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← ２０１２年１２月２３日（日） ２０１２年被爆者をはげますつどい 

新年おめでとうございます 

２０１３年１月６日（日） 
今年最初の６・９行動（清水寺） 

毎月６日と９日に行われる京都

教職員組合女性部の「核兵器の
ない世界」の署名活動は１９７１
年から始められ今年４３年目、

１，０９３回目の行動を迎えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

“被爆の体験・実相”の継承について考える   平 信行 ２ 

映画 『放射線を浴びた[Ｘ年後] 』 について   山根和代 ５ 

福島・相馬地域への支援に行って思うこと   米重節男 ６ 

福島県浪江町と二本松仮設住宅の訪問レポート   佐々本好信 ８ 

会員紹介／吉田妙子さん・米重節男さん・井坂博文さん ９ 

会報№２のアンケートで寄せられた“あなたの感想・ご意見” １０ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／「はだしのゲン」の作者・中沢啓治さん逝く（毎日新聞） １１ 

          被爆２世、連帯の輪・・・・・「親の体験、語り継ぐ」（読売新聞） 

「被爆２世・３世の会」会員交流会 
２０１３年１月２０日（土）午後２時～５時 

京都教育文化センター１０３号室 
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“被爆の体験・実相”の継承について考える 
 

“被爆の体験・実相”の継承と普及の基本的な意味 

２０１２年１２月総選挙に際して安倍総裁を担ぐ自民党

は改憲して国防軍の創設、集団的自衛権行使の確立

などを公然と選挙公約に掲げました。また選挙直前に

は維新の会・石原代表が「核保有シュミレーション」の必

要性を説き、代表代行の橋下氏が非核三原則を否定

するなどの発言も相次ぎました。３氏とも名うての改憲・

タカ派政治家、それぞれが個人で持論を展開すること

に驚きはありません。しかし公党の選挙公約となったり、

党を代表する立場で語られたりすると、日本国憲法の平

和主義、国是の非核三原則が何故このように軽々しく

扱われ、ないがしろにされるようになったのかと、憂慮の

思いを深くせざるを得ません。 

同時に、こうした発言をし、発想する人達には戦争、

原爆被害の認識に本当の意味でのリアリティが決定的

に欠けているのだと思います。欠陥がこうした人達だけ

に止まればいいのですが、リアリティなきまま社会的な

広がりをもっていけば大変なことになります。そうはなら

ないようにするために、戦争の真実の姿はより正確に、

広く強く訴えられ、学ばれていくことが、今とても重要な

時代になっていると思います。 

私たち京都「被爆２世・３世の会」の被爆体験と実相を

継承するとりくみも、その一端を担う位置にあります。 

 

