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会員（自己）紹介 「平和の種まき」月下星志さん ５ 
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１部 学習講演 １３：００～１４：４５ 

“被ばくをこえて”～ 放射能時代を生きる 

何を、いかに食べたらいいのか、食を考える 

■お話し 橋本ちあきさん マクロビアン、子育て・食カウンセラー 

 

放射線被ばくの深刻な影響を告発し、すべての核エネルギー利用の根絶を訴えていくとともに、「放

射線被ばくの影響、遺伝的影響を宿命的なものとせず、“リスクを正しく知り、それを乗り越えて生き

ていく、暮らしていく”運動」を、京都「被爆２世・３世の会」の方針に掲げました。年次総会の機

会に、食品、食生活、健康対策について学ぼうと、マクロビオティックという玄米菜食中心の食生活

法、食事療法を長く実践してこられた橋本ちあきさんにお話しを伺うことになりました。橋本さんは

福島原発事故のためいわき市から京都へ避難してこられ、避難当事者としても奮闘されている方です。 

橋本ちあきさんの大先輩、平賀佐和子さん（９歳の時広島の爆心地から２㌔で被爆され、しかし食

生活によって被害を乗り越え、７９歳の今日まで健康に生きてこられた方）の体験もお話ししていた

だきます。また橋本さんたちはチェルノブイリ原発事故後周辺の子どもたちを自宅に招いて保養させ、

子どもたちの健康を見事に蘇らせました。その経験もお話ししていただきます。 

今回の学習講演は会員以外のみなさんにも広く参加していただき、放射線被ばくを乗り越えていく

こと、食の問題、について一緒に考えていく機会にしたいと思います。放射線被ばくに心を痛めてい

る人たち、子どもたちの健やかな成長を願っているみなさん、本当の豊かな食生活を望んでいる多く

の方々に、是非お知らせし、参加の案内をしていただくようお願いいたします。京都「被爆２世・３

世の会」の活動を知っていただく機会にもしたいと思います。（参加費無料） 

マクロビアン http://www.macrobian.net/ 

 

 

２部 年次総会議案の討論と決定 １５：００～１６：００ 

 ２０１４年度の活動のまとめ、２０１５年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員・賛助会員みなさんの思いを出し合って、交流を深めましょう。 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」 

２０１５年度年次総会 
■日時 ２０１５年４月１８日（土）１３：００～１６：００ 

■会場 ラボール京都（京都労働者総合会館）４階 第１会議室 

お知らせ 

http://www.macrobian.net/
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 年次総会の議案は別冊でお送りします。 

 

 会員・賛助会員のみなさんの総会ご出欠のご連

絡をお願いいたします。 

 

 

昨年の総会の様子 → 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」はこれまで会員・賛助会員ともに年間１，２００円の会費収入を基本に

して運営してきました。結成後２年６ヶ月を経過しましたが、この間、会報の毎月発行、例会の毎月開

催が定着し、学習会も適宜開催するなどして、現行会費収入の範囲では費用がまかなえないようになっ

てきました。２０１４年度決算は、前年からの繰り越しを除くと２７，６４０円の不足（赤字）となる

状態です。 

このため、３月１８日（水）の例会で話し合い、２０１５年度からの年会費を年間２，０００円に改

定するよう提案させていただくことにしました。会費改定によって「会」の収支を安定させるとともに、

本格的な「二世アンケート」の実施、「会」のホームページの作成の検討など、より充実した活動にな

るようにしていきたいと思います。 

本来は年次総会で確認の後実行すべきことですが、案内と年会費納入時期とが重なりますので、先行

してお知らせさせていただきました。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年会費改定のお願い 

２０１５年度から年会費を２，０００円でご負担いただくようお願いします。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

２０１５年度年会費お支払いのお願い 
 
京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１５年度会費のお支払いをお願いします。今年度から年会費２，０００円でお願いします。 

 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０ 加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月１８日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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 下記の抗議文をロシア・プーチン大統領に送りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年３月１９日 

ロシア連邦大統領 

ウラジミール・プーチン 殿 

京都原水爆被災者懇談会   

京都「被爆２世・３世の会」 

 

プーチン大統領の核兵器使用の言動に 

満身の怒りを込めて抗議します！ 

 

３月１５日、プーチン大統領は、１年前のクリミヤ半島併合の際、核兵器使用の検討

をしていたことを公言されました。私たちは核兵器使用が実際に検討されていた事実

と、そのことを何の躊躇もためらいもなく公言された態度に強い衝撃を受けました。 

７０年前の８月、広島・長崎の被爆者は、底知れぬ恐怖と、地獄の苦しみと、深い悲

しみを体験し、心底からの怒りを発しました。被爆者を三度作り出してはならないと、

市民による核兵器の禁止と廃絶を求める運動は生まれ、今や世界中の人々が共通して願

う大きなうねりとなっています。プーチン大統領の言動はこの核兵器廃絶を願う世界の

世論と運動へのあからさまな挑戦です。 

何の罪もない、防御もない大量の市民を一瞬にして虐殺する核兵器使用に罪の意識は

ないのでしょうか。核兵器使用が何世代にも渡って人類を傷つける残酷さに思いを致す

ことはないのでしょうか。 

私たちは、今現在も核兵器使用の可能性が具体的に存在していた事実に言いようのな

い危機感を持ちます。そのことを公言してはばからない前時代的態度に強い憤りを覚え

ます。私たちはプーチン大統領の言動に満身の怒りを込めて抗議します。核兵器の使用

などについて考えるのではなく、全世界の人々の願いに応え、核兵器廃絶に向けた道に

進むよう強く求めます。 
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会員（自己）紹介 
 

「平和の種まき」 
月下星志（つきしたせいじ） 

 

