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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 

安倍内閣の集団的自衛権行使容認「閣議決定」に抗議し、撤回を求める声明 ２ 

８月９日学習会のお知らせ 

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  守田敏也さん ３ 

７月１６日例会のレポート  ４ 

韓国・朝鮮の被爆者 ３  石田信己さん  ８ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介  ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流   １０ 

SCRAPBOOK／ 高校生が原爆の絵描く（産経新聞） １１ 

 ２世部会総会で健康調査の概要 広島県被団協（中國新聞） １１ 

 浦上川を花いっぱいに 被爆者と二世が共同作業 長崎（被団協新聞） １２ 

 市民の喜び刻む銅像「広島カープ誕生物語」題材 来年２月（中國新聞） １２ 

行事カレンダー  １３ 

被爆体験の継承⑳   学童疎開の空に見た原子雲  塩谷 浩 さん 
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安倍内閣の集団的自衛権行使容認は憲法破壊と「海外で戦争する国」への道 

私たちは満身の怒りを込めて抗議し、「閣議決定」の撤回を求めます！ 

２０１４年７月１６日 京都「被爆２世・３世の会」 世話人会 

 

 

７月１日、安倍内閣は国民多数の反対意見を踏みにじって集団的自衛権の行使容認を基本にした「解

釈改憲」の閣議決定を行いました。これは憲法９条の“戦争の放棄”条項を葬り去り、「海外で戦争す

る国」への道を開くことになる暴挙です。このような憲法改定にも等しい、国の姿・形を変えてしまう

ほどのことを、与党の密室協議と一片の「閣議決定」で強行するのは、立憲主義を否定し、憲法破壊の

クーデターとも言うべき行為です。 

私たち京都「被爆２世・３世の会」は、この暴挙を断じて許すことはできません。満身の怒りを込め

て抗議し、速やかな撤回を強く求めます。 

アジア・太平洋戦争において、２，０００万人に及ぶアジアの国々の人々が尊い命を奪われ、３１０

万人の日本人が犠牲となりました。広島・長崎では７０万人もの人々が原子爆弾の惨禍を被りました。

かろうじて生き延びることのできた被爆者も今日までいのちを脅かされ、からだにも、こころにも、く

らしにも、そして人々との絆にも癒すことのできない深い傷を負って生きてこなければなりませんでし

た。すべて政府の行為による戦争のためです。私たち被爆２世・３世は、その被爆者を親、祖父母に持

ち、戦争のもたらす惨劇と困苦を身近に見て今日まで被爆者と共に歩んできました。 

二度と戦争による犠牲者を作り出してはならない、核兵器による被爆者を生み出してはならない。こ

れはすべての日本国民・住民と被爆者が痛切な戦争体験、被爆体験から導き出してきた戦後日本のあり

方の根幹をなす考え方です。日本国憲法の平和主義と憲法第９条によってそのことは具体化され、その

憲法を堅持することによって私達の願いは支えられ、世界の平和と安全を願う人々との友好・信頼関係

を築くこともできました。 

安倍内閣の閣議決定はこうした戦後日本の国のあり方を否定し、戦争によって「日本人が殺され、日

本人が殺す」ことになる国にしてしまおうというものです。再び日本の若者が血を流すことになり、他

国の人々と戦い合うことを強制されることになります。私達が築いてきた世界の人々と共に平和である

ことへの歩みは蹂躙され、すべてのものを失うことになります。 

被爆者と私たち「被爆２世・３世の会」は、憲法違反の「閣議決定」の撤回を強く求めます。 

「閣議決定」はされましたが、これですべてが決したわけではありません。戦いはこれからです。集

団的自衛権の行使を拒否し、憲法９条を厳守するのはこれからの国民の世論と運動によって決まってい

きます。「『海外で戦争する国』づくりは許さない！」、「解釈での憲法破壊は許さない！」。このことで

共同できるすべての人々と力を合わせ、私たちは「戦争する国づくり」の策動が止まる日まで戦い続け

ます。 
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問い合わせ先  京都「被爆２世・３世の会」 

京都市中京区壬生仙念町３０－２ ラボール京都４階 京都原水協気付 

ＴＥＬ ０７５－８１１－３２０３ 

京都「被爆２世・３世の会」学習会のお知らせ 

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・放射能対策・原発事故被災者支援 

のとりくみを強化していくために 

 

