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１２月５日～１２日「核兵器の人道的影響に関する国際会議」（ウィーン）にて 
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別冊

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 

ウィーンで原爆写真展と被爆者の証言   米重節男さん  ２ 

広島一泊被爆地研修旅行         奥田美智子さん ６ 

２０１５年１月２２日（木）新年会のお知らせ  ７ 

原発避難者の無償住宅確保に署名を ８ 

SCRAPBOOK／ 平和の折り鶴でカレンダー（長崎新聞） ９ 

 「原爆の正当化を危惧」◇米・開発施設の公園化法案可決で被爆者団体（読売新聞） ９ 

 福島原発事故 １～３号機、阻む高線量 ４号機、燃料棒取り出し終了（東京新聞） １０ 

行事カレンダー  １１ 

被爆体験の継承 ２４  私の戦争体験、夫の被爆体験 大坪郁子さん 
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オーストリア政府が主催して「核兵器の人道的

影響に関する国際会議」が１２月８日・９日に開

かれ、これに向けて１２月５日から１２日まで、

日本原水協が代表団を派遣しました。その一員と

して参加しました。 

この会議は非同盟諸国が主導して核兵器廃絶

を具体的に進めるため開いているものです。昨年、

ノルウェーのオスロで第１回が開かれ、今年２月

にメキシコのナヤリットで第２回が開かれまし

た。この流れを引き継ぎ、オーストリア政府が主

催して開かれました。政府代表は１５８か国、国

際的機関やＮＧＯ組織などが出席して、ニューヨ

ークでのＮＰＴ会議を成功させるべく熱い議論

がされました。会議は核兵器廃絶を求めるオース

トリア政府の強い意思が、示されたものとなりま

した。 

 日本原水協と日本被団協は協力して、被爆の実

相を世界の人々に知らせるため、代表団を派遣し

ました。政府会議の前に開かれたＮＧＯによる市

民社会フォーラム会場とウィーン大学構内で、原

爆パネル展を開きながら、核兵器廃絶を求める署

名を集めました。また、学生に向けて被爆者の証

言活動も取り組みました。私は被爆２世として、

親の被爆のことと被爆２世の想いや活動につい

て話しました。 

 

■反核・平和ＮＧＯによる諸会議で活動 

 政府会議に先立って、関連する取り組みがあり

ました。代表団はそこから参加しました。 

１２月５日、ウィーン工科大学で、国際平和ビュ

ーロー（ＩＰＢ）によるマクブライド賞の授与式

があり、今年はマーシャル諸島が受賞しました。 

 同国のトニー・デブラム外務大臣が授賞式に出

席し、挨拶しました。「核実験をすることについ

て、島民は良いとも悪いとも何も聞かれていない

し、聞かされもしなかった。ロンゲラップ島はビ

キニから１４０マイルも離れていたが、１９５４

年の水爆実験で大きな被害を受けた。」いま、核

保有国の責任を求め、国際司法裁判所にアメリカ

を訴えています。同国の経済はアメリカの援助で

成り立っているのですから、すごい勇気と決断で

す。思わず安部首相も見習ったらどうかと、言っ

てしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーシャル諸島のトニー・デブラム外相 

右は日本被団協の田中事務局長 

 

■市民社会フォーラムで原爆写真展と署名活動 

 ６日・７日はオーストリー科学アカデミーを会

場に、ＩＣＡＮという反核キャンペーン活動ＮＧ

Ｏによる、市民社会フォーラムが開かれました。

参加者は６００人位でした。全体会議と分科会が

あり、２日目の閉会総会まで、日本原水協がブー

スを出し、原爆写真展と署名活動をしました。折

り鶴の説明をしながら、「原爆の子の像」の写真

を見せ、鶴を折ると多くの人が寄って来ます。「ボ

リビアでは『折鶴プロジェクト』が広がっている

が、折鶴がどんな意味なのか知らなかったが、今

日の話を聞いてよくわかった」というボリビアか

ら来た２人連れの女性。「原爆パネル展を自分の

ウィーン大学で原爆写真展と被爆者の証言 

核兵器廃絶めざすウィーン会議への原水協代表団に参加 
                           米重 節男 
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所でもしたい。どこで手に入るか」と問うドイツ