多様に行われてきた被爆体験と実相を語るとりくみ 

私たちの「会」の親組織とでもいうべき京都原水爆被

災者懇談会は１９６５年の設立以来４７年間、被爆体験と

実相を語る活動を多様な形でとりくみ。社会に発信して

きました。私の知る範囲での具体的な内容を以下に紹

介してみます。 

① 冊子『京の語り部』の発行 

個人体験の講演記録、手記、感想などを一つにま

とめて冊子『京の語り部』を発行（１９９１年）。被爆４５

周年の記念事業として出版。５５人の被爆者の体験を

記録。発行からすでに２１年経過しており新しい企画

も求められている。 

② 毎年の語り部活動 

毎年京都府下の学校や諸団体からの要請に基づき、

被爆者が自身の体験を直接お話しする語り部活動。２０

１１年度は５５の機会があり、語り部を聞いた人数は約３，

０００人となる。内訳は、学校・大学関係９、病院関係４、

平和団体６、マスコミ関係２、労組１、生協１、各地平和

行進集会にて３０、その他２。 

被爆者の高齢化により語り部のできる人が少なくなっ

てきている。「２世・３世の会」としてどう取り組んでいくか

も含めて今後の大きな検討課題。 

③ 原爆症裁判の傍聴日誌の発行 

２００３年から始まった近畿の原爆症認定裁判を毎回

傍聴し、その様子が裁判毎に『傍聴日誌』というタイトル

で文書にまとめられ発信されてきた。執筆者は元朝日

新聞記者で、現在非核の政府を求める京都の会常任

世話人の長谷川千秋さん。日誌は２００９年政府との合

意成立までの５１回と、その後の新規再開から現在まで

続く「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」の３４回に及ぶ。 

傍聴日誌は裁判状況を伝えるのが目的だが、裁判の

中で原告である被爆者が真実を証言するために自らの

痛切な体験を明らかにしていく。

その内容が傍聴日誌で詳細に記

述され圧倒的だ。他に代え難い被

爆体験証言となっている。 

２００３年から２００９年に及ぶ５１

回の傍聴日誌は『にんげんをかえ

せ』のタイトルで単行本にもされて

いる。（かもがわ出版） 

④ 絵本や紙芝居による被爆体験証言 

北区在住であった被爆者・寺山忠好さんは被爆の実

相を訴えるため２年間かけて４１枚の絵を描いた。この

絵は、病気のため原爆症裁

判に出廷できない寺山さん

に代わって法廷でパワーポ

イントにして上映された。さ

らにその絵は原爆絵本『 こ

ぎゃんことがあってよかとか』

にもなり発行された。 

こちらも北区在住の被爆者・花垣ルミさんの被爆体

験は、佛教大学社会福祉学部・黒岩ゼミの学生たち

の企画による、『おばあちゃんの人形』と題した紙芝

居になっている。こちらも絵による表現。 

絵画は時として写真よりも、言語よりも、諸々の解

説よりもはるかに迫真の力をもって真実を語る。いず

れも貴重な被爆体験記録として取り扱っていく必要が

あり、また今後のより積極的な活用についても検討し

ていく必要がある。 

⑤ その他映像による記録 
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語り部活動はその場面を映像記録し、被爆体験記

録の一つとしてＤＶＤ等で編集されている例もある。ま

たマレーシアからの留学生で広島で被爆し、京都で

亡くなったサイド・オマールさんのことを題材にし、京

都の被爆者の体験を紹介するビデオ『オマールさん

を知っていますか』が作成されている。１９９５年、被

爆５０周年の記念事業。 

これまで行われてきた貴重な活動実績の上に、それ

らを参考にもしながら、あらためて「２世・３世の会」として

の被爆体験と実相を継承するとりくみをすすめていく必

要があります。 

 

２０１２年度被爆者アンケートから 

 京都原水爆被災者懇談会では毎年１２月被爆者に対

する「くらしと健康アンケート」を実施しています。２０１２

年度は、「２世・３世の会」の体験継承のとりくみ計画を

念頭に、被爆体験の語り継ぎについての質問項目を加

え、被曝者のみなさんのご意見を伺いました。以下、そ

の回答結果の概要です。 

 尚、アンケート回答者は総数で１４６人、項目によって

は無回答も少なからずありました。文中の（ ％）は回答

者総数に対する割合です。 

(１） あなたの被爆体験や被爆の時の様子について、あ

なたのお子さん、お孫さんに、ご家族に詳しく話さ

れたことはありますか？ 

① 話したことはある ４８人（３２．９％） 

② 少しは話したことがある ３９人（２６．７％） 

③ 話したことはない ２１人（１４．４％） 

話したことがない人が１４．４％ありました。被爆

から６７年、そこには言い知れない事情があったで

あろうことを推測します。 

(２） あなたの被爆体験や被爆の時の様子について、

みなさんの前で語られたり、「体験集」などに文章

を書かれたことはありますか？ 

① 人前で語ったことがある ２８人（１９．２％） 

② 「体験集」などに書いた １９人（１３．０％） 

③ いずれも行ったことはない ６７人（４５．９％） 

 半数近くの人々は自らの体験を公にされたことが

ありません。 

(３） あなたの被爆体験や被爆の時の様子について、ビ

デオや体験集などで記録として残しておきたいと

思われませんか？ 

① 記録として残しておきたい ２８人（１９．２％） 

② 残したいとは思わない ５２人（３５．６％） 

(４） 「被爆２世・３世の会」が計画している記録として残

し継承していくとりくみについて協力していただけ

ますか？ 

① 協力できる ３３人（２２．６％） 

② 協力できない ４３人（２９．５％） 

 設問は「協力できるか・できないか」だけだったの

ですが、協力できないと回答され方の多くがあえて

その理由を書いていただいていました。 

主な理由は３点に要約されました。 

 被爆当時あまりにも幼かったため記憶がほと

んどなく語るに語れない 

 反対にもはや高齢となったため体力がなく語

る自信がない、 

 被爆のことは二度と思い出したくないから、 

というものでした。 

無理なお願いはできませんが、年齢が問題の方

についてはいろいろな工夫もしながら可能な限り

協力していただけるよう引き続きお願いしていきた

いと思います。 

「２世・３世の会」全体としては今回のアンケートで「協

力できる」と回答いただいた３２人の被爆者のみなさん

の聞き取り（または文章を書いていただく）から始めるこ

とになります。とりくみを進めながら、同時に協力いただ

ける方を引き続いて増やしていくことも求められます。 

 

