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▲８月４日～６日原水禁世界大会（広島市） 

 

８月９日学習講演会⇒
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２０１４年被爆二世健診をみんなで受信しましょう  ２ 

２０１４年国民平和大行進を歩いて感じたこと 米重節男さん ３ 

原水爆禁止２０１４年世界大会（広島）参加レポート 平 信行さん ４ 

２０１４年第６０回日本母親大会の報告から 堀 照美さん ８ 

韓国・朝鮮の被爆者 ４   石田信己さん １１ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介  １３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流   １４ 

SCRAPBOOK／ マツダスタジアムでピースナイタ―（中國新聞） １５ 

 東友会が被爆者調査報告（中國新聞） １５ 

 胎内被爆者連絡会が発足（毎日新聞） １６ 

行事カレンダー  １７ 

被爆体験の継承２１   “ふりそでの少女”と共に 私の被爆体験  藤田晴子 さん 

８月９日学習講演会「チェルノブイリとフクシマ後の世界で問われていること」 守田敏也さん  報告 
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 「あの程度の健康診断なら勤め先の健診の方がまし」、「わざわざ休みをとって行くほどの健診では

ない」等、現在の被爆二世健診内容への評価は低く、受信者数はそう多くありません。（受診者数

は毎年全国で約２万人、京都府で２００人程度と言われています。） 

 また二世健診対象者は親が被爆者手帳所持者であること（またはあったこと）が条件となっている

問題もあります。 

 しかしこの二世健診は今国が行っている唯一の被爆二世施策なのです。 

 法律に基づいた制度ではなく、厚生労働省が毎年予算確保して行なっている年度事業です。このた

め、受診者が増えない、減っていくようなことになれば、被爆二世の要求は存在しないと判断され

て、事業停止、終了にもなりかねないものです。 

 私たちは国の責任において被爆二世の健康診断がしっかりと行なわれること、必要な医療補助が行

われること、被爆による二世の健康への影響（遺伝的影響）の研究がしっかりと行われることを求

めています。 

 そのためには、最低でもまず現在の二世健診が維持され、その上に健診内容の充実（例えばがん検

診の実施など）を求めていくことが必要となります。 

 また全国の健診結果が集積されて、二世の健康影響研究に有効に生かされることも必要です。 

 そのために、現状に不満や問題はあっても、まずみんなで二世健診を受信し、受診実績を積み上げ

て行きましょう！ 

 合わせて、健診の充実化や医療支援を、国に対して、自治体に対しても求めていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都府 申込期間 ２０１４年９月１日（月）～９月３０日（火） 

 申込先 住所地の保健所（京都市在住の人は京都府健康対策課まで） 

 健診実施期間 ２０１４年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

 問い合わせ先 京都府健康対策課 ０７５－４１４－４７２５ 

■大阪府 申込期間 ２０１４年９月１日（月）～１０月３１日（金） 

 申込先 最寄りの保健所（大阪市、堺市、東大阪市は保健センター） 

 健診実施期間 申込後、本人に直接通知 

 問い合わせ先 保健医療室地域保健課 ０６－６９４４－９１７２ 

■滋賀県 問い合わせ先 健康福祉部健康長寿課 ０７７－５２８－３６１９ 

■和歌山県 問い合わせ先 福祉保健部健康推進課 ０７３－４４１－２６５６ 

２０１４年度の二世健診実施要領 

２０１４年被爆二世健康診断の時期が近づいてきました！ 

健診内容を充実させていくために 

検査結果が有効に生かされていくために 

みみみんんんなななででで受受受診診診しししままましししょょょううう！！！   
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戦争を感じとる人々が動き出した  

２０１４年国民平和大行進で歩いて感じたこと 

米重節男 

 

