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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 

「２世・３世の会」学習会（８月９日）のお知らせ  ２ 

「遺伝的影響」の解明とそれを乗り越えていくために  平 信行さん ２ 

「９条を抱きしめて」アレン・ネルソンが語る戦争と平和 

６月１１日「２世・３世の会」例会より  守田敏也さん ３ 

福島から京都市へ避難移住している福島敦子さんの意見陳述（大飯原発差止訴訟） ８ 

韓国・朝鮮の被爆者 ２  石田信己さん  １０ 

国の非人道的控訴を直ちに棄却するよう求める署名運動に６００筆  １１ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介  １２ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流   １３ 

SCRAPBOOK／ 父被爆で高まる「２世」の白血病発症 広島大研究 長崎で発表（中国新聞） １４ 

 「被爆者」数２０万人割れ 広島・長崎県は１年で６５３８人減（中国新聞） １４ 

 活発に意見交換 東京被爆二世の会が総会（被団協しんぶん） １５ 

行事カレンダー  １６ 

被爆体験の継承⑲   母と弟、子供達のために生き抜いた私の人生  Ｔ・Ｋ さん 

６・２０緊急市民アクション 京都タワービル前 
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京都「被爆２世・３世の会」学習会のお知らせ 

日 時 ８月９日（土）１４：００～１７：００ 

会 場 ラボール京都（京都労働者総合会館）４階 第９会議室 

お話し フリーライター 守田敏也さん 

テーマ（仮題） ドイツ・トルコ・ベラルーシの視察から学ぶ日本の現状と課題 

 原発廃棄推進と放射能対策・原発事故被災者支援のために 

昨年８月の「原発・内部被曝問題」学習会に続いて、今年も、原発・放射能対策・原発事

故被災者支援等について学習会を行なうことにしました。講師は今年度も守田敏也さんにお

願いしました。 

守田さんは今年２月～３月ドイツ・ベラルーシ・トルコを訪問され、現地の詳しい状況を

視察されてきました。これらの国、地域から見た日本の現状と課題についてお話しいただき

ます。また、『美味しんぼ』バッシングに象徴される放射能「安全神話」とでも言うべき状

況があらたに繰り広げられようとしており、これに対する私たちのとりくむべき課題につい

てもお話ししていただきたいと思います。 

学習会は「２世・３世の会」会員・賛助会員以外のどなたも参加できるオープン企画です。

お近くの方、お知り合いにも是非ご案内下さい。 

『原水協通信』２０１４年６月６日号に投稿した文章の転載です。 

「遺伝的影響」の解明とそれを乗り越えていくために 

京都「被爆２世・３世の会」世話人代表  平 信行 

今年３月、外務省委託「核兵器使用の多方面における影響に関する調査研究」が発表されま

した。『原爆被爆者の子供達（被爆２世）』も一項設けられていて、「これまでの調査研究では遺

伝的影響は認められていない」、「しかしまだ結論を出すには時期尚早」、「２世の不安が未解決

なままの状態が精神的な影響となっている」が要旨となっています。二世健診は毎年実施され

ていて、京都では２００人、全国では２万人の二世が受診しているそうです。しかし厚生労働

省に集められた健診データはどう取り扱われているのかまったく不明です。 

「二世への遺伝的影響」の解明。これは当事者である私たちにとって大変重い課題です。自

らのことを明らかにしていくのはとても勇気のいることです。それでも二世は主体者として積

極的に挑んでいくべき時ではないかと思います。例えば放影研や厚労省との関係を作るなどし

ながら。「影響の真実」を知ることに止まるのではなく、影響を克服し、みんなで乗り越えてい

く、その道、生き方の追求にこそより重きを置いた挑戦です。福島原発事故被災者のみなさん

とも一緒になって事態を乗り越えていくためにも。 
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守田敏也さんのブログ「明日に向けて（871）」より 

憲法９条はいかなる国のいかなる軍隊よりも強い！（アレン・ネルソン談） 

２０１４年６月１４日 

 

守田です。(20140614 15:00) 

昨年より、僕は「京都被爆二世三世の会」に参

加させていただいています。毎月、例会があるの

ですが、今月は平塚淳次郎さんが参加され、講演

してくださいました。このことを報告したいと思

います。 

平塚さんは、１９７５年８月６日に白血病で亡

くなられた被爆二世・峯健一君の安倍野高校時代

の担任の先生をされた方です。英語科だった関係

から、峯君の死後に彼のことを書いた英文パンフ

レット"DEATH OF A HIGH SCHOOL BOY"を製作され、

各地の教員研修会で発表、さらに国際会議に招か

れて、世界に峯君のことを伝えられました。原爆

とは何かをあらためて捉え、かつ被曝の次世代へ

の影響を考える上でとても貴重なお話でした。 

平塚さんは峯君と過ごした日々の体験を心に

刻みつつ、教師として平和運動を担ってこられま

したが、さらに１９９６年に元米軍兵士だったア

レン・ネルソンさんが日本を訪れ、戦争体験を話

してくださるようになって以降、何度も通訳とし

て同行されました。 

アレン・ネルソンさんは１９４７年ニューヨー

ク州ブルックリンで生まれ、貧困生活から逃れよ

うと１８歳で海兵隊に入隊。ベトナムに派遣され

て過酷な戦場を生き延びられた方です。自らたく

さんの殺人を犯してしまったネルソンさんは、除

隊後に後遺症に苦しめられ、家族から同居できな

いと言い渡されてホームレスを経験し、自殺未遂

も繰り返しましたが、ある医師との出会いから回

復されました。その後、本当の戦争（real war）

とは何かを伝えるのが自分の役目だと考えはじ

め、米兵による少女レイプ事件あった直後の１９

９６年に沖縄に３０年ぶりに訪問され、語り部と

しての活動を始められました。 

ネルソンさんは１９９６年から１３年間のあ

いだに日本中をかけめぐり１２００回もの講演

を重ねられましたが、２００９年３月２６日に米

軍が撒いた枯葉剤の影響によって発症したと思

われる多発性骨髄腫で亡くなられてしまいまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     平塚淳次郎先生 

