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 今回の総会は第一部で、橋本ちあきさん（マ

クロビアン、子育て・食カウンセラー）によ

る「“被ばくをこえて”～放射能時代を生き

る」と題した学習講演を行い、橋本さんの４

０年近くになる実践に基づいた貴重で豊か

なお話しを聞かせていただきました。 

講演録は次号の会報に掲載します。 

 第二部の冒頭、福島県から京都府へ避難され

ている、原発賠償京都訴訟原告団共同代表の

福島敦子さんから挨拶をいただきました。 

（４ページに掲載しています） 

 議案の提案を行い、提案に基づいて意見交換を行いました。主な内容の要旨を以下に紹介します。 

① 原発事故で家族と子ども健康被害を大変心配していて、そのために今回の学習会にも参加させ

てもらった。議案提案の中で、韓国では被爆二世の健康調査を国の機関が行っていて、深刻な

調査結果であったことが触れられていた。韓国の被害のことにも大変興味があり、知りたい。

このことについての学習会も開催されることを希望する。今後につなげていくためにも。 

 （回答）とてもいい提案だと思う。できることなら、韓国でこの問題に携わっている人が

来日された際に協力をお願いして、学習会ができたら素晴らしい。 

② 「２世・３世の会」として核兵器廃絶、脱原発運動にとりくむのは当然だが、韓国の被爆者問

題に関わる際には、絶対に過去の日本の植民地支配の問題も含めて勉強することが必要だと思

っている。 

③ 正会員と賛助会員の区別をなくすこと、年会費の変更、この二つの改定に賛成。ただし規約の

改定だから、総会としてはっきりと決めたと確認するようにした方がいい。（ → そのよう

にしました。） 

④ 方針提案に全面的に賛成。特に、「２世・３世の会」が「放射能の影響がどうだったのか」に

ついてとりくんでいくことの意味は非常に大きい。昨年８月にトルコを訪問した際、トルコの

黒海沿岸ではチェルノブイリ原発事故の影響と思われる被ばくとガン患者の多発が語られて

いた。今回の訪問時、その黒海沿岸の実態をきちんと調べている研究者の講演があり、聴衆か

ら「私も同じ症状に見舞われている」といった発言が相次いだ。トルコでは今、３０年前のチ

ェルノブイリ原発事故による放射能被害の問題が明らかにされてきている。新しい被害の発見、

これまで焦点化されていなかった被害だ。あらためて、世界中で被ばくの問題を問う流れが強

まってきていると思う。私たちの会がこのようにとりくんでいくことは大きな意味がある。 

４月１８日（土） 

京都「被爆２世・３世の会」２０１５年次総会を開催しました！ 
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プーチン大統領の核兵器使用言動に対する抗議文、その多言語化の発信は反響が大きい。肝心

のロシア語はまだだが、頑張っていきたい。 

⑤ 来年の２月には京都市長選挙がある。４月１４日に福井地裁で高浜原発３・４号機の運転差し

止め仮処分決定がなされたが、隣接都市である京都市の、今の市長は何のコメントもしない。

関西電力に対して「原発再稼動方針を止めろ」とい意見を言うべきなのに、再稼動に反対しな

い態度だ。まともな避難計画も策定しない。私たち「２世・３世の会」としても、原発廃止を

求める幅広い市民運動と連携して、「こんな市政でいいのか」ということを考えていく必要が

ある。 

 方針、規約の一部改定、決算・予算、２０１５年度の世話人のすべてを提案通り決定しました。 

議案書は別途お送りしています。 

 ２０１５年度の世話人のみなさんは下表の通りです。 

井坂 博文 京都市北区  

吉田 妙子 京都市北区  

堀  照美 京都市上京区  

佐々本好信 京都市右京区 世話人会副代表 

平  信行 京都市南区 世話人会代表 

米重 節男 向日市  

石角 敏明 長岡京市  

谷口 公洋 城陽市  

鳥羽 洋子 茨木市  

石田 信己 京都市左京区  

守田 敏也 京都市左京区 新規 

 総会、とても良かったですね。 

ひとつに橋本ちあきさんの講演がとても良かったです。 

ふたつに議案が十分に討論されていたので、総会も引き締まってとても良かったと思います。 

すべてをご準備いただきお礼申し上げます。 

（守田敏也さん） 

 その他、橋本ちあきさんの講演に寄せられた感想は次回講演録と一緒に紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

まだの方は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。 

 総会後の感想から 

 総会には母と参加させていただきました。

糖尿病を抱える母の食事のありかたや自

身の食の自立について改めて考えさせら

れました。ありがとうございました。 

今後の課題として被爆者の方々の参加も

呼びかけ、共に考えられる総会になればも

っとよいかと思いますが、事前の打ち合わ

せや当日の支援体制なども必要となり、難

しいでしょうね・・・。 

（鳥羽洋子さん） 
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京都「被爆２世・３世の会」２０１５年度年次総会（２０１５年４月１８日）での 