「これは平和の種まきです。おばちゃんはあな

たたちに伝えます。みなさんは、それをまた違う

ところでまいてください。」広島平和記念公園内

にある、被爆アオギリの木の下で証言するひとり

の被爆者がいつも、この言葉を最後に語っていま

した。 

 広島駅の北側、広島市東区で生まれ育ちました。

広島ではあたりまえのように、８・６のこと、戦

争のことが学校で教えられます。８月が近づくと、

千羽鶴を折り、平和集会が行われました。原爆に

興味があるないではなく、それがあたりまえでし

た。父親は爆心地から４キロの戸坂村で被爆しま

した。母親は、敗戦翌年生まれです。両親は全国、

世界中から来広する人を受け入れ、案内をしてい

ました。小さいころから、碑めぐりに同行したり、

被爆証言を聞いてきました。広島に生まれ育ちあ

たりまえであったことが、県外の高校に進学した

時に、あたりまえではないことを感じました。戦

争を知らない世代が政治を牛耳ると、本当に危な

いと感じるこの頃。戦争、ヒロシマ、ナガサキ、

沖縄…知らないこと、忘れること、無関心である

ことが同じ過ちを繰返してしまうのではないか

と思わされます。被爆者が高齢化していく中で、

伝えていくことの大切さを感じます。 

父は、被爆時２歳で記憶はありませんが、同世

代で戦後何年も経って亡くなった佐々木貞子さ

ん（折り鶴の子の像のモデル）のことで放射能を

意識したということを聞いたことがあります。父

方の祖父は爆心地から１．８キロの的場町、母方

の祖母は１．３キロの横川という街で被爆してお

り、悲惨な状況を目の当たりにしています。祖母

からは証言を聞いた記憶がないのですが、「戦争

はいけんよ（だめだよ）。兵隊ばっかり偉そうに

するけんね。」という言葉を憶えています。父親

は、韓国朝鮮人被爆者救援に関わってきました。

加害者としてせめてもの謝罪を込めて、関わって

きました。原爆の被害者としてだけではなく、な

ぜ韓国・朝鮮の人たちが異国で原爆の被害にあわ

なければならなかったのか、加害者としてもヒロ

シマに関わり伝えています。 

現在、私は京都市南区にあります日本キリスト

教団上鳥羽教会というところで牧師を職業とし

ています。世界情勢は、被爆者の思いとはかけ離

れ、核保有国は増え、核軍縮は進まず、ヒロシマ、

ナガサキとは比較できないほどの破壊力を持つ

核兵器が存在しています。憎しみの連鎖は途絶え

ることなく、戦火が絶えることがありません。宗

教の名を借りて、横暴、殺戮が繰り返されていま

す。どの宗教も教えや価値観は違えども、平和を

願い、祈ることは共通しています。どのような状

況においても希望を語り、平和のために動くこと

が宗教者の務めであると思います。微力な者であ

りますが、まかれた種を大事に育てながら、新た

な種をまきつづけていきたいと思います。嵐吹く

大地も、嵐吹く時代もまっすぐ明日へと育つ麦の

ように。広島カープが大好きです。被爆７０年、

カープ初優勝４０年。被爆地広島の復興の希望・

広島カープ、今年は違います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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眠っているピアノを目覚めさせて平和をつなぐ 
河野康弘 

 

 はじめまして、ジャズピアニストの河野康弘と

申します。賛助会員として参加させていただきま

す。 

 私はジャズピアニストですが１９９１年の湾

岸戦争をきっかけに平和と環境をテーマに活動

を始めました。二人の子宝を授かりましたが戦争

をしない国がお金を出して戦争に参加した事に

腹がたちました。また戦争によって大量の石油が

流出し、とても悲しくなりました。子を持つ親と

して一人の日本人として何もしないのは子ども

たちに申し訳ないと思いました。 

 

じゃ何ができるのか。 

 

 私は音楽家なので自然をテーマに曲をつくろ

うと思い母の実家近くを流れる四万十川を題材

に組曲「四万十川」全１０曲を作曲し自然保護と

平和のコンサートをはじめました。演奏の合間に

自然や平和のお話しをして、皆様に「何かできる

事をしましょう」と呼びかけました。でも呼びか

けるだけでは具体的でない、何か具体的な事をし

ようと考えていたときに朝日新聞に「日本には約

６００万台のピアノが普及していますが約４５

０万台は眠っている」との記事をみつけました。

ピアノは山の木を伐採してつくられています。そ

れを無駄にするのは自然を粗末にしていると思

いピアノの再利用をしようと思いました。そこで

眠っているピアノを使用してのコンサート「冬眠

ピアノお目覚めコンサート・出前ツアー」をはじ

めました。ピアノがあれば何処へでも行って、状

態の悪いピアノでも、コンサートをするのです。 

 そんな活動を始めた頃にフェアートレードな

どをしているＮＧＯ第三世界ショップがケニア

にピアノを贈りたいが送る資金が無いことを知

人からの連絡で知りました。そこでコンサートで

募金集めをして資金を集める事を思いつき募金

箱を持って会場の皆様に募金をお願いしました。

半年間で２００箇所のハードスケジュールで日

本中を回り１９９３年の２月に１００万円を第

三世界ショップに寄付してケニアへ１１台のピ

アノを届けることができました。自分でも半信半

疑で始めた募金でしたが、みなさんの気持ちでこ

んな事ができるんだと感激でした。 

 それから募金を続け南アフリカ共和国、パレス

チナ、エリトリア、中国・内モンゴル、タイ、ベ

トナム、韓国、パラグアイ、ドミニカ共和国に合

計１１３台。国内では老人福祉施設、公民館、保

育園などへの寄付し個人の方には橋渡しをして

１４７台のピアノを助けました。小さな一人の活

動ですが「塵も積もれば山となる」を実感してい

ます。 

 