 

平塚さんは、ネルソンさんの平和への思いをさ

らに伝えたいと「アレン・ネルソン平和プロジェ 

９条を抱きしめて アレン・ネルソンが語る戦争と平和 

 

６月１１日（水）京都「被爆２世・３世の会」の例会は、元大阪府立高校教諭の平塚淳次郎先生

を迎え、教え子であった被爆２世・峰健一君のこと、元米海兵隊員アレン・ネルソンと共にとりく

まれてきた平和運動についてお話しいただきました。 

その内容を当日の参加者・守田敏也さんが自身のプログ「明日に向けて（８７１）」で詳しく感動

的に紹介されています。今回は、この守田さんのブログをそのまま転載して例会報告に代えさせて

いただきます。 
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クト」を結成。昨年、ネルソンさんの語りを中心

に編集したＤＶＤ『９条を抱きしめて』を製作さ

れ、普及活動をされています。この日も、峯君と

の日々のお話に続いて、ネルソンさんと行動を共

にした日々について語られ、『９条を抱きしめて』

のダイジェストを見せてくださいました。非常に

感動し、共感しました。 

二つのお話共に重要なのですが、今回は先にネ

ルソンさんのことについて触れたいと思います。

なぜかと言えば、前回の「明日に向けて(870)」

でも書いた憲法９条の意義、精神を、ネルソンさ

んが力強く語ってくれていたからです。 

アメリカの正義を信じ、ベトナムに派遣されて

実際にたくさんの殺人を経験してきた元アメリ

カ軍兵士のネルソンさんが、自己回復の長く苦し

い時を経てから語られていることだけに、深い実

感がこもっており、胸を打ちます。『９条を抱き

しめて』の最後の方に出てくる、ネルソンさんの

集会での講演の発言シーンから少し言葉を拾わ

せていただこうと思います。２か所から引用しま

す。ぜひお読み下さい。 

 

６月１１日例会の様子 

 

＊＊＊ 

アレン・ネルソン 

１９９６年に来日した時、ある人が日本国憲法の

英文冊子をくれました。ホテルで第９条を読んだ

とき、立ち上がるほどのショックを受けました。

信じられませんでした。 

キング牧師の有名な演説「私には夢がある」のよ

うに力強い衝撃を与えました。 

これこそ人類の未来、これこそ人類が持たなけれ

ばならないもの、そうしなければ人類は滅亡して

しまうだろうと思ったのです。 

そして憲法９条を読んで気づいたことはこれは

国の法律というだけではなく、私たちの生きるべ

き道を示しているということです。 

日本国憲法第９条はいかなる核兵器よりも強力

であり、いかなる国のいかなる軍隊より強力なの

です。 

日本各地で多くの学校を訪れますが、子どもたち

の顔にとても素晴らしく美しくかけがえのない

ものが私には見えます。子どもたちの表情から戦

争を知らないことがわかるのです。それこそ第９

条の持つ力です。 

日本のみなさんは憲法に９条があることの幸せ

に気づくべきだと思います。 

ほとんどの国の子どもたちが戦争を知っていま

す。アメリカの私の子どもたちは戦争を知ってい

ます。イギリス、イタリア、フランス、オースト

ラリア、中国、韓国の子どもたち、みんな戦争を

知っています。 

しかしここ日本では戦争を知りません。憲法第９

条が戦争の悲惨さ、恐怖や苦しみからみなさんを

救ってきたからです。 

ご存知のように多くの政治家が憲法から第９条

を消し去ろうと躍起になっています。断じてそれ

を許してはなりません。 

みなさんとみなさんの子どもたちはこれまで憲

法第９条に守られてきました。今度はみなさんが

第９条を守るために立ち上がり、声をあげなくて

はなりません。 

第９条は日本人にのみ大切なのではありません。

地球に住むすべての人間にとって大切なものな

のです。アメリカにも９条があって欲しい。地球

上のすべての国に９条があって欲しい。 

世界平和はアメリカから始まるのではありませ

ん。国連から始まるのでもありません。ヨーロッ

パから始まるものでもありません。 

世界平和はここからこの部屋からわたしたち一

人一人から始まるのです。 

＊＊＊ 

素晴らしい！これが本当の戦争＝real warを体

験してきた元兵士の実感です。ネルソンさんは殺
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し合いの苦しみを通り抜けてきたからこそみえ