自らの親から子への体験継承をまず！ 

 被爆体験の継承を考える場合、まず私達自身が親か

ら（祖父母から）どう語り継がれてきたかを振り返ってみ

ることが必要ではないでしょうか。幼い頃から折に触れ

て話を聞かされてきた人、でも多くは聞き流してしまって

いた人、親が一切語ってくれなかった人、多くを語らな

いまま親はすでに他界してしまった人、「２世・３世の会」

会員のみなさんも様々です。「２世・３世の会」結成時に

提出していただいた会員基本アンケートによると、親（祖

父母）から被爆体験を聞いたことがある人２４人、△また

は少しだけ聞いたことがある人２人、聞いたことのない人

５人でした。 

諸事情から自分の親の被爆体験については究明で

きない、明らかにできない人も中にはあるでしょう。それ

はやむを得ません。しかし、そういう事情のない人はで

きるだけのことはして、自らの親（祖父母）の体験を可能

な限り知っていくことも必要ではないかと思います。 

私の場合、父・母共に被爆者で、幼いころから被爆体

験はよく聞かされて育ちました。しかしその都度記録に

留めていたわけでもなく、多くは時間の経過とともに忘

れてしまっていました。父は１０年前に他界、母は健在
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ですが８６歳になります。「２世・３世の会」の立ち上げを

準備する過程で、自らの親の体験をもう一度確かにして

おく必要性を感じ、昨年夏にあらためて聞き取りを行い

ました。母の記憶も薄くなっており想定より随分と簡潔な

思い出しになってしまいましたが、一つの文章にまとめ

ることができました。別の機会に紹介したいと思います。 

父の体験は私には断片的な記憶しか残っていません。

かって被爆者健康手帳を申請した際の「被爆状況」記

入欄などに詳しい記述はないものか、そうした情報は開

示請求できないものか等々を模索中です。 

会員のＹさんは被爆者であるお父さんと３歳の時生き

別れ、詳しい原爆の話は知らないまま成長し今日に至り

ました。「２世・３世の会」参加を契機に、最近、同じ被爆

者である叔母さんを訪ねて当時のことを詳しく聞く機会

を作りました。叔母さんのお話は想像以上に強烈なもの

で、お父さんの被爆当時の状況も初めて知ることになり

ました。お父さんだけでなく、お祖母さん、叔母さん、従

兄弟たちまで、多くの人達の人生に襲いかかった被爆

の実態を知り驚くばかりであったそうです。 

Ｙさんは叔母さんが元気な内にこれからも少しづつ聞

かせてもらおう、それが８５歳になられた叔母さんにとっ

ても必要な時間ではないかと思っています。 

 同じく会員のＨさんは、被爆者であるお母さんから断

片的には被爆体験を聞いて育ちました。最近、広島に

住むそのお母さんが自身の被爆体験を文章に綴って、

Ｈさんに送られてきました。「２世・３世の会」に参加した

Ｈさんのために応えようとされたのだと思います。 

 

被爆の瞬間だけでなくその後の人生も含めて 

１９９１年発行の冊子『京の語り部』の中に、忘れること

のできない一つの投稿がありました。「長男の結婚のとき

に」と題した一文です。「長男の結婚式一週間前に何気

なく相手の女性に『私（投稿者の母親）は被爆者である』

ことを話しました。そうすると相手側から長男の健康診断

書提出を強く求められ式の前日にやっと間にあうような

ことがありました。驚いてすでに嫁いでいた姉娘にその

ことを話すと、姉娘も嫁ぎ先でさんざん嫌味を言われて

いたことを知りました。幸い長男はそんなことに全く悪び

れるところがなく元気だったので救われました。」このよう

な内容でした。 

私はこの一文を、被爆直後の凄惨な被爆体験と同じ

ぐらいに、胸をえぐられるような思いをもって読みまし

た。 

被爆の体験・実相とは被爆直後の地獄のような体験

を多くの場合想定します。しかし、被爆者の痛切な人生

はその後も長く続き、一人被爆者だけでなく、その子に

も、家族にも深い傷を負わせていきます。健康上の問題

はもちろん、差別・偏見をともなった社会生活上の影響、

そして心の問題にも及んでいます。 

被爆当時無視または軽視されてきた残留放射線の影

響は、その後の研究や原爆症認定裁判などを通じてや

っと近年になって明らかにされてきた事情もあります。多

くの被爆者の長い長い時間をかけた被爆による体験も

それに応じて明らかにされていく必要があります。それ

は福島の人達にもつながる課題だと思います。 

被爆者であるが故の経験と、それを乗り越えてきた人

達の人生をしっかりと受け止め、明らかにし、社会への

発信と次世代への引き継ぎをしていくことが求められて

います。そして、私達２世・３世が親（祖父母）の被爆体

験によってどのような影響を受け、体験してきたのか、ま

たは受けてこなかったのかについても、可能なかぎりは

明らかにしていくことが必要ではないでしょうか。 

 