原発賠償京都訴訟原告団共同代表・福島敦子さんのごあいさつ 

 

 

みなさん

こんにちは。 

今日は京

都「被爆２

世・３世の会」

の総会であ

いさつする

機会をいた

だきありが

とうござい

ます。私は福

島から来た

福島敦子と

申します。よ

ろしくお願

いいたします。 

私は福島県の南相馬市から木津川市に避難し

ています。来たのは２０１１年の４月です。２０

１１年３月１１日の地震の時は、南相馬の地震の

被害というのは塀が崩れるくらいで大きな被害

の程度ではなかったのですね。大きかったのは津

波の被害です。３月１２日にはすでに朝早くから

避難区域の方たちがどんどんどんどん南相馬に

も避難してきていて、人が溢れるような状態にな

っていました。その日は土曜日だったのですが、

私が職場に行くと、職場には知らない人たちがた

くさん来ているような状態でした。足の確保ので

きない人たちが、同じ浪江町の人の車に乗せても

らって一緒に来ていました。私たちも炊き出しを

したりして救援しました。 

３月１２日の時点でもう広島県福山市や、新潟

県から消防団がすでに、応援に来ていました。そ

れはすごく有り難かったです。みなさん大変な思

いもしながら、本当にはるか広島県などからも応

援に来てくれるんだと思って。その時にはまだ被

ばくなどは考えていなかったでしょうけど。そん

な大変な状況になっていました。 

そして１２日の夜には私たちは避難すること

を決めたのです。それは、午後３時頃原発が爆発

したというニュースが防災無線から流れたから

です。私は下水処理場に勤めていました。環境問

題の方は大学の時に勉強していたので、チェルノ

ブイリのことなど放射能被害はいつも頭の中に

ありました。このままでは子どもたちも大変なこ

とになると思い、風の向きだけを考えて福島市の

方向へ逃げたのです。ご存知のように福島市は放

射線量が大変高いところになっていました。です

から私たちは線量の高い方向へ逃げていたので

す。 

私たちは福島市で３週間ほど避難生活をして、

その後京都へ来ることとなりました。京都に来て

から最初にショックを受けたのは、みんなが普通

に生活していることでした。当たり前のことです

が。それまでの私たちは毎日長靴を履いて、この

ラボール京都のようなだだっ広いところに、ただ

ただ毛布を敷いて、毛布の上だけが自分のスペー

スなんですけど、そうした生活を３週間もしてい

ました。京都に来て、ハイヒールを履いた、綺麗

な金魚のようなヒラヒラとした格好の女の子を

見た時にはとてもショックを受けました。私たち

は１週間もお風呂に入らないような生活をして

いましたから、ギャップが大きかったのです。 

ただその時に、とてもショックを受けていたそ

の日に、京都の原発反対のパレードを見たんです。

赤ちゃんを連れたお母さんとか、杖をついたお年

寄りだとかも含めてみんなが原発反対のパレー

ドをしていたのです。私は京都に来てとても孤独

感を感じつつ、そのパレードを見た時、心の中で

「これはやっていけるんじゃないか」とすごく思

ったのです。だからそれ以来寂しいと思ったこと

は正直言ってないのです。今年４年目を迎えまし

たが、とても心強く思っています。 
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私はＡＤＲ（訴訟手続によらない紛争解決方