たものを、懸命になって私たちに伝えてくれまし

た。何よりそれをみなさんと受け止めたいです。 

私たちが「天国にいるものはそこが天国だとは

気づかない」という名句を思い出す必要があると

思います。ネルソンさんは地獄を体験された。だ

からこの言葉が出てきた。同時に私たちの国も第

二次世界大戦という地獄を経験しました。その経

験が９条を紡ぎ出し、今日まで伝えてきたのです。

そうです。まさに私たちの国は、第二次世界大戦

以降、未だに兵士が一度も他国の人々を殺したこ

とがない。子どもたちも戦争を知らない。だから

こそ平和なのです。 

アメリカはどうでしょうか。銃犯罪は日常茶飯

事です。その上、前途を悲観した若者による学校

での銃乱射による無差別殺人などが繰り返し起

こっています。だからネルソンさんは言いました。

「アメリカにも９条があって欲しい！」と。 

さらに世界の混乱、ウクライナでの対立や、今

まさに戦闘が激化しているイラクのことなどを

考えるとき、私たちは「正義のための戦争」とい

う野蛮をもう本当に超えるべきときに来ている

ことを自覚するべきだと思います。 

軍隊がなければ信頼関係の醸成にしか安全を

守る方法はない。そのためには相互理解が不可欠

です。正義と正義を振りかざしあって、互いを罵

り合って、衝突するのではなくて、相手の正義を

理解する、その上で譲歩しあう、譲歩しあって妥

結点を目指す。そのために信頼関係を重ねていく。

軍隊がなければその道しか選ぶことはできない

し、事実日本は戦後の長い間、そうした道を辿っ

てきたわけですが、その道にこそ互いが和解し、

互恵的に発展していく展望があるのです。軍事力

で一時的に勝ってもさまざまな歪みが残ってい

くだけで、必ず自国内部にも歪みをもたらします。

力がすべてだという暴力的な発想が支配的にな

り、社会から相互理解を深めようとする人間的な

力が失われていくからです。 

そのために私たちが今、放棄しなければならな

いのは、自衛も含めて、軍事で物事の解決を図ろ

うとする発想です。自衛と言えども戦争は悪であ

り歪みをもたらすのです。なぜか。ひとたび戦争

を経験しそれを肯定してしまうと、問題の解決を、

説得やものごとの真偽を確かめることによって

ではなく、武力によって決しようとする発想がは

びこってしまうからです。 

しかしそんな発想を持ち続けていたら、武器や

軍隊の性能が信じられないぐらいに発達し、劣化

ウラン弾をはじめ人間にも環境にも絶望的な破

壊力を持ったものが増えるばかりの現代では、破

局的な被害が広がるばかりです。ネルソンさんの

言うようにまさにこのままでは人類は滅んでし

まう。 

自衛戦争、革命戦争・・・それやこれや「正義

の戦争」という発想そのものを私たちは越えられ

なければならない。それは人類史における思想的

な大転換です。だから私たちは今、もう一度、憲

法９条を選び直していくことが問われているの

です。 

何度も言います。私たちは自衛隊が憲法９条違

反であることをもう一度はっきりと認識すべき

です。私たちの国は、すべての軍事力を否定した

国です。人との信頼関係の醸成にすべてをかける

と宣言した国なのです。憲法にはそうはっきりと

書いてあるのです。そしてそれこそがネルソンさ

んが伝えてくれたように人類の希望なのです。 

正義であろうとも戦争は止めましょう。正義を

説得と、信頼と、愛で実現する道を選びましょう。

その方途を見つけ、その能力を開発しましょう。 

そのことで私たちはいかなる国のいかなる軍

隊よりも強い思想、精神、魂を持ちましょう。憲

法９条にもっと力を！ 

 

＊＊＊ 

以下、「アレン・ネルソン平和プロジェクト２０

１３」のブログをご紹介しておきます。 

ＤＶＤ『９条を抱きしめて』のＰＲ版も載ってい

ます。 

購入先もここ

から分かりま

す。１０００

円＋送料です。

ぜひ全編（５

０分）をご覧

になって欲し

いです。 
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http://d.hatena.ne.jp/shioshiohida+Allen_Ne

lson/ 

最後に、貴重なお話をお聞かせくださった平塚淳

次郎さんにもう一度、感謝を捧げます。 

 

 

６月１１日例会参加者の感想・意見から（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アレン・ネルソンがアメリカの小学校の子どもたちから「アレンさん、あなたは人を殺しました

か？」と問われ、長い沈黙の後「Ｙｅｓ」と言わざるを得なかった時、子どもたちは逃げたり拒否

したりするのではなく、「ネルソンさん可哀想」といって彼を慰めた。子どもたちの意外な行動だっ

たと思うが、その子どもたちの思いはどこから出てきたのだろうか？ 

 苦渋の中から「人を殺した」と語った時が、アレン・ネルソンの謝罪、贖罪の第一歩だったの

ではないか。その苦しみを子どもたちは感じて、見てくれて、あのような行動になったのでは

ないか。 

 アレン・ネルソンはその後さらに１０数年を経て、自分の息子が通う学校で公然と海兵隊員募

集が行われていることを知り、「本当の戦争の姿を知らさなければならない、自分にはその義務 

がある」と思い、ベトナム戦争の真実を語るようになっ

ていった。 

 

■過日、韓国の人と一緒にベトナム国境に近いカンボジ

アのある地域に車椅子２台を届けるとりくみに参加して

きた。ベトナム戦争には韓国軍も参戦しており、韓国の

人の贖罪の意味を込めたとりくみだった。ベトナムの戦

場では韓国兵もアメリカ黒人兵と同じように弾よけとし

て最前線に立たされた。韓国ではベトナム戦争の実態を 

告発する人はいなくて、従軍した人達は戦争の真実を明かすことなく、苦しみを抱えたまま亡くな

っていっている。 

日本の私たちは平和憲法を持つお陰でベトナムに行くことはなかったが、韓国の人達は苦しんでい

る。日本国内だけを見ていてはいけない。 

■以前に地域の９条の会でアレン・ネルソンさんを招いて講演会をしたことがある。「戦争に行くの

は教育を受けた人たちではない。黒人や所得の低い若者が行かされる。」と語られたことが印象深い。

そういう中から苦しい思いを経てこうした素晴らしい人格が生まれたことをハッキリと理解した。

アレン・ネルソンのことはその後週刊誌の漫画にもなり、それを切り取って生徒たちに見せながら 

授業もしてきた。今日あらためてこのＤＶＤを見て、今こそ活用しなければならないと強く思った。 

ＤＶＤでは「日本の子どもたちは戦争を知らない」ことの素晴らしさ、大切さが語られているが、

「本当の戦争を知る」ことの重要さもあわせて訴えていきたい。 

■先日、横浜の中学生が修学旅行先の長崎で語り部の被爆者に対して「死に損ない」と暴言を吐く

事件があった。事件を聞いて事前学習がきちんとできていないのだと思った。横浜のその学校は平 

http://d.hatena.ne.jp/shioshiohida+Allen_Nelson/
http://d.hatena.ne.jp/shioshiohida+Allen_Nelson/