体験をどう記録し、社会に発信していくか 

 当面は京都原水爆被災者懇談会の「協力できる」と回

答していただいたみなさんの聞き取りからとりくみを始め

ていくことになります。聞き取りを行いつつ、その結果を、

どう記録し、どう社会に発信していくかについても検討を

進めていく必要があります。全国ではＮＰＯ法人「ノーモ

ア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」なども立ち上げら

れています（２０１２年）。こうした団体や組織の活動事例

などからもよく学びながら検討を深めていきたいと思い

ます。 

 また、私達京都の「被爆２世・３世の会」は京都の組織

らしく（滋賀、奈良含めて）、京都の人達に役立つことを

念頭において活動計画していくことも必要ではないかと

思います。例えば、京都府下全市町村の平和教育・平

和事業の実態を調べ、そことの連携を模索していく、京

都府下の小、中、高校との関係を深め、平和教育に役

立つとりくみを進める、などです。 

 

とりあえずは１月２０日の交流会から 

以上、被爆の体験・実相の継承のとりくみについて情

報、状況、課題、問題意識を羅列気味に紹介するだけ

の、まとまりのない文章になってしまいました。とりあえず

は１月２０日の交流会にてみなさんと一緒に考え合って

いきたいと思います。その際の一つの参考になれば幸

いです。 

（文責：平信行） 
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１９５４年、アメリカによるビキニ水爆実験によって多くの漁船や貨物船などが被ばくした。しかし、日米両政

府は政治決着によって、第五福竜丸以外の被害実態は調査しなかった。ところが、地元漁協の被った被害

について、高知県で地道な調査活動を続ける教師や高校生たちがいた。 

 南海放送（愛媛県松山市）は、８年にわたって高校生たちの調査活動や被害実態を 

追求し、その結果は昨年１月に全国放送され大きな反響を呼んだ。テレビ放映に新た 

な映像も加えて映画化され、２０１２年９月から各地で公開された。京都では「みなみ会 

館」で１１月２４日（土）から１２月７日（金）の期間上映された。 

 この映画製作に協力者として関わられた京都「被爆２世・３世の会」会員の山根和代 

さん（立命館大学）に寄稿していただきました。 

 

 

 

映画「放射線を浴びたＸ年後」を観てきました。協力

者として私の名前があったので驚きましたが、プロデュ

ーサーの伊藤英朗氏にアメリカの公文書（水爆実験の

放射性降下物に関する機密文書）を読んで概要を知ら

せてほしいと依頼されました。その後翻訳者を紹介した

次第です。その感想は山下正寿氏の「核の海の証言」と

いう本の中で紹介されていますが、ここで少し紹介させ

ていただきます。 

 

この公文書は、被爆者の影響を無視した核実験の記

録だと思いました。ビキニ水爆（キャッスル作戦）の放射

性降下物に関する資料を読むと、いつ核実験をすれば

アメリカにとって都合が良いのかが書かれている。結論

には「居住地域での早期の放射性降下物（死の灰）の

降る確率は、太平洋で冬季に核実験を行うことで縮小

できると結論づけられる」と書かれてある。この場合「居

住地域」に太平洋の島々の人々は含まれていなかった

のではないだろうか。なぜならばミクロネシア連邦のコス

ラエ島、ポンベイ島、マーシャル諸島のクワジャリンでは、

放射能の観測を実験の約二週間後に行い、それ以前

には行っていなかったからである。 

放射能の人体への影響についてアメリカは広島、長

崎の被爆者の調査で知っていたはずである。被爆者を

モルモット扱いにして治療はせず、データをアメリカに

持ち帰っている。もしアメリカが放射能の人体への影響

について公表していれば、世界の人々は核実験を行う

ことを許さなかったのではないだろうか。「熱帯地方以外

ではアメリカの南西部が、日本の 5 倍ほど死の灰を受け

ている」と資料にあるが、このことを一般のアメリカ市民

はどれだけ知らされているのだろうか。 

 

 

 

