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９月２３日 韓国・ソウルの「平和の家」を訪問 

左から 李湳宰（イ・ナムジェ）さん、慧眞和尚（ヘジン・スニム）、平信行さん、姜済淑（カン・ジェス

ク）さん                                    石田信己さん撮影
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ノグンリ事件虐殺現場 

韓国訪問記（２０１４年９月１８日～２４日） 
平 信行 

 

９月１８日（木）～２４日（水）、京都「被爆２世・３世の会」の石田信己さんと一緒に韓国を旅行

してきました。目的は韓国の老斤里（ノグンリ）という地で開催された国際平和博物館会議への出席と、

ソウル市内の見学、そして韓国の被爆者と二世のために活動されている「平和の家」のみなさんとの交

流でした。行程のすべてとはいきませんが、以下に抜粋で報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国際平和博物館会議（ＩＮＭＰ） 

国際平和博物館会議とは、平和のために設立・

運営されている世界の博物館・資料館の人々のネ

ットワーク（ＩＮＭＰ）です。３年に１回国際会

議が開催されており、第８回目となる今回は韓

国・老斤里（ノグンリ）で行われました。京都「被

爆２世・３世の会」の会員であり、立命館大学平

和ミュージアムの副館長でもあり、そして国際平

和博物館会議の理事をされている山根和代さん

からの紹介で今回、私と石田信己さんとで出席し

てきました。出席者は３５ヶ国から１１０人にお

よび、内日本からは約６０人とのことでした。 

 

■老斤里（ノグンリ）の地 

 老斤里（ノグンリ）は韓国のほぼ中央、忠清北

道(チュンチョンプクト)永同郡（ヨンドングン）

にある、大田（テジョン）広域市から約５０キロ

の距離にある小さな村です。 

１９５０年７月、朝鮮戦争勃発直後、北朝鮮軍

の急速な進行に追われ南へ敗走中だった米軍が、

避難させていた地域住民を戦闘機の機銃掃射と

機関銃射撃によって虐殺したところです。犠牲者

は３００人を下らないと推定される大量虐殺で

した。住民は鉄道橋下のトンネルに追い込まれ、

両側の出口から３日間にわたって銃撃されると

いう残虐さでした。 

事件は永く隠蔽されてきました。幼い子を失っ

た鄭殷溶（チョン・ウニョン）氏が小説の形で事

件を明らかにしたり、被害者・遺族は「老斤里住

民虐殺真相対策委員会」を結成して様々な努力を

払うなどしてきましたが、社会的に大きな関心を

引き起こすまでには至っていませんでした。 

４９年後の１９９９年ＡＰ通信が、ノグンリの

事件は米軍の指揮命令に基づく意図的で計画的

な大量虐殺であったことを報道し、それを機に問

題は国際的に表面化し浮上していきました。当初、

事実を否定していたアメリカ政府も世論の圧力

に抗することはできず、同年韓国政府との合同調

●ソウル 

★ノグンリ 

●釜山 

●イムジンガク 

●大田 
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ノグンリ平和公園・慰霊塔 

査委員会を立ち上げ、２００１年「ノグンリ調査

報告書」を発表しました。しかし、アメリカ政府

は虐殺事件のあった事実は認めても、それが意図

的・組織的なものであった可能性は否定しました。 

被害者・遺族はその後も真相究明と謝罪と賠償

を求める血の出るような粘り強い運動を闘い続

け、２００４年遂に韓国国会で「ノグンリ事件犠

牲者審査及び名誉回復に関する特別法」が制定さ

れるに至りました。今回の国際平和博物館会議は

この特別法によってつくられたノグンリ平和公

園（国立公園）内の教育研修施設で行われたので

す。会議はノグンリ国際平和財団によって招致さ

れ、そして主催されました。 

韓国政府による犠牲者・遺族に対する賠償、平

和公園施設の建設等は実現しましたが、本来の加

害者であるアメリカ政府の責任は結局今現在も

問われないままとなっています。また、ノグンリ

事件の真相究明等を機にその他の地域でも米軍

による大量虐殺事件が数多くあったことが明ら

かにされてきています。（民間調査によると７０

～１００ヶ所、死者１万名と推測されています。）

更に韓国では、朝鮮戦争前後から、米軍だけでな

く韓国軍自身による集団虐殺も多数あったこと

が明らかにされてきています。このような歴史の

事実がすべてが明らかにされていくことが今後

さらに求められています。 

老斤里（ノグンリ）の地は、被害者・遺族、心

ある人々の岩をもこじ開ける執念によってここ

まで真実を明らかにすることができたことを記

念する場所です。そして未だ明らかにされていな

い事件に対してこれからさらに挑んでいくため

の決意を示す地でもあります。 

老斤里（ノグンリ）を含む韓国民族の悲劇の

数々の遠因に、明治の時代から続いた日本帝国主

義による植民地支配、他民族を土足で潤凛してき

た歴史のあることを銘記しなければなりません。

戦後も朝鮮半島の国土と民族分断が進められる

過程で、それを土台に日本の復興、経済成長はも

たらされたことを認識する必要があります。日本

の負った歴史的責任を深く認識しながら、私たち

は、老斤里（ノグンリ）を、韓国の人々を訪ねな

ければならないのではないかと思います。 

 