日 時 ２０１４年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 

 中京区 バス停「四条御前」北側 

お話し フリーライター 守田敏也さん（「２世・３世の会」会員） 

 

守田さんは今年２月～３月招かれてドイツ・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。またこの７月末からトルコを再訪され反原発イ

ベントでの講演もされてきます。現地のホットな状況紹介含め、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。 

『美味しんぼ』バッシングに象徴される放射能「安全神話」とでも言うべきあらた

な状況が繰り広げられようとしています。福井地裁で画期的判決が下された一方で川

内原発の新規制基準審査が報告されるなど情勢は予断を許しません。私たちの脱原

発・放射能対策・原発事故被災者支援のとりくみについてもお話しいただき、一緒に

考え合っていきたいと思います。 

学習会は誰でも参加できるオープン企画です。 

お近くの方、お知り合いの方等々にも 

是非ご案内いただきお誘いください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdlqngclT0GgAVUeU3uV7/SIG=138jc6q6e/EXP=1405801255/**http:/freebies-db.com/wp-content/uploads/2013/07/free-illustration-asagao-utiwa.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdl6NgclTS00A6YmU3uV7/SIG=12imd6tq8/EXP=1405801229/**http:/www.ac-illust.com/illust_data/000004/004048/004048m.jpg
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■Ｔ・Ｍさん／母の被爆体験を授業で生徒に！ 

 鹿児島にいる今年８６歳になる母の被爆体

験を、昨年から電話、手紙で少しづつ聞き取

り始めている。今日はそのダイジェスト版を

みなさんにお配りする。母は鹿児島女学校の

時に長崎に学徒動員され造船所の工場で被

爆した。母達の寮は爆心地のすぐ近くだった

が、工場は１.５キロメールのところで奇跡

的に助かった。 

 担当している定時制高校の「倫理・政治・経

済」の授業で、母の被爆体験を読ませ、生徒

に感想を書かせた。それも配布するので読ん

でほしい。母の被爆体験の聞き取りはこれか

らも続けて、詳細な完全版を作成する予定だ。 

 授業ではアレン・ネルソンのＤＶＤ『９条を

抱きしめて』も見せて、同じように感想を書

かせているのでこれも配布する。このＤＶＤ

は本当に優れたものだ。たくさんの人に紹介

してきたけど、さらに広げて行きたい。母の

被爆体験にしろ、アレン・ネルソンの訴えに

しろ、きちんと伝えれば生徒たちは戦争の本

当のことについてしっかりと、真っ直ぐに受

け止めてくれる。 

 袴田さんの冤罪事件についてもＤＶＤ見せ

て、新聞記事で説明もして、生徒達の感想求

めているが、裁判に対する批判もしっかりと

されている。 

若い人たちにもっともっと知らせていく必

要がある。 

 母達は実業系の女学校で工場労働者として

動員されたが、同じ鹿児島からでも裕福な家

庭の子女の多い普通科の女学生は事務の方

へ配属された。そして事務の方は半年後には

さっさと動員も解除になって長崎を離れ、被

爆の難を免れている。「貧富の差で生死が分

れる」、母の体験からそんなことも実感した。 

 先日法事で鹿児島に帰った時、鹿児島の「二

世・三世の会」の人にも会ってきた。京都の

「会」とも交流しましょうと伝えると大変喜

ばれた。 

 

