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声 明 

 歴史の岐路に立って  

安倍政権による「戦争立法」を必ず阻止し、 

日本国憲法の平和主義と第９条を守り抜きましょう！ 

２０１５年５月１５日 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

私たちは今、はっきりと歴史の岐路に立っていることを認識せずにはおられません。武力行使を永久

に放棄し、戦力を持たず、交戦権を否定することによって国を律し、世界で誇りある地位を占めてきた

日本国憲法の平和主義と第９条が、暴力的に破壊されようとしているからです。私たちの国の姿が変え

られ、戦争と暴力の行使を可能にし、日本の若者の血を流す道に突き進もうとしているからです。 

 

５月１５日、自民党と公明党、安倍政権は、日本の自衛隊と若者が、海外の戦争で人を殺し、また殺

されることになる法案、いわゆる「戦争立法」を第１８９国会に提出しました。議員の数を頼みに強引

な国会運営で押し通そうとする意思まで示しました。「国際平和支援法」、「平和安全法制整備法」など

と称して、「平和」「安全」の言葉で覆い隠そうとしていますが、その実態は、自衛隊が米軍と共に侵略

戦争に参加し、世界に戦争の惨禍をもたらすことになる、最悪の立法であることは明らかです。 

この「戦争立法」を許すことになれば、第一に、明らかな戦闘地域であっても自衛隊の海外派兵が行

われることになります。第二に、他国領土に対して勝手に「治安維持」とする活動が行われることにな

り、武器使用も積極的に拡大されていきます。第三に、日本への攻撃ではなくともアメリカの行なう世

界の戦争に集団的自衛権の行使によって参戦することになります。集団的自衛権行使の名の下に行われ

た過去の戦争の歴史的事実は、すべてが大国による干渉戦争、侵略戦争でした。「戦争立法」は、「平和」

「安全」どころか、日本が無法な侵略戦争に加担し、世界の平和と安全を破壊していく根拠となるもの

です。 

「戦争立法」は誰がどのように見ても明白な憲法違反です。そのことを百も承知で、それでも法によ

って憲法を破壊しようとするたくらみには、次の段階で明文改憲につなげていこうとする意図が明らか

に込められています。２０１２年発表の自民党改憲草案では、第二章「戦争の放棄」のタイトルが「安

全保障」に変えられています。第９条において国防軍の創設が謳われ、国防軍の海外での活動も明記さ

れ、国防軍の審判所（軍事裁判所）設置までが定められています。行き着く先がそこにあることは疑い

ようがありません。 

 

日本国憲法の平和主義は、日本とアジアの数千万人にも及ぶ人々の犠牲と、そのことに対する深い反

省の上に成り立ってきたものです。世界への約束です。広島・長崎への原子爆弾投下によって１９４５

年だけで２０数万人の人々が犠牲となり、被爆者はその後も生涯に渡る被害に苦しみ続けてきました。

被爆者は、同じ犠牲と苦しみを絶対に繰り返してはならないと願い、憲法の平和主義と第９条を最大の

●京都「被爆２世・３世の会」は以下の声明を決定し、メディア各社、各政党、京都選出および京

都に事務所を持つ全国会議員事務所に発信しました。また、「会」の Facebookに掲載して広報しま

した。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３１   ２０１５年 ５月２５日 

3 

 

よりどころに、核兵器の廃絶と世界の平和を訴え続けてきました。被爆２世・３世も被爆者の苦しみと

願いを受け継ぎ、自らの苦しみの根絶も願って、運動をすすめてきました。 

 

私たちは憲法第９条の戦争放棄、戦力不保持、交戦権否定の定めの遵守こそが、世界の平和、安全を

実現していく最も確かな道であると確信し、それを力に展望と希望を切り開いてきました。戦後の７０

年間、日本国憲法の平和主義は、平和を希求するすべての人々の手によって培われ、今日ますます力強

く、輝きを増してきています。 

 

私たちは歴史に逆行する「戦争立法」の企てを絶対に許すわけにはいきません。日本の若者を戦地に

駆り立て、世界の平和と安全を脅かすたくらみを必ず阻止しなければなりません。「戦争立法」に反対

するすべての人々と力を合わせて、立法阻止のために全力をあげてがんばりぬく決意です。 

歴史の岐路に立って、憲法破壊と戦争への道を阻止し、日本国憲法の平和主義と第９条を守り抜き、

世界の真の平和と安全に向けた確かな道を堂々と力強く歩んで行くことをここに訴えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年『被爆二世健康実態調査』とりくみ方針 
２０１５年５月１３日 