法）という東電との交渉をやっていました。ＡＤ

Ｒの交渉の最中、野田前総理大臣が大飯原発を再

稼動させる話が出たことがありました。私は頭に

カチンと来ていましたので、ＡＤＲ交渉の後の記

者会見で野田総理の再稼動を認める姿勢につい

て発言しました。テレビでも新聞でも私の発言が

取り上げられたりはしませんでしたけど。 

ＡＤＲってなかなかうまくいかないんですよ。

東電との直接の交渉を弁護士の先生が間に入っ

てくれて進めるのですけれども、話し合いは主に

東電側の考えでまとまってしまうので、これでは

駄目だ、これは裁判しなきゃいけないな、という

ことで、私たちは原発賠償京都訴訟を闘うことに

なりました。京都だけでなく大阪や兵庫にもどん

どん広がっています。 

裁判で何を闘っているかというと、 

① 避難したことが正しいということを認め

ていただくこと 

② そして国と東電に責任を持っていただく

こと 

③ 真相の究明をしていただくこと 

④ そして大事なことはですね、法制化なんで

す。 

私たちの住宅問題とか、雇用の問題とか、子ど

もたちの健康被害の問題とか、つめていかなけれ

ばならないことを、この裁判を通してやっていこ

うとしています。 

この法制化のとりくみについては、実は「２

世・３世の会」の方々、そして被爆者のみなさん

に非情に感謝しています。お知恵を借りています。

力も借りています。被爆者援護法制定運動に非常

に粘り強く取り組んで来られた先人のみなさん

の知恵というものを私たちは踏襲していかなけ

ればならないと思っています。 

去年の８月、私たちは原告と子どもたち９人、

それに支援して下さっている方たちと、広島で行

われた原水爆禁止世界大会に参加してきました。

原水禁系と原水協系の二つともです。そこで発言

の機会をいただいたり、また広島や長崎の方々の

温かい言葉もいただいてまいりました。その中で

非常に印象的だったことが３つありました。まず、

「被ばく者として自覚を持て」と言われました。

「私は被ばく者です」というのは、これはとても

心にくる言葉でした。そして「人権の問題として

闘え」と言われました。そして「国の内外で原発

被害の実態を語り続けていけ」と言われました。

この３つの言葉は非常に心に留めなければいけ

ないことだと思いました。広島に行って良かった

なと思いました。運動が今に通じているのは、広

島があったからだと私は思っています。このこと

があったから法制化の重要性を考えられるよう

になりました。 

京都「被爆２世・３世の会」のみなさんとは原

発賠償京都訴訟を通じて縁ができました。裁判で

は傍聴席をいっぱいにしなければならないので

す。京都地裁で一番大きい１０１号法廷で、１０

０人ぐらい入るところでやっています。傍聴席を

いっぱいにしないと司法はそっぽを向いてしま

います。私たちがどれだけ怒っているか、私たち

はこれだけ真剣にやっているんだということを、

傍聴席を満杯にして示していかないといけない。

そのための支援の要請をいろんな方々にお願い

していきました。京都原水爆被災者懇談会も訪問

して、会議中にお邪魔したのですが、快く受け入

れていただいて、私たちの訴えを聞いていただき

ました。訴訟は大阪や兵庫県にも広がっています

が、近畿地域全体の交流会を行った時、「２世・

３世の会」として励ましの言葉もいただきました。

裁判の時にはいつも傍聴にかけつけていただい

て盛り上げていただいています。私たちの住宅問

題の署名運動にも非常に協力していただきまし

た。これを持って来月には復興庁とか福島県など

に行って申し入れをしてきたいと思っています。 

みなさん本当にご協力ありがとうございます。

これからも、被ばくの影響を受けているもの同士

として、私たちの訴訟やとりくみと、みなさんの

運動と、お互いに協力しながらやっていきたいと

思います。みなさんのお知恵をお借りしながら力

強く進んでいきたいと思います。 

今日は本当にありがとうございました。がんば

りましょう！ 
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「丹後半島Ｘバンドレーダー基地」について 
投稿  石角敏明さん（長岡京市） 

 

山陰海岸ジオパークの一部を占め、「袖志の棚田」でも有名な、京丹後市袖志に「米軍Ｘバンドレー

ダ基地」が建設されているのは、皆さんご存知の通りですが、この基地を見てまいりました。これはそ

の感想というか、見聞記です。 

基地の場所は、丹後半島の先端「経ケ岬」（灯台で有名ですが）から、車で 40～５０分かかります。

しかし周囲？はまだ工事中で、工事車両やプレハブが立っていて、少し注意を払わないと、見過ごして

しまいそうです。「この辺に、基地があるはず」と注意をしながら、車を走らせておりましたので、発

見できましたが、興味？というか「袖志に米軍基地が造られている」という知識がなければ、「何か工

事をしているな」という感じで、通り過ぎてしまいそうな場所です。途中に「米軍基地反対」というよ

うな看板ポスターも立っていないので、殆どわかりません。 

 注意を払いながら、走っていると、突然という感じで、例のグリーン？をした建物が見えてきました。

それも屋根の一部が見える、という感じです。その横にという感じでお寺が立っており、そのお寺に「お

参り」にきた、という感じで車を止めました。当然のように警戒中の警察官から、職務質問のような感

じで「免許証」の提示を求められました。この警察官は、京都市内から派遣をされてきており、若い警

察官でした。 

 基地の周囲はといえば、工事中でまだ「全体像」が見えませんが、異様な音がしておりました。何と

も言えない音で「ウオーン・ウオーン」という音が、２４時間しているそうで、警察官の話では「想定

外のことで、集落から苦情が出ている」ということでした。この音を一日中「聞いていないといけない」

というは、苦痛を感じると思います。もう少し近くにいって「基地」を見たいと思っても、警察官が厳

しい監視の目を光らせており、近づくことは難しいです。また工事現場にも、ニュース等で「テロ防止

用」の大きなコンクリート壁が出てきますが、それが置いてありました。もちろんその壁には「立ち入

り禁止」という大きなシールが貼ってあります。 

 丹後半島の風光明媚なところに、こんな迷惑な「米軍基地」が造られている、ということを、もっと

皆に知ってもらう必要がある、と思いながら帰ってまいりました。 
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■４月２６日（日）、「福井地裁の高浜原発運転差止・仮処分決定！京都報告会」が催されました。報