■Ｈ・Ｔさん／若手弁護士の会の集団的自衛権リ

ーフはＧｏｏｄ！ 

 今年４月から学校現場に復帰し小学校１年

生を担任している。学校現場に毎日毎日翻弄

され続けている。今学校は本当に大変。明日

もプールがある日なのだが、事故対策の見守

り体制基準が厳しくて学生ボランティアが

揃うかどうか分らない。体制が整わなければ

子ども達のプールは出来なくなってしまう。 

 集団的自衛権の問題では、京教組で母親連絡

会と一緒に宣伝行動している。７月９日には

７月１６日例会のレポート（抜粋） 

７月の「２世・３世の会」の例会は７月１６日（水）、

ラボール京都で行いました。今回は会員・賛助会員

のみなさんの近況を、それぞれの活動分野のこと、

職場のこと、私生活のこと含めて紹介し合いました。

学びあえることがたくさんありました。当日出席で

きなかったみなさんにも、抜粋にはなりますが、誌

上でお伝えし、共有したいと思います。 
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祇園石段下で宣伝活動をした。「明日の自由

を守る若手弁護士の会」が作成された２種類

のリーフレットがすごく評判が良くて受け

取りもいい。修学旅行の生徒達が「僕らにす

ごく関係あることや」と言って受け取ってく

れる。 

みなさんもこの２種類のリーフレット是非

手にされるようお薦めです。 

 

 

 

 

■Ｉ・Ｔさん／ＮＨＫ「ヒバクシャからの手紙」を観よ

う！ 

 ６月で職場を退職し、これから父の被爆体験

を整理し、まとめていきたいと思っている。

父はもう６年前に亡くなっているが、結構あ

ちこちに文書を残している。日記もあってそ

れは平和記念資料館に寄贈されている。 

 ＮＨＫ広島の担当ディレクターから、今年も

放送される「ヒバクシャからの手紙」という

番組について連絡があった。全国放送の日は

総合の８月１７日（日）０：０５ ～１：１

８（８月１６日の深夜）。今年もいろいろな

人から手紙が寄せられているようだ。これも

我々の被爆体験の継承と同じとりくみとし

て観ることをお薦めする。 

 ５月２１日（水）の福井地裁の大飯原発差止

訴訟判決は素晴らしい判決だった。全文手に

入れて勉強したいのだが入手方法どなたか

知りませんか？ 

◎ ネットで検索し、ダウンロードできます。 

◎ Ｍ・Ｔさん 

 福井判決は全体が素晴らしい判決

なのだが中でも重要なところは２

箇所だと思う。一つは実質的に原発

から半径２５０キロメートルまで

被害が及ぶってことを認定したこ

と。これはすごく大きい。 

 もう一つは原子力規制委員会が出

している「原子力災害の指針」を判

決はモロに批判していること。規制

委員会は判決に衝撃を受けている

のではないか。 

 判決文は今、トルコ語、英語、中国

簡体字、中国繁体字、ハングルに翻

訳されていて、国際的評価も上がっ

ている。 

 

■Ｙ・Ｔさん／草の根の原爆展 

 家族の介護生活が始まった。末期がんの友人

との関係もあって、頭の中は日々命と向き合

っている状態。←ご苦労様です！ 

 先日新婦人の企画で関西学院の冨田宏治先

生の講演を聞く機会があった。冨田先生は長

年原水禁世界大会宣言文の起草委員長をさ

れてきた方だが、すごくいい講演で理解が深

まった。 

 戦後広島・長崎の被爆者は報復を望まな

かった＝二度と核兵器の使用されるこ

とを求めなかった、この崇高な思想が世

界の核廃絶が後一歩まで進んできた原

点になっている。 

 核抑止論者に対して核兵器の非人道性

を訴えて包囲していく上で被爆者の果

たしてきた役割はとても大きい。 

 今は、世界の多くの国々が日本での原水

禁世界大会への参加を希望している。参

加調整が必要なほど。世界大会で多くの

ことを吸収して秋の国連緒会議で次の

ステップにつないでいこうとしている。 
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 私が活動している上京区の新婦人の会では

草の根の原爆展をやっている。個人宅のガレ

ージや散髪屋さんの月曜日（定休日）などを

借りて地域地域で小規模のとりくみをたく

さんやるようにしている。本気で「核兵器全

面禁止のアピール署名」をたくさん集めてい

こうと思っている。 

散髪屋さんでの原爆展 

 

