの研 

究と重なり合うところが大変多く、思いがけず同志を得たような感覚 

だったと思います。「もう一年早ければ、永原先生に地図をお見せ 

したり、今の街を案内できたりしたのに」としきりに残念がられました。 

岡部さんからこの地域（現在の縮景園周辺）の住宅地図や資料 

をたくさんいただいて帰りました。永原先生のご家族に資料をお届 

けし大変喜んでいただきました。「２世・３世の会」の会員では、吉田 

妙子さんの戦前の実家が、そして鳥羽洋子さんのお母さんが大阪 

から疎開されたのもこの地域です。それぞれ資料をお渡ししたので 

すが、確かに「あの時の」家が、岡部さんの作成された地図に記され 

ていました。 

本の持つ力を実感しました。             平 信行 現在の鉄砲町界隈 
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九州に被爆二世協議会準備会発足 

 ２月１日、長崎市、諫早市（長崎県）、佐賀県、福岡県、熊本県の５つの二世の会の賛同で、「九州ブロ

ック被爆二世協議会準備会」が作られました。世話人は南嘉久さん（福岡県被爆二世の会会長）です。

これからこの準備会は、①被爆二世の要求実現、②被爆者運動の継承、③情報の発信・共同・共有

化などを目的とし、日本被爆者団体協議会と連携しながら、一年以内に協議会発足に向け、活動を行

なっていく予定です。 

 長崎市の二世の会の柿田富美枝さんによると、せっかく福岡、佐賀、長崎（長崎市と諫早市）、熊本、

鹿児島と二世の会ができたので、協力しあって学習会などを行ない、理論的にも力をつけ、実践を深

めたいと思っている、と話されていました。 

 尚、この日は福岡県、佐賀県、長崎市、諫早市、熊本県、鹿児島県、島根県、兵庫県の８つの被爆二

世の会による共催で「被爆者運動継承の学習・交流会」が福岡県春日市で催されました。 

日本被団協中央相談所委員の伊藤直子さんが「被爆者運動から学んだこと」と題し、講演。各地から４

０名が集まり、講演のあと、二世の要求、被爆体験や運動の継承などについて４つのグループに分か

れ論議されています。  

 関西の２世の会は今のところ、兵庫県被爆二世の会と私たち京都「被爆２世・３世の会」の二つだけで

す。関西でも共同してとりくみがすすめていけるようにしていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年２月２日付  

長崎新聞  
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体質と食物  健康への道   秋月辰一郎 著 

紹介：米重節男さん 

１月に向日市後援会の「たけのこ会」旅行で長野県諏訪湖周辺に行きまし

た。その時に寄った味噌蔵の売店に売っていた６１ページの小冊子です。一

緒に行った人が、この本の著者は長崎の被爆医師として知られていると、教

えてくれました。私は知らなかったので、読んでみました。書かれていること

は、人の健康は西洋医学の対症療法よりも、体質から変えていくことが大切

だということです。 

日本には伝統的な食物・食習慣があり、それで日本人の体質が作られてき

た。これが長生きや病気に打ち勝つ人間の体質を作っている。味噌汁を摂る

習慣はひとつの例である。とあります。それで、味噌蔵が味噌の宣伝にとこの

本を置いて売っていたのでしょう。 

私は、この本に書かれている味噌がどうのというよりも、秋月医師が長崎で被爆した時の体験に興味が

わきました。病院でいっしょに救援活動をした人から原爆症を発する人が出なかったこと、虚弱体質で長生

きできないと言われた秋月医師が、原爆にも生き延びることができたのは、食生活に「体質強化」をする要

因があると述べています。病院には、味噌とワカメが多量貯蔵してあって、食糧不足でも味噌汁は欠かすこ

となかったのが、大きな要因だとしています。これらの体験も踏まえて、伝統的食生活と食生活習慣で作ら

れた日本人の体質に着目して、健康や長生きの仕組みを述べています。 

この話を聞いて、思い至ったのは同様のことを映画で肥田俊太郎医師が語っていたことです。放射能に

負けない体質を作ること、免疫力を強化すること、そのためには被爆したからには、生活を全面にわたって

根本的に変える必要があると力説されています。また、被爆者を食生活面から支えて原爆症を乗り越えた

経験を語っている人もあります。広島では、被爆後に温泉で療養したとか、ある種の食べ物が効果的だっ

たとか言う話も良く聞きました。 

その点では、秋月医師がいうところの「体質」を強くするということ、食物を選ぶことお大切さなど、共通点

があるように受け止めました。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

平凡社 

２，９４０円 

原子力 負の遺産  北海道新聞社編 

紹介：石角敏明さん 

発行者を見た時「何故、地方の一新聞社が？」（ごめんなさい）という感想をもちま 

した。しかし読み進めていくうちに、直ぐに納得できたが、内容は非常に多岐に渡り、 

取材範囲も非常に広く、これが地方新聞社の記事かと、驚きを持ちました。 

 内容は「原子力」の問題だけでなく「原発の抱える問題」をクローズアップさせてく 

れます。特に「核のゴミ」をめぐる問題提起（？）には、背筋に寒さすら感じました。 

私が予想、というか考えていた以上に、大変な事態になってきており、「本当に再 

 