ピアノを送ったところにはできるだけ行って演

奏しています。 

 

最初に行ったのは１９９６年２月の南アフリ

カ共和国。南アフリカ共和国は大都会。アフリカ

のイメージとはずいぶん違う感じでした。ビルが

並ぶオフィース街、プール付きが当たり前の白人

居住区。でも、隣り合わせにある黒人居住区に入

ると風景は一変しバラック小屋が見渡す限り広

がる。格差がすごくて苦しくなりました。ピアノ

を贈った黒人居住区の小学校でのコンサートは

感動的でした。ノリのいい曲を演奏したら皆さん

が踊りだしてしまったのです。音楽って素晴らし

いな、と改めて思いました。 

 

パレスチナへは日本ボランティアセンター（Ｊ

ＶＣ)とのプロジェクトでした。ＪＶＣがエルサ

レムの旧市街地に平和図書館を作り平和の啓蒙

活動をしていく試みの一環でピアノを贈りまし

た。パレスチナは危険な場所との印象でしたが行
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ってみると食べ物も美味しいし、人も親切で、と

てもいいところでした。 

でも人が集まるところに爆弾が飛んできて何

もしていない人たちを殺します。親が、子どもが、

友達が、殺されていくと恨みが募り、イスラエル

への自爆テロになります。自爆テロで殺される人

は何もしていない一般の方。お互いに恨みが募る

ばかり。どこかでストップするしか方法は無いと

感じました。 

寄贈したピアノでのコンサートはどれも印象

深いものでした。そのなかでもエルサレムでのコ

ンサートは至福の時でした。パレスチナ人、イス

ラエル人、アメリカ人、ロシア人、そして私のジ

ャズセッション。日本語しか話せない私ですが音

楽というツールで皆さんと仲良くなれたように

感じました。またガザでは障がい者の施設でコン

サートをして楽しい時間を共有しました。音楽は

人種、国境、ハンディ、すべてを超えて人類が仲

良くなれる神様からの贈り物ですね。 

1999年パレスチナ平和図書館での寄贈ピアノでの演奏 

 

国内でも沢山のピアノに出会いました。 

一番印象深いのが広島市安佐南区のガレージ

で足を切られボロボロになっていたピアノです。

そのピアノを助けたいとのお話があり協力して

再生することになりました。１週間で２８回の出

前コンサートでの募金、安佐南区民センターでチ

ャリティーコンサートの開催で８０万円のお金

がたまりピアノを再生していただきました。元気

になったピアノを見たときは感動です。再生され

たピアノを向原町（現・安芸高田市）の障がい者

福祉施設「ひとは」に寄贈し蘇ったピアノで仲間

の皆さんと楽しい時間を共有できました。 

その頃から広島によく行くようになりました

が原爆の事が忘れさられたように感じ何かでき

ないか、と思いました。そこで原爆ドーム前での

コンサートをして原爆に関心が無い方にも関心

をもっていただこうと思いました。古いピアノの

活用をよびかけていますので、きっと被爆したピ

アノもあると思い探しました。１９９８年８月６

日に、被爆した２台のピアノで原爆ドーム前に１

００本のロウソクをならべ故マル・ウォルドロン

氏（広島の平和を祈るＣＤ「黒い雨白い道」を制

作されたジャズピアニスト）と二人での平和コン

サートが実現しました。また原爆ドーム元安川対

岸ステージで地球ハーモニーｉｎ広島を立ち上

げ１２年間・平和コンサートを開催。世界中から

平和を祈る演奏家たちが来てくださいました。 

 

 私は奈良県出身で東京に住んで活動をしてき

ましたが２０１１年３月１１日で被災し、その後

の福島第一原発事故で被曝しました。家族が元気

で過ごすためには避難しか無いと思い、やっと２

０１２年２月９日に京都に拠点を移しました。家

族の被曝が、どの程度のものかはまったくわかり

ません。放射能は見えないし、匂いもしない。た

だ息子は３月に２度鼻血をだしました。連れ合い

は手首に紫斑がでました。東京に住み続けると空

気、水、食べ物で内部被曝はさけられません。今

は京都に来て安心して暮らせる幸せを感じてい

ます。でも、被曝ガレキの拡散、汚染食べ物の拡

散、原発再稼働、原発の海外輸出、武器輸出、集

団的自衛権の閣議決定など、沖縄では選挙結果を

無視した政府による暴挙、大変な状況になってい

っています。 

 

被爆二世、三世の会に参加させていただき、放

射能・戦争の事をより深く知り、素敵な未来を子

どもたちにプレゼントしたいと思い諦めないで

活動しようと思います。 

どうぞ宜しくお願いします。 
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 福島第一原発事故による避難者の住宅無償提供期間延長を求める署名運動に、京都「被爆２世・３