 今年の原水禁世界大会へ向けて歩き続ける国

民平和大行進も、８月４日広島に集結して終わり

ました。今年は、昨年の行進に参加したフィリッ

ピンのマラヤ・ファブロスさんが呼びかけて、東

京から広島を世界の青年でリレーする企画も成

功の内に終わりました。 

 わたしは、２０１０年に長崎から広島のコース

を通し行進してから、京都府内の行進に毎年加わ

って歩いています。今年も、６月に東京・広島コ

ースを府内通し行進者として歩き、７月には綾

部・福知山～亀岡のコースを通し行進者として歩

きました。毎年、歩いてみて、核兵器廃絶の運動

が広がっていることや人々の意識が確実に変化

していることを実感します。 

 ２０１０年の福岡県筑紫野市の平原市長（当時）

が行進団を迎えた激励のあいさつで「以前は限ら

れた人が言っていた核兵器廃絶は、今やごく普通

のこととなっています。特別な言葉ではなく誰で

もがいうことです。」と言われたことは、オバマ

大統領のプラハ演説後の変化を感じさせる印象

深いことでした。 

 ２０１１年の福島原発事故を受けての行進で

は、各自治体に原発事故への対策や住民をどう守

るのか、あるいはエネルギー政策の見直しなどを

要請するとともに、原爆と原発が同根のものであ

り、核と人類は共存できないことを訴えました。

また、原爆被爆者の抱える問題や課題が、今後の

福島で起こるであろうと想定されることなど、原

発と原爆を切り離せないものとの認識が世間で

も言われるようになりました。 

 ことしは、「戦争がしたい安倍総理」の言動や

政府のなすことを、国民が非常に敏感に受け止め

て、その表れが様々なところで出ていました。 

 自治体への要請や懇談では、対応した首長や議

員、行政担当者から、政府のしていることに対し

て立場上どう言うかは限界もあるが、個人的には

危機感を持っているという人が何人もありまし

た。「小さな田舎の町長として政府に物申すこと

ができるのかわからないが、私は、日本国憲法は

宝だと思っている。」「町長として政府を批判する

立場にはないが、核兵器廃絶は唯一の被爆国とし

て言わなければならない。」などと述べる首長も

ありました。また、自衛隊基地のあるところでは、

自衛隊が海外に出て戦死者が生まれる事態もあ

ることを指摘して、市民であり有権者である自衛

隊員のいのちを守る立場で、政治に当たってほし

いという要請に、うなずく市議会議長もありまし

た。 

 綾部市では、青年が自分の手作りプラカードを

持って飛び入り参加して、先頭で横断幕を持って

歩きました。京田辺市では、学校の下校時に行進

団が通りかかり、下校中の小中学生数名が飛び入

り参加してくれました。中学生は自分たちで「戦

争反対」「戦争反対」とシュプレヒコールまでし

て、行進団は大いに元気づけられました。他にも、

横断陸橋の上から下校中の学生が手を振って叫

んだりして、行

進団に応える

姿がありまし

た。国道を行進

する時は、いつ

もは対向車か

ら「迷惑だ」「や

めろ」など罵声

を浴びせる車

が少なからず

ありますが、今

年はほとんど
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なかったのも特徴でした。 

 この一年で、平和首長会に南山城村と宇治田原

町が加入。笠置町は町長が今年中には加入するよ

うに考えるとの返事。昨年、町議も知らないうち

に平和首長会に加入していた井手町は、昨年の平

和首長会総会に職員を派遣して町としての今後

の取り組みを検討しているとの報告もありまし

た。向日市は、今年初めて原爆パネル展の貸出し

の申し込みが乙訓原水協にあり（台風で展示は中

止）、平和行進の案内ステッカーを庁舎内に張り

出してくれました。福知山市は、原爆パネル展を

市が後援して市役所や銀行、駅などで展示して、

多くの市民に見てもらっています。これら、運動

が進んでいる中で残念だったのは京都市の対応

です。 

 滋賀県から京都に引き継いだ行進団は、６００

人の大きな行進で京都市役所に着いたものの、京

都市は土曜日で閉庁日であることを理由に、市の

対応はありませんでした。翌日の向日市・長岡京

市・大山崎町・八幡市が日曜で閉庁しても、担当

の部長や職員が出迎え首長のメッセージを代読

し、激励金を行進団に手渡してくれたのと比べる

と大違いでした。 

 京都市は平和市長会に加入しているのにどう

いう対応でしょう（八幡市は未加入）。２０１０

年の時には、佐賀県上峯町・基山町、福岡県筑紫

野市・岡垣町、山口県柳井市・周防大島町では首

長が休日にもかかわらず行進団を出迎え、激励挨

拶をしてくれました。また、山口県は平日でした

が、県庁内で行進団を迎えて、行進団と同数の職

員が出席して出発式までして激励します。その様

子はテレビのニュースでも報道していました。他

の自治体がこのような対応しているのに、京都市

の対応はひどさが目立ちます。６月２３日の京都

市への要請では、このような対応を改めるよう、

他の自治体の例も示して申し入れました。来年は、

改善されることを期待するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月６日の広島は４３年ぶりの雨 

この雨は 

戦争する国づくりに狂奔する安倍内閣に対し 

被爆者が流す涙 

 

 

 

原水爆禁止２０１４年世界大会（広島８月４日～６日）参加レポート 
平 信行 



京都「被爆２世・３世の会」会報№２２ ２０１４年８月２９日 

5 

 

 

１. 開会総会・閉会総会の基調は２０１５年 NPT再検討会議を核兵器廃絶への決定的転機に！ 

 内容 略。 

 被爆７０年の２０１５年を、核兵器廃絶を実現する決定的な転機としよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. ２日目／第８分科会「核兵器と原発」に参加して 

高い高い壁のように見える脱原発も、今、転換への流れが始まっている 

(１） 助言者 ＮＥＲ代表 吉井英勝氏からのリード発言 

① 戦後日本の初期の原発開発の動きと物理学者 

② アメリカの開発した原爆と原発 

③ 核兵器開発競争に限界がきて商業原発売り込みに転換 

④ 福島原発事故でも懲りない「原発利益共同体」 

 原発輸出と再稼動は一体不可分 

 １９６９年「外交政策大綱」に記した潜在的核抑止論の立場から、集団自衛権の解釈

改憲とともに原発推進に暴走 

(２） 特別報告 大飯原発差止訴訟・福井地裁勝訴判決を勝ち取った活動報告 （要約） 

① ８回の審理、提訴から１年６ヶ月のスピード判決 

 ２０１２年１１月提訴 → ２０１４年５月２１日判決 

② 特別に重要な判決内容 

 原発からの距離２５０キロ圏を安全が確保できない地域として認定し、原発を稼動さ

せてはならないとした。 

 人格権こそを最高の価値に 

 東電福島第一原発事故を通じて、原発の危険性の本質を指摘 

→ 福島の人たちの犠牲の上に下された判決でもある。 

 裁判所の果たすべき責務を明確に “判断を避けない” 