 

■訪韓日程（概略） 

９月１８日（木） 移動日  関西空港→仁川空港 老斤里（ノグンリ）へ（バスで４時間） 

９月１９日（金） ノグンリ平和記念館見学 

 国際平和博物館会議開会セレモニー、基調講演、パネルディスカッション、 

 特別演奏「悪魔の飽食」、歓迎会（韓国伝統楽器演奏） 

９月２０日（土） ポスターセッション、分科会、地元の人達の楽器と歌の演奏 

ノグンリ平和記念館前で記念撮影 
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９月２１日（日） 近くの名刹である直指寺（ジクジ寺）の見学 

 分科会継続、シンポジゥム、クラシック演奏 

９月２２日（月） バスで５時間かけて京畿道（キョンギド）坡州（パジュ）市にある臨津閣（イムジ 

 ンガク）へ移動、見学 

臨津閣(イムジンガク）は北朝鮮との軍事境界線付近にある北朝鮮に一番近い一般区域。

有名なイムジン河の河畔で公園化されている。 

ここまでで国際平和博物館会議のプログラム終了 

以降は自由個人旅行としてソウル市内に移動 

９月２３日（火） ソウル市内見学 

  タブコル公園・光化門前広場・重明殿（チュンミョンジョン）・南山公園・ 

  安重根義士記念館、南山展望台など 

 韓国「平和の家」のみなさんとの交流 

９月２４日（水） ソウル市内見学継続・日本大使館前「水曜集会」参加・午後日本へ帰国 

 

 

■国際平和博物館会議／全体会議 

日本からの出席者が多いとはいえ国際会議で

すからスピーチ、ディスカッションの基本は英語

です。あらかじめ分っていたこととはいえ英会話

のできない私にはストレス溜まりっぱなしの３

日間でした。初日の全体会議は日本語同時通訳付

きなので話される内容もなんとか理解すること

ができましたが、二日目の分科会からは同時通訳

なし、質疑応答部分だけ日本語応対通訳となり、

資料集の英文を一生懸命目で追うことになりま

した。（読むことだってほとんどまともにはでき

ないのですが） 

そんな英会話能力に欠けた私が国際会議に出

席するなど考えてみたら無謀と言うか、大胆なこ

となのです。それでも辛うじて理解することがで

きた、感じることのできたことのいくつかを紹介

してみます。 

初日の基調講演は７人のスピーカーで構成さ

れていました。元コスタリカ大統領（ビデオメッ

セージ）、広島平和文化財団理事長、ＩＮＭＰ代

表、台湾２２８国立記念館長、安斎育郎（国際平

和ミュージアム）名誉館長、元ＡＰ通信記者、韓

国「戦争・女性・人権博物館」館長です。 

 広島平和文化財団の小溝泰義理事長は

Mayors for peace（世界平和首長会議）の重

要性を強調され、２０２０年までに核兵器禁

止条約を締結すること、首長会議メンバー拡

大に努力することなどを訴えられました。基

調講演の中で原爆問題を語られたのは小溝

氏だけです。しかし、せっかくの韓国での講

演でありながら在韓被爆者、広島・長崎の被

爆者推定７０万人の内その１０％の７万人

が韓国・朝鮮の人たちであって今なおその多

くの人々が苦しんでいることについては触

れられませんでした。その点が大変残念でし

た。 

 元ＡＰ通信記者チャールズ・ハンリー氏のス

ピーチはやはり注目を集めました。ノグンリ

事件を初めて報道した中心記者その人だか

全体会議の様子 
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らです。「メディアは１００％は事実を伝え