 

１. とりくみの目的 

① 「２世・３世の会」２０１５年度方針の一つ「被爆２世・３世の身の上に起こった健康問題の

真実に迫っていきます」の具体化。 

② 被爆二世の健康実態のデータ集計と、健康実態の具体的な証言、事例の集約活動の集約。 

 

２. 全国的なとりくみとの関係 

① 今回の調査は、全国各地の「二世の会」による共同のとりくみ 

 現時点で共同参加の意思表明しているのは、兵庫県被爆二世の会、広島県原爆被害者団体

協議会、福岡被爆二世の会、長崎被災協・二世の会、京都「被爆２世・３世の会」 

 共同参加の「二世の会」の全データを統一的に集計、解析 

 各「会」毎のデータも集計、解析 

② 共同のとりくみであるため、調査項目は原則統一 

 調査項目  別紙調査用紙参照 

 一部、京都の独自項目追加（調査用紙の４ページ、設問（５）） 

③ 専門研究者の監修協力 

 鎌田七男（元広島大原医研所長）、朝長万佐男（元長崎大原研教授） 

 

２０１５年『被爆二世健康実態調査』を行います! 

二世のみなさんのご協力をお願いします！ 
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３. 京都におけるとりくみ方針 

① 調査対象（回答の協力依頼） 

 京都「被爆２世・３世の会」会員の内二世会員 ４０人 

 京都原水爆被災者懇談会会員の子ども 約５００人 

（京都原水爆被災者懇談会会員を通じて協力依頼） 

② 調査用紙の送付方法 

 郵送を原則とし、可能な場合は手渡しも行なう。 

 ５月中に発送完了 

③ 調査用紙の回収 

 返信用封筒による回収 

 ６月３０日までの回答期限 

④ 回答者目標 １５０人 （２世の会会員４０人、懇談会を通じて１１０人） 

⑤ 予算 

 郵送代 約６０，０００円 

 封筒代、調査用紙印刷代 

 費用は、「２世・３世の会」通常会計の範囲でまかなう。 

⑥ 集中実務作業日の設定 

 ５月２５日（月） 

 

４. その他 

① ２０１５年『被爆二世健康実態調査』へのご協力のお願い 文 略 

② 今回は全国共同のとりくみのため二世だけの調査となっています。三世のみなさん申し訳あり

ません。 

③ 二世のみなさんには別途調査用紙を送ります。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

「祈りの力、文字の力」 
日本キリスト教団上鳥羽教会 牧師 

月下星志（つきしたせいじ）（南区） 

 

「希望をもらった。」帰国して、ニューヨーク

での活動をふりかえった時の正直な感想です。ニ

ューヨークでの活動だけでなく、準備の段階で、

協力してくださった多くの人の顔を思い浮かべ

ると、励まされ、希望をもらいました。国連前ハ

マーショルド広場に積み上げられた６３０万筆

の署名を前にして、紙一枚に記された、細い細い

文字がこんなに集まると大きな力になることを

実感しました。ひとりひとりは微力です。しかし、

１本のペンで出来ることがあります。署名に託さ

れた小さな一文字が、また、ニューヨークでのパ

レードのようにゆっくりとした一足一足が、平和

●２０１５年ＮＰＴ再検討会議成功に向けたニューヨーク行動に参加された月下星志さんと米重節男さ

んからレポートしていただきました。 
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を創り出すのだと思います。私は、日本宗教者平