告会の最後に関西電力宛申し入れ書が提案され参加者全員で確認しました。以下紹介です。 

 

 

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠 殿 

申入れ書 

福井地裁の高浜原発３、４号機運転差止・仮処分決定を受け入れ、 

関西電力が所有する全ての原発の即時廃炉を決定されるよう申入れます。 

 

４月１４日、福井地裁は、住民の人格権、すなわち人が安全に安心して自由に人間らしく生きる権利

を侵害する恐れのある高浜原発３、４号機の再稼働を認めないとする仮処分決定を出しました。この決

定は、昨年５月２１日の大飯原発の運転差止判決に引き続いて、福島第一原発事故の惨状を直視し、原

発が持つ本質的な危険性を認定したものです。 

今回の仮処分決定では、貴社や原子力規制委員会が採用している基準地震動の予測法は緩やかに過ぎ、

使用済み燃料の保管は極めて困難であり、保管プールの耐震性が貧弱である点などをあげ、新規制基準

による審査が欺瞞に満ちていることも明らかにしています。このことは、規制委員会が行っている全て

の原発の再稼働審査が正当でなく、したがって、例え規制委員会が適合と判断しても、原発の安全運転

は保証できず、原発再稼働は許されないことを示しています。また、決定全体を通して、原発は人類の

手におえる技術でなく、人類と共存し得ないことを指摘しています。 

この仮処分裁判において、貴職に率いられる関西電力は、裁判中に誠実な応対もせず、結審において

は裁判官忌避という極めて異例な行動を行いました。さらに、判決文を真摯に受け止めず、高浜近辺の

みならず関西を始めとする広域の住民の安心・安全と地球の保全を最優先する今回決定の主旨を理解せ

ず、１７日、決定を不服として、異議と差止めの執行停止を福井地裁に申し立てました。日本国憲法で

定められた三権の一つ、司法権を軽んじる、許しがたい行為です。貴職がこのような行為を行うのなら、

万が一にも事故が発生した時の責任の取り方を、明確に示すべきですが、住民の生命を奪い、人々に筆

舌に尽くし難い苦痛を与え、広域を放射性汚染させたとき、責任の取り様が無いことは、福島の惨事が

実証しています。 

ところで、周知のように、福井地裁だけでなく、国民の大多数も脱原発を求めています。今、脱原発

を求める国民は、調査機関や調査法によらず６０～８０％と多数派です。原発立地で、経済的に原発依

存度の高い若狭の住民の中にも「原発はない方が良い」という声は多数あります。それは、①原発は人

類が制御できる装置ではない、②原発重大事故では、避難は著しく困難で、避難者は永遠に故郷を失う、

③重大事故では、極めて広域（若狭で事故が起これば、近畿、中部、中国、四国まで）を被害地にする

ことが、福島の大惨事によって不幸にも実証されているからです。 

一方、福島原発事故以降の経験は、原発に頼らなくても電力不足には陥らないことを教えています。

また、省エネ機器の開発、水力、火力、その他の発電法の効率化、蓄電法の開発が加速しています。天

然ガス、メタンハイドレートなども次々に発見され、太陽光、風力、波動、地熱発電法も進歩を重ねて

います。したがって、何十万年もの保管が必要な使用済み核燃料などの手におえない負の遺産を残す原

発は、厄介者以外の何者でもないことを多くの国民が認識しているから、脱原発を願うのです。 
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なお、貴社や政府が再稼働を強行しようとしている高浜原発３、４号機の廃炉には、今がチャンスで

す。それは、貴職も良くご存じのように、原子炉中の核燃料の放射線量および発熱量は、３年以上の運

転停止によって、かなり減少しているからです。しかし、再稼働すれば、元に戻ります。 

以上の理由により、私たちは、貴職が高浜原発３、４号機の再稼働を即時断念され、廃炉作業に着手

されるよう強く要望し、その旨、厳重に申入れます。 

２０１５ 年 ４ 月 ２６ 日 

福井地裁の高浜原発運転差止・仮処分決定！京都報告会 参加者一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