クリエ―出版  ３５０円 

北海道新聞社 
１，５７５円 
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■鹿児島の会も訪問予定 

谷口公洋さん（城陽市） 

先日、鹿児島の２世・３世の会の代表から電話を受

けました。私の母のことや会の活動のことも話題にな

りました。 

  ３月末に退職したら、早めに故郷に帰って親孝行

の真似事でもしつつ、鹿児島の会を訪ねるつもりで

す。やっとお役に立てるかなぁと思っているところで

す。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

■佐々木秋雄さんの被爆体験も読み応えがあり

ました！ 

三宅成恒さん（宇治市） 

先日は「被爆体験の継承⑪」の佐々木秋雄様分を

お送り頂き有難うございました。この証言もなかなか

のものでした。読み応えがありました。 

いつも思うのですが、記録をとられる方の文章力は

大したものだと思います。正確で読みやすいです。 

私は今、「医師たちのヒロシマ」といって、広島原爆

投下直後の京大調査班の大野陸軍病院での被災の

記録を作り、反核医師の会でこの春を目指して出版

する予定です。 

佐々木さんの証言は、入院しておられた被爆者サ

イドの証言として、私どもの方は医師サイドの証言に

なります。違った側面からの証言で新鮮な感じを受け

ました。 

私の提案ですが、「文章化」された方の、御名前を

末尾かどこかに記載されることは如何でしょうか？ま

た写真（大野陸軍病院）はどこからの引用でしょう

か？私たちは被災家族の方から提供されたものを利

用させてもらいました。 

以上感想まで。 

反核京都医師の会 三宅

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

稼働するの？」と恐ろしくなりました。原発再稼働賛成者に、この状態を提起し、意見・感想を聞きたくなりま

す。 

又「福島の原発被害者」にも取材をしており、その内容にも考えさせられるものがありました。一人一人の

「言葉・発言」に考えさせられるものがあります。 

読みやすく・丁寧に書かれており誰でもが「すーっと」入っていける本だと思います。ぜひご一読を。 

原発 ホワイトアウト   若杉 冽 著 

紹介：平 信行さん 

現役キャリア官僚が覆面作家なって原発再稼動に至る電力業界、政党・関係省

庁、立地自治体などの内幕を暴いたと言われる、今話題のベストセラー。初版が昨

年の９月で、第一章が昨年の参院選挙投票日、保守党大勝を確認するところから始

まるのでリアルタイムのような展開だ。ストーリー通りだと今頃は、新崎県にある原発

がメルトダウンを起こし、日本はまたもや大混乱に陥っているのだが。政権もすでに

ひっくり返っているはずだ。たまにはこんな読書もいい。 
講談社 
１，６００円 

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入力してください。テキスト ボックスは文書のどの位置に

も配置できます。抜粋用テキスト ボックスの書式を変更するには、[テキスト ボックス ツール] タ

ブを使用します。] 

http://www.honyaclub.com/shop/g/g15642563/
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■原告「命と向き合って」 原発避難者訴訟第１回口頭弁論 