和協議会（日本宗平協）の代表で、２５名の宗教

者と共に核廃絶、平和を願い渡米いたしました。

「宗教者・平和活動家交流集会」で、発言者のひ

とりが「戦争をしたがる人を抱きしめることが大

切だ。平和はかんたんなものではない。」と発言

されました。平和の捉え方は人それぞれです。戦

争をする人も平和のためにしていると言います。

本当の平和とは何なのか、戦争をしたがる人とこ

そ対話が必要であると思います。戦争をしたがる

人を憎んでも平和は創れないと思います。抱きし

める勇気が必要です。戦争をしたがる人に戦争の

愚かさに気付かせることにより平和は実現する

のではないでしょうか。非常に難しいことです。

だからこそ、決してこぶしを挙げず、忍耐強く、

非暴力で署名やパレードという訴える力が、世界

を動かすと思うのです。 

国連のチャーチセンターチャペルで行われた

「多宗教合同礼拝」では、それぞれの宗教の方法

で祈りがささげられました。日本宗平協からは仏

教各宗の三帰衣文、読経、祈りが行われました。

宗教の名を借りた争いが日々起きていますが、本

来の宗教の姿は、信じるものは違えども、人間を

超越した存在にすべてをゆだね、謙虚になり、す

べての人の平和を祈り求めるものであると思い

ます。それは、宗教を信じていなくても言えるこ

とかと思います。謙虚になり、他者を思う姿勢が

平和を創るのだと思います。宗教や人種、国籍の

壁を越えて、共に平和を祈り求めたあの時間は、

私を含め、多くの人に希望を与えたと思います。

わたしたち宗教者にまずできること、それは祈る

ことです。ひとりひとりの祈りから世界は変わり、

平和が実現すると思います。ニューヨーク行動に

希望をもらいましたが、世界は楽観視できる状況

でありません。ニューヨークに来られていた被爆

者は、体力的にも精神的にも楽な状況ではないに

も関わらず、私たちと同じ経験はさせてはいけな

いと、強く訴えていました。その気持ち、姿に圧

倒されました。その姿に私たちは何ができるので

しょうか。祈りから始まる行動を踏み出していき

たいと思います。蒔かれた希望の種を、どこでど

のように育てることができるでしょうか。５年後

の２０２０年は、平和首長会議が核兵器廃絶の目

標とする年であり、ＮＰＴ発効から５０年にあた

る年です。草案で削除されましたが、指導者は被

爆地を訪問し、現実を知り、核兵器を放棄する勇

気をもってほしいと思います。平和はかんたんこ

とではありません。勇気ある一歩を踏み出しても

らいたいと思います。日本原水協代表団の全体行

動として、ユニオンスクエアから国連前ハマーシ
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ョルド広場までをパレードを行い、広場では、国

連軍縮担当上級代表と再検討会議議長に署名の

目録を手渡ししました。全体でのシンポジウムで

は、様々な国、団体の核兵器廃絶への取り組みを

聞きました。国連では被団協が原爆展を行い、多

くの人が足を止めていました。核兵器だけでなく、

原発に関連した展示も行われていました。「政府

が、この展示をするべきだ」と、被爆者のひとり

は、佐野軍縮大使に突き付けていました。各団体

がそれぞれの集会、交流会を持ち、公園や街角で

班ごとに署名活動を行いました。宗教者関連中心

ですが、ニューヨーク行動の報告とさせていただ

きます。この報告が、みなさんのお手元に届くと

きには、会議も閉会しています。どのような成果

になっているのでしょうか。代表派遣、署名にご

協力いただきまして、書面を借りて感謝いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

米重節男（向日市） 

 

 国連本部で４月２７日から始まった２０１５年ＮＰＴ再検討会議は、５月２２日に合意文書を採択で

きずに、「決裂」の形で終わったと、マスコミは報道しています。この結果に関して、実際に今回のＮ

ＰＴ会議の傍聴、加盟国代表への要請行動に参加したことから考えたことを述べてみます。 

 