京都「被爆２世・３世の会」会報№２０ ２０１４年６月２５日 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールでも感想・意見が寄せられました！ 

■守田敏也さん 

１１日の例会、出席して本当に良かったです。

平塚先生のお話に深く感動しました。 

峯君のお話とネルソンさんのお話、どちらも重要

ですが、とりあえずネルソンさんのお話をブログ

で紹介させていただきました。ご笑覧ください。 

 

■米重節男さん 

米重です。乙訓平和委員会総会で、４月例会で

購入したアレン・ネルソンさんのＤＶＤを見まし

た。そのあとで、参加者から地域やほかの所でも

見たいからと、貸出の申し込みが２件あり、さら

にこのＤＶＤを購入したいという要望が来てい

ます。今の情勢の中で、アレン・ネルソンさんの

体験が迫りくるものとして受け止められている

のではないかと思います。 

このＤＶＤは４月例会で残りわずかということ

でしたが、まだあるのでしょうか。追加で購入で

きますか。２枚ほしいとの要望です。購入の方法

や連絡先など教えてください。 

アレン・ネルソンさんの「憲法 9条を抱いて」

DVDが引き続き注目され、話をすると手に入れた

いと希望が相次いでいます。新たに 3人から追加

の申し込みをもらい、合計 6枚となりました。機

会があれば紹介しているのですが、その場で見た

いという人が注文をくれます。本格的に宣伝すれ

ばもっと普及できると思います。この DVDで語ら

れているアレン・ネルソンさんの体験と話は、日

本国民を戦争に動員することばかりを言う安倍

首相の言動や行動に対して、不安を感じる人が増

えている今だから、実感を持って受け止められる

ものと感じました。 

 

■奥田美智子さん 

先日の例会、平塚先生、峰君、ネルソンさんの

お話、感動の連続でした。感謝です。ありがとう

ございました。 

 

■谷口公洋さん 

例会はとても有意義でした。ありがとうござい

ました。今は多くの人にアレン・ネルソンさんの

ＤＶＤを視聴してほしいと考えています。  

 

■山根和代さん 

ご無沙汰しています。ＤＶＤについて立命館大

学国際平和ミュージアムメディア資料室に聞い

てみましたら、購入したそうです。市民はそこへ

行けば見ることができるようになっていますが、

まだ公開していないようですので、もしそこで見

たい場合は電話で確認して行く方が良いと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＤ「９条を抱きしめて」は「２世の会」でもまとめ購入しました。 

ご希望の方は、 

原水協事務所☎０７５－８１１－３２０３、 

または平☎０９０－８８２４－０６８２、 

または「２世の会」メーリングリストにご連絡下さい。（￥８００） 

和学習を意図して長崎に行ったのだろうが、事前学習はできなくて、それを被爆者の語り部に頼っ

てしまったのだろう。戦争の愚かさ、怖さ、原爆の悲惨さを子どもたちにきちんと教えて来なかっ

た学校現場と大人たちの責任だ。ネルソンの話しを聞いた子は、少なくともあのような暴言は吐か

ない。あの事件のことを思い、今日のＤＶＤを観て痛感した。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMExn.aJTwlMADJCU3uV7/SIG=13apl1nqs/EXP=1403276007/**http:/stat.ameba.jp/user_images/20130711/00/localnet/6c/71/j/o0594083812605539087.jpg
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２０１４年５月２１日、京都地裁において、大飯原発差止訴訟第４回口頭弁論が行われました。原告

の一人福島敦子さん（福島県から京都市へ避難されている）の胸を打つ意見陳述を紹介します。あらた

めて原発事故の犯罪性、被災者を襲った過酷な実態を痛感します。 

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

 