■Ｏ・Ｍさん／今年原水禁世界大会に！ 

 今年初めて広島での原水爆禁止世界大会に

行って、勉強してくる。 

 その後すぐにニューヨークに行くので、ワシ

ントンまで足を伸ばしてスミソニアン博物

館に行って、現物展示されているエノラ・ゲ

イを見てこようと思っている。動ける内にで

きるだけたくさんのところに行って見聞を

広げておきたい。 

 その他社会福祉協議会の行政区の介護者の

会にも入っている。これからこういうテーマ

でも交流できるかもしれない。 

 

■Ｉ・Ｎさん／絵本『終わらない冬』日本語訳出版

計画中 

 ５月２４日（土）、韓国・釜山で行なわれた

「韓国被爆２世患友会」初代会長・金亨律（キ

ム・ヒョンニュル）さんの慰慕祭（慰霊祭）

に参加してきた。その時の写真のコピーをみ

なさんにお配りする。写真に映っている一人

ひとりを説明する。 

参加者は６０人ほど。京都「被爆２世・３世

の会」から託されたメッセージも紹介、読み

上げられた。 

 今、韓国の姜済淑（カン・ジェスク）さんが

著した慰安婦問題を扱った絵本『終わらない

冬』の日本語訳の出版を計画している。その

ための出版社交渉をこれから行なう。これだ

け大きな問題となっていながらそれでも出

版社が容易に決まらない、これが今の現状だ。

出版したら普及運動もしていくが、できるだ

け一般流通にものるようにしていきたいと

思っている。 

 

■Ｔ・Ｙさん／母と一緒に高校で体験を語る 

 この１ヶ月は公的にも私的にもいろんなこ

とが重なって、近年にない超ハードなスケジ

ュールだった。 

 ６月２９日（日）「京都保育のつどい」の「平

和を考える分科会」に講師として招かれ、平

塚淳次郎先生と共に参加してきた。アレン・

ネルソンのやってきた実績、アレン・ネルソ

ンとの関わりの歴史なども資料として整理

して臨み、当日はＤＶＤ『９条を抱きしめて』

上映と合わせてプレゼンした。 

保育のつどい全体の参加者は６００人だが、

「平和」の分科会参加者は１０人と少なかっ

た。しかし少数精鋭ではないが、とても熱心

に語り合う分科会になった。 

保育士さんが毎月９の日に「平和新聞」出し

ているところが２か所もあった。若い世代の

お父さん、お母さんに平和の問題を考えて欲

しいと訴えたり、保護者の意見交換したりと。
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とても感心した。 

 被爆者証言の世界化ネットワーク（ＮＥＴ-

ＧＴＡＳ）に参加し、仏訳を担当している。

もともと仏訳する人は層が薄いので大変。私

が訳してそれをモーリス・ジャケ先生という

専門家に点検してもらうしくみ。その縁から

モーリス・ジャケ先生が私の母の被爆体験を

ＶＴＲ収録する計画も生まれた。 

 昨日は大阪・西淀川高校で私の母が被爆体験

を語る企画が行われた。３年生５０人の生徒

に対して母が語り部を行い、私も私の平和の

活動を語ってきた。高校生たちは熱心に聞い

てくれて、質問もされた。集団的自衛権のこ

となど高校生にも敏感に反映しているよう

に感じる。 

この高校の企画を計画したのは２３歳とい

う若い先生だった。こうした若い先生たちに

も平和の運動を広げていかなければならな

い。 

 