の人。「被爆者に来てもらって話をしてもらいた

い」と言ってきたのは、イタリアの運動家。今年

の原水禁世界大会ポスター（はだしのゲン）を配

ると、「自分のオフィスに貼る」と言って持って

行く人も複数ありました。広島・長崎の世界大会

に行ったという人も、何人かありました。 

署名には、１７以上の国の人がしてくれました。

ヨーロッパ・南北アメリカ・アフリカ・アジア・

豪州と世界中の人がいます。日本では会うことも

ないような国の人もありました。ここでは２日間

で６０筆が寄せられました。 

日本のマスコミも多く取材していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折鶴を習うボリビアの参加者 

 

■核保有国に廃棄を迫る諸国 

政府会議には、日本代表として政府団の一員の

被団協の田中事務局長と通訳としての原水協の

土田事務局次長、ＮＧＯ代表として原水協の高草

木代表理事と被団協の藤森事務局次長が参加。わ

れわれは、別行動となりました。 

 政府会議には、核保有国から初めて米国と英国

が出席。中国は政府でなくシンクタンクから代表

を送ってきました。核兵器は、軍事・兵器や安全

保障の問題よりも、使用した時に起こる、地球規

模での非常に破滅的影響の問題として考えるべ

きである。その観点からは使うべきでない非人道

的な物であり、核爆発をさせない確かな安全策は

廃棄することであると、世界の多数を占める非保

有国が主張しています。 

米国は段階的廃棄を言い、英国は核抑止論で古

い安全保障の観点から、廃絶を拒否する姿勢です。

そこへ、日本の佐野利男国連軍縮大使が、「廃棄

を主張する国は消極的な考え方だ。今の科学技

術・医学の水準からすれば、核爆発においても防

護・救助は可能」と述べる始末です。 

この発言は、参加者からの非常なブーイングを

呼び起こしました。カナダ在住で広島の被爆者サ

ーロー節子さんは、佐野大使に詰め寄り、猛烈な

抗議をしました。「会議は核爆発を防ぐことを議

論しているのに、核爆発したあとのことを述べる

とは何事だ」と激しく怒りをもって抗議しました。

サーロー節子さんは、ＩＣＡＮ全体会でも被爆体

験を証言していましたが、政府会議にも被団協の

田中さんとともに被爆体験を証言しました。この

抗議の場面は、朝日新聞は写真入り記事で、日本

で報道していました。読売新聞の記者はわれわれ

にその場面を撮った写真を見せてくれましたが、

記事になったのかどうかは知りません。 

 

■ウィーン大学で被爆者証言と原爆写真展 

 ８日・９日はウィーン大学構内での原爆展と署

名活動と被爆者証言です。１３６５年創立の非常

に古い大学で、玄関ホールには９人のノーベル賞

受賞者の写真と「１０人目は？」と掲示がありま

す。 

学生や教授が、立ち止まり、じっと写真を見て

行く人が多くありました。署名の呼びかけにも応

じてくれます。日本からの留学生も数人声をかけ

てくれました。中には、オーケストラのバイオリ

ニストで、来週から日本で公演するという人もあ

りました。また、大江健三郎の「ヒロシマノート」、

井伏鱒二の｢黒い雨｣を読んだという人もありま

した。２日間の展示で８０筆の署名が寄せられま

した。 

 大学の授業が終わって、午後６時から被爆者の

証言をしました。広島被団協事務局長の大越和郎

さんと私が話をしました。出席していたのは、１

３人でしたが、日本学を専攻している学生が中心

でした。質問では、「被爆してあなたの人生はど

う変わったか」「被爆２世を自覚したのはいつで、

それにより生き方は変化したか」というのから、

「日本の政治・社会が右傾化しているのを被爆者
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はどう思うか」「米国の核の傘の下という日本の

政策を被爆者はどう考えているのか」など鋭い質

問も出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆２世の想いを語る 

感想では「被爆者の話を聞く機会は無いので、

今日聞いた話を他の人に伝えなければならない

と思った」という声もありました。 

 読売新聞の記者が、終わってから学生に熱心に

取材していきました。 

 

 今回の会議には、核保有国は抵抗はするが、無

視できず出席したこと。２０１５年ＮＰＴ会議が

大きなカギになることが明確になりました。その

意味でも、市民社会の運動が大きな力になること、

日本の運動が被爆国としての大きな影響を及ぼ

すものを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストリアの誓い 
 

 