水は清き故郷
ふるさと

でした。 

命がけで川へ戻ってくる鮭の躍動が、こどもたち

に感動を与えてくれる故郷
ふるさと

でした。 

たらのめや栗や、まつたけが季節の移り変わりを

教えてくれました。 

今は、除染が全く進まず、人間の住む世界と隔絶

された世界が広がる故郷
ふるさと

になりました。 

今まで癒しと恵みをもたらしてくれた私たちの

故郷
ふるさと

の山や海に、何百年も消えることのない毒を

まかれたのです。 

私は、福島県南相馬市より避難してきた福島敦子

です。 

福島第一原子力発電所の爆発当時は、川俣町そし

て、放射線量が最も高く示された福島市に避難し

ておりました。当時は、なぜ近距離の南相馬市よ

り線量が高いのか解りませんでした。 

一度戻ろうと思った南相馬市は１３日には市の

境に川俣町の警察署員などによりバリケードが

張られ、入ることができなくなりました。 

２０１１年３月１３日の夜、福島市飯坂町の小さ

な市民ホールの避難所には、 ８００人以上の人

が押し寄せました。地震のたびに携帯電話を手に

する人々、消灯後の部屋がぼんやり青白く光ると、

夜中なのに大きな荷物をもってせわしなく足早

に出入りする人々が寝ている子の頭を踏みそう

になります。放射能が多く降り注いだとされる１

５日には、仮設トイレまで雪をかぶりながら入ら

なければなりませんでした。毎日毎日外で遊べな

い子供たち。ボランティアの人に風船をもらった

娘たちは次々に飛び跳ねては上手にパスしあい

ます。足元には、体を横たえている大人が数人い

ました。わたしは、一番年長の娘に今すぐやめる

よう強く言いました。辛抱強い娘はこどもたちに

それぞれ家族のもとへ戻るよう告げると、声を殺

して泣きました。 

明け方のトイレには、壁まで糞便を塗りつけた手

のあと。苦しそうな模様に見えました。 

食べるものなどほとんど売っていないスーパー

に何時間も並び、列の横に貧血で倒れている老女

がいました。インフルエンザが蔓延した近くの避

難所では、風呂に入ることができないため、温泉

街までペットボトルに温泉水を汲みに行き、湯た

んぽの代わりにして暖をとる人がいました。 

ガソリンを入れるのに長時間並び、ガソリンを消

費して帰ってきました。より遠くへは避難できな

い人がたくさんいました。隣のスペースに、孫に

かかえられて避難してきた年老いた人は、硬い床

に座っていることがつらくて、物資の届かない南

相馬市へ帰っていきました。テレビで次々に爆発

していく福島第一原子力発電所の様
さま

を避難所の

人たちが囲んで観ている。毎日が重く張り詰めた

空気の中、死を覚悟した人も大勢いた避難所の生

活は、忘れられません。 

２０１１年４月２日、私は娘２人を連れ、京都府

災害支援対策本部やたくさんの友人の力を借り、

ごみ袋３つに衣服と貴重品をつめて、京都府へと

3度目となる避難をしてまいりました。 

その時に、貴重品以上に大切なものが私たちには

ありました。『スクリーニング済証』というもの

です。 

これを携帯しなければ、病院に入ることも避難所

を移ることもできませんでした。私たちは、被ば

くした人間として、移動を制限されていたからで

す。また、この証明書は、外部被ばくに限られた

大飯原発差止訴訟第４回口頭弁論（２０１４年５月２１日）における 

福島県から京都市へ避難移住している原告・福島敦子さんの意見陳述 
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証明書であって、内部被ばくの状況は今もわかり

ません。今現在、誰もわかりません。これは、広

島長崎の原爆被害、チェルノブイリの症状でも明

らかなように、血を受け継いでいくものであり、

永遠の苦しみとなることはゼロではないからで

す。 

到着は夜でした。翌朝からは、京都府災害支援対

策本部の方の案内で居住地を決めたり、娘2人の

学校の手続きをしたりしました。２日後に、始業

式がせまっていました。 

４０歳の２人の子を持つ女性として、就職活動も

始めなければなりませんでした。時給８００円の

６ヶ月期限の事務の仕事にかろうじて就くこと

ができました。 

学校では、名前がふくしまということもあり、『フ

クシマゲンパツ』とあだ名をつけられたこともあ

った娘ですが、気遣ってくださる先生方、たくさ

んの気の合う友達に恵まれ、持ち前の明るさで乗

り切りました。さよならを言う間もなくバラバラ

になってしまった南相馬市の友達には、避難所の

様子や仮の校舎で学ぶ姿をテレビの報道で見つ

けては、元気をもらっているようでした。 

私たちの暮らしは、その日その日を精一杯『生き

る』ことで過ぎていきました。 

あれから３年以上たった今、福島第一原子力発電

所の状況は収束せず放射能が放出し続けていま

す。なぜ事故が起こったのかの具体的な理由も責

任も、誰一人間われることなく、ただ被災した

人々は日々の生活に疲弊し、家族の崩壊と向かい

合っていかなければならなくなりました。除染が

進まない避難指示区域の解除をされても、家はす

でにすさみ、なじみの店はありません。孤独死や、

自殺する人を耳にすることが増えました。子供た

ちの声も聞かなくなりました。私たちが今、福島

県へ帰ったとしても、元の街にはもう戻らないの

です。 

大飯原発の再稼働は、関西電力の経営努力の怠慢

さも浮き彫りになり、地元の人々の不安と日本国

民の原発に対する懸念の声を全く無視した人権

侵害であり、日本最大級の公害問題であります。 

司法は、この日本国民の大きな民意を水俣裁判と

同様、50年以上も放置するおつもりでしょうか。

この民意は、一過性のものだとお考えでしょうか。

いったいどれほどの人々が苦しめば、真剣に向き

合ってくださるのでしょうか。 

本日、ここに私の実家の庭の土を持ってまいりま

した。子供のころにシャベルで穴を掘ったり、イ

チゴを摘んだり、母は長い年月をかけてコケを育

て、灯篭の上にも珍しい種の苔が生える自慢の癒

しの日本庭園でした。そのコケをはぎ、むき出し

になったこの土を、京都・市民放射能測定所で測

定したところ、放射性セシウム濃度は、１ｍ２ぁ

たり９３万ベクレルでした。チェルノブイリ被災

者救済法では移住必要地域にあたるレベルです。

ここが、チェルノブイリのある地域なら、母たち

は移住しているはずであります。 

裁判長、こどもを守ることに必死な、懸命な母親

たちをどうか救ってください。 

こどもたちに少しでも明るい未来をどうか託し

てあげてください。 

私たち国民一人ひとりの切実な声に、どうか耳を

傾けてください。 

大飯原発の再稼働は、現在の日本では必要ないと

断罪してください。 

もう、私たち避難者のような体験をする人を万が

一にも出してはいけないからです。 

司法が健全であることを信じています。日本国民

は、憲法により守られていることを信じています。 

 

裁判後の報告集会
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 前回、広島・長崎の被爆者は決して日本人のみ