日本の漁船への影響は独

自に調査していく必要があるが、第五福竜丸以外に多

くの漁船が被災している。このことについて本来ならば

政府がきちんと調査し、対策を講じるべきである。それ

がなされていない今日、高知県の山下正寿氏の長年に

わたる調査、研究、そしてそれを南海放送のテレビで報

道されている伊藤英朗氏の地道な活動は、大変貴重で

ある。 

ニュージーランドのケイト・デュース博士（国連軍縮顧

問）は、高知の漁船の船員が被爆したことを調査された

山下氏に関するテレビ番組を DVD で見て、これは是非

イギリスの BBCやアメリカのテレビで報道してほしいと述

べている。第五福竜丸について知っている外国人は少

数であり、ましてや第五福竜丸以外の漁船の船員が被

爆して苦しみ死んだことは全く知られていないからであ

る。 

太平洋における核実験によって被爆し苦しんでいる

日本人の船員、太平洋の島々の人々、ニュージーラン

ドの元兵士の調査はそれぞれなされているが、今後は

調査結果について相互に交流し、アジア太平洋ネットワ

ークとしてデータをまとめて対策を講じていくことが必要

であると思う。また水爆の被爆者も無料で健診を受け、

治療を受けることができるようにするべきであると思う。 

（山根和代） 

 

 

 

 

 

 

映画 放射線を浴びた[Ｘ年後] 

映画の再上映会も検討されています。 

お見逃しの方は是非鑑賞されるようお勧めします。 

http://s.cinematoday.jp/res/T0/01/51/v1344234787/T0015171p.jpg
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福島・相馬地域への支援に行って思うこと 
向日市  米重節男 

 １１月中旬に長岡京市で原発をなくそうと運動している会の呼びかけで、乙訓で寄せられた支援米１２０

㎏を持って福島県相馬地域に行きました。現地では、食物への放射能汚染が人々の不安事になっており、

京都の米は喜ばれます。日本共産党が開設している南相馬ボランティアセンターを通じて、相馬市の大

野台仮設住宅の被災者に配って回りました。 

今回の活動では、新婦人南相馬支部の会員の皆さんとも懇談しました。４月まで避難地域だった南相

馬市小高区に住んでいた方もありました。津波で家族を亡くした人、放射能で家畜を殺処分せざるを得な

かった人、避難生活で家族が離れ離れになって暮らしている人、四国の孫が来たいと言っても南相馬に

は来るなと言っているとか、それぞれの人の暮らしが激変した１年８ヶ月のことを語ってくれました。 

原発については、事故が起こるとは考えたこともなかった。３０㎞先にあるとの意識もなかったのが正直

なところだと言う人が多くあります。いきなり何の予備知識もないままに放射能の危険を言われても、何が

本当なのか基準もわからず判断もできず混乱するばかり。情報もなく不安と不信でいっぱいだったとも語

られました。 

相馬市松川浦の漁港で話をしてくれた漁師は、海底に沈んでいるガレキなどを網で引上げる作業をし

ているが、放射能で汚染された海では漁もできないと嘆いていました。 

現地で話した人が共通して語られているのは、「原発事故さえなければ」という言葉。この後に続くのは、

「今頃は家の片づけもできたのに」「牛を殺処分しなくてもよかったのに」「米が作れたのに」「子や孫と一

緒に暮らせたのに」「漁もできたのに」「港の復旧も進められたのに」という話でした。それぞれの人の生活、

被災状況によって事情は違うものの、思いは一緒です。原発事故による被害が計り知れない大きなもので

あることを実感します。 

原爆被爆者が体験した放射能による被害・影響について知る人は、福島の地ではほとんど無かったと

思われます。広島・長崎・ビキニと３度もの被爆をしたことの実相は、ことごとく隠されて知らされていません。

広島・長崎の被爆者とフクシマ事故の被曝者は共通の課題があり、これまでの経験や研究の蓄積がフク

シマに役立つものがあると思います。被爆２世・３世の会もその角度からフクシマや原発を考えて、今後の

運動につなげることがあると思います。 

地震と津波の被災状況も視察しました。小高区は日中の立ち入りはできますが、電気以外は回復して

いないので、街中にはほとんど人が見当たりません。４月まで避難指定地域でしたので、地震で崩れた家

もそのままの状態です。人の背丈もある草が学校のグランド一面を覆っているのを見ると、自然の力は何

とすごいかと思い知らされます。津波で田に残った海水は天日で干上がるのを待つしかないとのことで、１

年半でやっと水がなくなったとの話でした。流された船や車が道路端に残されたままで、津波が及んだ限

界を示しています。被曝した牛を殺さず、研究用にとそのまま残って飼っている牧場も訪問しました。多く

の人にこれらの状況を見るだけにでも、現地を訪ねてほしいとの話もありました。 
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新婦人支部の会員と懇談（後向きの人） 
自宅の庭に放射能測定装置を設置して観測 