■Ｍ・Ｔさん／再稼動なくても避難計画必要！ 

 今日の夕刊で、原子力規制委員会が川内原発

の再稼動審査書を了承したと報道された。新

規制基準とはそもそも膨大な放射能が漏れ

ることを前提にした対策基準であって、基準

そのものを許してはならない。ベントとは格

納容器を守るために放射能を逃がすための

もの、格納容器の設計が失敗していることを

意味している。 

 決定的な問題は避難対策ができていないこ

と。脱原発を訴える多くの人達は、避難は出

来ない→だから再稼動反対、と主張するが、

稼動しなくても燃料プールがある限り原発

が壊れる危険性はある。だからどうしても避

難計画は策定しなければならない。 

私が携わっている兵庫県篠山市は計画作り

に積極的で、消防団、防火安全協会の人達に

も講演を続けている。市民へのヨウ素剤配布

も検討中で１年間かけて住民学習会する予

定だ。 

次の岩波ブックレット『原発災害に対する心

得』を準備している。 

 今朝の朝刊では、福島原発３号機の瓦礫処理

の時膨大な放射能が５０㌔ｍ圏にわたって

出ていたと報じられた。許容値の一万倍、４

兆ベクレルとか。本当に福島県に戻っていい

のか、住み続けていいのかが問われている。 

 今、イスラエルによるガザへの攻撃が深刻な

事態になっている。私が参加している「ピー

スウォーク京都」では８月３１日、ペシャー

ルで医療活動している中村哲さんを招いて

講演会を行う。明日７月１９日（土）には三

条大橋でピーススタンディングビジルを行

なう。集団的自衛権の問題ももちろん重大だ

か、今目の前で繰り広げられている暴力に抗

議の声をあげていく、アピールすることが重

要だ。 

 トルコのシノップ（原発建設計画地）から反

原発イベントの講演によばれて急遽行くこ

とになった。７月３１日出発で８月７日帰国

予定。８月９日の学習会では最新情報が話せ

ると思う。 

 今、東北、関東地方では医療従事者が減って

きて、医療崩壊状態が進行している。この事

態をどうやって支えていくかを考えている。

肥田舜太郎先生の研究資料なども使わせて

もらって著書の形で著していきたいと思っ

ている。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の例会は 

８月２７日（水）１８：３０から 

ラボール京都にて 

こんなことについて聞きたい、話し

たいテーマがありました 

ら、お知らせ、ご提案 

下さい！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTiZrgctTUzEAHm2U3uV7/SIG=131h3vha0/EXP=1405932267/**http:/bluedaisy.rdy.jp/bd/bdsozai/illust/summer_flower/sunflower/bdsun16.gif
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前回は「土地を奪い、食糧を奪う」という朝鮮半島の植民地支配・日韓「併合」の初期の日朝及び当

時の広島との関係について述べましたが、今回は広島における韓国・朝鮮の被爆者が集中していた陝川

（ハプチョン）という地域についてまずふれたいと思います。この陝川とは現在の韓国の行政地域とし

ては、慶尚南道（道は日本の県に相当）陝川郡一邑十六面（邑【ウゥプッ】は日本ではやや大きな町に

相当、面【ミョン】はやや小さな町もしくは村に相当する）を意味します。次の地図を見てください。

丸印のあるところがおおよそ陝川郡陝川邑の中心地でここに現在、郡庁（日本の県庁）があります。韓

国第２の都市・釜山より約１２０ｋｍ、高速バスで約２時間半ぐらい、京都市内から京丹後市中心部ぐ

らいの距離です。もっとも近い広域都市・大邱からは約７０ｋｍ、バスで約１時間半でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この地域からの人口流動が、強制をともないつつ軍都・ヒロシマへの「移住」として１９２０年代か