■核兵器禁止条約が具体的に提案されたこと 

 ＮＰＴ会議が決裂した背景には、核兵器保有国

が世界的な核兵器廃絶の主張に対して、道理的に

は抗しきれないことから、その抵抗の一つだと思

います。 

 要請に行ったスイスのベニグノ・ラグナ―国連

大使は、「核兵器の非人道性を明らかにして核兵

器廃絶を迫る観点は、２０１２年にスイスが最初

に提案した。これをより具体的な内容にして交渉

にのせることを追求している」と述べていました。

非人道性を告発し全面廃絶を求める共同声明へ

の賛同国が１５９か国になりました。マーシャル、

スイス、オーストリア、メキシコ、ニュージーラ

ンドなどの国々が積極的に主張して、国際社会で

は核兵器保有国を追い詰めている流れがありま

す。傍聴した会議でも、メキシコやスゥーデン、

スロバキアなどの代表が積極的な演説をしてい

ました。（もっとも、これらの演説は私の語学力

では「つまびらか」にはわかりませんでしたが、

雰囲気は感じました。） 

 今回、採択はされませんでしたが、「核兵器禁

止条約」が決議案に記載されたのは、この間の大

きな変化です。核保有国は、核兵器をなくすこと

は否定できないものの、戦力バランスによる抑止

力論にしがみついています。１９世紀の思考のま

まです。「ｓｔｅｐ ｂｙ ｓｔｅｐ」と言う発

言も多く聞きましたが、段階的解消論を支持する

日本などの一部の国は、国際的論戦では追いつめ

られているのが実態です。核保有国の中では、イ

ギリスのように核兵器を維持する経済的負担の

「決裂」で終わった 2015年ＮＰＴ再検討会議を傍聴して考えたこと 
＊日本政府の「米国の核の傘のもとに、核兵器のない世界をめざす」政策の矛盾が露呈した 

＊核抑止力論、核兵器にしがみつく勢力を包囲する市民社会の運動を大きくすることがカギ 

ＮＰＴ再検討会議開会総会 国連本部 
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問題が、国政選挙での争点に上げられるという、

国内からの変化が起こっています。 

■市民社会の運動が政府を追い詰める 

日本では原水協をはじめとして様々な団体・組

織や人々が、核兵器廃絶を求める署名活動や平和

行進など、市民レベルでの運動があり、長年の歴

史と蓄積があります。 

 今回、国連に提出した署名は６，３３６，２０

５筆になります。この中には、直前にベトナム平

和委員会から日本原水協に託された１５２万の

署名が含まれています。また、米国内の平和活動

団体が集めた１６０万、平和首長会の２００万な

どの署名があります。前回よりも運動が広がって

います。 

 

国連事務総長や責任者が市民社会の運動の重

要性を語るのは、政府間交渉では乗り越えがたい

点を、草の根の世界的世論で包囲し前進させる。

政府間の交渉を補完する力があると見ているの

だと理解しました。しかし、市民社会の運動とい

う点では、日本のような草の根の運動は、世界的

には多くありません。国連の場で核兵器廃絶をリ

ードする国々においても、市民レベルの運動は見

えてきません。個人の活動家、議会でのロビー活

動やキャンペーン運動はあっても、日本のような

組織だって継続している運動は、貴重な存在だと

実感しました。昨年１２月にウイーンで開かれた

市民社会運動フォーラム（ⅠＣＡＮ主催）に参加

した時に感じた点でもあります。 

 ＮＰＴ会議に合わせて大規模な代表団を組織

し、送り込むことができるのも、日本の運動の特

徴です。 

韓国の被爆者も出席するので、現地で会えばと紹

介がありましたが、別の行動のため会えませんで

した。 

■米国の核の傘のもとで核兵器廃絶を言う矛盾 

 日本政府は、世界の指導者らに広島・長崎の被

爆地を訪問して核兵器使用による「壊滅的な人道

上の結末」を直接目にするよう提案しましたが、

中国の反対で決議案から削除されました。日本で

は、「中国の反対」だけが大きく取りあげられて

います。中国の反対理由は提案の趣旨には合わな

い主張だと思いますが、このような扱いになるの

も日本政府の基本的立場に問題があることを痛

感します。日本政府は、国連に加盟する前から一

貫して、「米国の核の傘のもとにある」という安

全保障政策を堅持しています。一方で、「世界で

唯一の被爆国」を押し出して、核兵器をなくすよ

うに言っています。 

しかし、この主張は矛盾に満ちたものです。米

ソが対立していた時代には、一部には通用したか

もしれませんが、核兵器廃絶が正面から課題にな

っている今日では、その矛盾を世界中から指摘さ

れます。われわれが、各国代表や各地で核兵器廃

絶を訴えると、「日本政府は核の傘のもとに」と

いう政策を取っているが、日本の被爆者はそれを

どう考えているのかと、鋭い指摘が返ってきます。

政府を支持しているのは、日本の国民ではないの

か？外国で矛盾したことを言う前に、足元の日本

政府を糾したら！という雰囲気が感じられます。

ウイーン大学で学生に被爆者が証言をしたとき

にも、同じ質問が出されました。中国が筋違いな

理由で拒否することができるのも、日本政府の基

本的姿勢に原因があります。われわれ日本国民が、

まさに非核の政府を作ることの重要性が問われ

ています。 

■被爆者が日本政府を批判する厳しい発言 

 今回は、国連ロビーで日本被団協が国連の共催

で原爆パネル展・被爆者証言を開催しました。最

初の時は地下の人通りの少ない場所で、刺激的で

ない写真を展示したそうです。今回は、ロビーの

一角で写真も目をそむけたくなるような悲惨な

ものが掲げてあり、またフクシマ原発事故の物も

展示されていました。その原爆展の開会式的なセ

署名を受け取るアンゲラ・ケイン国連上級代表 
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レモニーが被団協主催、日本政府後援で開かれ、