世の会」でも協力を訴えてきました。この署名運動に応じていただいたみなさんへ、原発賠償京都

訴訟共同代表の福島敦子さんからメールでメッセージが寄せられています。以下紹介します。 

 

 

 

 

 

 

春の陽気の今日、いかがお過ごしでしょうか。

おはようございます。原発賠償京都訴訟共同代表

の福島敦子と申します。 

先の３月１５日に、２０１５ 第４回広域避難

者集会が東京で行われました。この集会は、署名

の呼びかけ団体であるひなん生活をまもる会、震

災支援ネットワーク埼玉も共催しているもので

原発賠償京都訴訟原告の高木さんも参加して、避

難生活５年目の避難の課題をどう解決すべきか

をテーマに進められました。 

 開催の前に、京都から参加した我々２人が、壇

上で、２，４５９筆のたくさんの善意を、ひなん

生活をまもる会代表・東京訴訟原告団長である鴨

下さんへ無事に手渡しさせていただきましたこ

とを報告いたします。 

 この２，４５９筆の署名を、たくさんのドラマ

によって集められた集大成だとして挨拶もさせ

ていただきました。 

 京都での署名運動は、うつくしま☆ふくしま in

京都が呼びかけ広まりました。避難者が集めるこ

とはもちろん、奈良県から応援メールも一緒にい

ただいたり、「キンカン」行動で一人ひとりに働

きかけてくださった方、ご近所を一軒一軒訪問し

集めてくださった支援者の方々、大飯原発差止訴

訟原告団世話人のみなさんや、京都「被ばく２

世・３世の会」の会員の皆さんの協力や、山形か

ら１，２００筆を超える署名が送られてきたり、

和歌山の原発ゼロのイベントでねぎらいの言葉

をかけてくださり１００名の方が賛同してくだ

さったり。 

 東京の会場では、ほとんどの方が立ち、どよめ

きと、シャッターの光が、皆様一人一人が記入し

てくださったとても重みのある署名用紙に反射

し、真っ白な雰囲気に包まれた瞬間を忘れません。

関東の方々は、京都をより羨望の眼差しで見つめ

直したようでした。 

 引き続き、４月２０日まで署名運動を続けます。

国や福島県、京都府・京都市に対し、要請に取り

組みいまだ実現していない長期間延長を実現さ

せていきたい所存です。 

 ２，４５９名の皆様に、避難者を代表し、心よ

り感謝申し上げお礼の挨拶とさせていただきま

す。私たちが落ち着いて暮らせる希望をいただき

ました。ありがとうございました。 

福島敦子 

 

 

 

署名運動は４月２０日まで続けられます。引き続きご協力をお願いします。 

 

「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」に 

応じてくださった皆様へ 
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原発賠償京都訴訟第７回口頭弁論の報告 
 

 

 

 

 