ではなく、十人に一人は朝鮮・韓国の人たちが含

まれていることをお知らせしました。 

 今回から、なぜ韓国・朝鮮の被爆者のその総数

の約七万人の多くがハプチョン＝陝川という地

域に集中しているのかを考えてみたいと思いま

すが、その前にまずその背景と半島と列島との間

の「人口移動」について理解が必要かと思います。

ヒロシマとハプチョンの関係を考える前に、まず

なぜ多くの韓国・朝鮮の人たちが自らの出生地・

故郷を離れて日本に「人口移動」してきたのかと

いう問題を考えてみましょう。その「人口移動」

について次の表をみて下さい。一言で言えば、戦

前の日本による朝鮮への植民地支配、とりわけ１

９１０年以後の「日韓併合」後の植民地化の有り

ようと不可分であることを指摘しなければなり

ません。「日韓併合」後の日本本土への「移動」

が一目瞭然で、「併合」後に増加していることが

わかります。とりわけ、「併合」の十年後の１９

２０年頃から急速に増加していることがわかり

ます。なぜでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「日韓併合」を遡る朝鮮半島の植民地支配に

あたって明治政府による江華島事件、日清・日露

の二度にわたる侵略戦争などを経緯するなかで、

当時の広島市が「大本営」、「明治帝国議会」すら

一時的に「移転」していたほどの軍都としての「出

撃基地」になってましたが、このことが上記の「人

口移動」の背景となり、さらにヒロシマへの「原

爆投下」への起因になったとも言えることに留意

しておく必要があります。 

 さて、「併合」後の朝鮮半島の統治機関＝「朝

鮮総督府」が最初に力を注いだ「武断政治」と称

せられる施策と言えるものが「土地調査事業」で

した。「近代的土地所有制度の確立」と「評価」

されるものですが、その内実は多くの朝鮮半島の

農民の没落をともなったものでした。このことが

表に現れている人口移動の変化に関係するわけ

です。「土地を奪い、食糧を奪う」過程とも言え

ます。この「土地調査事業」は１９１８年に終了

しますが、この年に日本本土では各地で「米騒動」

が起こっています。この「暴動」の起因が第一次

あまり知られていないヒロシマ・ナガサキの被爆事実 
韓国・朝鮮の被爆者 ２ 

石田 信己  
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世界大戦とその後の「シベリア出兵」等による「食

糧不足」にあるとされていることが朝鮮半島での

「土地調査事業」と不可分な関係にあり、「人口

移動」の背景の一つであることを知っておく必要

があります。「土地調査事業」が終了した翌年の

１９１９年３月１日に朝鮮半島各地で「万歳事件」

と言われる「三・一独立運動」が発生しています

が、これは総督府の「武断政治」とその過酷な植

民地支配による朝鮮の人たちの窮乏化が要因で

あることは疑いの余地のないことと思います。こ

の抗日運動の弾圧以後の１９２０年以後、急速に

日本本土への「人口移動」が「強制」をともない

起こっているわけです。この「人口移動」全体を

ひろい意味で「強制連行」と考える識者もいます

が、いずれにしても「窮迫的」要因による「連行」

であると考えたいものです。なお、この移動と対

照して日本本土から「植民」「移民」的移動が同

時進行していたことも記憶しておく必要があり

ます。これらの一連の経過を窺うことのできる詩

歌二篇を掲載して、ハプチョンという地域につい

ては次号からとさせてもらいます。 

 

“地図の上 朝鮮国に 黒々と 墨をぬりつつ 

秋風を聞く” 

１９１０年９月、石川啄木 

 

“総督府へ行ってくる” 

韓国の老人は／いまだに／便所へ行くとき／や

おら腰をあげて／〈総督府へ行ってくる〉／と言

うひとがいるそうな／朝鮮総督府からの呼び出

し状がくれば／行かずにすまされなかった時代

／やむにやまれぬ事情／それは排泄につなげた

諧謔と辛辣／ソウルでバスに乗ったとき／田舎

から上京したらしいお爺さんが座っていた／韓

服を着て／黒い帽子をかぶり／少年がそのまま

爺になったような／純そのものの人相だった／

日本人数人が立ったまま日本語を少し喋ったと

き／老人の顔に畏怖と嫌悪の情／さっと走るの

を視た／千万言を費されるより強烈に日本がし

てきたことを／そこに視た 

１９９２年 

詩集「食卓に珈琲の匂い流れ」より 

茨木のり子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁判決に対する 

国の非人道的に控訴は直ちに棄却し、原爆症と認めて下さい 

署名運動に６００筆（２０１４年６月１５日現在） 

 

■今年３月、５月と下されてきた原告（被爆者）勝利の原爆症認定裁判。しかし国・厚生労働省は

不当にも、５人の原告に対して非人道的な控訴を行ない、高齢の被爆者に苦痛を与え続けています。

裁判所は直ちに「控訴棄却」を行ない、判決を確定するよう求める署名運動をすすめています。 

■６月１５日現在、京都だけで６００筆の署名が集約されています。「２世・３世の会」賛助会員

の石田信己さんは一人で５６人もの署名を集められました。 

■署名用紙の意見欄には、「人の一生をおびやかす国の非人道的な控訴に怒りを覚えます。原爆症

を認めて下さい」、「すべての被爆者が認定されない限り日本の戦後、終戦は終わらない！！」、「こ

れまで６８年、どんな気持ちで過ごされてきたか。それを考えると今すぐに認めて下さい」、「ノー

モア・ヒバクシャ！控訴棄却の判断を願います」、「公正な判決を出して下さい」、「これ以上被爆者

を苦しめないで下さい！」等々、たくさんのメッセージもあわせて寄せられています。 

■一日も早い判決確定のために、引き続き署名運動の輪を広げていただくようお願いいたします。 
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■被爆者への心ない言葉が悲しい 