③ 勝訴判決を得るまでに 

 石川県志賀原発２号機の運転差し止め訴訟で勝訴判決（２００６年）した当時の裁判

官（長）を招いての学習会など、原告、弁護団、支援者の学習を積み重ねてきた。 

 原告は目標は大きく１万人としたが、最終的に１８９人。裁判進行協議において、原

告からの意見陳を粘り強く求めた。結局８回の審理で実現し、福島から避難している

人たちが半分、地元住民が半分の構成で陳述を担った。原告本人の意見陳述は心に響
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く、裁判所に訴える力が大きい。 

④ 今後のとりくみ 

 全国に出かけて報告会を行う。 

 判決内容を世界に広める。（現在、英、仏、独、

西、韓、モンゴル、トルコ、ギリシャ語等に

翻訳予定） 

 控訴された金沢高裁での勝利をめざす。 

(３） 日本で初めて自治体として原発裁判を提訴した函館

市の報告 

① 経緯 

 ２０１２年１０月、３・１１以降中断していた青森県・大間原発建設工事を再開。市

民には何の説明も同意もなく。 

 ２０１４年３月、函館市議会で自治体としての提訴を議決。「函館市民の命と暮らし

を守る、地方自治の本旨に基づく」 → ４月３日東京地裁に提訴。 

 オール函館、道南の闘い。議会での一点共闘。道南１１自治体、商工会議所、漁協、

農協が連帯。 

② 大間原発の特別の危険性 

 フルモックスの危険性 日本の原発政策の基本・プルサーマル計画 

 電源開発という企業 

 火山や活断層の存在（３つの活断層） 

③ 提訴によって生まれてきた影響と変化 

 南相馬市と浪江町を調査 ～ 福島第一原発事故の教訓を裁判と運動に生かす 

 函館市に寄せられた募金とメッセージ  募金額２７００万円 

 原発立地や近隣自治体からの調査・視察が相次いでいる。 

 函館市が平和首長会議に参画。非核平和都市宣言３０年、市主催の平和の集い開催 

(４） その他、損害賠償と原発労働者救済にとりくむ福島県復興センター、川内原発再稼動阻止を

めざす鹿児島医療生協なども報告。ドイツからの参加者ライナー・ブラウンさん（国際平和

ビューロー）からもドイツでの脱原発・再生エネルギー導入の現状について特別発言。 

(５） 福島から京都へ避難している福島敦子さんもお二人の子どもさんと一緒に訴え 

 福島県では８９人もの甲状腺がん発症が明らかになっている。高齢者の認知症なども

含め健康障害が広がっている。 

 京都でも全国でも避難者は国と東電相手に原発賠償訴訟の提訴に起ちあがった。全国

の人々とのつながり、連帯の力を作っていきたい。みなさんの支援もお願いしたい。 

 

３. 日本被団協の集会 = ヒロシマの継承 = 高校生が被爆証言を絵に 

(１） 原爆の絵 

 原爆被害の実相を後世に伝えていくことと、被爆体験を継承していくために、平和記

念資料館が２００４年からとりくんでいる企画。 
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 今回、広島市立基町高校・創造表現コース

の生徒５人が、被爆体験証言者４人と共同

で絵の制作にとりくんだ。 

 生徒たちは、証言者の被爆体験を聞き、創

造を絶する光景をどう描くか悩みながら

も、資料を集め、証言者と何度も打ち合わ

せを行い、「原爆の絵」を描きあげた。 

(２） 日本被団協の集会では、「原爆の絵」制作のために

証言された被爆者が体験を語り、それを描いた生

徒が制作上の思いを述べ、一点一点の作品が紹介

されていった。 

(３） 集会に参加しての感想 

① 「原爆の絵」には被爆者・証言者が最も強く感

じたこと、思ったことが映し出され、人間であ

る被爆者の心の奥底までが表されている。被爆

の記録、被爆体験を継承するものとしての絵の

重要性をあらためて認識する。 

② それにしても被爆の実相を想像することさえ難しい高校生世代が、被爆者の語りだけを拠

り所によくもここまで描けたものだと感動する。想像力、集中力の高さ、倦むことのない

努力に感心する。 

③ そして絵の制作を通じて、若い世代に被爆体験の継承が培われていることを確信する。 

 

４. 平和祈念式典にこれほど相応しくない首相参列が過去にあっただろうか？ 

 平和祈念式典に総理大臣が出席するのは最初の頃からではない。４０年ほど前、当時の佐藤

首相が参列したのが最初だそうだ。アメリカの大量虐殺兵器使用に対する抗議と補償請求権を

放棄し、核の傘・核抑止論にしがみつき、被爆者援護も決して充分なことができていない政府

としては参列しにくかっただろうし、広島市側も軽々しくは要請できなかったのではないかと

思う。初参加の時も市民感情は複雑で、意見も賛否分かれ、粛々とした参列にはならなかった

ようだ。 

 今年の安倍首相はどうか？毎年首相は参列しているから、と慣例のみを根拠に参列を許すに

はあまりにも相応しくない参列ではなかったか。集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、平然

と憲法破壊をする人物が、どうしてここにいるんだ！ どうして被爆者と時と場を共有するこ

とができるんだ！少なくない人が強烈な違和感を抱いたことは間違いないと思う。実際、松井

広島市長は婉曲な表現ながら、田上長崎市長は率直に、安倍首相を面前において政府の集団的

自衛権行使容認決定を批判する平和宣言を読み上げた 

 被爆者の願いを公然と踏みにじる総理大臣なんか祈念式典に来なくていいんだ。来るべきで

はない。参列されることによって、亡くなられた被爆者を慰霊し平和を祈念する私たちの思い

が汚されるような気がしてならない。 

以上 
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ビキニ事件の経験は 

原発事故対策に生かされなければならない 

２０１４年第６０回日本母親大会（ｉｎ神奈川）の報告から 
堀 照美 

 