原水協代表団の被爆者と被爆２世も招待されま

した。セレモニーでは佐野国連軍縮大使、松井広

島市長、アンゲラ・ケイン国連軍縮上級代表など

が挨拶しました。これに被団協の田中事務局長や

カナダ在住被爆者サーロ・セツコさん、日本から

来た４人の被爆者が想いを語りました。 

 被爆者の発言に共通していたのは、日本政府の

姿勢の問題でした。「核の傘のもとに」という政

策の転換。「二度と核兵器を使ってはならない。

生きている内に核兵器の廃止を」という被爆者の

願いと、被爆の実態・体験を訴えがありました。

日本政府が被爆国として核兵器廃絶を言うなら、

核の傘のもとや段階的解消論を止めるべきだ、こ

の式典にワインを出す金があれば、被爆者援護や

核兵器廃絶に使えと、日本政府に対する不満の声

と痛烈な批判が相次ぎました。 

■核兵器廃絶に向けて引き続く運動の前進を 

 核保有国が国連常任理事国であり、その手を縛

る法的・機械的な手段はありません。今回の結果

の背景には、これらの国々と同調する国の水面下

での動きがあるものと思われます。人事面でも、

核兵器廃絶に積極的に行動してきた、アンゲラ・

ケイン氏は、５月末で解任されるとの情報もあり

ます。しかし、これでわれわれの運動が終わるわ

けではありません。私は、核兵器禁止条約が具体

的な課題に挙げられたことや、英国で「核の維持」

が国政選挙での争点の一つになったことなど、新

たな情勢変化に注目します。また、保有国は今回

の会議では現状を維持したと思っても、世界の多

くの国から再び違う形で核兵器廃絶を迫られる

ことは間違いありません。その意味では、今年の

原水禁世界大会が、被爆７０周年・原水禁運動６

０周年の節目の大会としてだけでなく、今後の運

動にとってもひときわ重要になったと受け止め

ました。そして、わけのわからないこと言ってペ

テンで日本国民を戦争の道に引き入れようとす

る安倍政権をやめさせることが、日本国内の大き

な闘いになることも明確になってきました。 

 当面する、国民平和大行進と原水禁世界大会の

成功、核兵器廃絶を求める世論を広げることなど、

改めてしっかり取り組むことを考えました。 

■「国連」という場・・・平和を追求する組織 

 今回の原水協ニューヨーク行動代表団の中か

ら、各都道府県代表がＮＰＴ会議を傍聴できる枠

がありました。私は京都の代表として会議を傍聴

しました。ニューヨークに滞在中は、国連本部に

連日通い、会議の傍聴や本部内の見学、日本被団

協の被爆写真展・被爆者の証言活動への協力、ス

イス国連大使への要請行動などをしてきました。 

 初めて国連に行って見て感じたのは、そもそも

国連が設立された原点を再認識したことです。第

２次世界大戦の経験から、再び戦火を起こさない

ため国家間の問題を「武力から外交」で解決する

ための国際的機能を有する組織だと、実感しまし

た。それは、本部構内・館内に展示してある彫刻・

絵画・記念碑などに象徴的に示されています。地

雷禁止条約が締結されたことに関して、その活動

の紹介、地雷の現物を展示してあるコーナーもあ

ります。 

その一方で、設立時の加盟国・常任理事国と日

本やドイツ・イタリアなどの「枢軸国」との間に

ある根底的な立場の違いを感じさせるものがあ

りました。「ＵＮＩＴＥＤ ＮＡＴＩＯＮＳ」の

名称が第２次世界大戦中の「連合国」を引きつい

だものとなっていることを知れば、尚更のその意

識を強くしました。その中で、日本が起こした過

去の戦争をいまだに「総括」できていない問題点

が浮き彫りになります。安倍総理が、ポツダム宣

言を「つまびらかに承知していない」と国連で発

言すれば、その一言で日本は世界の孤児になるこ

とはまちがいないことです。 

以上

和服姿でアピールする新婦人京都の代表団 
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 ４月２７日の日刊紙「赤旗」は３面で国連本部