紹介：鳥羽洋子さん（茨木市） 

■ＮＮＮドキュメント‘１５ ９条を抱きしめて 元海兵隊員が語る戦争と平和 
５月３日（日）24時５５分～２５時５０分 日本テレビ系全国ネット 

５月３日の憲法記念日の深夜、 

アレン・ネルソンさんのドキュメ 

ンタリー番組があります。既に昨 

年の例会で見ていただきましたが、 

彼のベトナム戦争での体験とその 

後の活動を記録したＤＶＤ「９条 

を抱きしめて」に新たなインタヴ 

ューやカットされていたシーンも 

加えた改定版を番組で流すようで 

す。ＤＶＤ作成の中心となったデ 

ィレクターの阿部裕一（広島出身 

の被爆二世でもあります）さんは長い間この番組から外されていましたが、このたび復帰し、早速

アレンさんを特集することにしたそうです。実はこのＤＶＤの制作には３年前私も加わり、福井高

校の教え子たち（アニメ声優専門学校生）がアレンさんのベトナムでの体験劇画シーンで声優とし

て出演しています。以前のようにアレンさんを授業にお呼びすることができなくなったので、かわ

りにこのＤＶＤを見せていますが、生徒にも好評で、「平和はここから、あなたたちから始まる、と

いうアレンさんの訴えが心に響いた。９条を守りたい」という感想が相次いでいます。 

是非、５月３日のＮＮＮドキュメンタリーご覧下さい。そして、阿部さんのような良心的な方の

番組を応援するためにも、できましたら下記あてに感想をお寄せください。 

〒５４０－８５１０ 大阪市中央区城見２－２－３３  読売テレビ放送(株) 報道局「ＮＮＮドキュメント」班 

tel：０６－６９４７－２３６５ fax：０６－６９４２－７７４７ 
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紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

 

■フクシマ２０４６ 

「やっと」と言うか「もう」と言うか、あれから４年経ち、復興の取り

組み・問題点等は、マスコミでよく取り上げられるが、「福島原発の健

康被害」の事を取り上げたのを見ません。それだけ関心が薄れてきてい

るのでしょうか？ 

 ４年ではなく、十数年あるいは数十年後は、どうなっているのでしょ

うか。そんな問題意識を持って書かれた本が「フクシマ２０４６」（ビジネ

ス社）です。 

内容は、福島を取り上げたのではなく、アメリカ「スリーマイル島」

の原発事故の発生時の動きと、その３５年後を書いた本です。住民に対

する政府の動き・情報提供の仕方、電力会社の対応、そして「住民」の

動き・運動が、住民を取材し、記事にまとめられています。 

 読んで驚きました。「スリーマイル」で起こっていたことが、まるで 

コピーをしたように福島でも起こっている。住民避難の遅れ・電力会社、政府の発表がコロコロ変わ

る・矛盾する、そして住民の不信感が募る。そして、この間行われてきた健康調査に関する取り組み・

訴訟に立ち上がった住民への取材、今後日本で起こるであろう、と思われることが取り上げられてい

る。又、疫学・統計学上の専門用語の日本語表記についての問題点も指摘されている、最後に教訓が

まとめられているが、日本の医学者の問題点も取り上げられており、今後の福島を、特に裁判問題を、

考えるうえで参考になる本ではないだろうか。 

 

■封印されたヒロシマ・ナガサキ 

 放射能の影響調査には、１０年以上の期間が必要だといわれている

が、短期間というか、すぐに「放射能の影響はほとんどない」とアメ

リカが発表し、そのことに「日本」がどのように協力したのか、とい

うような歴史的事実を追求してきたのが「新訂増補版封印されたヒロシ

マ・ナガサキ」（凱風社）です。今言われている「被曝線量」の数値が如

何に「でたらめ」で「いいかげん」であるかが、事実をもって説明さ

れている。とにかく「原爆」（放射能）の影響を隠そう隠そうとする、

姿勢があらゆるところで、見られる。しかし、その裏では「データ」

を集め核戦争に備える、という対応が見え隠れする。アメリカでは「戦

争を早く終わらせるために、原爆投下は効果があった」という意見が

多数を占めている、という報道がなされるが、アメリカ国内の取り組

みを知ってみると、「なるほど」と納得させられる。しかし、問題なの

は、戦後、アメリカを中心に積み重ねられてきたデータを反映した「 

線量推定方式」が、唯一の「科学的な研究」として原爆症認定集団訴訟で、国側の根拠として出さ

れてきていることである。みなさん、ご存じの「Ｔ６５Ｄ」とか「ＤＳ８６」というシステムです。

そのため、黒い雨に打たれた人など、残留放射線によって被曝した人々が起こした申請は、原爆と 

ビジネス社 
1,２００円（税別） 

凱風社 
3,000円（税別） 

http://www.business-sha.co.jp/2015/02/%e3%83%95%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%9e%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%94%ef%bc%96/
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の因果関係はない、と却下されてきました。原発とは違った「放射能」の恐ろしさを知る上で、参