ら、主に３０年代以降に急速にすすんだわけです。前号でお話した「土地測量事業」により、植民地と

なった朝鮮半島のこの時代の農地をめぐる所有関係の平均的実態は次の通りです。東洋拓殖(株)をはじ

めとする日本人を中心にした３．６％の地主に土地所有が集中し、農家総数に対する自作農は１６．２％、

一方小作農は５２．８％、自小作農２５．３％、という実態（朝鮮総督府統計年報）でした。当時の小

作料は平均６割、さらに公租公課の負担も「土地使用者」の小作人負担となっていたといいます。これ

らの農家を象徴する表現に「秋窮農家」「春窮農家」という言い方がありますが、日本本土ではあまり

使われません。正月を迎えられない、あるいは春を迎えられない赤貧・困窮の農家を意味します。とす

れば郷里の所有権などない農地を遺棄し、あらたな「働き場」を求めざるを得ないのはごくごく当たり

前の結果です。文字通り封建時代の悪代官による苛斂誅求そのものであり、違うのは「移住の自由」が

あったという没落農民の姿の縮図がうまれていたわけです。いわゆる「本源的蓄積過程」が植民地政策

の下で進行していたと指摘できると思います。 

 当時の陝川はこの典型的な農村というべきか山間部の寒村でした。現在では世界遺産の一つになって

いる伽倻面にある海印寺を訪ねる観光客もいますが、やはり今日でも地域格差に悩まされる山村地域と

なってます。実は古くは日本がまだ日本と名のっていなかった時代の６世紀以前、この地域は高句麗・

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 ３ 

石田 信己  
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百済・新羅の三国のなかにあって加羅諸国といわれている国々があった地域で、この地から鉄鉱石・冶

金技術などが当時の交易によって九州地域から関西区域までに至りもたらされていたという縁深い地

でもあります。「倭」と称していた時代のことです。ここからほぼ１４世紀の年月を経て、１９２０年

代以後は疲弊した陝川地域から乗り合い木炭バス或いは徒歩で大邱、大邱からは京釜鉄道で釜山へ、釜

山から関釜連絡船で下関へ、そして軍都建設・侵略基地としてのヒロシマでの労働力需要を起因にして

大量の「移住」がヒロシマに向けて発生していたと考えられます。ヒロシマからもっとも交通網の便宜

性のある「もっとも窮迫した没落農民地域」が陝川地域であったと言い換えることができます。そして

この「移住パイプ」が成立した後は地縁・血縁にもとづくヒロシマへの「人口移動」が続いたと実証さ

れています（「ヒロシマを持ちかえった人びと」・市場淳子著参照）。(続く) 

 

 

 

 

 

 

 

■郷里でゆっくり母の被爆体験を聞く 

谷口公洋さん（城陽市） 

郷里に帰り、鹿児島の２世の会の事務局長・事

務局次長（女性）ともう１名の方と、４人で３０

分ほどお話ししてきました。レジュメを紹介しつ

つ京都の希望も伝えましたら喜んでおられまし

た。みなさん気持ちの良い方でした。今後も連絡

を取り合えると思います。 

久しぶりに郷里でゆっくり出来て、母親の被爆

体験をじっくり聞くことが出来ました。これから

完成させていきたいと考えています。自分の母親

ながら、よく生きてきたなぁと感心することでし

た。出来上がったら紹介します。退職のことなど

で気持ちが落ち着きませんでしたが、聞き取りが

出来たのは辞めて心に余裕が出来たからだと思

い至りました。でも来年は、もう少し仕事を増や

したいなぁと考えているところです。 

母の被爆のレポートと、アレンさんのＤＶＤを

使って授業に取り組みました。生徒の感想などが

ありますので、よろしかったら例会で報告させて

頂きます。調整して頂けたら幸いです。あのＤＶ

Ｄは本当に優れた授業資料でした。 

 

■平和行進を歩いてきました 

米重節男さん（向日市） 

 米重です。今月も乙訓原水協の理事会が重なっ

ており例会を欠席します。 

７月８日～１１日の間、平和行進で福知山～亀

岡を通し行進者として歩きました。沿道や自治体

要請・懇談でこれまでとは違う変化を感じました。

集団的自衛権問題で、人々の関心が強まっている

ことを実感する場面が多くありました。 

福知山市在住の被爆者の芦田晃さんから、被爆

体験をまとめた文書をいただきました。さらに聞

き取りをお願いもしました。改めて相談しようと

思います。 

 

■トルコを再訪して８月９日学習会に 

守田敏也さん（左京区） 

７月１６日の例会、参加します。８月９日には

私の講演をさせていただくことになりましたの

で、このことの打ち合わせもさせていただきたい

と思います。 

ちなみに今のところ、タイトルが「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」となっていますが、実は急きょ、７月３１日

から８月７日の日程でトルコを再訪することに

なりました。９日の講演があるので、６日にトル

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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コを出国し、７日に戻れるようにチケットを手配