においてこの日から開催された核不拡散条約（Ｎ

ＴＰ）再検討会議に先立ち２４～２５日に開かれ

た国際平和地球会議に出席し発言をした吉良よ

し子参議院議員の討論の様子を写真付きで報道

をしていました。この写真に偶然、吉良さんの後

方で壇上にすわっていたと思われる一人の男性

が写っていましたが、私はひと目でこの方が釜山

に在住している金鳳大（キム・ポンデ）さんであ

ると直ちに判りました。もとより、釜山・東区水

晶洞の自宅にも二度ほど訪問したこともありま

すのですぐに鳳大さんだなと確認できました。さ

らに彼がこの会議などに出席・発言するために数

人の関係者とともにニューヨークに向け韓国・仁

川空港から旅立ったという便りをこの会議の数

日前にソウルの友人から聞いていましたから間

違いないことだと得心したものでした。 

 その時の写真、吉良よし子さんとともに写る金

鳳大さん（左側から二人目）。二人の両脇に左側

がシム・シンテさん（社団法人韓国原爆被害者協

会・陝川支部・支部長）、右側は韓国被爆者問題

・日本軍「慰安婦」問題などの運動に参与してい

る大邱市在住の弁護士、チェ・ポンテさんという

方々です。 

 金鳳大さんは韓国の被爆者２世の会の一つで

ある、「患友会」の初代会長に任にあった金亨律

（キム・ヒョンニュル）さんの実父にあたる方で

、２００５年に亨律さんが死去した以後、彼の遺

志を継ぎ韓国の被爆者２世に関わる運動に献身

的に関わっている方です。今号はこの金亨律さん

の被爆２世としての生き方とその短かった生涯

の最後についてお知らせしたいと思います。彼は

父・金鳳大さんと母・李曲之（イ・ゴクチ）さん

の４番目の双子の兄として１９７０年に水晶洞

で出生しています。双子の弟は１歳半で肺炎によ

って幼い命を終えてます。彼もまた２００５年５

月２９日に釜山で亡くなっています。享年３４歳

の若さ、罹病していた「先天性免疫グロブリン欠

乏症」は被爆後遺症の一つとされるもので、その

所以は母・李曲之さんが被爆地・広島にて５歳の

時に被爆していたことに起因するものと考えら

れます。金鳳大さんは陝川郡の生まれ、李さんも

母の実家は陝川にルーツをもち広島で生まれ爆

心地から３キロ余りの舟入川口町で８月６日の

朝を迎えているのです。李曲之さんは父と姉を広

島での被爆で亡くし母親と妹と三人でその実家

のある故郷・陝川に「戦後」の混乱時に帰還した

ということです。 

 このご夫婦とお会いして談笑すると李曲之さ

んは必ずと言っていいほど親近感を現すためで

しょうか、微かに憶えているニホンゴを語ること

があります。もうほとんど忘れてしまったよと言

いながら必ず語るニホンゴは二つ、「アリガトウ

ゴザイマス！」と「チョーセン、カエレ！」です

。母国語である朝鮮語を奪われていた幼い日々の

記憶に残るこの二つのニホンゴの持つ意味を考

えてみるに、戦前の日本の植民地支配の苛酷さと

罪深さを一人の韓国・朝鮮の被爆被害者・李曲之

さんの記憶から教えられるものです。なぜ５歳の

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 ７ 
石田 信己（左京区） 
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少女であった日々の記憶に「アリガトウゴザイマ