考になる。しかしアメリカの対応というか、姿勢には大変恐ろしいものを感じる。 

 

■「内部被曝」、「隠された被爆」 

「封印された～」でも指摘されているが、「ＤＳ８６は、外部被曝の

みが計算され、放射性物質を内部に取り込むことによって起こる内部被

曝は計算されていない」問題を解説された書物が「内部被曝」（岩波ブ

ックレット）と「隠された被曝」（新日本出版社）の２冊である。（著者

の守田さんは、２・３世の会の会員：矢ケ崎克馬さんは矢ケ崎響さんの

お父さん） 

ここには、とかく難しい話になりがちの、放射能のこととかが、わか

りやすく、理解しやすいように短文でまとめられている。内容は「大変

意味深い」、私の感覚からすれば「少し怖い」ことが、書かれている。

特に内部被曝については、恐ろしさを覚えた。この間、２世・３世の健

康問題が論議になっているが、内部被曝の影響が出てくるのでは？と考

えてしまうのは、私だけでしょうか。福島ではこの問題が「どのように

理解」されているのでしょうか。 

「内部被曝」の影響・怖さだけが掲載されているのではなく、放射能

とどのように「共存」していくのか、という点からも「視野」の広い話

がとりあげられている。免疫力をあげるために注意すべきこと・東北の

被災者を支える活動の提案等、幅広い話が掲載されており、内容は専門

書と比較して遜色はない。放射能汚染問題の基本を知る上でも、わかり

やすく書かれてあり、理解するのに役に立つ本であった。 

（この本のすばらしさは、著者本人に聞いて頂いたほうが、一番わかり

やすい、と思いますが） 

 

■広島ＴＯＤＡＹ 

なお、この本にも、少し紹介されているが、原爆投下後連合軍の報道規

制前に、広島に入り放射線被爆について世界最初の報道をしたウィルフレ

ッド・Ｇ・バーチェットの著書があります。（「広島ＴＯＤＡＹ」（連合出版・

１９８３年発行）興味関心ある方連絡ください。ロンドン・デイリー・エ

クスプレスに掲載された記事も全文載っています。 

「封印されたヒロシマ・ナガサキ」も上記の本で知りました。 

岩波ブックレット 
５８０円（税別） 

新日本出版社 
１，２００円（税別） 

連合出版 
１，６００円（税別） 

 

広島ＴＯＤＡＹ 

画像はありません。 

http://honto.jp/lb.html?prdid=03525978&srt=1
http://www.shinnihon-net.co.jp/general/detail/name/%E9%9A%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%A2%AB%E6%9B%9D/code/978-4-406-05373-0/
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■「２世・３世の会」の会報で原爆の悲惨さをあら

ためて感じています。 

花岡和子さん（京田辺市） 

総会に出席する予定でしたが、知人が市長選挙

に出ることになったので、選挙応援のため参加で

きなくなりました。すみません。 

原爆のことは島（能美島）で育ちましたので直

接の被害は少なく、原爆の怖さは実感することは

ありませんでした。入市被爆した父も原爆のこと

について話すことはありませんでした。会報で紹

介されるみなさんの被爆体験を読むことで原爆

の悲惨さをあらためて感じています。 

最近になって、島内でも市内に近い所に住んで

いた従兄弟が、原爆が投下された時家の窓が割れ

たとか、海岸に流れ着いた死体を集めて焼いたと

かいう話をしていました。母は窓の外がピカッと

光ったと言っていましたから、小さな島でも北と

南とでは状況が違ったようです。父を探しに入市

した義光は４０歳過ぎにガンになり、５９歳で闘

病の末に亡くなりました。 

原爆が地球上で使われなくなることを願って

います。 

 

■「原爆の像」映画製作のイベントトークに出演し

ます。 

井上哲士さん（左京区） 

被爆二世、三世の会」の皆様、総会、ご苦労様

でした。当日は欠席して失礼しました。 

さて、「原爆の子の像」佐々木さだこさんに関

する映画作成が進んでおり、縁あって、五月五日

に大阪でそのイベントでトークすることになり

ました。お時間があれば、ご参加ください。 

●増山麗奈新作監督映画「サダコの鶴～地球をつ

なぐ」中間報告 ５月５日（火）午後１時～ 

 ＮＰＯ法人 淀川文化創造館シアターセブン 

 