２０１４年１２月８－９日、核兵器の人道的影響に関するウィーン会議を主催し、議長をつとめ

たオーストリアは、オスロ、ナヤリット、ウィーンでの会議で示された重要な事実と見解に照らし

て、オーストリア一国の責任で、他の参加者を拘束することなく、先ほど読み上げられた議長サマ

リーを超えて進みたいと考える。証拠を慎重に検討した結果、オーストリアは、以下の避けること

のできない結論に達した。オーストリアは、関心のある人々とともに、ＮＰＴおよび来る２０１５

年再検討会議に関連するものも含めた討論の場において、これらの結論をさらに前進させるため

に、それらを受けて誓いを立てるものである。 

 

核兵器爆発の被害者が経験した受け入れがたい害悪を心に留め、被害者たちの権利とニーズがいま

だに十分に回復されていないことを認識し、 

 

核兵器爆発がもたらす即時の、また中期的・長期的影響が、これまでに理解されていたよりもはる

かに深刻であり、国境により制約されることがなく、地域的あるいは地球規模で影響を及ぼし、人

類の生存をも脅かす可能性があることを認識し、 

 

これらの影響が複雑で、健康、環境、インフラ、食料安全保障、気候、開発、社会的一体性、世界

経済と相互に関連し、全体に影響を与え、不可逆的なものであることを認識し、 

 

核兵器爆発の危険がこれまで推測されていたよりもはるかに大きく、実際に核拡散がすすみ、核兵

器開発能力の技術的敷居が低くなり、核兵器保有国において核兵器の近代化がすすみ、保有国の核

ドクトリンにおける核兵器の役割が維持されている現状により、その危険がより増大していること

を認識し、 

 

仮訳 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№２６   ２０１４年１２月２５日 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け入れがたい影響を及ぼす核兵器使用の危険は、全ての核兵器が廃絶されることによってのみ回

避できるという事実を認識し、 

 

核兵器爆発の影響と核兵器に関連する危険は、全人類の安全保障にかかわることであり、全ての

国々が核兵器のいかなる使用も防止する責任を共有しているということを強調し、 

 

核兵器爆発の影響とそれに付随する危険の規模が、核兵器の適法性についての議論を超える深刻な

道徳的、倫理的疑問を生じさせていることを強調し、 

 

人口集中地における核兵器爆発の結果生じる人間の苦しみと人道的害悪に対して適切に対応する

能力を、どの国家あるいは国際的機関も持っておらず、そのような能力は将来的にも存在し得ない

であろうことを心に留め、 

 

核兵器がいかなる状況においても二度と使用されないことは人類の生存そのものにとっての利益

であることを確認し、 

 

核兵器のない世界という共通の目的に向かって前進する中で、国際諸組織、関連国連諸機関、赤十

字・赤新月社運動、選出議員、研究者、市民社会が果たしている重要な役割を再度強調し、 

 

オーストリアは、オスロとナヤリットの会議の上に構築されたウィーン会議の事実に基づいた討

論、成果と説得力ある証拠を、特に２０１５年ＮＰＴ再検討会議と国連の枠組みのあらゆる関連す

る討論の場に提起することが自らの責任であると考えており、それゆえに提起することを誓う。そ

れらが核軍縮に関する全ての討議、義務と責務の中心に据えられねばならないからである。 

 

オーストリアは、万人のための人間の安全保障の緊急な必要性を追求し、核兵器から生じる危険か

らの民間人の保護を促進することを誓う。 

 

オーストリアはＮＰＴの全締約国に対し、第６条の下で存在する義務を緊急に完全に履行するとい

う自らの決意を新たにするよう呼びかけ、そのために、核兵器の禁止と廃絶に向けて法的なギャッ

プを埋めるために効果的な措置を特定し追求するよう呼びかける。オーストリアはこの目標を達成

するために全ての利害関係者と協力することを誓う。 

 

オーストリアは、全ての核兵器保有国に対し、核兵器爆発の危険を低減するために、核兵器の作戦

態勢の低減、配備から貯蔵への核兵器の移動、核兵器の軍事ドクトリンにおける役割の低減、あら

ゆる種類の核兵器の急速な削減など、具体的な暫定措置をとるよう呼びかける。 

 

オーストリアは、核兵器の受け入れられない人道的影響と付随する危険に照らして、全ての利害関

係者、諸国家、国際諸組織、国際赤十字・赤新月社運動、議員および市民社会と、核兵器に烙印を

押し、禁止し廃絶するために協力することを誓う。 
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天山文化交流会をとおして、ゾリフィア（ウィ