してもらいました。 

今回の訪問はトルコ・シノップ市のゲルゼ町の

招待です。８月３日に反原発イベントがあるそう

で、そこで講演さ せていただきます。７月１６

日にその辺のことも少し紹介させていただきま

す。８月９日は帰国後初めて報告をする場になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫヒバクシャからの手紙 
 

本文「例会レポート」で石角敏明さんから紹介、推薦された番組 

です。 

 

８月８日（金）総合 午後７：３０～８：４３ ＜中国地方＞ 

８月１７日（日）総合 午前０：０５～１：１８ ＜全国放送＞ 

※８月１６日（土）深夜 

昭和２０年８月。広島と長崎に原子爆弾が投下され、 

２０万人（※注）もの命とかけがえのない日常が奪われました。 

生き残った被爆者の多くは壮絶な記憶を封印したまま、その後の人生を送っています。 

  

胸の奥底にしまい込んだ苦しみや体験を次の世代に伝え、核兵器のない世界を実現し

ていくため、 

NHK 広島放送局では毎年、「ヒバクシャからの手紙」を朗読する番組をお伝えしてい

ます。 

  

被爆から６９年。 

８回目となる今年の番組では、被爆者が年々少なくなっていく中、 

どうすれば被爆体験を後世に伝えることができるかを真剣に考えます。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

あなたも 

お便り下さい。 

http://www.nhk.or.jp/hiroshima/tegami/
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平凡社 

２，９４０円 

■高校生が原爆の絵描く 

被爆者の証言をもとに広島市立基町高校の生徒たちが描いた 

絵画「原爆の絵」が完成し、同校で披露会が開かれた。 

取り組みは広島平和文化センターが平成１６年から始め、２０年 

からは基町高校普通科創造表現コースの生徒たちが行っている。生徒自ら被爆体験証言者か

ら被爆時の様子を聞き取り、絵を描く。 

今年は被爆者４人の証言を生徒５人が聞き、約５カ月かけて描き上げた。生徒たちは「見

たことがないものを描くのは難しかった」「平和に対する思いが強くなった」と感想を述べ

ていた。 

２年生の中川佳乃子さんの作品タイトルは「被爆楠と比治山に逃げ込む人々」。広島市佐

伯区皆賀の北川建次さん（７９）が証言した原爆投下直後の比治山公園（広島市南区）に人々

が向かう様子を描いた。北川さんと一緒に絵のモチーフとなった場所を訪れてイメージをふ

くらませただけでなく、原爆関連の資料を調べ、人体の骨格や筋肉の付き方などを勉強した

という。 

できあがった作品を見た北川さんは「思いが伝わったんだと感じた。リアルな絵が当時の

風景を思い起こさせる」と話した。 

原爆の絵は同校西棟４階で展示されており、文化祭が行われる７月５日には一般の鑑賞も

できる。 

（産経新聞 ２０１４年７月３日） 

 

scrapbook 

■２世部会総会で健康調査の概要 広島県被団協 

広島県被団協（坪井直理事長）の被爆２世部会は５日、定期総会を広島市中区で開き、被

爆２世を対象に近く実施する健康実態調査の概要を固めた。親の被爆状況を詳しく尋ね、子

どもへの影響を探る。被爆７０年となる来年の３月をめどに結果をまとめ、国に援護を求め

る活動に生かす。  

調査の内容は、親の被爆場所の爆心地からの距離▽本人の病歴▽きょうだいの健康状態―

など。今月にも用紙を配り始め、部会員だけでなく、県被団協の地域組織を通して親から子

へ渡してもらう。１２月までに回答を集め、被爆者医療に詳しい広島大の鎌田七男名誉教授

に分析を依頼する。 

被爆２世部会は国、県、市に健康診断へのがん検診の追加などを求めている。健康調査は

２０１１年度も行ったが、回答者は千人に満たなかった。今回は質問項目を充実させ、３千

～５千人規模の回収を目指す。 

この日は、事務局が「数を積み上げ、被爆地広島として全国の２世運動をリードしていこ

う」と呼び掛けた。日本被団協には、全国規模の調査を既に提案している。被爆の記憶を受

け継ぐ活動の強化も確認した。 

（中国新聞 ２０１４年７月６日） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№２１ ２０１４年７月２５日 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浦上川を花いっぱいに  被爆者と二世が共同作業  長崎 