東京電力福島第一原発事故の影響による避難者ら９１人が国と東電 

を相手取り、計４億円超の損害賠償を求めた訴訟が７日、京都地裁で始ま 

った。「原告一人ひとりの命と向き合ってください」。この日の第１回口頭弁論で、 

原告側は意見陳述や避難実態の説明に臨んだ。 

 意見陳述した弁護団長の川中宏弁護士（71）は福島県いわき市出身。「原告らは避難を余儀なく

され、ずさんな除染や汚染水の問題で帰りたくても帰れない」と指摘し、「健康に生き、人間としての

尊厳を貫くことが否定されてはならない」と述べた。 

 「避難後、子どもたちとの意思の疎通がうまくいかなくなった」。福島県郡山市から京都市内に娘２

人と避難した原告団共同代表の萩原みゆきさんは、以前の幸せな暮らしに触れながら現在の心境

を吐露。「事故の原因と責任を明らかにしてください。孤立させないでください」と訴えた。 

 一方、国や東電は請求の棄却を求めて争う姿勢を示した。 

 この訴訟では、８世帯２１人が新たに提訴の方針を示しており、弁護団はさらに原告を募った上で

３月初旬に２次提訴する予定。福島県からの避難者、または、年間１ミリシーベルト以上の空間線量

が検出された地域からの避難者が対象。問い合わせは平日に田辺法律事務所（075・211・2270）

へ。                                        （２０１４年２月８日 朝日新聞） 

scrapbook 

■「核禁止」強く促す メキシコ 非人道性会議が閉幕 

メキシコ西部ヌエボバジャルタで開かれた第２回「核兵器の非人道性に関する国際会議」は１４

日、法的拘束力を持つ国際規範で核兵器を非合法化することが「核なき世界」実現への道だと指

摘する議長総括を発表して閉幕した。広島、長崎への原爆投下から７０年を来年に控えた今こそ

「行動の時だ」と強調、各国に核兵器禁止条約締結への努力を強く促した。 

議長総括は、核兵器の使用や不慮の爆発が人間の健康や経済活動に長期にわたって深刻な

悪影響を及ぼすと指摘。核関連物質の拡散やサイバー攻撃、人的過失などにより核兵器が使用さ

れるリスクが世界的に高まっていると警告し、特に核兵器がテロリストの手に渡る危険性に懸念を示

した。 

その上で、兵器は歴史的に「非合法化の後に廃絶されてきた」と説明。国際法による核兵器禁止

は「現存の国際法がわれわれに課する責務と矛盾しない」と強調した。 

非政府組織（ＮＧＯ）ピースボートの川崎哲共同代表は「核兵器禁止条約の（制定議論）開始に

等しい内容」と議長総括を評価、次回会合に期待を示した。 

会議には前回の１２７カ国を上回り、国連加盟国の４分の３に当たる１４６カ国が参加。核拡散防 

止条約（ＮＰＴ）で核保有が認められた米国やロシアなど５カ国は今回も 

参加しなかった。 

会議では、広島で被爆し現在カナダに住むサーロー節子さん（８２）ら被 

爆者と被爆３世の計５人が被爆体験を証言。長崎市の市民団体から「高 

校生平和大使」として参加した広島大付属高１年小桜智穂さん（１６）＝ 

広島市安佐南区＝も議論に耳を傾けた。次回は今年後半にオーストリ 

アのウィーンで開かれる。        （２０１４年２月１６日／中國新聞） 
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■核持ち込み岸田発言に「裏切られた気持ち」 地元広島 

「裏切られた気持ちだ」。岸田文雄外相（広島１区）が１４日の衆院予算委員会で、有事でやむを

得ない場合は米軍の核兵器持ち込みを認める可能性を否定しないとの認識を示したことに、外相

の地元でもある被爆地広島では失望や憤りが広がった。 

「核兵器が使われたらどうなるか、被爆地選出の外相はよく知っているはずだ」。広島県被団協

（坪井直理事長）の箕牧（みまき）智之事務局長（７１）は言い切る。「核兵器の非人道性を踏まえ廃

絶を訴える国際社会の声が強まっているのに日本政府はなぜ、絶対使わないと言えないのか」  

もう一つの県被団協（金子一士理事長）の大越和郎事務局長（７３）も「核兵器の存在を前提にも

のごとを考えるべきでない。非核三原則の法制化を真剣に検討してほしい」と訴える。 

予算委で質問した民主党の岡田克也氏も、外相時代には非核三原則の堅持を掲げつつ、法制

化には腰を上げなかった。政権が移ろうとも、米国の「核の傘」から抜け出そうとしない日本政府。

広島市立大広島平和研究所の水本和実副所長（核軍縮）は「危機的状況とは何なのか国民に明

確に説明し、核兵器を使わなくてすむよう努力するのが外交ではないのか。安易に使用に言及す

べきではない」と指摘した。                （２０１４年２月１５日 中國新聞） 

（２０１４年２月６日 被団協新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

３ １ 土 ３・１ビキニデー 

 ２ 日  

 ３ 月 ひな祭り 

 ４ 火 京都に米軍基地いらない府民の会シンポ（１８時３０分・キャンパスプラザ） 

 ５ 水  

 ６ 木 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１１時３０分・大阪地裁）         6・９行動 

 ７ 金 関電京都支店アピール 

 ８ 土 
バイバイ原発３・８きょうと（１２時・円山公園） 

ヘレン・カルディコット財団主催講演会（１４時・ＫＢＳ京都放送会館） 

 ９ 日 6・９行動 

 １０ 月  

 １１

も 

火 東日本大震災発生の日 

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１３時３０分・大阪地裁） 

ホワイトデー                       関電京都支店アピール 

 １５ 土  

 １６ 日 レイチェル・カーソン没後５０周年記念連続講座（１４時・ヒロセビル会議室） 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水  

 ２０ 木 
京都府知事選挙告示 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟★判決（１３時１０分・大阪地裁） 

 ２１ 金 春分の日                         関電京都支店アピール 

 ２２ 土 京都の映画人が語るＳＴＯＰ戦争への道（18 時３０分・ハートピア京都） 

 ２３ 日  

 ２４ 月  

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 ２８ 金 プロ野球ペナントレース開幕                関電京都支店アピール 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

４ １ 火  

 ２ 水  

 ３ 木  

 