グル人女性・２８歳）さんと出会い１年半、大阪・

神戸方面の留学生が多い中、私の住む京都市左京

区の京都大学に留学中の彼女とは、縁あって時々

岩倉の彼女の下宿先をたずねたり、大学近くで待

ち合わせて食事をするようなお付き合いをさせ

てもらっています。 

その彼女が来春には、大学院を終了して帰国す

ると聞き、唯一の戦争被爆国日本の、それもヒロ

シマを見てほしいと思う気持ちがわき出てきて、

１０月に回転寿司を食べに行ったとき、思い切っ

て話したところ、彼女からも「被爆地ヒロシマに

行ってみたい」という言葉が返ってきたので、二

人で行くことに決めました。 

７年前に亡くなった、私の父が広島大学在学中

に爆心地より１．５キロ地点で被爆し、平和公園

には直接被爆の父と、入市被爆（父を捜しに呉市

より広島市に入って被爆）の祖父の名簿が収めら

れている関係で、今までは一人で数回、広島へ行

っています。 

１１月１９日朝、快晴のお天気。京都駅で待ち

合わせて、新幹線に乗り一路広島へ。初めて新幹

線に乗ることになったゾリフィアさんからは、笑

顔満面で嬉しくてたまらない様子が肩越しに伝

わってきました。乗車して楽しく話していたら、

あっという間に新大阪→新神戸と過ぎ、その快適

な乗り心地とスピードに驚いているようでした。

京都駅では、姫路駅から山手に見える、姫路城を

紹介することを忘れないでおこうと思っていた

のにもかかわらず、コーヒーを飲んだりお菓子を

食べたりと調子に乗りすぎ、すっかり忘れてしま

ったのが少し心残りです。 

広島に着いてから、まず、路面電車に乗り、広

島大学東千田キャンパスで大学被爆者慰霊碑を

たずね、彼女には簡単に父の被爆当時の状況や、

その後放射線による後遺症のことなど説明しま

した。その後、原爆ドームをたずね、平和記念資

料館では、ひとつひとつの展示物と説明文を丁寧

に読む彼女の姿に頭がさがりました。また、彼女

は広島市の一面焼け野原になった姿に嘆き、今日

このような発展をしている広島市に驚きを隠せ

ず、日本国民の勤勉さと努力に何度も何度も、賞

賛のことばを述べていたのが忘れられません。 

また、館内出口付近にいらっしゃったボランテ

ィアガイドの男性（８０代）からは、当時の様子

を聞くことができ、なぜボランティアをしている

かを話してくださいました。８／６、彼は体調不

良から工場への動員を休み、爆心地から２０キロ

離れた自宅にいたそうです。出勤した兄弟や同級

生は爆心地付近で被爆し、彼らを探しに市内に入

って惨状を目の当たりにし、彼の言葉をかりると

「さぼったから生き残りました」。そして、友人

知人の多くが悲惨なかたちで亡くなった故、さぼ

った自分は被爆者手帳を申請できる立場にない

と話されました。その彼の心境を、ゾリフィアさ

んにうまく説明できたかどうかは不明です。 

夕方、予約してあった「本川小学校資料館」へ

行き、神戸から修学旅行できている小学生８０名

と一緒に、ボランティアガイドの女性から、被爆

当時の本川小学校や、その近辺の様子などを詳し

くお話しいただきました。説明が終わってから、

その女性にゾリフィアさんを紹介し、しばし交流

の時間が持てました。ゾリフィアさんも熱心に質

問し、別れ際には名刺交換をして、離れがたい気

持ちを持ちつつ帰途につきました。 

その日は、原爆ドーム近くのビジネスホテルに

宿泊し、二日目は世界遺産の宮島厳島神社へ行き

ました。殻付きのカキに舌鼓をうち、神社の朱色

広島一泊被爆地研修旅行 

【２０１４年１１月１９日（水）－２０日（木）】 

                           奥田 美智子   
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が鮮やかで、鳥居の足下を見ると、潮の満ち引き