ていないと理解すべきだ」、「６４年前韓国で

起こされた３つの大量虐殺事件には共通点

がある。それはいずれも西欧では報道されな

かったという事実だ」、「事件の根本には明ら

かな民族差別意識がある」、「ノグンリ事件の

報道の時も数々の攻撃・妨害を受けた」、「市

民こそが（真実の究明に）貢献できる。その

市民の使命を果たして欲しい」、「平和のため

の博物館は報道機関がきちんと報道するよ

うに一緒に活動すべきだ」、概要以上のよう

なことでしたが、一言々々が大変具体的で説

得力ある内容でした。 

 もう一人韓国「戦争・女性・人権博物館」の

尹美香（ユン・ミヒャン）館長のスピーチも

大変印象的でした。彼女は韓国の挺身隊問題

対策協議会の代表でもあり、女性の人権問題、

特に戦争における女性被害、従軍慰安婦問題

の解決に積極的にとりくんでいる女性です。

日本軍によって引き起こされた犯罪、今また

その事実を否定しようとする日本政府の動

向と背景、戦争責任処分の曖昧さ、彼女たち

が求めていることは何か等々について力い

っぱいの訴えがなされました。彼女たちの活

動で特筆すべきは、決して日本の加害責任だ

けを追及しているのではなく、かって韓国が

ベトナム戦争に参戦し、多くのベトナム人女

性に被害を与えた事実に基づいて、ベトナム

の人たちへの救援活動を今もしっかりと行

なっていることです。講演者の多くは原稿を

読みながらのスピーチが多いのですが、彼女

だけは一切原稿も見ず、喋り通しの圧巻の３

０分間でした。現日本政府首相など具体的な

氏名を挙げながらの講演も彼女だけでした。

日本人参加者の中には彼女の講演、語り口に

少々衝撃を受けた人もいたようです。 

パネルディスカッションは２会場×２つのテ

ーマで合計４本行われました。４つのテーマは

「グローバル時代における平和ミュージアムの

教育的使命」、「平和博物館の教育的役割」、「戦争

記憶の占有と共有」、「ベルタ・フォン・ズットナ

ーの没後百年を記念して」でした。特に「戦争記

憶の占有と共有」は「老斤里（ノグンリ）平和記

念館」、済州島の「 四・三 平和記念館」、光州の

「五・一八光州事件記念館」を題材にしたいずれ

も韓国の大学研究者によるパネリストのディス

カッションで期待しましたが、残念ながら内容が

専門的過ぎて十分な理解をすることができませ

んでした。 

 

■国際平和博物館会議／ポスターセッション

と分科会 

分科会は２日間にわたってぎっしり３０本の

報告が準備されていました。２会場に分けて同時

並行運営なので私も１５本の報告を聞くことに

なりました。上述のように分科会には同時通訳が

ないので報告内容を理解するのは困難を極めま

したが、そうした中でも多少とも印象に残った報

告を以下に簡単に紹介します。 

分科会の様子 

ポスターセッション会場 
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 パキスタンの原爆展／パキスタンでも原爆

展が行われています。それも日本とまったく

同じ展示用写真を使って。パキスタンは言う

までもなく核保有国です。インドとの緊張関

係もあってより一層核廃絶の緊急性が求め

られていること、そのためにも原爆展の重要

性があるとの報告でした。 

 日本の「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継

承する会」から参加された岩佐幹三さん／例

外的に日本語による報告でしたが、実際の被

爆者である岩佐さんの被爆体験のお話し、核

兵器廃絶への訴えは多くの参加者に感動を

与えたように思います。 

 日本の丸木美術館／丸木夫妻の「原爆の図」

の話しの中で、朝鮮人被爆者の姿が描かれた

経緯の紹介は、今回の国際会議に相応しいも

のでした。 

 日本から参加の“うさ”さん／テレビでも放

映されたことのある「震災で消えた小さな命

展示」の報告でした。東日本大震災の被災者

に可愛がっていた動物たちの絵を贈りつつ、

全国で展示会も開催して命の大切さを訴え

ているとりくみです。今回もわざわざＮＨＫ

京都放送局が同行して取材されていました。 

 南京大学のヤン・シャンユウ「ジョン・ラー

べ記念ホール」館長／南京と言えば「侵華日

軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」が有名ですが、

今回は南京大学内にある、虐殺事件時、南京

市民の保護と救済に尽力したジョン・ラーべ

の記念館紹介でした。ヤン・シャンユウさん

は次回の国際平和博物館会議を南京大学で

開催したいと招致立候補も表明していまし

た。 

 大阪大学・吉村季利子さんの「イスラエルの

国立記念博物館」／今最も注視されているイ

スラエル、パレスチナ・ガザ問題に関わる報

告でした。イスラエル国立記念博物館「ヤ

ド・バシェム」はもともとホロコーストの記

憶の維持と継承を目的に設立されたもので

すが、その後対パレスチナのナショナリズム

高揚のために利用されてきました。一方でＮ

ＧＯ/ＮＰＯによる小規模な展示や啓蒙活動

もしっかりと存在し、パレスチナとの共存に

向けた努力が払われていることの報告でし

た。 

 

■国際会議点描 

 国際会議には本当に幅広い国々からの参加

がありました。日本と韓国以外に報告集等か

ら私が確認できただけでも、イギリス、アメ

リカ、オランダ、ウクライナ、スペイン、ベ

トナム、中国、ケニヤ、パキスタン、オース

トリア、メキシコがあります。その他にもま

だまだ参加国はあるはずですが、参加者リス

トなどが配布されたわけではないので全貌

は不明です。 

 「母親は核兵器開発研究施設の近くに住ん

でいて放射能被ばくによって亡くなった」と

訴えてポスターセッション参加したアメリ

カ人男性がいました。テネシー州出身で、３

歳の時母親を亡くしています。彼のメッセー

ジボードには「私の母もヒロシマと同じよう

に死んだ」という意味合いのことが書かれて

いました。彼も被爆二世です。恐らく全世界

に同様の被害に遭っている人々、二世、三世

は多数あるはずです。そうした人々ともより

深い交流ができるようになっていきたいと

思います。 

パキスタンの原爆写真展 
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 ハードスケジュールを終えた後の、夕食後は

韓国伝統音楽の演奏などで歓迎され、味わい

深いひと時を過ごすことができました。一日

目の夜は韓国伝統の楽器演奏、二日目の夜は

永同郡（ヨンドングン）の地元の人達による

楽器と歌の披露でした。地元出身の軍人（大

佐）が制服を着て登場された時は少々びっく

りしましたが、故郷を愛する詩を情感豊かに

朗読されました。地元の中学校の音楽の先生

だという男性はプロ並みの声量で熱唱披露

されました。最後の日三日目の夜もクラシッ

ク音楽の演奏を楽しむことができましたが、

一番聞き入ったのはやはり『アリラン』の演

奏でした。 

 