（京大の取り組み・南相馬市原町区） 

牛を飼い続けるエム牧場（浪江町） 

流された船と自動車（南相馬市小高区） 

除染作業の場所（ＪＲ小高駅の周辺） 

エム牧場の放射線量２．４７μＳｖ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線量計は０．３１６μＳｖ（南相馬市原町区） 

南相馬市小高区の無人の中心街 
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浪江町・馬場町長を囲んで 

仮設住宅へのカレンダー運び込み 

 
福島県浪江町と二本松仮設住宅の訪問レポート 

２０１２年１２月５日 右京区 佐々本好信 

 

 浪江町のみなさんに“いわさきちひろカレンダー”をお届けする日本原水協のとりくみに参加してきました。震災で避

難されている方々に、少しでも気持ちが届けられたら思い参加しました。 

各仮設住宅では自治会が設置されており、横の繋がりができるようになっていました。 

 福島県二本松市に設置されている浪江町役場で、馬場町長と対談し、以下のようなことが語られました。 

 国や東電がどこまで本気で考えているか、全然伝わっ

てこない。 

 避難区域３０キロ圏内には情報を流したが、浪江には

届いていない。そのため浪江町に避難された方々も多

くおられた。同心円で３０キロと考えていて、広島・長崎

の教訓が生かされなかった。 

 緊急時対策がまったく機能せず人々に混乱を与え

た。 

 現在、浪江町民だけでなく、各市町村の方々も全国に

避難されている中で、情報の交換に苦労されている。 

 健康調査では特に子供達にＡ２判断の子が約６割以 

上いた。 

 これから先いつ発症するか分からないので、各住民に独自の健康手帳を配り、少しの変化でも記録してもら

い、すぐに対応できる準備をしている。広島・長崎の被爆者団体の意見を参考にしている。 

 補償問題は慎重に検討して、国や東電とは信頼関係がないので、十分議論する必要があると思っている。 

 二本松市内にある仮設住宅を訪問しました。仮設住宅では写真やビデオをあまり撮ることができませんでした。私の

気持ちがそうさせました。東京・千葉・福島の原水協の方々と一緒に参加して、仮設住宅の集会所を訪ねました。とて

も足元が冷えます。それだけでここで暮らすことの大変さが分かりました。 

 １０軒以上の方々と話をさせてもらいました。「言いたいことは山ほどある。でも自分だけではない。今の現状の中で

出来る事をする。同じ仮設の住民同士で助け合ってやるしかない。」と語られていました。 

今回の訪問に参加しての感想です。 

あらためて原発は収束などしていません。これ以上原発被害を出しては

いけません。人の命・人の人生を狂わすことになります。これを防ぐには原

発をゼロにすることしかありません。何十年後を考えたら当然だと思いま

す。 

 昨年の東日本大震災のような自然災害は、最小限で済む努力は行われ

ていると思います。期待しています。原発事故は人災です。人災は防ぐこ

とができます。 

  最後に、「脱原発 私達はフクシマを忘れない。」 

 

 

 

 