第２７分科会「ビキニ被災から６０年―核兵器も原発もない世界を

、２０１５年 NPT再検討会議にむけて」からお二人の助言者の報告を

レポートします。 

 

 

■ 助言者 市田真理さん（第五福竜丸平和

協会）  

第五福竜丸だけではない水爆実験被災 

 今から４５年前、第五福竜丸は夢の島に捨てら

れていました。たくさんの方の９年半にわたる保

存運動によって、展示館の中に船が納められて３

８年が経ちます。保存の闘いも継承していかなく

てはならないと思っています。今日は、福竜丸が

どういう時代に被爆したのかというアート作品

を紹介したいと思います。「核実験のタイムライ

ン」（橋本公作） 

核保有国の核実験は、１９６０年代に入ると、

核拡散競争・核兵器開発競争が非常に多く行なわ

れました。ビキニ事件は１９５４年３月１日の一

回のことに矮小化するのではなく、１９６３年の

核実験停止条約前に駆け込みですごい数の核実

験が行なわれました。マーシャル諸島の水爆には

「ブラボー」という名前がつけられ、広島型原爆

の一千倍と言われています。福竜丸の乗組員は、

核実験場から１６０キロ離れたところで、光を見

てから８分後に音を聞いただけでした。広島・長

崎のように熱戦や爆風を浴びたわけではありま

せんが、２時間後に放射能をたっぷり浴びた砕け

た珊瑚の白い死の灰が降ってきました。乗組員は

２０００～３０００ミリシーベルトの被爆をし

たことが明らかになっています。広島で言うと爆

心から８００メートルの被爆に相当します。死の

灰を浴びたその日のうちから、吐き気に襲われた

りしました。４日、５日と経つと、白い灰が当た

ったところが黒ずんでくる、１週間・１０日経つ

と髪の毛が抜けるといった症状が出てきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年の３月までは、私は、髪が抜けたと

いうことだけを説明していたが、展示館を訪れる

小学生からも「それは何ミリシーベルトですか？

」という質問が出るようになって、はっと胸を突

かれます。子どもたちが放射能に関心を持ってく

れるのはうれしいが、自分たちに降り注ぐ恐怖と

して今それを感じていると思ったときに何とい

う質問をさせているのだろうと思いました。第五

福竜丸が捕ってきたマグロは焼津で競り止めに

なり、築地に大きな穴を掘って捨てました。しか

たないと思っていた私は、福島第 1原発事故の後

、想像が追いつき、漁師さんたちの悔しさに気づ

きました。福竜丸だけが漁をしていたわけではな

く、当初、塩竃・東京・三崎・清水・焼津の指定

５港で水揚げした魚の全頭検査が行なわれた後
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に１３の港が検査をするようになりました。少な

くとも「８５６隻」から汚染魚が出たことが分か

っています。しかし、マグロは海流によって回遊

するので１０月１１月１２月もたくさん汚染魚

が発見されているにもかかわらず、１２月末を持

って、日米両政府の検査が打ち切られてしまい、

翌１９５５年から汚染魚０になってしまいます。 

 

ビキニ事件の経験は福島原発事故対策に生かさ

れなければならない 

キャスルシリーズだけでも６回、アメリカはマ

ーシャルで１２年間で６７回、広島型原爆に換算

すると７，２００発分の核実験をおこなっている

。なのに検査をしないから汚染魚ゼロ。少しずつ

忘れられていったのだと思います。だから、３．

１１以降、消費者としてできることは「検査はし

続けてください。検査結果は公表してください。

過小評価しないでください。」この３点を言わな

いと、今年６０年目を迎えた所謂
いわゆる

ビキニ事件の歴

史から学ぶことにはならないと思います。たくさ

んの船が汚染魚を捕り、死の灰を浴び、３万４千

メートルまで立ちのぼったキノコ雲は成層圏に

も達し、地球を回って雨になって降ってきた。筑

波の気象研究所は２０１２年３月まで６６０ヶ

月間セシウム１３７とストロンチウム９０を計

測していた。だんだん値が減っているが、１９８

６年のチェルノブイリでピークを迎え、また、ゆ

っくり下がた後、福島第 1原発事故でまた、数値

が上がっています。国の機関は隠しているわけで

はなく良心的な科学者たちは地道にずっと検査

をしていたのです。ビキニ事件がきっかけになっ

て、大規模な原水爆禁止署名運動が展開され、原

水爆禁止世界大会の原点であり、今も続く私たち

の運動の原点でもあります。決して久保山さんの

死で終わったわけではないと言うことです。 

 