■韓国の被爆者と二世・三世の運動を支える

「平和の家」の人達との交流 

韓国にも被爆者の組織と「患友会」という二

世・三世の会があります。この被爆者と二世・三

世の運動を幅広い人たちで支えていくために「平

和の家」という組織が作られています。「患友会」

の本部は地方の陜川（ハプチョン）という所にあ

るのですが、政府交渉や国会対策等の必要性から

首都ソウルにも「平和の家」の事務所が置かれて

います。 

９月２３日（火）の夜、ソウルで「平和の家」

のみなさんと夕食を共にしながら交流すること

ができました。交流したのは以下のみなさんです。 

 慧眞和尚（ヘジン・スニム） 

「平和の家」運営委員長 

 李湳宰（イ・ナムジェ）さん 

「平和の家」事務処長 

 姜済淑（カン・ジェスク）さん 

韓国原爆被害者と子女のための 

特別法推進連帯会議 共同代表 

姜済淑（カン・ジェスク）さんは昨年の４月２

７日、私たち京都の「被爆２世・３世の会」を訪

問され、交流した人で、今回再会することができ

ました。 

 韓国の二世・三世の会「患友会」は会員が現在

１，３００人です。日本の２世・３世との大きな

違いはしっかりとした全国組織ができていて、全

国の二世・三世共通の意思に基づいた政府交渉、

国会議員対策などが行われていることです。残念

ながら日本の二世・三世の会はまだ各地ごとに存

在するのが実態で（それも１７地域程度）、全国

でまとまった運動が強力に進められているわけ

ではありません。 

 「患友会」・「平和の家」の人たちの目下最大の

活動目標は、被爆者の援護を充実させ、二世・三

世の援護措置実現を中心にした特別法の制定で

す。特別法案の内容は、「被爆者と２世の実態調

査」、「被爆者・２世への経済的支援」、「医療の支

援」、「再び被爆者が生まれないよう後世に伝える

平和記念事業と平和教育」等で構成されています。

すでに法案は各政党にも提示され、担当の国会議

員も具体的にされており、日本の厚生労働省に相

当する省庁とも交渉されているとのことです。残

念ながら国会審議の優先順位はまだそう高くな

母親の核被災を訴え

るアメリカ・テネシー

州からの参加者。彼も 

被爆２世。 

ナンゲ伝統音楽演奏による歓迎会 
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く、越えるべき山はまだまだあるようでした。そ

れにしても特別法案まで準備されていて、国会議

員や省庁とも協議されているのは、これも日本と

は大きな違い、隔たりです。 

 二世のための特別法制定に消極的な韓国の行

政庁は日本の放射線影響研究所の見解「現時点で

放射能被ばくの遺伝的影響は確認されていない」

を根拠にしてくるのだそうです。これに対して

「患友会」・「平和の家」は動物実験の結果に基づ

く遺伝的影響の存在を日本の大学の研究者に依

頼して国会証人してもらう計画をしているとの

ことでした。韓国の被爆者問題も被爆国日本の研

究機関、研究者が相対する構造です。このこと一

つ見ても、二世問題も日本と韓国と共通のことが

問われているのは明らかです。私たち日本の側も

韓国の動向に深い関心を払いながら、早く足並み

を揃えたとりくみにしていかなければならない

と思いました。 

 姜済淑（カン・ジェスク）さんのお話によると、

姜さん自ら日本の放射線影響研究所に何度も足

を運び、放影研の進めてきた研究実態を自分の目

で調べてきたのだそうです。また「平和の家」か

らは長崎市にある「岡まさはる記念・長崎平和資

料館」（日本の加害責任を明らかにした資料館）

にスタッフ１名を１年間派遣して研究に従事さ

せるなどもしてきたそうです。私たちよりはるか

に能動的、行動的な活動に驚くばかりです。 

 「患友会」・「平和の家」は、問題解決を政府や

自治体に求めるだけでなく、被爆二世の健康管理

のために自分たちでできることは自分たちでや

るよう、独自のプログラムも持つようにしている

そうです。最近は心のケアを必要とする会員も増

えていてそのための対応を検討中とのことでし

た。 

 限られた時間の中での交流なのですべてにわ

たって詳細にお話しを聞くことはできませんで

したが、「患友会」・「平和の家」の発行している

資料はいろいろいただいてきました。ほとんどハ

ングルで書かれた資料ですが、翻訳に挑戦して、

必ず私たちの活動に生かされるようにしたいと

思います。そしてこれからも継続的に交流を続け、

当面は私たちの側が多いに学ばせていただきた

いと思います。 

 

 

尚、私たちの側からはお土産として、京都「被

爆２世・３世の会」のこれまで発行してきた会報

すべてと、被爆体験の継承シリーズのすべてを贈

呈してきました。 

 

■日本の植民地支配と韓国独立運動の軌跡

をめぐるソウル市内見学 

 ９月２３日と２４日の午前中はソウル市内見

学に費やし、日本の植民地支配と韓国独立運動の

歴史を刻み込んだ所々を中心に訪問しました。 

１９１９年３月１日の独立運動発祥の地であ

るタプコル公園は、タプコル（十層石塔）以外に

は王宮や大門のような歴史的建造物があるわけ

ではなく、一見どこの街中にもありそうな、市民

の憩いの場の、普通の佇
たたず

まいの公園でした。しか

しそれだけに、民衆に根ざし民衆が決起した独立

運動であったことを雄弁に物語っているように 
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も思いました。なんとなくこの公園こそソウル市