Ａ２判定：健康診断（検査）結果において、わずかな所見はあるけれど正常 

範囲内のもので、次回検査まで経過観察を要する判定。 

Ｂ、Ｃ判定は速やかに二次検査をする。 
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米重節男さん 

小学３年の時に広島復興博覧会に行き、原爆資料館を見学しました。その時の担任の先生が、勤務

していた長束小学校で体験した原爆が落とされた時の様子を話してくれました。その頃に、母が被爆し

た姉を助けに高田郡から宇品まで行ったことを聞かされました。 

私が被爆２世を意識したのは、母の被爆者手帳によります。思えば「被爆者」は身の回りに多くいま 

した。母が助けに行った伯母や兄嫁、母がしていた内職の卸元のおばさ

ん。学校では「子どもの時に比治山のＡＢＣＣに無理やり連れて行かれた」と

言っている学生もおり、「○○さんはピカでやられたげな」などと原爆や被爆

のことは日常の話で、それぞれの「被害」がありました。内職の卸元のおばさ

んは、最後は原爆病院に入院し「体から原爆のガスが出ている」と口走りな

がら、気がふれて亡くなりました。 

日本は３度も核兵器による被爆実態を隠し、今度はフクシマで被曝者を

作っています。核の被害と影響は長期に及ぶだけに被爆の実態を広く知ら

せ、社会の共通認識にするためにも被爆２世・３世の運動が必要と思ってい

ます。 

２０１０年平和行進の通し行進者で「長崎～広島」を歩く 

会員紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田妙子さん 

インターネットで「原爆 小田政商店」と検索すると、爆風と炎 

上でアメのようにグニャグニャになった鉄骨ビルの写真がでてき 

ます。爆心地から８７０メートル、胡町にあった父が経営する呉服 

問屋の写真です。家は幟町にあり、臨月で山口に疎開していた 

母以外、家族は全員被爆しました。９月に生まれた姉は、1年後 

に死にました。 

私が３歳のとき、父が事業に失敗し失踪したため、私たちは母の実家があったこの京都に来ました。

そんな事情もあって、家では広島や原爆の話はタブーみたいになっていました。 

大学１回生のとき、原爆パネルを借りに原水協に行き、京都被災者懇談会を知りました。「二世なら世

話人になってほしい」「うちは小田政さん専門の旅館をしていた」「毎朝、店の前を通って学校に通って

いた」………世話人の方から聞く話はどこか懐かしく、それ以来のお付き合いです。 

現役時代は、仕事や労働組合に忙しく、名前だけの世話人でしたが、今回、二世三世の会の立上げ

に関わらせてもらい、長い間かかえていた宿題が一つできたような気がしています。 
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あなたの感想・ご意見 
会報№２（２０１２年１２月１０日）のアンケートで寄せられた感想・ご意見です。 

■会報№２（２０１２年１２月１０日）についての

ご意見・ご感想 

●２世・３世の置かれている現状がよくわかりま

す。自治体によっても対策が全然違うのは国とし

ておかしい。 

被爆者がずっと無きものにされようとしてきた中で

の戦いはいかに大変だったか。 （市田里佳） 

●会報で二世健診に関する情報を府民だよりで

知ることができることを知りました。来年はきちんと

読むようにしたいと思います。 

地方自治体の被爆二世対策の記事はとても貴重

であると思いました。        （山根和代） 

●二世健診が援護法付帯決議に基づいていると

は知りませんでした。 

地方自治体で内容がバラバラ・・・・・・おかしい

ぞ！                   （畠中孝敏） 

 

あなたも会報についての感想、身近な情

報、いろんな思いをお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

Ｐ 

井坂博文さん 

自分が被爆２世であることを知ったのは、高校生の頃でした。 

クラスの社会研究でヒロシマの被爆を取り上げて発表会をしたと 

きに、父に聞きました。学徒動員で原爆投下の直後に広島に入 

った「入市被爆」でした。 

 京都の大学に進学し、原爆投下の背景に日本が起こした戦争 

があったこと、アメリカが戦争の早期終結を口実に原発を投下し 

たこと、を知りました。「戦争がなければ原爆投下もなかったし、被爆者も生まれなかった」。そしてこの

戦争に唯一反対して闘ったのが日本共産党だったことを知り、入党しました。 

 その後、学生運動、青年運動の中で原水爆禁止運動のとりくみを経て、市会議員となり「戦争と核

兵器のない世界の実現」を政治信条にしてきました。 

 昨年の総選挙で自民党が「圧勝」し、安倍政権が復活しました。「自衛隊を国防軍に」「原発再稼働

と新規原発建設の促進」を掲げています。とんでもありません。核戦争による被爆者も、原発事故によ

る被曝者も二度とつくってはなりません。 

 １月４日の金曜日、関電京都支店前のスタンディングアピールに１世、２世の仲間のみなさんと参加

してきました。 

 

●健康問題が一番心配です。   （椎原園美） 

 

■私達のとりくみに関わる情報提供など、どん

なことでも 

●フクシマの事故でまた被爆者を作ってしまった

日本。いったい何度繰り返せば国は命に向きあっ

てくれるのだろうか。 

先の戦争でも、フクシマでも、心から反省しなけれ

ば何も学ぶことはできない。反省なしで正しく前に

進めるはずがありません。 

そう思います。             （市田里佳） 
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■漫画「はだしのゲン」の作者 中沢啓治さん逝く７３歳 
広島原爆で被爆した体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の作者、中沢啓治