苦しみの続くマーシャル諸島の人たち 

今なお苦しんでいる方の一つが核実験場だっ

たマーシャル諸島です。水爆ブラボーが珊瑚礁を

深さ６０メートルまでえぐり取った跡が、深く青

く写っています。２０１０年世界遺産に登録され

たが、上陸すること、住むこと、長期滞在するこ

と、ここで捕れた魚を食べること、椰子の実を食

べること、椰子ガニを食べることなど何もできな

い世界遺産です。風向きや地形によって放射能の

拡散は違ってきます。多くの放射能を浴びたロン

ゲラップ環礁の人たちは、１１時間経ってからよ

うやく救助をされ、軍から「海に入って体を洗え

」と言われました。 

３年半後、実験が終わって、島に帰っていいと

言われました。そのとき、死の灰を浴びた人には

白い「被爆者」のＩＤカード、当時島にいなかっ

た人にはピンクの「非被爆者」というＩＤカード

がわたされました。年２回ドクターがやってきて

、健康調査をしました。甲状腺の病気、流産・死

産・異常出産がたくさん起きます。島の人たちは

、ここでは子どもは育てられないと、島を捨てる

決心をしました。今この国で、ふるさとを捨てさ

せられた人々のことを思うと、ロンゲラップの人

々の気持ちがよく分かると思います。帰りたい、

でも、帰れないという思いを皆持っています。絵

本「ふるさとにかえりたい」のリミヨおばあちゃ

んは「帰りたいけれど、自分が帰ると、家族みん

ながついてきてしまう。だから帰れない。」と言

っています。 

第五福竜丸は“核のない未来に向かって”今も航

海中 

 大石又七さんという乗組員の方は、今年８０才

です。１昨年倒れて半身麻痺になられましたが、

どうしても、まだ、みんなに言いたいことがある

と、訴え続けています。この３０年間に７００以

上も講演をされています。もう、長くはありませ
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ん。私は、大石又七さんの語り部の語り継ぎ宣言

をしています。私一人では、心細いので、みなさ

んも、お力添えいただきたいです。絵本「さがし

ています」ベンシャーン作・アーサービナード編

集でも紹介されています。様々な絵本でも残って

います。私たちは、署名をする・伝える・訴える

・詩を書く・歌を歌う・絵を描くなど様々な形で

いろいろなことが伝えられると言うことを皆さ

んと共有できたらと思います。第五福竜丸は二度

と再び海の上を

走ることはあり

ませんが、核のな

い未来に向かっ

て今も航海中で

す。是非、皆さん

もこの航海にご

一緒ください。 

 

 

■ 助言者 鈴木若雄さん（三崎の元乗組員）  

１９５４年（昭和２９年）の日の証言 

 私は当時、２２才になったばかりの頃「一三丸

だか」という三崎では素晴らしい優秀船に乗りま

した。入港した当日に三崎でビキニの事件を騒ぎ

出したものですから、それから４回事件に引っか

かったというわけです。３月から５月、８月、１

１月です。昭和２９年３月のことでありました。

その日は、朝から晩まで、何が何だか分からない

と言った方がいいと思います。二日目は、朝起き

てみたら、市場の前に新聞社の自動車がたくさん

いて、びっくりしました。みな、ビキニのことは

知らなくて、なぜ来たのかも分からない様子でし

た。情報が乏しかったと思います。四日目になっ

て、初めて、白い服を着た人が二人ぐらい来て、

弁当箱みたいな重そうなものを持って、揚げた魚

に一本一本かざしてみていました。そのときは、

実験前に釣った魚だったので、放射能はなしで終

わりました。十日後に、出港し５月に入港したと

き、入港前に、船をきれいに水洗いして入港して

、サメのひれは捨てるように指令があって、捨て

ました。入港したら、デッキの上のものは何でも

持ってくるように言われ、帽子を持って行ったら

、多分に放射能が検出されました。誰のかは分か

りませんが、船を洗ったときにかぶった帽子だと

思います。入港したときは、着ている服は全部捨

ててしまって、「毒消し屋」と呼ばれている人た

ちがパンツから何から何までわたしてくれまし

た。二航海目は、水揚げを終えて、下田のドック

に船を入れて、休暇になりました。下田の飲み屋

に行くと、「灰かぶりはくるな」と言われました。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パ分レットの紹介 

大飯原発３、４号機運転差止請求事件判決要旨 

福井から原発を止める裁判の会 

ご存知５月２１日大飯原発差止訴訟福井地裁判決の要旨全文です。 

「福島原発事故後において、この判断を避けることは裁判所に課せ

られた最も重要な責務を放棄するに等しいと考える」の一節は、私た

ちをも身震いさせる崇高な判決文だと思いました。 

みんなが手元において何度も読み返し、必要に応じて見てみるパン

フレットだと思います。 
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 現在、大阪の鶴橋界隈の在日韓国・朝鮮人のみ