民が最も愛している所ではないかと感じました。 

ソウル中心部の光化門（クァンファムン）前広

場では、未だ解決の目途が立っていない、今年４

月１６日発生した旅客船セウォル号の犠牲者・遺

族による座り込み抗議行動が行われていました。

私も石田さんも賛同署名して激励してきました。 

ソウル市庁舎の近くには、１８９６年、日本に

よる暗殺を恐れた高宗と皇太子・純宗が避難し匿

われた旧ロシア公使館や、その旧ロシア公使館と

地下道でつながり、後に高宗が執務をとり、最後

は疑惑の死までを迎えた徳寿宮（トクスグン）が

あり、その一部であった重明殿（チュンミョンジ

ョン）などを見学しました。日本からの脅迫、主

権侵害、列強からの圧力に翻弄された朝鮮王朝末

の悲劇の一端に触れることになりました。 

南山公園の第一の見学先は安重根（アンジュン

グン）義士記念館です。安重根は日本では伊藤博

文を暗殺したテロリストという評価もあります

が、韓国ではまったく反対に、独立運動の代表的

な義士、偉大な人物として評価され、立派な記念

館が建てられていました。近代朝鮮の被抑圧の歴

史を見れば日本による韓国併合政策から始まっ

ていることは明らかで、伊藤博文もその中心人物

であったことは否定できない事実です。安重根記

念館の見学は私自身の歴史認識をもう一度確か

めながら歩くようなものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安重根義士 

記念館にて 

 

 

 

南山公園の展望台からは広大な面積を占有す

る在韓米軍基地（竜山基地）をはるかに展望する

こともできました。 

ソウルの街を歩いているといたるところで“日

タブコル公園内の３・１独立宣言文の石碑 

タブコル公園内に設置された３・１独立運動の姿を描い

た１０枚のレリーフの一つ 
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本”の歴史を気遣わざるを得ません。それだけ長

く根深く日本の植民地支配は韓国社会を覆って

きたのだと思います。そしてそれに抗
あらが

う韓国国民

の闘いもいたるところで記録され、記憶され、記

念されています。考えてみると、日本にはこれほ

ど他民族から支配されたり、それに抵抗してきた

歴史はないわけで（沖縄は別として）、それだけ

韓国の人たちの自らの歴史への思いには、私たち

にはない深さがあるのだと思いました。 

 私は今回が初めての訪韓だったのですが、仁川

空港に着いて早々から街中の看板表示がとても

特徴的だと思いました。使われている文字はほと

んどハングルだけで、漢字は皆無に近く、アルフ

ァベットもとても少ないのです。何でもかんでも

アルファベットで表現してしまう今の日本とは

大きな違いです。看板などの表示をこれほど民族

固有の文字にこだわっている国は他にはちょっ

とないのではないでしょうか。まるで法律か条例

かで規制されているのではないかと思うほどで

す。何故なのか、本当のところはよく分りません

が、韓国の人たちが民族の誇りをこの上なく大切

にしている結果であるとするなら、理解できるよ

うな気もしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソウルの街では 

ハングル以外 

目につかない。 

 

 

９月２４日、帰国の途に着く前に、日本大使館

前で開催されている「水曜集会」に参加してきま

した。元従軍慰安婦の人たちが日本政府に謝罪と

賠償を求めていることを支援する、毎週水曜日に

開催されている集会です。運動は様々な組織・団

体・個人による実行委員会を構成して続けられて

おり、「水曜集会」の開催は１９９２年以来すで

に１，０００回を超えているそうです。この日は

カトリック教会のシスターたちが開催担当だと

のことで、ずらりと並んだ彼女たちの姿がとても

力強く印象的でした。いろんな人たちが入れ替わ

り訴えをしましたが、その中に地方の学校からソ

ウルに修学旅行に来ていた小学生たちの楽器演

奏による支援アピールもありました。シスターた

ちの行動と言い、小学生たちの参加と言い、慰安

婦問題の解決を求める運動は国民的規模の広が

りの中でとりくまれていることを実感しました。

日本の反動勢力による河野談話の見直しだとか、

朝日新聞記事問題に乗じた慰安婦制度を否定す

る姑息な動きなど、この「水曜集会」を眼前にす

ると、その醜態ぶりが一層際立ちます。 

 

 今回の韓国旅行、国際平和博物館会議での英会

話の苦労など悩ましいこともいろいろありまし

たが、「平和の家」の人たちの活動に勇気づけら

れ、最後はとても力強い「水曜集会」に参加する

こともできて、充実感と “希望”を抱いて帰国

することができました。 

了

 

日本大使館前で繰り広げられている「水曜集会」 

右端に少女像 
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賛助会員・石田信己さんによるこのシリーズは、石田さんが居住地の「日本共産党よしだ後援会

会報」に連載執筆されている記事を、許可をいただいてそのまま転載しているものです。そういう

事情から文中に私たち京都「被爆２世・３世の会」のことが記述されていることをご了解下さい。 

 