支援する会事務局の上野と申します。 

 ３月３日の原発賠償京都訴訟第７回弁論期日

の傍聴においで下さった支援のみなさま、ありが

とうございました。今回は田辺弁護士からの申し

入れで、傍聴整理券の配布が１０分繰り下がり、

１０時１０分～３０分になったのですが、残念な

がら抽選とはなりませんでした。それでも、開廷

後も傍聴席に入ってこられる方があり、最終的に

空き席は１０席未満になったのではないかとい

う印象を持ちました。 

 原告側は前回に引き続き、シビアアクシデント

（過酷事故）対策について被告東電の責任を問い

ました。私なりに要点をまとめてみました。 

シビアアクシデントとは、「設計基準事象を大

幅に超える事象であって、安全設計の評価上想定

された手段では適切な炉心の冷却または反応度

の制御ができない状態であり、その結果、炉心の

重大な損傷に至る事象」（原子力安全委員会の「共

通問題懇談会」の定義）を言う。 

 ＩＡＥＡ（国際原子力機関）はチェルノブイ

リ原発事故を受けて、５層の深層防護の必要性を

示した。深層防護においては、どの程度の津波高

を設計基準とすべ きだったかという問題は第３

層の問題になる。設計基準を大幅に超える事象に

対する備えであるシビアアクシデント対策は第

４層に位置づけられる。これは、原因事象（地震、

津波、ヒューマンエラーなど）にかかわらず、発

生した事象（例えば全交流電源喪失）に対応する

措置をとる（この場合は電源回復）ことを意味す

る。国や電気事業者らによる溢水勉強会でも、「想

定外」すなわち設計基準を超える事象が起こりう

ることを前提に議論が行われており、被告らはシ

ビアアクシデント対策の必要性を認識していた。 

伊方原発訴訟の最高裁判決の「右災害が万が一

にも起こらないようにするため・・・」は原子炉

の危険性を認定し、高度の注意義務を課したもの

であり、本件の被告東電にもシビアアクシデント

を予見すべき義務が課されていたというべきで

ある。 

一方、被告国は、実際に東日本大震災で発生し

たマグニチュード９の地震やＯ．Ｐ．（小名浜港

工事基準面）＋１５ｍの津波を指摘した報告等は

なかったと問題をすり替え、予見できなかったの

は当然と主張しました。  

しかし、福島第１原発の１～４号機建屋の地盤

であるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が来ること

は警告されていましたし、専門家の間では「 津

波高は倍半分」（予測の半分のこともあれば倍の

こともあるという意味）が常識とされていたこと

を踏まえて対応しておれば、現在のような事態に

至る前に食い止めることができたはずです。 

また進行協議の場で、東電は「シビアアクシデ

ント対策をやる法的責任はない」と述べたそうで

す。東電に原発を扱う資格はありません。裁判の

中で東電を徹底的に批判し、社会的に弾劾してい

かなくてはなりません。 

次回期日は５月２６日（火）１１時に決まりま

した。傍聴整理券の配布は１０時１０分～３０分

の予定です。傍聴に来られる方は、できるだけこ

の時間内 にお越しください。 

期日報告会のあと、原告団総会が開かれ、原告

団規約が採択され、共同代表を支える運営委員８

名が選出されました。支援する会はこれまで以上

に原告団と連携をとりながら、勝利する日まで原

告団と共に闘っていきますので、いっそうのご支

援とご協力をお願い致します。 

 

 

 福島原発事故により避難しているみなさんが、東電の責任と賠償、原発廃棄を求めて闘ってい

る原発賠償京都訴訟の第７回口頭弁論が３月３日（水）京都地裁で行われました。支援する会

事務局の上野益徳さんのまとめ（メール発信）をお借りして、当日の状況を紹介します。 
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本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

 

■抵抗の拠点から 朝日新聞「慰安婦報道」の核心 
青木 理 著 

最近、ネット・マスコミで「政権批判」をすることがタブーであるよう

な風潮が広まっているらしい。故「後藤さん」のお母さんの記者会見での

発言が「ネット」で非難、というか中傷されたり、古賀茂明さんが「アイ・

アム・ノット・アベ」とテレビで発言したところ「政権批判をするな」と

非難が集中したり、と憂うべき現象が起きている。これは、あの「朝日新

聞」の謝罪会見から勢いを増してきたと感じているのは、私だけでしょう

か。 

 その朝日新聞の記者会見を踏まえて、ということではないが、その朝日

の取り組みを検証、関係者にインタビューして、異常・過剰なバッシング 

を取り上げた本が「抵抗の拠点から―朝日新聞「慰安婦報道」の核心」である。内容はもちろん「朝

日新聞」の取り組みの弱さ、組織の問題も指摘されているが、日本のマスコミの弱さ、というか弱点

も指摘されている。ライバル社の不祥事をチャンスだと言い、「読者を奪い取れ」と大号令をかけた

Ｙ社、「売国」「反日」「国賊」などの大見出しを打ち出した雑誌等。しかし「イラクに大量破壊兵器

がある」という口実で戦争を始めたアメリカを支援した政府については、「大量破壊兵器がなかった」

ということが判明したあとも「検証記事」さえ掲載しないマスコミ。このような現状を厳しく指摘し

ている本である。又、元朝日新聞記者・編集部幹部に対するインタビュー記事も掲載されている。こ

れらを読むと、朝日新聞が謝罪した「記事」が、「世間一般」で非難されているような内容であった

のか？と疑問をもつのですが。とかく毎日「多量の情報」に接する我々に「情報をいかに理解するか」

ということを考えさせられる本でした。 

 

■民意のつくられかた 
斉藤貴男 著 

 その「マスコミ」と世論の形成関係を鋭く指摘している書籍が「民意のつ

くられかた」で、如何に「マスコミ」が自分たちの都合よく記事を書き、発

表してきたかを色んな事例・人物へのインタビューで検証している。例えば

「核廃棄物」の最終処分場をめぐるシンポジュームの記事取扱いでも、自分

たちの都合の悪い意見はカットする。しかしこのことを「悪い」とは思わな

い姿勢。これが新聞社の姿勢か？と思うが、読者はなにも疑わず、世論もこ

の方向に持っていかれ、民意として歩き始める。だから自分たちの記事が、

間違っていても「知らぬ・存ぜず」で訂正記事・検証記事を掲載しないが、 

他社の誤りについては、「鬼の首」をとったように大騒ぎする。本当の民意は？と考えさせられる。 

講談社 
1,512 円（税込） 

岩波現代文庫 
1,123 円（税込） 

http://img.hmv.co.jp/image/jacket/400/61/3/6/306.jpg
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人々の鬱屈した心には、上から明確な敵を設定し、論理や思考よりも感情、情緒に訴えかけていく言

葉が沁み込んでいきやすいらしいが、このような時代だからこそ、マスコミには「正しい」報道を心

がけてほしいと思う。 

 