井坂博文さん（北区） 

修学旅行で５月に長崎市を訪れていた横浜市

の公立中学校３年の男子生徒５人が、被爆遺構を

案内していた被爆者で語り部の森口貢（みつぎ）

さん（７７）＝長崎市＝に「死に損ない」などと

暴言を吐いたり、やじを飛ばしたりしたという。

森口さんは学校に抗議し、校長が電話で謝罪した。 

被爆者の父を持つ二世として、父がこんな言葉

を浴びせられたとしたら、やっぱり許せないし、

悲しい。 

父はいま施設で暮らしながら一生懸命生きて

いる。 

映画「アオギリにたくして」の主人公が語り部

のなかでヤンチャな高校生と対峙し、心を開かせ

ていく場面を思い出しながら、今回の子の良心の

可能性を期待したい。 

 

■「２世・３世の会」総会ありがとうございました 

西田陽子さん 

（総会で講演いただいた乙訓高校教師） 

 「２世・３世の会」総会ではありがとうござい

ました。私たちの新英語研究会ではこの夏の全国

大会でアレン・ネルソンさんをテーマにした分科

会を実施します。私が担当し、平塚淳次郎先生、

佐野明弘住職にもお話ししていただきます。「２

世・３世の会」で作成いただいた総会での講演記

録を参考資料に使わせていただきました。 

「２世・３世の会」についてはお聞きした時か

ら、新英研とはつながりそうだと思いましたが、

本当にすでにつながっている感じですね。またお

目にかかる機会もあるでしょうし、いろいろな活

動を通じてご活躍に触れる機会もありそうです。

今後ともよろしくお願いします。 

 

■２世の会の深い交流に感銘 

平塚淳次郎さん 

（６月１１日例会でお話しいただいた先生） 

１７歳で亡くなった少年は４０年経った今も

そのままの姿であらわれます。 

色々な持ち場で活躍しておられる方々が数奇

な運命の共有点を踏まえて深い交流をなさって

いることに感銘を受けました。 

ＤＶＤ追加注文 お世話ありがとうございま

す。八十路の老人夫婦は対応に悲鳴をあげながら

背骨が伸びるのを感じます。九州の新婦人支部か

らも先ほど３０部要請がはいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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映画『標的の村』上映会  三上智恵監督／琉球朝日放送制作 

７月１２日（土）１４：３０～（９０分） 京都教育文化センター 

 前売券８００円（当日９００円）  主催「『標的の村』をみる会」 

８月 ３日（日） 龍谷大学アバンティ響都ホール 

 １３：４５上映開始  １５：４０三上智恵監督のお話し・質疑応答 

参加費１，０００円  主催「上映会と三上監督お話会実行委員会」 

２０１２年９月２９日。アメリカ軍普天間基地は完全に封 

鎖された。この前代未聞の出来事を「日本人」は誰も知ら 

ない。全国の二ュ―スから黙殺されたドキュメント。 

復帰後４０年経てなお切り広げられる沖縄の傷。沖縄の 

人々は一体誰と闘っているのか．．．．．（上映会チラシより） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画『蘆
あ

葦
し

の歌』京都上映会 

台湾映画／呉秀青監督／７６分／２０１３年／婦援会制作 

７月６日（日） １８：００開場  １８：２０開演   ひと・まち交流館 京都 第５会議室 

参加費 １，０００円 

【台湾の日本軍「慰安婦」被害者たちの道のり】 

この映画は監督が、３年がかりで撮影した台湾の 

「慰安婦」被害女性６人のドキュメンタリーです。 

ドキュメンタリーに登場する６人のうち、上映ま 

でに４名が亡くなりました。台北市婦女社会福利 

事業基金会（通称・婦援会）は１９９６年から被 

害女性を支えるプログラムとしてセラピー・ワー 

クショップを行なってきました。ヨガや絵画、料 

理、演劇など、年に数回会開催され、彼女たちは 

１泊旅行も兼ねたワークショップに行くのが楽し 

みでした。そのワークショップの貴重な最後の３ 

年間の様子、彼女たちを支えた家族との関係、台 

湾や日本の支援者との交流などが記録されていま 

す。尊厳ある彼女たちの姿を、ぜひ多くの人に見てほしいと思います。（上映会案内チラシより） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCH26KNTwksAcCeU3uV7/SIG=1bcrhupq2/EXP=1403337334/**http:/img03.ti-da.net/usr/d/a/i/dai9jo/%E3%80%8C%E6%A8%99%E7%9A%84%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%80%8D%EF%BC%98%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8C%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%AC%E6%9D%B1%E4%B8%AD%E9%87%8E%E3%80%8D%E3%81%A7.jpg
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平凡社 