前々回から広島での韓国被爆者が現在の韓国

の陝川・ハプチョンという地域に集中しているこ

とに関係する事項について述べてきました。今号

は、在日韓国人被爆者の方に関わったことにふれ

たいと思います。 

 一昨年の１０月に京都原水爆被災者懇談会の

援助の下、その次世代の組織である京都「被爆２

世・３世の会」が発足しました。四錦の本町在住

の井上哲士参議院議員もその呼びかけ人の一人

ですが、実は今年度より私はこの継承団体の世話

人の末席にいます。直接の被爆２世会員ではなく、

賛助会員としてかかわっている理由は以下のこ

とでご理解いただけると思います。 

  京都「被爆２世・３世の会」は、① 被爆者の

被爆体験と被爆の実相、被爆２世・３世の人生経

験を継承、蓄積し、社会に発信、 ② 全国の原水

爆禁止と平和を願う団体・個人との連携協力をす

すめ、核兵器廃絶と恒久平和実現のための活動を

行う、③ 被爆２世・３世の健康管理、医療の充

実化に必要な活動を行い、そのために必要な資料

の調査蒐集 と広報宣伝を行う、などを主な活動

としており関係者の努力で被爆体験の継承、その

体験聞き取り調査とその文章化の記録を続けて

います。その一つに昨年、十番目にアーカイブさ

れた「被爆と、貧しさと、民族差別を超えて～李

正道さん」の体験にふれてご本人にお会いして直

接お話したいと願いました。その理由は李さんの

被爆体験と私の叔父（母方）の被爆体験とがほぼ

一致すると思われたからです。 

 叔父はすでに還暦を迎えることなく三十年ほ

ど前に白血病で亡くなっています。お見舞いに行

った病床で全身にチアノーゼを発症し苦しんで

いた様子を忘れることができません。 

 この叔父と李正道さんはその日、１９４５年８

月６日午前８時１５分、広島県の大竹市において

ともに原爆の閃光をうけています。叔父は十代後

半になったばかりの海軍志願兵の軍人として大

竹の軍事施設に、李さんは「日本に行くと白いお

米がお腹いっぱい食べられるというので、たぶん

七歳か八歳のころ父母と三つ年上の兄と四人で

岩国に」、その後十四歳の時「戦争が始まった頃

は大竹の玖波」に、居たからです。 

 李さんは語ります。「町の真ん中には住めず、

後ろが山で前が海」「海の横に潜水学校があり、

生徒がいっぱいいました」「兵隊さんが鉄砲や手

旗信号の訓練をするのをよく見ました。監督して

いる人が毎日、生徒をしばいていました」「ほん

とうにかわいそうでした。自分らはいじめられた

ら逃げたけど、あの人らは逃げられない。子ども

心にこんなことをしていたら日本は負けるなと

思いました」と。その海兵の一人に叔父がいたこ

とは間違いないと確信しています。 

 李さんはその後、原爆投下当日に「勤労奉仕」

のため広島市内にでかけて音信のないお父さん

を探しに広島市内に入りました。行方は杳として

しれません。お母さんとお兄さんと三人で一週間

ほどしてから広島市内に入り探したといいます

が、見つけることはおろかそのよすがすら掴めな

いまま現在に至っています。これが入市被爆の一

つの事実です。李さんは「連絡をもらい私も母、

兄といっしょに広島で申請しました。昭和五十九

年、五十三歳の時でした。区長さんもやさしいし、

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 ５ 
石田 信己  
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広島の人はみんなやさしいです」と被爆者手帳取