■公益法人改革の深い闇 
ＮＨＫクローズアップ現代取材班 著 

余談ですが、上記の本の中でも少し触れられておりますが、法改正によって

生まれた「ＮＰＯ」の中に、色々問題が発生しているらしい。すべてのＮＰＯ

がそうではないが、中には「問題」があるＮＰＯがあるらしい。関心ある方は

「公益法人改革の深い闇」が、その問題について取材し書かれている。 
宝島社 

1,404 円（税込） 

紹介：平 信行さん（南区） 

■被爆二世 その語られなかった日々と明日 
深川宗俊 監修 

広島記者団被爆二世刊行委員会 編 

戦後７０年、被爆者の身の上に本当は何が起こっていたのか、具体

的な事実を一つひとつでも知りたくて、文字にされたものを探してい

て行き当たった本の一つです。実は昨年６月１１日の例会に元大阪府

立高校教諭の平塚淳次郎を招いて学習会をした際、先生からいただい

たパンフレット掲載資料から見つけたものです。この本は１９７２年

刊行ですから４２年前発行の、今や古本です。ａｍａｚｏｎの中古品

サイトに５００円から出品されていました。 

第１章は「被爆二世とその周辺」と題して７人の実在の二世のこと

がレポートされています。白血病で亡くなるなど当時の被爆者、二世

に衝撃を与えた報告が多いのですが、中には、不安を乗り越えて前 

向きに生きる二世も取材されていて、力強さも感じます。登場する二世は私たちとほぼ同年代ですか

ら、私の４２年前と重ね合わせながら読むことになりました。 

 第２章は「原水禁運動と被爆二世」というタイトルで、当時の“二世を守ろう”という多彩な運動

が具体的に描かれています。恐らく二世の運動が戦後初めてクローズアップされ、盛り上がった時期

だったのだろうと思います。第３章は「医学と被爆者」と題した報告で、特にＡＢＣＣについての記

述が中心です。第４章は「国、地方自治体と被爆二世」ですが、その中で京都府のとりくみが先進的

な例として紹介されており、大変興味深いものでした。 

 最後の第５章は「朝鮮人被爆者・被爆二世」です。記述は簡潔で現在の私たちからすれば物足りな

さを感じます。ただ、朝鮮人被爆者のことがしっかりと位置付けられていることには関心します。 

 二世運動の歴史を辿る、その大切さを実感する一冊でした。もう一つ、第１章の取材された二世の

中に、私の小学校時代の同級生ではないかと思われる人があって、懐かしさがこみ上げました。小学

校を卒業して以来５０年まったく音信不通なのですが、是非消息を尋ねてみたいと思いました。 

時事通信社 
500 円（税別） 

https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/48002/4800232406.jpg
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■とても貴重な被爆証言のとりくみ 

山根和代さん（右京区） 

被爆証言のとりくみはとても貴重ですね。私は

ノーモアヒバクシャ記憶遺産を継承する会に関

わっていますが、京都の被爆者の証言は「２世・

３世の会」があるからこそ、記録されているのだ

と思っています。 

もうご存知かもしれませんが、映画の情報です。 

「ＦＡＬＬＯＵＴ」（邦題「死の灰」）は、１９５

９年に公開され世界中に大きなセンセーション

を巻き起こした反核映画『渚にて』の制作過程を

記録したドキュメンタリー映画です。（２０１３

年オーストラリア制作・日本語字幕・８６ 分） 

情報を皆さんに知らせて下さいますと幸いです。 

 

■４月から専門学校に挑戦 

谷口公洋さん（城陽市） 

２月の例会の時は郷里（鹿児島）に帰っていま

した。８７歳の母親が一人暮らしなので、なるべ

く一緒にいたいと思っています。３月にも一度帰

るつもりです。 

  ３月例会と４月の総会は出席予定です。ただ、

考えることがあり４月から専門学校で１年間学

ぶことにしました。みっちりカリキュラムが詰ま

っており、来年３月までは例会参加は無理かも知

れません。その後はまた出席します。 

  いつもねばり強く活動して頂き感謝していま

す。 

 

 

 

 

Ｙ・Ｓさん（向日市） 

 ４月下旬、ＮＰＴ再検討会議ニューヨーク行

動に行ってきます。頑張ってきます。 

Ｍ・Ｔさん（左京区） 

 ４月９日からまたトルコに行ってきます。イ

スタンブールやシノップ等が訪問先です。 

Ｉ・Ｎさん（左京区） 

 「左京原発ゼロの会」として、原発再稼動と

避難計画問題について京都府・市に要請、懇

談してきました。 

 韓国患友会（二世の会）初代会長金亨律氏の

慰霊祭が今年も５月に行なわれます。没後１

０年となる今年が区切りとなるかもしれず、

参列してきます。 

 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、今年の８月１５日付で出版した

いと計画しています。 

Ｏ・Ｍさん（左京区） 

 １０日ほどイタリア旅行に行っていて、帰っ

て来たばかり。イタリアは３度目だけど、行

くたびに汚くなっていました。道路はそこら

中穴が空いててガタガタ、インフラは無茶苦

茶。あんなに素晴らしい美術品に恵まれた国

なのに、国家財政の悪化のため。 

 今年の原水爆禁止世界大会、「２世・３世の

会」でも早めに広報してほしいです。本川小

学校のボランティアガイドさんにまた会い

に行く予定。「会」としても広島での企画を

考えませんか。 

Ｔ・Ｙさん（茨木市） 

 明後日の３月２１日、被爆者証言の世界化ネ

ットワーク（ＮＥＴ-ＧＴＡＳ）１周年の集

いがあります。母の被爆体験とそれを私が継

承するとりくみ、教師としてやってきたこと

を話します。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

３月１１日（水）例会にて話されたみなさんの近況もあわせて紹介します。（抜粋・要約です） 
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 今年の夏はまた、是非母と一緒に広島に行き