ス！」と「チョーセン、カエレ！」という二つの

ニホンゴが鮮明、鮮烈に刻印されているのでしょ

うか、ここに植民地支配下の内地という「異国」

での苦難のありさまが如実に語られていると実

感するものです。誰に語っていたというのでしょ

うか、語る必要があったのでしょうか、「アリガ

トウゴザイマス！」～鮮明な記憶。誰になぜに罵

られたのでしょうか、「チョーセン、カエレ！」

～鮮烈な記憶。 

 その韓国被爆者・李曲之さんの子、金亨律さん

は亡くなる５日前、２００５年５月２０日から２

４日にかけて東京・ＹＭＣＡ会館で開かれた「日

本の過去清算を求める国際連帯会議」に出席し「

韓国の原爆２世患友の真相究明と名誉回復を求

めて」発言をしています。深刻な状態にあった病

身の身である彼の家族と支援者の反対を押し切

っての、文字通り命をかけた告発の旅路でした。

同行者は母・李曲之さんと支援者である平和運動

家・姜済淑さんの二人。戦後６０年の際、この時

の発言の結びは少し長くなりますが聞き及んで

いただきたいと思います。次の通りです。 

 「いかなる国家権力も悲惨な人生を強要するこ

とはできません。広島と長崎で被爆して苦痛に満

ちた人生を強要され、自らの意志とは関わりなく

原爆被害者として生きねばならない韓国人原爆

１世。特に、原爆２世患友を産んだ母親として、

女性として、最低限の幸福も味わいえないまま、

涙ながらに生きる韓国の女性被爆者、彼女らすべ

てが国家権力の犠牲者なのです。今こそ、韓国人

原爆１世と原爆２世患友の傷は癒やされねばな

りません。この６０年間の韓国人原爆１世と原爆

２世患友の悲惨な人生に対し、今こそ国家と社会

がその傷を癒やし、解決しなければなりません。

そして、韓国原爆者と原爆２世患友も真相究明と

名誉回復のために努力をしなければなりません。

今後、韓国の国会で制定されるはずの特別法は、

様々な原爆後遺症に苦しんでいる韓国人原爆１

世と原爆２世患友に対して、悲惨な生をこれ以上

強要しないように、法的な生活と医療援護を保障

すべきです。そして、核兵器の残酷さを後生に記

憶・継承して、核兵器の脅威から、私たちは自身

の人権を自ら守りながら、人権による平和、人権

のための平和が持続するように努力していかな

ければならないのです」。 

 戦後７０年の本年、今、被爆・被曝者とその２

世・３世、さらに関係のあるすべての私たちに問

われていることとは何でしょうか。 

 今日に至る同時代性の問題として核兵器と核

エネルギーとに触手をのばしてしまった現代人

が今、決断をし未来を語ることのできることとは

何でしょうか。 

 いまだに現在進行形のフクシマでの許しがた

い被曝を如何に考えることができましょうか。 

 その答を彼、命を賭した金亨律さんは十年の歳

月を経てなおの今、私たちに語りかけています。 

 「先支援 後究明」 

 「人権による平和、人権のための平和」 

 「命は続かなければならない」 と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金亨律の生涯を著した書 

被ばく者差別をこえて生きる 
韓国原爆被害者２世金亨律とともに 

青柳純一 編訳・著 

三一書房 
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第１０回金亨律慰慕祭へのメッセージ 
２０１５年５月２３日 

京都「被爆２世・３世の会」 

世話人代表  平 信行 

 