２，９４０円 

■父被爆で高まる 「２世」の白血病発症 広島大研究 

  長崎で発表 出生時期も影響 

「２世」の白血病発症 

広島で被爆した親を持つ被爆２世のうち、原爆投下から１年以降、 

１５年以内に生まれて白血病を発症したケースでは、父親の被爆と、出生までの年月 

の長短が発症に影響していることが、広島大の鎌田七男名誉教授（血液内科）や同大原爆放

射線医科学研究所の大滝慈教授（計量生物学）たちの研究で分かった。１日、長崎市であっ

た原子爆弾後障害研究会で発表した。 

１年ごとに３８％減 

鎌田名誉教授は「これまでないとされてきた、被爆２世への遺伝的影響がある可能性が強

まったと言える」と分析している。 

広島県と広島市が１９７３、７４年に実施した調査で判明した被爆２世と、県内の病院で

白血病と診断された患者のデータを照合。①親の両方または一方が被爆者②本人ときょうだ

いが１９４６年７月以降に生まれ、本人だけが白血病を発症―の条件を満たす５４人を抽出

し、発症リスクをきょうだいと比較した。 

その結果、父親または両親が爆心２キロ以内で被爆したか、２キロ以遠で被爆して８月６

日に入市被爆したケースで、白血病を発症した２世の出生が原爆投下から年月が浅いほど発

症リスクが高かった。母親だけ被爆したケースでは因果関係がみられなかったため、父親の

被爆が要因とみられると結論付けた。 

リスクは１年ごとに約３８％ずつ減っていて、例えば被爆１年後に生まれた２世のリスク

を１００とすると、同６年後は１０を下回った。 

鎌田名誉教授は「遺伝情報や生活習慣が似通ったきょうだいを比較対象としたため、信頼

性が高い分析といえる」と説明。父親の被爆が２世に影響する点については「精原細胞のＤ

ＮＡが傷つき、精子に異常が出たためと考えられる」と推測している。 

（中国新聞 ２０１４年６月２日）  

scrapbook 

■「被爆者」数 ２０万人割れ 広島・長崎県は１年で６５３８人減 ピークの半数に 

被爆者健康手帳を持つ人が最新の２０１３年度末の集計で初めて２０万人を割り、ピーク

時のほぼ半数になる見通しであることが２７日分かった。１２年度末の調査では全国で２０

万１７７９人だったが、広島、長崎両県だけで１年間に６５３８人減った。被爆７０年が来

年に迫る中、その体験の継承と、核兵器廃絶の実現は待ったなしとなっている。 

広島県と広島市、長崎県と長崎市が、それぞれ管理することし３月末時点の被爆者健康手

帳所持者（在外被爆者を含む）の速報値をまとめた。広島県内は８万７６２０人で、昨年同

期の９万１６９０人から４０７０人減。長崎も２４６８人減り、これらの数を昨年３月の全

国の手帳所持者数から差し引くと、１９万５２４１人になる。厚生労働省は他の都道府県が 
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管理する所持者数の集計を進めており、７月に公表する。 

被爆者健康手帳の交付は原爆投下から１２年後の１９５７年度に始まり、初年度の所持者

数は２０万９８４人だった。最も多かったのは８０年度の３７万２２６４人。以後、８２年

度を除き減り続けている。９０年ごろの減少数は年間４千～５千人だったが、直近では９千

人を超え、加速している。このペースが続けば、被爆者数は１４年度末にピーク時の半数を

切る公算が大きい。 

自治体別で被爆者数が最も多い広島市では、３月末までの１年間で２６３６人減った。平

均年齢は７８・９歳で、前年より０・６歳上がっている。被爆者が相次ぎ亡くなる一方、新

たな手帳取得者は１００～３００人台で推移している。 

（中国新聞 ２０１４年５月２８日） 

 

■活発に意見交換 東京被爆二世の会が総会 

４月１９日、おりづるの子（東京被爆二世の会）が、昨年４月の結成から１年を経て、会

員２４人が参加し、初めての定期総会を開催しました。 

２０１３年度活動報告、２０１４年度活動方針などについて参加者全員で審議し、質疑応

答の時間帯は、二世として今後どのような活動をしていくべきか、活発な意見交換の場にな

りました。 

その後、日本被団協事務局次長の藤森俊希さんによる記念講演が行われました。約４０分

の講演は、前半部が藤森さんご自身の被爆体験、後半部が核兵器をめぐる世界の動きを中心

とする内容でした。 

最後に、参加者全員による簡単な自己紹介を行ない、会として今後どのような活動を行な

うべきか、一人ひとりが何をするべきか、また何を考えるべきか、確認し合う有意義な時間

となりました。 

（２０１４年６月６日 被団協しんぶん） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

７ １ 火  

 ２ 水 平和行進（舞鶴市） 

 ３ 木 平和行進（宮津市・与謝野町・伊根町） 

 ４ 金 
原発賠償京都訴訟第３回口頭弁論（１４時・京都地裁、傍聴抽選は１３時） 

平和行進（京丹後市）                   関電京都支店前アピール 

 ５ 土 小出裕章さん講演会（１３時・同志社大学明徳館２１番） 

 ６ 日 

大飯原発とおおい町の見学ツアー                    ６・９行動 

映画『蘆
あ

葦
し

の歌』上映会（１８時２０分・ひと・まち交流館） 

平和のための戦争展プレ企画（１３時３０分・京都社会福祉会館） 

 ７ 月  

 ８ 火 平和行進（綾部市・旧大江町・旧夜久野町） 

 ９ 水 
平和行進（福知山市・旧三和町）                    ６・９行動 

国際協同組合デ―・京都集会（１３時・キャンパスプラザ京都） 

 １０ 木 平和行進（京丹波町） 

 １１ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部（１３時３０分・大阪地裁） 

平和行進（南丹市）                    関電京都支店前アピール 

 １２ 土 

平和行進（亀岡市・京都市内網の目コース） 

原発賠償京都訴訟原告団総会・支援者交流会（13 時３０分・京都弁護士会館） 

映画『標的の村』上映会（１４時３０分・教文センター） 

 １３ 日  

 １４ 月 祇園祭宵山 

 １５ 火 祇園祭宵山 

 １６ 水 祇園祭宵山  京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １７ 木 祇園祭山鉾巡行 

 １８ 金 関電京都支店前アピール 

 １９ 土  

 ２０ 日  

 ２１ 月 海の日 

 ２２ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部（１１時３０分・大阪地裁） 

  ２３ 水  

 ２４ 木  

 ２５ 金 関電京都支店前アピール 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木  

 