たいと思っています。 

Ｙ・Ｔさん（北区） 

 ＮＰＴ再検討会議成功に向けたとりくみが

今ラストパートです。上京新婦人で４０００

筆の核兵器廃絶アピール署名をめざし、目標

まであと４００を切ったところ。ニューヨー

クに届ける折り鶴と、コーヒー一杯分のカン

パと、署名目標やりきるため頑張っています。 

Ｋ・Ｈさん（南区） 

 情報ですが、京都で今年日本医学会総会があ

りますが、福島のことにはまったく触れられ

ないのだそうです。 

 ３月２２、避難者・移住者がつくる第３回京

都公聴会を行います。 

 綾部市に市民放射能測定所を設置する動き

があります。 

Ｔ・Ｋさん（城陽市） 

 教師を定年退職した後、地域でいろんな活動

していて、一人暮らしの高齢者の多いのに愕

然としました。特に男性の場合悲惨な感じす

らします。そんなことから、４月から１年間、

京都医健専門学校に通うことにしました。で

きれば資格もとって、より専門的な活動がで

きるようにしたいと思っています。被爆者の

ためにも私の勉強が役立つようになればい

いなと。 

Ｉ・Ｙさん（北区） 

 ３月３日、関西電力の公聴会に行ってきまし

た。３１人の意見陳述者全員が原発の危険性

を訴え廃炉を求めました。関西電力は八木社

長が「万一事故が起こったら私が責任をとる」

などと発言するなど、無責任な態度に終始し

ました。 

 ５月１６日（土）に「女たち・いのちの大行

進ｉｎ京都」というイベントをやります。 

Ｉ・Ｔさん（長岡京市） 

 長岡京市の９条の会で経ヶ岬のＸバンドレ

ーダーを視察するため、その下見に行ってき

ました。現地に行くといきなり警察官につか

まって、身分証明書の提示を求められ、ビッ

クリしました。現場では、気持ちの悪くなる

ような物凄い音が発していました。地元の人

たちはこの音は２４時間は出し続けないと

聞いていたのに、と言っていました。 

 長岡京市９条の会では５月３日、沖縄の不屈

館の館長で瀬長亀次郎さんの次女の内村千

尋さんを招いて講演会をします。 

Ｔ・Ｎさん（南区） 

 被爆２世・３世の過去の障害のことなど知り

たくて４２年前に発行された本『被爆二世－

その語られなかった日々と明日』を見つけて

読みました。７０年代も被爆二世の運動が盛

り上がっていたことを知りました。きっけか

は二世の白血病発症などだったようです。歴

史を辿っていくことも大切だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■朝鮮人被爆２世 ２１日に組織復活 広島 記憶継承や 

実態調査 

広島県内の朝鮮人被爆者の子どもたちが２１日、「朝鮮人被爆者２世の会」 

を発足させる。３６年前に結成された組織は自然消滅しており、ことしの被爆７０年 

に合わせ、県朝鮮人被爆者協議会（李実根（リ・シルグン）会長）が復活を働き掛けた。親世代が老

いる中、被爆の記憶をつなぎ、北朝鮮に住む被爆者の実態調査などの活動を支える。 

協議会とは独立した組織として位置付ける。会長には、広島朝鮮学園（広島市東区）の韓政美（ハ

ン・ジョンミ）理事長が就く予定。６、７人の主要メンバーを中心に、２世に参加を呼び掛け、実態

把握を進める。他団体と連携し、記憶の継承に努めるという。 

scrapbook 
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２１日は午後１～３時、広島朝鮮学園で発足会を開く。協議会の金鎮湖（キム・チノ）理事長によ