■核兵器廃絶アピール署名目標達成！ 

吉田妙子さん（上京区） 

総会はいろいろお世話になりました。何もお手

伝いできず、申し訳ありませんでした。 

ＮＰＴにむけて京都の新婦人の５万筆目標、達

成しました。上京新婦人も４千筆を超える署名を

あつめ、貢献しました。 

下記のような学習会がありますので、お知らせ

します。 

●原発と健康問題学習会／原発事故がもたらす

深刻な健康被害について 

５月１９日（火）午後６時３０分～／社会福祉会

館／講師：尾崎望氏（京都民医連会長） 

 

■最近の福島の放射線量 

滝本 健さん（吹田市） 

会報№２９別冊の幸田幸典さんの被爆体験に

感動し、何度も読ませていいただきました。 

最近福島県では山火事がよく発生していて、そ

の影響で放射線量が上がっています。つまりフィ

ルターのない焼却炉で燃やしたような状態で、放

射性物質が飛散しています。 

最近の福島の放射線量について、田村郡三春町

の写真家、飛田晋秀氏からの報告です。 

① 福島県の６号線(富岡→大熊)０．５７～７．

０４。但し走行中ですので、２倍が妥当な数

値です。  

② 大野駅近くの商店街 ４．８９～５．２８ 

③ 大熊町野上２．９６～３．８０ 

④ 大野駅前 ４．０３～４．３５ 

⑤ オフサイトセンター ３．４４～３．４３ 

⑥ 富岡町の住宅街 ０．５２ 

単位は、マイクロシーベルトです。この線量計は、

大学で作られた物で、数値も正式です。 

福島県の公式線量計は、数値が『異常に』上がっ

ているので、『壊れている』と決めつけて、かな

りの台数を撤去します。果たして、これが正しい

やり方でしょうか？ 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■被爆者実態調査 初会合 厚労省 今秋、国内外６万人対象 

厚生労働省は２１日、１９６５年度から１０年ごとに続けている原爆被爆者実態調査の内容につい

て話し合う検討会（座長・大久保利晃放射線影響研究所理事長）の初会合を東京都内で開いた。国内

外の被爆者約６万人を対象に、今秋の実施に向けたスケジュールを確認した。 

検討会は有識者や日本被団協、広島、長崎両県市の担当者たち１１人で構成。厚労省の事務局が、

国内の被爆者の約３割に当たる約５万６千人と、国外に暮らす約４４００人を調査対象にすると説明

した。 

調査票の原案では国内、国外用とも質問は１９項目。制度変更に伴う修正などを除き、調査の継続

性を踏まえ、質問内容の多くは１０年前の前回を踏襲した。 

■「黒い雨」被爆手帳申請 広島市に３６人 却下で集団提訴へ 

原爆投下により降った放射性降下物を含む「黒い雨」に国の援護

対象区域外で遭い、健康被害を受けたとして広島市の３６人が２３

日、市へ被爆者健康手帳の交付を申請した。２４日は安芸太田町な

どの６人が広島県へ申請する。国に援護対象区域の拡大を迫る狙い 

で、県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会（高野正明会長）が主導。計４２人は却下された場合、

処分取り消しを求めて集団訴訟に踏み切る。 

申請者はいずれも国が指定する「第１種健康診断特例区域」（大雨地域）の外側で雨を浴びるなど

した影響でがんなどを患ったと主張。被爆者援護法で「身体に原爆の放射能の影響を受けるような事

情の下にあった」と定める「３号被爆」に該当するとして、交付を求めている。 

この日、安佐北区、佐伯区などの被害住民や代理人が市役所の窓口を訪れ、職員に申請書類を手渡

した。市によると、特例区域外で遭った黒い雨の影響を理由に、被爆者健康手帳の交付を求められた

例は過去になく、結論を出す時期は見通せないという。 

黒い雨をめぐっては、特例区域内で雨に遭った人は健康診断の費用が無料となる受診者証を交付さ

れ、特定の病気を患えば、被爆者健康手帳を取得できる。一方、区域外の人には援護がない。県や市

などは特例区域を現行の約６倍に広げるよう求めたが、国は２０１２年に見送りを判断。代わりに１

３年、区域外の住民向けの健康相談を始めた。 

申請者は手帳と併せて、受診者証の交付手続きもした。高野会長は「住民は真実を訴えている。国

が聞こうとしない以上、もう提訴するほかない」と説明。制度上は県と市を相手取る形になる可能性

が高いが「あくまで国に援護区域を拡大させるのが目的だ」と話している。 

市原爆被害対策部は「法令に基づき適正に審査するとしか言えない」としている。 

（２０１５年３月２４日 中國新聞） 

 