がはっきり見え、海のないウィグルでは見られな

い景色を盛んにスマホにおさめていました。 

また、今回の旅行では、１日目から彼女が被爆

地ヒロシマで得た核の怖さを含めた情報や、資料

館で撮った写真を、ウィグルに住む友人数名に発

信し、また、その友人たちそれぞれからヒロシマ

に関する感想や考えを返信してきてくれたこと、

とても意味深いものだと思います。若い人にヒロ

シマを通して、新疆ウィグル自治区の砂漠では、

核実験が行われていることについても、考えるき

っかけになればと思います。 

二日間とも天候にもめぐまれ、良き出会いもあ

り、「彼女と一緒に行って良かったー」と心より

思えるヒロシマでした。 

 

末筆になりましたが、この旅行のことで相談し

た時、平和公園慰霊碑等のガイドブックを貸して

いただき、「まず、お父さんの被爆されたところ

に行ってみれば」とご助言くださった「京都被爆

二世・三世の会」世話人代表の平さんにお礼申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年１月２２日（木）１８：３０～ 

「２世・３世の会」新年会につどいましょう！ 
 

２０１５年も、年明け 1月は例会を兼ねた新年会を行なうことにしました。 

たまには固苦しい話も抜きにして、楽しく集い、楽しく語り合いましょう！みなさんのご参加をお待

ちしています。 

■会場 亀楽 ☎８４２－１５５６  ■会費 ３，０００円 

 

ラボール京都 

四条通り 

西 

大 

路 

嵐 

電 

教会 
郵便局 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3oR0ppUlw4A1xqU3uV7/SIG=136i5rcn6/EXP=1419518865/**http:/www.cadism.net/wp-content/uploads/2014/08/nenga1-e1408640730944-546x479.png
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原発避難者の無償住宅確保に署名を！ 
 