る講演会もある。 

協議会は１９７５年８月、全国初の在日朝鮮人被爆者組織として発足。４０年間、国の援護拡充に

向けた訴えや被爆者の調査に取り組んできた。７９年に被爆２世組織ができたが、役員が亡くなるな

どし、数年で活動を停止したという。 

９日に西区の事務所であった準備会には、協議会役員と被爆２世の計６人が出席し、連携を確認し

た。韓氏は「原爆や差別に苦しみながらも活動してきた親世代の思いを受け継ぎ、次代に伝えたい」

と意気込んでいる。 

（２０１５年３月１０日 中國新聞） 

■ビキニ水爆実験：第五福竜丸以外の船員 初の健康相談会 

１９５４年に米国が太平洋ビキニ環礁で実施した水爆実験の際、周辺海域で操業していた漁船

の船員らを対象にした健康相談会を、高知県が１６日に同県室戸市で開く。被害が大きかった第

五福竜丸以外の船員らを対象にした相談会は初めて。当時ビキニ環礁に出漁して「死の灰」を浴

びた元船員の桑野浩さん（８２）＝高知市＝は「元船員や遺族らへの補償や実態解明につながっ

てほしい」と願いを込める。 

厚生労働省が昨年９月、第五福竜丸以外の船員の被ばく状況を調査した文書を初開示したこと

などを受け、県が船員らの健康不安を解消しようと相談会を企画した。 

 桑野さんは、生まれ育った室戸市の実家の隣に遠洋マグロ漁船「第２幸成丸」（約２００トン）

の船主が住んでいた関係で、１８歳の時に幸成丸の甲板員になった。 

 ５４年２月に出港。２週間かけてビキニ環礁東側の好漁場を目指した。「死の灰」を見たのは

操業の数日前の昼だった。「たき火ですすが舞い散るように『黒い雪』が斜めに降ってきた。訳

が分からなかったが、仲間には『ハワイの火山が爆発したんじゃないか』と冗談を言った」と振

り返る。「漁は夜。灰なんて見えないし、そのうち誰も気にしなく 

なった」 

４月に帰港すると、すぐに東京・築地に移され、船体とマグロの

放射線量が計測された。しかし、案内役を務めた一部の船員を除き、

大半の船員に検査が行われることはなかった。「マグロや船は検査

して、なぜ人間はしなかったのか。いまだに不思議でならない」 

 ２０代半ばで海外航路の貨物船に乗り換えた。毎年の健康診断で

白血球数の異常な増加を指摘され、突発的に出る大量の鼻血に悩ま

された。古里に帰る度にかつての同僚の訃報に接し、「次は自分の

番だ」とやけ酒を飲んでアルコール依存症にもなった。２００５年

には胃がんを発症し、３分の１を摘出した。 

 相談会について、桑野さんは「やっと行政が重い腰を上げた」と

歓迎する。「若くして死んだ仲間は『なぜ自分が死ななければなら

なかったのか』と思っているだろう。問題が風化してしまう前に納

得できる答えを見つけたい」 

（２０１５年３月１５日 毎日新聞） 
「やっと行政が動い

た」と語る桑野さん 



京都「被爆２世・３世の会」会報№2９    ２０１５年 ３月２５日 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国から贈られた折り鶴をほどく被爆者たち 

 

 

 

 

 

■今回もお二人の新入会員

を紹介することができまし

た。会員が増え、新しい仲間 

を紹介するだけで、私たちの世界が広がっていく、

素晴らしいことだと思います。ピアノは私たちの

生活の中でも結構身近なものですが、それが河野

さんの活動によって世界中で蘇り、平和への架け

橋にもなっている。周りにあるピアノをもう一度

見直してみたいものです。 

「２世・３世の会」ですから会員には当然広

島・長崎に縁のある人が多いのですが、月下さん

のように広島カープユニフォームで登場した人

は初めてでした。いよいよ３月２７日（金）開幕、

今年こそ・・・・・。 

■安保法制上程への与党合意、沖縄新基地建設ご

り押し等々、安倍政権の暴走政治やりたい放題と

いう印象がありました。しかし、３月２４日（火）

沖縄・翁長知事が遂に辺野古作業停止を指示、こ

の会報が届くころには高浜原発３・４号機運転差

止仮処分が決定している可能性もあります。国

民・市民の反撃は至るところで燃え上がり、実際

に暴走を止めてしまう事態も始まっています。政

権は追い詰められ、行き詰まり、想像以上の焦り

になっているのではないでしょうか。 

■「２世・３世の会」の年次総会は４月１８日（土）

です。この頃にはもっと事態が変化、進展してい

ることを願って、是非総会に出席、お集まり下さ

い。（平） 

 

■折り鶴をほどき再生紙に 被爆者、感謝込め作業 

長崎市の長崎原爆資料館と国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館に全国から寄せられた折り鶴を再

生紙に加工するため、被爆者たちが２月から折り鶴をほどく作業に当たっている。２０日、市内のホ

テルで作業を行った被爆者１４人は、全国から寄せられた大量の折り鶴を前に「ありがたい。これだ

けの願いがあればきっと平和な世界になる」と感慨深げだった。 

 作業は市や同祈念館が長崎原爆被爆者対策協議会に依頼。協議会が実施する１人暮らしの被爆者の

生活支援事業参加者が無償で行った。この日は約６キロの折り鶴の束から、鶴をつなぐ糸や紙以外の 

ものを外した。 

 折り鶴の束には「世界が平和になりますように」などのメッセー

ジが記されたものもあり、被爆者の本村チヨ子さん（７６）は「一

つ一つに込められた平和への思いが命を吹き返すよう、気持ちを込

め作業した。今後も続けたい」と話した。 

 昨年寄せられた折り鶴は同祈念館で年間約７０キロ、同資料館で

約３５０キロ。市は昨年、再生紙に加工しカレンダーを作ったが、

折り鶴の分別作業に手間がかかるため、人手の確保が課題だった。 

（２０１５年３月２１日 西日本新聞） 

編集後記 

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/photo/show/96968
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 水 Ｘバンドレーダー学習会（１５時・せいきょう会館） 

 2 木  

 ３ 金 いっせい地方選挙前半告示日                      キンカン行動 

 

 

４ 土 高浜原発運転差止仮処分裁判（福井地裁）報告集会（18 時・キャンパスプラザ京都） 

 ５ 日  

 ６ 月 6・９行動（１４時・清水寺門前） 

 ７ 火  

 ８ 水  

 ９ 木 6・９行動 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土  

 １２ 日 いっせい地方選挙前半投票日 

 １３ 月  

 １４ 火 大飯原発事故の日（１９８１年） 

 １５ 水  

 １６ 木 ノーモア・被爆者訴訟控訴審（１３時３０分・大阪高裁） 

 １７ 金 キンカン行動 

 １８ 土 
京都原水爆被災者懇談会総会（１１時・ラボール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」総会（１３時・ラボール京都） 

 １９ 日 いっせい地方選挙後半告示日 

 ２０ 月

月 

 

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日 

チェルノブイリ原発事故発生の日（１９８６年） 

福島 想い・つながるコンサート（１４時・長岡京記念文化会館） 

いっせい地方選挙後半投票日 

 ２７ 月 
ＮＰＴ再検討会議開始 

大阪市住民投票告示日 

 ２８ 火 沖縄デ― 

 ２９ 水 昭和の日 

 ３０ 木 ベトナム戦争終結の日（１９７５年） 

５ １ 金 メ―デ―                               キンカン行動 

 ２ 土  

 