scrapbook 
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■４月２６日（日）、「福井

地裁の高浜原発運転差

止・仮処分決定・京都報告

会」が催され参加してきま 

した。４月２２日に鹿児島地裁で川内原発差止仮

処分申請を却下する決定も出ていましたので、双

方に対する評価、比較の報告会になりました。福

井地裁の何者にもおもねることのない堂々たる

決定に対して、鹿児島地裁の、最初から結論あり

きの、あまりにもお粗末な決定内容であることが

浮き彫りになりました。報告された井戸謙一弁護

士が強調されたこと－「多くの弁護士は迷ってい

る、裁判官の積極的な部分を引き出していく取り

組みが必要、福井判決・決定への支持表明、福井

判決・決定への攻撃に対する反撃、原発いらない

を圧倒的な市民の声にしていく」が大変に印象的

でした。 

■会員の鳥羽洋子さんから日本テレビ系全国ネ

ット「ＮＮＮドキュメント‘１５－９条を抱きし

めて―元海兵隊員が語る戦争と平和」の放映が紹

介されました。番組自体も素晴らしいものだと思

いますが、安倍政権の露骨なメディアへの圧力が

ある中で、そのようなものに屈せず粘り強く闘っ

ているメディア関係者のあることに私たちは励

まされます。そして私たちもそうした闘いにエー

ルを送り、支持を表明し、幅広い人々との強固な

つながりを作っていく必要があるのだと思いま

す。５月３日（日）深夜をお楽しみに。（平）

 

苦労や心配していることを尋ねる質問について、日本被団協の藤森俊希事務局次長は、被爆２世、

３世の健康状態の把握を念頭に置いた尋ね方にするよう提案。被爆５０年の際に始めた被爆体験の自

由記述をめぐり、被爆者の高齢化を踏まえて「もっと切迫感を持って記載を呼び掛けるべきだ」との

意見もあった。質問内容は５月に開く次回会合で決める。  

調査は被爆者の生活や健康状態を調べるのが目的。今回で６回目。 

（２０１５年４月２２日 中國新聞） 

編集後記 

■老朽原発４基を廃止 美浜や玄界 国内４４基に 

関西電力美浜原発１、２号機（福井県）、九州電力玄海原発１号機（佐賀県）、日本原子力発電敦

賀原発１号機（福井県）の老朽原発４基が発電設備としての役目を終え、２７日付で廃止となる。国

内の商業用原発は４８基から４４基へ減少。東京電力福島第１原発事故に伴い、運転期間を原則４０

年とする規定に沿って廃炉作業に入るのは初めて。 

 中国電力島根原発１号機（島根県）は３０日付で廃止になる。関電など電力４社は今後、廃炉計画

の認可申請を提出し、設備を撤去して更地に戻す廃炉の作業を始める予定だ。原発を解体する過程で

大量の低レベル放射性廃棄物が出るが、処分地は決まってない。 

（２０１５年４月２7日 東京新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

５ １ 金 メ―デ―（１０時・二条城前広場） 

 ２ 土  

 ３ 日 

5・３憲法集会 in 京都（１３時・円山音楽堂） 

～７月４日（土）まで 山本宗輔写真展「戦後はまだ・刻まれた加害と被害の記憶」 

（立命館大国際平和ミュージアム） 

 

 

４ 月 みどりの日 

 ５ 火 こどもの日 

 ６ 水 振替休日 6・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 世界赤十字デー 

 ９ 土 6・９行動 

 １０ 日 母の日 

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １４ 木  

 １５ 金 沖縄返還（１９７２年） 

 １６ 土 女たち・いのちの大行進ｉｎ京都（１１時・円山公園・音楽堂） 

 １７ 日 
武等類子さんのお話し「福島からあなたへ」（14 時・ひと・まち交流館） 

大阪市住民投票日 

 １８ 月  

 １９ 火 原発と健康問題学習会(きたかみ原発ゼロネット)（１８時３０分・社会福祉会館） 

 ２０ 水  

 ２１ 木 「ジャーナリズム・ＮＨＫ・日本の民主主義の危機」学習討論会（１８時・教文センター） 

 ２２ 金 ＮＰＴ再検討会議最終日 

 ２３ 土 
第１０回金亨律慰慕祭（韓国患友会初代会長・金亨律氏の慰霊祭）（韓国・釜山） 

京都安保学習講演会（１３時４０分・職員会館かもがわ） 

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火 原発賠償京都訴訟第８回期日（１０時傍聴抽選・１１時開廷・京都地裁） 

 ２７ 水  

 ２８ 木 
大飯原発差止訴訟第７回期日（14 時・京都地裁） 

国際アムネスティ記念日 

 ２９ 金  

 ３０ 土  

 ３１ 日  

 