長崎被災協と二世の会・長崎は合同で６月９日、浦上川沿いの緑地帯への花植え作業を行

ないました。来年の被爆７０年を前に慰霊事業として今年度から取り組むことにしたもので

す。 

この日は被爆者と二世の１５人が参加。浦上川で亡くなった多くの被爆者のご冥福を祈っ

ての黙とうの後、花植え、草取りなどを行ないました。 

 浦上川は、原爆投下後、やけどを負い、水を求めてたどりついた後に亡くなった多くの遺

体が山積みになった場所です。花壇には、一年中花を楽しめるバ―べナやマツバボタンなど

の花の苗を６００株ほど植えました。来年の８月９日にはこの川を花でいっぱいにしたいと

思っています。 

 長崎にお越しの際は是非足を運んでください。大橋電停そば、下大橋のたもとから下流に

続く河川敷です。（二世の会・長崎 会長 佐藤直子） 

（被団協新聞 ２０１４年７月６日） 

■市民の喜び刻む銅像 「広島カープ誕生物語」題材 マツダ球場北 来年２月登場 

故中沢啓治さんの漫画で原爆孤児となった少年が主人公の「広島カープ誕生物語」をモチ

ーフにした銅像が来年２月、広島市南区のマツダスタジアム北側に登場する。被爆７０年に

合わせ、中国新聞社が広島東洋カープと協力して企画した。中沢さんの妻ミサヨさん（７１）

が１１日、球団事務所を訪れ、粘土でできた１０分の１サイズの模型でデザインを確認した。  

 被爆の５年後に誕生した球団が、市民と支え合って復興した歴史を刻むのが目的。銅像は

幅約２・５メートル、高さ約２・２メートル。主人公たち少年少女５人がカープの野球帽を

かぶり、土管の上で応援しているデザインで、主人公と暮らしていた犬も寄り添う。建設中

の屋内練習場の隣接地に設置する。 

「広島カープ―」は、主人公の少年が、球団創設から１９７５年の初優勝までの歩みに胸

を躍らせ、精いっぱい生き抜く姿を描いている。 

ミサヨさんは「（夫は）カープの大ファンで、ともに生きてきた感じだった」と振り返り、

「被爆後、カープを心の支えに復興を続けた市民の力強さを感じる場になれば」と願ってい

た。 

カープの松田元オーナーは「広島に球団ができた当時の強い喜びが伝

わってくる。完成が楽しみ」としている。（鈴中直美）  

（中国新聞 ２０１４年７月１２日） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

８ １ 金 関電京都支店前アピール 

 ２ 土 憲法と集団的自衛権を考える連続学習会・第２回（１４時・教文センター） 

 ３ 日 映画『標的の村』上映会（１３時４５分・龍谷大アパンティ響都ホール） 

 ４ 月 原水爆禁止世界大会（広島） 

 ５ 火 
原水爆禁止世界大会（広島） 

平和のための京都の戦争展→８月１０日（日）まで（立命館国際平和ミュージアム） 

 ６ 水 

広島市平和記念式典（８時） 

原水爆禁止世界大会（広島） 

６・９行動 

 ７ 木 陶器まつり→８月１０日（日）まで（五条坂） 

 ８ 金 関電京都支店前アピール 

 ９ 土 

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典（１０時３０分） 

6・９行動 

京都「被爆２世・３世の会」学習会（１４時・ラボール京都） 

 １０ 日  

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水  

 １４ 木  

 １５ 金 終戦の日                        関電京都支店前アピール 

 １６ 土 五山送り火 

 １７ 日  

 １８ 月  

 １９ 火  

 ２０ 水  

 ２１ 木  

 ２２ 金 関電京都支店前アピール 

 ２３ 土  

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２８ 木  

 ２９ 金 関電京都支店前アピール 

 ３０ 土  

 ３１ 日  

 