福島原発事故では、福島県からの避難者だけでも、今も避難を続けざるをえない避難者が全国に１２

万人余りもいます（2014年9月11日現在、復興庁調べ）。避難区域の内外を問わず、福島第一原発から放

出された大量の放射能によって広範な地域が汚染されており、そこでは放射線被ばくを避ける必要があ

るからです。避難者の多くは、経済的な困難を抱えながら、「応急仮設住宅」（公営住宅・民間借上げ住宅

等を活用した、みなし仮設住宅を含む。）という名の避難用住宅で細々と暮らしています。  

こうしたなか、国は、福島県からの避難者に対する避難用住宅の提供について「平成２８年３月末まで」の

期限を定めています。これと並行して、避難区域内については避難指示の解除へ向けた動きが強まり、

避難区域外からの避難者についても避難元への帰還が促されています。しかし、以下に述べるように、

２０１６（平成２８）年３月までに、避難者が避難元へ帰ることができるような状況ではないのです。  

原発事故は収束には程遠いです。福島第一原発は炉心が溶融しており、近隣地域では二次災害のおそ

れを常にはらんでいます。放出された放射性物質は膨大で、除染による原状回復は困難です。山林は除

染されないため放射性物質が蓄積し、風雨によって運ばれる放射性物質が地上に降っています。被害地

域では、今も放射性物質による被ばくと二次災害のおそれにさらされています。危険な状況は、避難区域の線

引きを超えて広がっています。  

原発事故による避難者には、生活再建に必要な賠償は十分になされていません。東電が賠償金の支払

いを勝手に打ち切った地域や、ほとんど賠償金を支払わないで済まそうとしている地域もあります。避

難元に生計維持者らを残して仕送りで暮らしている「二重生活避難者」（母子避難者が多い。）など、別

居のために経済的に困窮している家庭が少なくありません。支援団体等の調査でも、避難者の生活困窮

は、ますます厳しくなっています。  

国は必要なら1年ごとに延長すればよいという考えのようですが、1年ごとの延長では先が見えません。

子どもの進学先の選定など、避難先での生活設計をすることができません。長期にわたり収束しないの

ですから、住宅も長期にわたり無償提供されるべきです。  

いま、提供されている避難用住宅から追い出されたり、家賃が有料になったりすると、避難者の暮ら

しは破綻し、避難生活を継続できなくなってしまいます。原発事故避難者には、長期・無償の住宅提供が、

どうしても必要なのです。  

現実には、こうした避難者の希望に逆行して、避難用住宅の有料化が進んでいます。避難区域内では、

有料の災害公営住宅への入居が始まりました。しかし、有料のため、入居をためらう避難者もいます。

災害公営住宅として建設されている住宅を「みなし仮設住宅」に変更する等すれば、建設型仮設住宅の

避難者にも、プレハブではない避難用住宅を無償で提供することが可能なはずです。同時に、居住性等に問

題のある仮設住宅の避難者が、他の住みよい「みなし仮設住宅」に柔軟に転居できるよう政策を変更すること

が必要です。  

また、被害地域には今もなお避難したいと願う被害者がいるにもかかわらず、新規避難者の受け入れ

は打ち切られたままです。新規避難者の受入れ再開も急務です。  

「住宅は生活の基盤」です。それが「奪われる」となると、大人も子どもも暮らしに不安を感じ、将

来への夢や希望をまったく持てなくなります。原発事故避難者は、ごく普通の健康で安全で安心できる

暮らしを望んでいるだけなのです。どうか、一日でも長く、原発事故避難者たちが、安心して避難生活

を続けられるよう、「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」にご署名いただきますよう、

お願い申し上げます。  

呼びかけ団体 ひなん生活をまもる会／震災支援ネットワーク埼玉（ＳＳＮ） 

／うつくしま☆ふくしまin京都  

署名用紙ダウンロード http://goo.gl/HsYViD 

福島から全国へ避難しているみなさんの、無償住宅長期間確保を求める署名運動の訴えです。 

署名用紙は別紙で添付しました。みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。 

http://goo.gl/HsYViD


京都「被爆２世・３世の会」会報№２６   ２０１４年１２月２５日 

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「原爆の正当化を危惧」 ◇米・開発施設の公園化法案可決で被爆者団体など 

米国が原爆を開発した「マンハッタン計画」の研究施設を国立歴史公園に指定する国防権

限法案が米上下両院で可決されたことを受けて、被爆地・広島や被爆者団体からは整備内容

を懸念する声が上がっている。 

 指定の対象はニューメキシコ、テネシー、ワシントンの３州の施設と周辺地域。オバマ大

統領の署名を経て法案成立から１年以内に国立歴史公園に指定される。 

 広島市の松井一実市長は１７日、公園整備の際、核兵器の非人道性を踏まえて行動するよ

う求める要請文をケネディ駐日米大使に送った。要請は２０１１年１２月、１３年３月に続

いて３度目で、「広島、長崎の被爆の実相を十分踏まえてもらうよう強く求める」として、

被爆資料や写真、パネルの提供などで協力する考えも示した。 

 一方、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）は１８日、国立公園化計画に反対する

声明を米大使館に送付。「原爆開発と使用の正当化を強調するものになることを危惧し、絶

対に許すことはできない」として、大統領が法案に署名しないよう求めた。 

（２０１４年１２月１９日 読売新聞） 

■平和の折り鶴でカレンダー 

平和を願って長崎原爆資料館（長崎市平野町）に日々寄せら 

れる大量の折り鶴が、２０１５年の被爆７０周年を伝えるカレ 

ンダーに生まれ変わった。原爆投下前後の浦上をテーマに描き続け 

る被爆画家、築地重信さん（７９）＝同市戸石町＝による旧浦上天主堂の被爆マリア像や山

王神社の鳥居の絵などを掲載している。 

 

同市栄町の井上勲紙店（井上順平代表社員）が、「地元企業として貢献したい」として市か

ら譲り受けた折り鶴を原料に再生紙を試作。同資料館で築地さんの作品を見た井上代表社員

（７４）が絵の使用を依頼し、壁掛け用と卓上用の各１００部を製作した。 

 

築地さんは旧山里国民学校（現・市立山里小）に通っていた 

１０歳の時、本尾町の自宅近くで被爆。２０００年ごろから本 

格的に被爆絵を描いている。 

 

６日、カレンダー寄贈のため市を訪れた築地さんは「人々の 

祈りと真心が込められた折り鶴がもう一度役立つ場に、私の絵を 

使ってもらい感謝している」と話した。カレンダーは、今月下旬 

にも同資料館売店で販売する予定。 

（２０１４年１１月７日 長崎新聞） 

カレンダーに掲載された自作の被爆絵について語る築地さん＝長崎市役所 

 

scrapbook 

http://search.yomiuri.co.jp/index.html?q=%E5%8E%9F%E7%88%86%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8C%96%20%E5%8F%8D%E5%AF%BE%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A2%AB%E5%9B%A3%E5%8D%94&r=reflink
http://search.yomiuri.co.jp/index.html?q=%E5%8E%9F%E7%88%86%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8C%96%20%E5%8F%8D%E5%AF%BE%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A2%AB%E5%9B%A3%E5%8D%94&r=reflink
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■【福島原発事故】１～３号機、阻む高線量 福島４号機、核燃料取り出し終了 