（なかざわ・けいじ）さんが１９日、肺がんのため広島市内の病院で亡くなったことが

分かった。７３歳。葬儀は近親者で営まれた。 

 広島市の神崎国民学校（現・市立神崎小学校）１年の時、爆心から１．２キロにあ

った学校の前で被爆した。塀の陰にいたため、奇跡的に助かった。父と姉、弟は自

宅の下敷きになって被爆死した。 

 中学を卒業して看板屋で働いた後、漫画家になるため１９６１年に上京した。当初

は原爆と無関係の作品を描いていたが、被爆者だった母親が６６年に死去し、火葬

した際に骨が粉々で原形をとどめなかったことをきっかけに、原爆への怒りを込めた

作品「黒い雨にうたれて」を６８年に発表。７３年、週刊少年ジャンプ（集英社）で「は

だしのゲン」の連載を始め、８７年に完結させた。単行本は１０００万部を超え、十数

カ国で翻訳出版されたほか、映画にもなった。 

 プロ野球・広島東洋カープの大ファンで、「広島カープ誕生物語」を描き上げたの

を最後に０９年、網膜症と白内障による視力低下を理由に漫画家を引退した。その

後は精力的に講演などで被爆体験を語ってきたが、１０年秋に肺がんで入院し、以

降は入退院を繰り返していた。 

 １１年８月、自身の被爆体験を語ったドキュメンタリー映画「はだしのゲンが見たヒ

ロシマ」が公開された。毎年８月６日にある広島市の平和記念式典は「つらい体験を

思い出す」と長年避けてきたが、１１年の式典に初めて出席した。 

 ０２年、第１４回谷本清平和賞を受賞。毎日新聞が０６年１０月から続けている記録

報道「ヒバクシャ」でも、反核・平和への思いを繰り返し語っていた。 

（２０１２年１２月２５日 毎日新聞） 

 

scrapbook 

■被爆２世、連携の輪…「親の体験、語り継ぐ」 
広島、長崎の被爆者の子どもらでつくる「被爆２世」のネットワークが広がっている。今年、京都府、

熊本県などで新たに「２世の会」が結成され、１５府県で活動中だ。原爆投下から６７年。親世代が進

めてきた核兵器廃絶運動などの継承とともに、２世ならではの取り組みの模索も続いている。 

 「今、２世が動かないと、被爆体験は忘れ去られてしまう」。１１月に結成された「熊本県被爆二世・

三世の会」会長の青木栄さん（５１）は危機感をにじませる。会員は１６人だが、「他県の２世たちとも連

携して、被爆者運動をしっかり引き継ぎたい」と話す。 

日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）などによると、１９７０年代から労働組合の中に２世の

組織ができ、９０年代以降、地域単位の会がつくられるようになった。読売新聞の調べでは、現在、広

島、長崎両県をはじめ、神奈川、大阪、兵庫、福岡など１５府県に組織がある。 

■高齢化 

結成が相次ぐ背景にあるのは親世代の高齢化だ。国内の被爆者健康手帳所持者は最多の８０年

は約３７万人だったが、今年は約２１万人に減り、平均年齢は７８歳となった。 

戦後生まれの２世自身も定年時期を迎え、健康不安を抱える人が増えているのも要因だ。原爆の

放射線が子どもにどう影響するかは未解明だが、広島県原爆被害者団体協議会（坪井 直理事長）

が昨年、県内の２世を対象にした調査では、３割が「親の被爆と自分の健康に関係がある」と回答して

いる。 

同県被団協には２００９年に「被爆二世部会」ができ、約２０００人の会員がいる。親らから体験を語り 
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継ぐ活動のほか、年１回の健康診断のみとなっている国による２世の援護策拡充を求めていく考え

だ。 

■温度差も 

一方で、「自分たちに何ができるか」と悩みながら活動する人も少なくない。 

今年１０月に発足した「京都『被爆２世・３世の会』」の平信行さん（６１）は「悲惨な体験を基に活動し

てきた親世代の意思を継ぐことは、そう簡単ではない。２世の中でも意識に温度差がある」と言う。「神

奈川県原爆被災者の会二世支部」の高井仁さん（５７）は「仕事を持つ人も多く、現状では、親の組織

を手伝う以外の活動は難しい」と打ち明ける。 

日本被団協は今年、活動支援のため、各地

の２世が加わる「二世委員会」を設置。１０月、

東京で初の２世全国交流会を開き、約３０人の

２世らが各地の活動などについて話し合った。 

                                   被爆者で、「二世委員会」委員長を務める中

村雄子さん（8０）は「さまざまな議論から、２世共

通の目標を模索してもらいたい。親世代も共に

歩んでいきたい」と期待を寄せる。 

（２０１２年１２月３１日  読売新聞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １２月６日ノーモア・ヒバクシャ訴訟報告集会              １２月２３日被爆者をはげますつどい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月４日 今年最初の「脱原発・関電京都支店前アピール          １月６日 今年最初の６・９行動   

http://osaka.yomiuri.co.jp/zoom/20121231-OYO9I00178.htm