得の経過を語っています。 

 一方、叔父はどうしていたのでしょうか。戦後、

早稲田大学政経学部に席を置き野球部のマネー

ジャーをしていた経験を持ち、卒業後は全国紙の

記者をしていた人物ですが、その被爆にまつわる

体験は大竹の海軍に居たことを除いて語りつな

いでいません。生涯、疲れやすい体質であったこ

と、頭髪の異常な薄毛であったこと以外は推測の

領域のまま逝ってしまっています。海軍の一員と

しておそらくは李さんと同様の入市被爆をして

いたのではないかと想像します。想うに病床の末

期に長女の婚姻を見届け、次女の結婚を危惧しな

がら被爆体験を語らず、もちろん被爆手帳の取得

を求めないままその生涯を終えてしまいました。

さらにきわめて悲痛なことに結婚をして二人の

子供をもうけた長女の従姉妹に不幸がその後に

発生しています。もうこの被爆２世と３世の親子

三人はこの世にはいないのです。このことを語る

ことはとても辛いことで、詳細を省くことを了承

願うばかりです。 

 叔父と李さんという二人の戦後の人生の違い

を通じて、被爆体験の継承ということの難しさと

大切さを今も自分自身に問い詰め、従姉妹の不幸

を止められなかった悔いに時として苛まれるこ

とがあります。このことを言葉で現すと同時瞬間

的に怒りに身震いすることすらあります。文にす

れば自らの想いを冷静に語れるのです。 

 李さんは語っています。「兄も私も日本の学校

には入れてもらえませんでした。二人とも学校と

いうものには行っていません」。亡くなったご主

人の仕事先の関係で京都に来て広島での土方仕

事から「雪の日などは反物が凍る、桂川の友禅流

しの仕事を十年」、その後は二十二年間、「こんな

に楽な仕事があるのかと思った清掃の仕事」を続

け、乳ガンの術後も働き続けて現在は「一人暮ら

しですが、子供は三人、孫が九人、ひ孫が十一人

います。二年に一回ぐらい、大竹の母の墓参りに

帰っています。八十二歳になった今が一番幸せで

す」と。 

 李さんの出身地は前々回掲載した地図で示す

と大邱と釜山の中間点、現在の密陽（ミリャン）

市の郊外の寒村であったとお会いして確認でき

ました。広島の韓国被爆者がもっとも多い陝川出

身ではないが故に親戚・縁故・知人を頼ることな

く直接、広島市内に居住せずに岩国→大竹→広島

入市被爆という道のりであったと思います。 

 李正道さんの来し方を知るに至って、やはり名

もなくもっとも辛い苦労を重ねた人がもっとも

強く優しいのだと確信しています。李さんの体験

伝承に心から感謝し、健やかな日々を末永く過ご

していただきたいと思っていることが今号で皆

さんにお伝えしたいことでした。 

 やはり、如何なる戦火も、次世代に負の遺産を

残してしまう核兵器の使用と存在も、同様に依然

として排出され続けている放射能を防ぐことの

できない福島原発の現況にみられる現在進行中

の核エネルギー依存の今の今も、断じて許しては

ならないと痛感しています。子々孫々の正常な永

続のためにも大自然と人類との合理的循環調和

のために！。 

 次号は韓国の被爆者運動と日本軍「慰安婦」被

害者・ハルモニたちとの繋がりに関して述べたい

と思っています。（二本松町 石田信己） 
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■親孝行になった被爆体験の聞き取り 

谷口公洋さん（城陽市） 

会報№２２別冊の藤田晴子さんの長崎での被

爆体験が母親の体験と重なり、母親とすぐ近くで

被爆されたんだなぁと思いました。 

母親は私が体験を聞き取ってそれを文章にし

たのを読んで、当時を思い出して涙が出たそうで

す。この年で少しですが親孝行が出来て、２世３

世の会に参加して本当に良かったと思っていま

す。 

  

■守田さんの学習会報告記事とても良かった

です 

花垣ルミさん（北区・賛助会員） 

 ８月９日の学習会の記事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。 

ＷＨＯのＤＶＤは私も見ましたが そのメンバ

ーとＩＰＰＮＷのメンバーとが言い争ってまし

た。どこの国でも政治家や企業の面子に関わるこ

とは隠蔽や些少な結果に偽装してしまいます。守

田さんの研究はこれからが正念場ですね 期待が

持てますし又次の報告会が楽しみです。 

 平さんは昭和３９年小学校卒業ですって！ 

わたしゃ その年（卒業式辺り？）の３月２４日

に結婚しただす。 

私も小学校の同窓会の経験がなく、あったのか

もですが、住所不明・ 不定で通知が来なかった

のかも知れませんが。 

半世紀・・・結婚５０年ン～ン感慨深いですね

ぇ。まぁ 早い話し、年をとったってことで半端

ではない年月ですねぇ。ノグンリの話し 待って

まぁす(^O^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

みなさんからもお

便りください！ 

■８月２４日(日)東山区いきいきセンターで原爆展が行なわ

れました。尾畑正勝さんが被爆体験を語られました。 

■９月１２日(金)原発賠償・京都訴訟第４回口頭弁論が京都地

裁で行われました。写真は終了後の弁護士会館での報告集会。 
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平凡社 

２，９４０円 

■被爆人形 展示続けて 原爆資料館改装で撤去計画 市民が市議会に請願書 

広島市中区の原爆資料館の全面リニューアルに合わせ、市が被爆者の姿を再現した人形の

撤去を計画している問題で、反対する市民たちが１８日、展示継続を求める請願書を市議会

に提出した。２９日の総務委員会で審議される。 

反対の署名活動をしている佐伯区の会社員勝部晶博さん（４４）たち３人が、議会事務局

で署名１０３３筆とインターネットで集めた賛同者１万５１７人分の名簿を添えて請願書 

を届け出た。勝部さんは「被爆者の体験に基づいて再現した人形は 

被爆の実相を伝えている。よく議論してほしい」と話した。 

市は２０１８年４月予定の全面リニューアル後、被爆者の遺品など

「実物」中心の展示に替えるとし、工事で本館を閉じる１６年春に人 

形を撤去する方針でいる。 

（中國新聞 ２０１４年９月１９日） 

 