なさんのルーツの大半が済州島にあるという背

景には、１９２０年代以後の同時代にあって済州

島と大阪とを結ぶ連絡船「君が代丸」が就航され

ていたことと前回お知らせした陝川とヒロシマ

を結びつけたパイプと同じ構図だと思います。因

みに韓国で最大の島である済州島は火山島であ

るがために米作は基本的に成り立たない島です。

今日の韓国政府成立の過程で１９４８年にこの

島で発生した悲劇的虐殺事件である４・３事件を

題材にした映画「チスル」が京都シネマでも上映

されましたが、この「チスル」とは済州島の方言

で「ジャガ芋」を意味します。この島の主要穀物

名をタイトルしたこの映画を機会があれば是非、

鑑賞して欲しいものです。虐殺された島民が分け

あって食べた食糧が「チスル」＝ジャガ芋なので

す。 

 問題は植民地支配による様々な残滓が今なお

今日に至って色濃く残っていることです。「土地」

「食糧」から「労働力（強制徴用）」「氏名（創始

改名）」「生命（徴兵）」を奪った植民地支配構造

が１９４５年８月１５日まで継続していました

が、戦後なお今日に至り残念なことに偏狭かつ反

動的ナショナリズムによる弊害が続いていると

言わなくてはなりません。元凶のベースは「サン

フランシスコ条約」及び「日韓条約」等よる不徹

底な戦後処理・「過去克服」の不十分さにあると

考えています。昨今のヘイトスピーチ問題、ある

いは浦和レッズのふがいない一部のサポーター

による横断幕「JAPANESE ONLY」事件などに象徴

されるように絶えることがありません。後者は言

うまでもなく李忠成選手に対するものであるこ

とは疑いの余地はありません。彼、李忠成選手は

韓国ナショナルチームの一員として実力があり

ながらも「半チョッパリ（チョッパリとは韓国・

朝鮮からみた日本人の蔑称）」と扱われ韓国代表

選手選出が困難であった故に、やむなく在日４世

として日本国籍を取得し、文字通りその実力によ

って日本代表選手の一人になった青年です。この

李選手のボレーシュート一発で先のアジア杯は

日本チームのものになったのです。決勝戦の延長、

あの瞬間、あの一撃が生まれた奇跡の意味を思い

知るがいい、とつい熱くなってしまいます。熱く

なったついでと言っては詩人・茨木のり子さんに

は誠に申し訳ありませんが、前々号と同様に今号

の最後にもその詩一篇を紹介します。 

 

 球を蹴る人   ― Ｎ・Ｈに ― 

 

 ２００２年 ワールドカップのあと 

 二十五歳の青年はインタビューに答えて言った 

 「この頃のサッカーは商業主義になりすぎてしまった 

  こどもの頃のように無心でサッカーをしてみたい」 

 的を射た言葉は 

 シュートを決められた一瞬のように 

 こちらのゴールネットを大きく揺らした 

 

 こどもの頃のサッカーと言われて 

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 ４ 

石田 信己  
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 不意に甲斐の国 韮崎高校の校庭が 

 ふわりと目に浮ぶ 

 自分の言葉を持っている人はいい 

 まっすぐに物言う若者が居るのはいい 

 それはすでに 

 彼が二十一歳の時にも放たれていた 

 

 「君が代はダサいから歌わない 

  試合の前に歌うと戦意が削がれる」 

 ＜ダサい＞がこれほどきっかりと嵌った例を他に知らない 

 やたら国歌の流れるワールドカップで 

 私もずいぶん耳を澄ましたけれど 

 どの国も似たりよったりで 

 まっことダサかったね 

 世界の民族主義の過剰 

 彼はそれをも衝いていた 

 

 球を蹴る人は 

 静かに 的確に 

 言葉を蹴る人でもあった 

 

 この詩を捧げられた人物とは言うまでもなく

Ｗ杯日本代表であった、かの中田英寿氏です。も

し李忠成選手がこの詩を目に通しておれば満面

の笑みを持って首肯し、ひょっとしたら涙したか

も知れないと憶測してしまうもので、であればこ

そのアジア杯の一撃だったであろうとも思って

しまうわけです。 

 次号からは日韓・日朝などの被爆者問題につい

て話しを進めたいと思っています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来春完成予定のドキュメンタリー映画 

「種まきうさぎ フクシマに向き合う青春」 

制作協力者（１口２千円）を募集中 

放射線被災・原発問題に立ち向かう若者の姿を通して「フクシマとともに日本の新しい

春を迎える青春像」を描く映画です。 

監督：森康行 

制作・著作：「種まきうさぎ」制作委員会 

企画：山下正寿・斉藤毅 

問い合わせ先：ｈｔｔｐ：//ｔａｎｅｍａｋｉｕｓａｇｉ.ｊｉｍｄｏ.ｃｏｍ 
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■豪雨災害被災者のみなさんにお悔やみと

お見舞い 

井坂博文さん（北区） 

私の実家がある広島県の世羅は、当日雷はあっ

たものの雨はたいしたことなく大丈夫でした。 

友人や知り合いの方から「どうやった」「大丈夫

か」と声をかけていただきました。 

被災されたみなさんにお見舞いと亡くなられた

みなさんにお悔やみを申し上げます。 

 

■学習会はとても勉強になりました。 

谷口公洋さん（城陽市） 

 ８月９日の学習会はとても良かったです。歴史

など背景についても学べて、随分理解が進みまし

た。感想等発言したかったのですが、初めての人

もいたようで遠慮しました。２８日には城陽で

「原発と火山」の学習会があり、出席予定なので

次回の例会に資料を持参したいと思います。 

 郷里（鹿児島）に２５日までいました。「鹿児

島２世の会」の大山さんと事務局次長の松原さん

（女性）とお話ししました。京都との交流を大変

喜んでいました。 

 