東京電力は２０日、福島第一原発４号機のプールに残っていた核燃料４体（未使用）の取

り出し作業を報道陣に公開した。事故当時、大量の使用済み核燃料が残り国内外を震撼（し

んかん）させた４号機。昨年１１月から７１回に及ぶ作業が続き、プールは空になった。こ

れで課題の一つは解決されたが、建屋内の放射線量が高い１～３号機を含めた全体の廃炉に

向けた作業は続く。  

 前日まで二十六体が残っていたが、別の輸送容器で二十二体が運び出され、最後の四体が

プール内で容器に詰められていた。 

 この日公開されたのは、建屋に併設された取り出し用骨組みのクレー 

ンで、四体の入った容器をプールから引き上げる作業。 

 クレーンはプール上に移動し、容器をつかんでゆっくりと上げた。作 

業員十数人が容器を拭いたり、シートを広げて水滴が落ちないよう保護 

したりし、容器は三十メートルほど南の除染場に到着。作業は約四十五 

分で終わった。 

 今後、容器は除染し、ふたを閉めた後、別のクレーンで地上に下ろさ 

れ、６号機プールに移される。これが済めば、千五百三十五体あった核 

燃料はなくなり、４号機のリスクは実質的になくなる。福島第一の小野 

明所長は「作業員の努力のたまもの。気を緩めず、廃炉を進めたい」と 

話した。 

 

４号機の燃料プールから取り出される核燃料の入った容器＝２０日、東京電力福島第一原発で 

◆残る難題 除染に限界 

 ４号機の危険性は取り除かれたが、１～３号機には、炉内に溶け落ちた核燃料、プールに

は計千五百七十三体が残る。作業できるようどう放射線量を下げ、どう取り出すのか。検討

課題は山積している。正念場はこれからだ。 

 比較的早く取り出しに入りそうなのが３号機。建屋上部に積み上がっていたがれきはほぼ

除去された。二〇一五年度中の取り出し開始を目指す。 

 しかし、プールのある五階の線量はいまだ高い。床のコンクリートを削り、高圧洗浄し汚

染は減ったが、放射性物質は深く床に染みこんだ。東電は百分の一に汚染が減ると期待した

が、五分の一程度までしか下がっていない。除染には限界があり、鉛による遮蔽（しゃへい）

など追加策が必要になる。 

 １号機は一七年度から取り出す計画だったが、建屋カバーの解体が遅れたこともあり、二

年ほど延びることになった。 

 建屋が健全だった２号機は汚染蒸気が充満し高濃度に汚染が残る。高い所だと毎時八八〇

ミリシーベルトもある。建屋上部を解体する方向だが、具体策の検討は二年後という。 

（２０１４年１２月２１日 東京新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１ １ 木 元日 

 ２ 金 キンカン行動 

  ３ 土 

 

 

 ４ 日  

  ５ 月  

 ６ 火 新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 ７ 水  

 ８ 木  

 ９ 金 新春６・９行動（１４時・清水寺）                  キンカン行動 

 １０ 土  

 １１ 日 鏡開き 

 １２ 月 成人の日 

 １３ 火 原発賠償京都訴訟第６回期日（１０時・傍聴券抽選・京都地裁） 

 １４ 水  

 １５ 木 原爆症認定制度について厚労相との定期協議（１４時・厚労省） 

 １６ 金 
中学生のための「慰安婦」パネル展（ひとまち交流館）→１月１８日（日）まで 

キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月  

 ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木 
京都原水爆被災者懇談会と京都府との懇談会（１０時・京都府庁） 

京都「被爆２世・３世の会」１月例会・新年会（１８時３０分・亀楽） 

 ２３ 金 キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月

月 

京都原水爆被災者懇談会と京都市との懇談会（１０時・京都市役所） 

 ２７ 火  

 ２８ 水  

  ２９ 木 大飯原発差止訴訟（14 時・京都地裁） 

 ３０ 金 ノーモア・ヒバクシャ訴訟・判決（１１時・大阪地裁）        キンカン行動 

 ３１ 土 
第３回被爆者運動継承の学習・交流会（１３時・福岡市） 

２０１５年関西原水協学校（１３時３０分・草津市）→２月１日（日）まで 

２ １ 日  

 ２ 月  

 