■核廃絶 初の国際デー 東京で関連イベント 

国連が初めて定めた「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」の 

２６日、日本原水協やピースボートが東京都内で関連イベントを開いた。 

日本被団協も声明を出し、核兵器廃絶への機運を盛り上げた。 

原水協は、国会内で記念集会を開き、約９０人が参加した。広島で被爆した児玉三智子さ

ん（７６）＝千葉県市川市＝は「核兵器が使われれば、甚大な被害をもたらすことを被爆者

は身をもって知っている」と訴えた。 

米国のビキニ水爆実験が６０年前に行われたマーシャル諸島のアネット・ノート駐日次席

代表は「私たちの土地も共同体も、米国の核の野望のために失われた」と強調。「それなの

に、米国も世界も私たちを忘れようとしている」と非難した。 

非政府組織（ＮＧＯ）ピースボートは、渋谷区の青山学院大でトークイベントを開催。川

崎哲共同代表が、核兵器をめぐる世界情勢や核兵器禁止条約の交渉開始に向けた動きを解説

した。 

日本被団協は「被爆者が生きているうちに廃絶を達成するように強く訴える」との声明を

発表。核兵器のない世界の実現を「次世代に青い地球を引き継がなければならない私たちの

責務だ」と強調した。 

核兵器廃絶の国際デーは、国連が昨年９月２６日に核軍縮に関す 

るハイレベル会合を初めて開いたことに由来する。１２月の国連総 

会で、核兵器の非合法化に積極的な非同盟諸国（ＮＡＭ）が主導し 

て国際デーの創設を決議した。米国の核の傘に頼る日本は、採決を 

棄権した。 

（中國新聞 ２０１４年９月２７日） 

scrapbook 
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■日米防衛指針:「周辺事態」削除へ 自衛隊派遣、地理的制約外す 

政府は米国と見直しを進めている「日米防衛協力の指針（ガイドライン）」について、

役割分担の一つである「周辺事態」を削除し、自衛隊が地理的制約を受けずに米軍への

後方支援を可能にする改定を行う方針を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。朝

鮮半島有事など地理的概念に制約されずに、自衛隊の活動範囲を広げるのが狙い。政府

は周辺事態法を廃止し、対米支援新法を制定する検討も進めている。 

現行ガイドラインは（１）平時（２）周辺事態（３）日本有事−−の３事態で、自衛隊

と米軍の役割分担を規定している。政府は「周辺事態」を削除する代わりに、「わが国

の平和と安全に重要な影響を与える場合」などを条件に、自衛隊の派遣範囲を拡大する

検討に入った。来週中にまとめるガイドライン改定の骨子にあたる中間報告でも、周辺

事態は盛り込まない方針で、自衛隊の「グローバルな対米支援」を可能にする方針だ。 

これに伴い、周辺事態法の廃止も視野に、政府は大幅な見直しを進めている。同法は

朝鮮半島や台湾海峡有事などを念頭に、周辺事態を「わが国周辺の地域における、わが

国の平和と安全に重要な影響を与える事態」と規定。「非戦闘地域」に該当する「後方

地域」で自衛隊が米軍の支援活動を行うとしている。 

同法は地理的な支援範囲は明記していないが、１９９９年４月に小渕恵三首相（当時）

が「周辺事態が起こる地域には限界があり、中東やインド洋で起こることは想定されな

い」と国会で答弁しており、一定の地理的制限があると解釈されてきた。 

だが、米国での同時多発テロを受け２００１年に成立したテロ特措法で、自衛隊によ

るインド洋での給油活動を行い、０３年には、フセイン政権崩壊後のイラク復興支援の

ためイラク特措法を制定。自衛隊を「周辺」以外に派遣する実績を重ねた。対米支援新

法では、米軍への支援範囲を拡大させるため、周辺事態法が禁止する武器弾薬の提供や

発進準備中の戦闘機などへの給油・整備も可能とする方針だ。 

だが、周辺の概念を外せば、時の政権の判断で対米支援が飛躍的に拡大しかねない。

自衛隊幹部は「日本から遠く離れた国での対米支援で、もし命を落としたら妻や子供に

説明がつくのか。自衛隊の活動に大義が確保される法制であってほしい」と語る。 

（毎日新聞 ２０１４年１０月１日） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 水  

 ２ 木  

 ３ 金 関電京都支店前アピール 

 ４ 土 
「X バンドレーダー米軍基地設置反対」府民大集会（１４時・京丹後市宇川体育館） 

京都弁護士会講演会「紛争の現場から見た集団的自衛権」（１３時３０分・弁護士会館） 

 ５ 日  

 ６ 月 ６・９行動 

 ７ 火 「戦争をさせない京都 1000 人委員会」結成総会（18 時３０分・ハートピア京都） 

 ８ 水  

 ９ 木 6・９行動 

 １０ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１５時・大阪高裁） 

関電京都支店前アピール 

 １１ 土 
講演と行動「何故いそぐ再稼動」（１３時・キャンパスプラザ京都） 

「水銀に関する水俣条約」採択１年記念フォーラム（１４時・ハートピア京都） 

 １２ 日 原発賠償訴訟の原告団・弁護団・支援者交流会（１０時３０分・キャンパスプラザ） 

  １３ 月 体育の日 

 １４ 火  

 １５ 水  

 １６ 木  

 １７ 金 関電京都支店前アピール 

 １８ 土 講演会「チェルノブイリとフクシマ」（13 時３０分・同志社大学良心館） 

 １９ 日 反戦・反貧困・反差別共同行動 in 京都（１３時３０分・円山野外音楽堂） 

 ２０ 月  

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木 東アジアの歴史と未来を考える夕べ（１８時３０分・ハートピア京都） 

 ２４ 金 関電京都支店前アピール 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火  

 ２９ 水  

 ３０ 木 沖縄知事選挙告示 

 ３１ 金 

京都市教育研究集会・全体会（18 時３０分・教育文化センター） 

憲法を活かす講演の集い（１８時３０分・ハートピア京都） 

関電京都支店前アピール 

 