■５０年ぶりの同窓会 

平 信行さん（南区） 

お盆休みの一日、小学校を卒業して初めての同

窓会がありました。１９６４年（昭和３９年）卒

業ですから５０年ぶりです。広島県の中国山地の

山 懐
ふところ

に抱かれた田舎の小さな小学校で、一緒に

卒業したのが２７人。事故や病気で亡くなった人

が３人、６人は都合で出席できませんでしたが、

１８人が揃いました。別々の中学校に進学した人

たちとは本当に半世紀を隔てての再会となった

人もありました。お互いの幼い頃の面影をそれぞ

れの顔に探しながらの同窓会でした。 

２７人の卒業生の内、欠席者含めて２４人がみ

んな元気にやっている、半世紀経て１８人までも

がこうして集まることができた。これってすごい

ことではないか、と感慨を深くしました。誰一人

戦争で亡くなったり傷ついたりした旧友はいな

いんです。私たちの親の世代、祖父母の世代、そ

して世界の国々の人たちのことを思うと希有な

ことではないですか。 

戦争を過去の歴史として学んだり、遠い国々の

出来事として見ることはあっても、私たちが直接

紛争に巻き込まれたり、危険な目に遭うことはな

かった。そんなこと心配するほどもなく私たちは

みんな一緒に堂々と人生を歩み、営々と歳を重ね

てくることができた。 

同窓会からの帰りの道々、そのことの値打ちと

尊さを思わざるを得ませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

医師たちのヒロシマ 復刻増補   京都新聞２０１４年８月６日付記事 

核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会 編 

原爆投下直後の広島で治療にあたった京都の医師らの記録をたどる「医師たちのヒロシマ」の復

刻増補版が６日、出版された。医学史上初めて原爆症に臨んだ医師の苦悩などをつづった２３年前

の同書に、新たな手記や平和運動への思いを加え、より多角的に当時の状況を浮き彫りにしている。  

「核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会」がまとめた。１９９１年に京都大や京都府立

医大の医師らの証言を記録した本を出版。来年は原爆投下から７０年の節目を迎えるため、あらた

めて記憶を継承しようと再出版した。四六判３０１ページ。 

旧版を復刻した第１部は京都の医師の日記などを元に、原爆直後の様子を描写する。病院には激

しい熱と爆風で損傷した遺体が次々と運び込ま れ、医師らは数週間過ぎて突然亡くなる症例に悩

まされた。大量の放射線を浴びたことが原因と判明するのは後のことだ。 

広島の原爆投下から約１カ月後には台風による土石流で病院が壊滅し、救援活動中の京都大の医

師や医学生が犠牲に。戦後は進駐軍が被爆資料を回収、情報を統制したことで原爆症解明は途絶を

余儀なくされた。 

増補した第２部以降は、京都以外の医師の講演や寄稿を収録した。広島から京都大に救援を求め

た経緯や、長崎での自身の被爆経験を踏まえ、今も 被爆者相談を続ける医師らを紹介している。

当時の死亡診断書を見つけ出し、原爆症が知られていない当初は「戦災ガス中毒」と診断されてい

たことも明らかに した。 

同書をまとめた同会の代表世話人で医師の三宅成恒さん 

（７２）は「核兵器に治療法はない。命を守る使命を持つ医師 

は、核廃絶の先頭に立た なければならない」と語る。 

 

つむぎ出版刊 ２，１６０円（税込み） 

問い合わせは府保険医協会ＴＥＬ０７５（２１２）８８７７ 

「史実を掘り起こして反核の呼びかけにつなげたい」と語る三宅

さん（京都市伏見区） 
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平凡社 

２，９４０円 

■病人３４％「原爆が原因」 都内被爆者 東友会が最後の調査 

報告書５００部発行「苦しみ・思い 後世に」 

東京の被爆者団体「東友会」は、都内に暮らす被爆者の健康や暮らしに関する実態調査の

報告書をまとめた。病気がある人の約３４％が「原爆が原因」と回答。被爆から約７０年た

っても消えない心身への不安の声について専門家の分析も加えた。被爆者の高齢化が進む

中、同会は「最後の調査」と位置付けている。（藤村潤平） 

都内在住の被爆者は３月末現在、６３６１人。うち同会が把握する４８０５人に調査用紙

を郵送し、１７９５人が回答した。設問は被爆した不安や、病気と原爆の因果関係をめぐる

意識など２１項目。病気と原爆の因果関係では、病気がある人のうちの３４・２％が「原爆

が原因だと思う」と回答。１１・４％が「原因ではない」、５４・４％が「分からない」と

した。 

自由記述について、一橋大大学院の根本雅也特任講師（３５）＝社会学＝たちが内容を分 

■平和の祈り 球場満たす マツダスタジアムでピースナイタ― 

平和と核兵器廃絶の願いを球場全体で共有するイベント「ピースナイター２０１４」 

が３０日、広島市南区のマツダスタジアムであった。広島東洋カープの選手と、約２万７千

人の観客が参加。チームの赤と、平和を象徴する緑でスタンドを染めた。ナインは袖に特別

なワッペンを付けてプレーした。 

中日戦の五回終了時、観客が一斉に中国新聞の別刷り特集を広げた。原爆ドームと球場を

一つの円に取り込んだデザインで、緑と赤の２色。緑に染まった客席に、赤が横一線で現れ

た。地面から２５メートルの位置。原爆ドームと同じ高さで、核廃絶の道筋を表現した。併

せて、外野の芝生を子どもたち約６０人が駆け回り、球場を沸かせた。 

始球式をしたのは、カープの元選手で野球解説者の山本一義さん（７６）。父親が広島の

被爆者で、山本さんは郊外に疎開中だった。被爆６９年の原爆の日が迫る。山本さんは「原

爆で亡くなった人の冥福を祈る気持ちと、復興を支えた人への感謝をボールに込めて投げ

た」と話した。 

カープの選手と審判は、中国新聞の別刷り特集と同じデザインのワッペンを袖に付けた。 

ピースナイターは、生協ひろしま、カープ球団、広島平和 

文化センター、広島電鉄、中国新聞社、中国放送の主催。 

２００８年から８月６日か、それに近いホームゲームで続 

けている。 

（中國新聞 ２０１４年７月３Ⅰ日） 

scrapbook 
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類して分析。原爆と病気の因果関係で、いずれの回答を選んだ人も「原因を科学的に厳密に

知ることができない葛藤や苦悩がある」と指摘。身体的な影響とともに「被爆者の生に影響

を及ぼしたことは疑いを得ない」と強調した。 

被爆者を対象にした一般健診とがん検診の受診率も比較。一般健診の６６・０％に対し、

がん検診は４５・０％と２１ポイントも低かった。がん検診の利便性や認知度の低さなどを

理由に挙げた。 

調査は１９９７年以来。東友会の山本英典理事（８１）は「高齢化のため自筆で回答でき

ない人もおり、これが最後の調査。数値や科学的な知見では表せない、被爆者の今なお続く

苦しみや思いを後世に残したかった」と話す。 

報告書はＡ４判、１４４ページ。５００部を発行し、

広島市などの自治体や原爆資料館（広島市中区）などの

平和関係施設、研究者に配り、被爆者施策に役立てても

らう。  

（中國新聞 ２０１４年７月２１日 ）  

■胎内被爆者連絡会が発足 

母親の妊娠中に被爆した胎内被爆者でつくる初の全国組織「原爆胎内被爆者全国連絡

会」が５日、発足した。広島市内で同日、「第１回胎内被爆者のつどい」が開かれ、胎

内被爆者ら２２人が参加した。被爆者の高齢化が進む中、最も若い被爆者として会員同

士の交流や、被爆体験の継承などに取り組む。 

胎内被爆者として、被爆者健康手帳の交付を受けている人は全国に７３５１人（今年３

月末）いる。連絡会には２９人が入会した。 

 香川県坂出市のジャズピアニスト、好井敏彦さん（６８）は昨年、小学校の同級生で

被爆相談事業に長年携わってきた広島市の三村正弘さん（６８）が被爆者健康手帳を取

得し、自ら胎内被爆者と明かしたことを紹介した毎日新聞の記事を読み、初めて自分と

同じ境遇だったと知った。好井さんが三村さんに声を掛け、ともに設立準備を進めてき

た。 

 この日の集いでは、参加者から「直接体験していないのでずっと思い悩んでいた」「（被

爆死した）父を私は知らないし、父も私を知らない」など、胎内被爆者ならではの苦悩

が語られた。被爆で両目の光を失いながら懸命に生きた母の苦労話など、親の被爆体験

も共有した。 

 好井さんは「今日からが始まり。（胎内被爆者は）周囲にもたくさんいるはずなので

呼びかけてください」と訴えた。問い合わせは三村さん（０９０・７３７５・１２１１）。 

（毎日新聞 ２０１４年８月６日） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 月  

 ２ 火  

 ３ 水  

 ４ 木  

 ５ 金 関電京都支店前アピール 

 ６ 土 
６・９行動 

連続憲法学習会「安倍政権の狙う集団的自衛権行使」（１４時・教育文化センター） 

 ７ 日 
第１４回乙訓平和の集い・郷地医師の記念講演（１３時３０分・大山崎ふるさとセンター） 

「食べもの通信」読者会・関西講演会（１３時３０分・教育文化センター） 

 ８ 月  

 ９ 火 6・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木 ９・１１核問題学習会（１８時３０分・キャンパスプラザ） 

 １２ 金 
原発賠償京都訴訟（１４時・京都地裁） 

関電京都支店前アピール 

 １３ 土  

 １４ 日  

 １５ 月 敬老の日 

 １６ 火  

 １７ 水  

 １８ 木  

 １９ 金 関電京都支店前アピール 

 ２０ 土  

 ２１ 日  

 ２２ 月  

 ２３ 火 
秋分の日 

さよなら原発全国大集会＆行進（13 時・東京代々木公園） 

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 
世界核兵器廃絶デ―  

ノーモアヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁）      関電京都支店前アピール 

 ２７ 土  

 ２８ 日 国際婦人年京都集会（１３時３０分・京都弁護士会館） 

 ２９ 月  

 ３０ 火 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（10 時３０分・大阪地裁） 

大飯原発再稼動差止訴訟（１４時・京都地裁） 

 