金亨律氏の尊い遺志を継承し、世界の核兵器廃

絶と韓国の被爆者及び２世・３世の救済と権利の

ために日夜闘いを進められている皆様に心から

の敬意を表し、連帯のメッセージを送ります。 

今年は戦後７０年、広島・長崎への原爆投下か

ら７０年の年です。この節目の年にあたり私たち

は、日本の過去の植民地主義と侵略戦争の歴史を

真摯に省み、日本軍「慰安婦」問題を含む過去清

算を徹底し、そのことを前提にアジアの人々との

真の平和・友好の関係を築いていく新しい出発の

年にしなければならないと考えています。 

今日本では、多くの国民が深い憂慮と不安を覚

え、同時に憤りの声を強くしています。それは第

一に、安倍政権が過去の侵略戦争の歴史を偽りの

評価で塗り替えようとしているからです。第二に、

アジア太平洋戦争における数千万人の犠牲の上

に成り立つ日本国憲法の平和主義、第９条を破壊

し、地球上のあらゆるところでアメリカと共に戦

争する国作りをすすめようとしているからです。 

私たち京都「被爆２世・３世の会」は今年度２

０１５年度の総会において、安倍内閣の「戦争す

る国づくり」の策動・妄動を許さない闘いを特別

重視してとりくむことを決定しました。憲法改悪

を阻止し、アジアの国々との真の平和友好関係樹

立に向けた運動を強めていくことを確認しまし

た。歴史の歩みに逆行し、平和を願う人々の脅威

となる安倍政権の暴走を必ず阻止する決意です。 

この７０年はまた、原爆による被害の真相が隠

蔽・捏造され、被爆者、被爆２世・3世、そして

原発事故被害者が苦しみ続けてきた歴史でもあ

ります。それに抗して、金亨律氏を含む多くの

人々が放射能被害の真実を訴え続けてきました

が、未だ被ばく影響の虚像は生かされ、被害者の

救済は立ち遅れ、新たな被害発生と拡大の危険性

が続いています。 

被爆２世・３世である私たちは、特に、「放射

線被ばくの遺伝的影響はなかった」とする作られ

た知見に抗議し、被った被害の真実に迫り、２

世・３世の援護制度確立を求めていく運動を、あ

らためて強めていくことを決定しました。同時に

被ばくによる影響のリスクを固定的なものとは

受け止めず、それを乗り越えて生きていくとりく

みも重視することにいたしました。 

私たち一人ひとりの力は小さくても、みんなの

力が集まり、人々の理解と協力を得ていけば必ず

前進していけるものと確信しています。日本と韓

国のみなさんとの力が合わされば、それはより確

かな大きな力となっていくでしょう。 

皆様との深い友情を結び、連帯した運動を形作

っていけることを願います。その力によって、被

ばくのもたらす影響の真実を告発し、韓国と日本

の、そして世界のすべての被ばく者、２世・３世

の救済、援護を、権利を求めていきましょう。そ

して平和・友好の韓国と日本の関係を築き、世界

の核兵器廃絶と恒久平和の実現に貢献していき

ましょう。 

核兵器と核エネルギーの脅威から解き放たれ

る社会実現に向けて、大きな一歩が記
しる

される、そ

のような被爆７０年の年にしていきましょう。 

金亨律さん、あなたと同じ使命を担う被爆２

世・3世として、あなたが担った使命を日韓の国

境を越えて共に果たしていくことを決意して挨

拶といたします。 

 

●２０１５年５月２３日（土）韓国・釜山において、韓国患友会初代会長・金亨律氏の第１０回慰

慕祭が行われます。京都「被爆２世・３世の会」として下記のメッセージを送りました。 
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沖縄、そして本土へ 

長岡京市９条の会「憲法記念講演会」から 

石角敏明（長岡京市） 

 

 

去る５月３日不屈館館長「内村千尋さん」（瀬長亀次郎氏

次女）を迎えて、「長岡京市９条の会」主催の「憲法記念講

演会」が、「沖縄の今！」を主題に開催されました。 

その内容は、「瀬長亀次郎さん」の闘いの歴史と、それを

支えた沖縄県民の闘いの紹介、そして今も闘われている「基

地」撤去を目指す沖縄の闘いの歴史が、現地の「新聞記事」

を見せながらお話をされました。その中で、触れられた、と

いうか指摘されたのが、「本土」？の新聞は本当の事実をな

かなか報道してくれない、という内容でした。   

例えば、皆さんもご存じのように「辺野古基地」建設工事

にむけて、ボーリング調査が「粛々」と進められている。そ

の抗議行動に対しての国の対応というか、警護のやり方につ

いて全く報道されていない。海上でカヌーに乗って抗議活動

をする市民に対して屈強な海上保安官が「工事現場」に入ったカヌーを強引に抑え込む様子。「海猿」

で人気になった海上保安官が若い女性、又年配の男性も襲い掛かるのである。あるいは工事現場のフェ

ンスを警護している最前線は「警備会社」であり、その後ろに警察・そして米軍という配置。 

ネット右翼の問題も話されました。「辺野古」のフェンスに取り付けられた反対派の「リボン」「ポス

ター」を強引に撤去し、それに抗議している市民を「ビデオ」で撮影し、ネットに流す行動。やはり現

地でないとわからない・見えない生々話・現状を話されました。 

また、沖縄の米軍基地問題を論議するときに、沖縄県を上空から眺めて「基地面積は沖縄県の○％を

占めている」とか表現しますが、三次元的にもみてほしい、と指摘されました。沖縄県の空は、米軍の

管理下にあり米軍機は、どこでも自由に・どれだけ低空で飛んでもいいことになっている。沖縄本島の

１８％が米軍基地であることは、皆さんご存知の通りですが、空のほうはどうですか？という問題提起

でした。「空」は形がないので、実際にはみえないが、沖縄の空は、ほぼ全部が「嘉手納管理空域」と

なっており、この空域も米軍基地と同じである、と知ってしてほしい。 

 約３００名の市民の皆さんが、沖縄の現状に触れられ、多くのカンパも寄せられました。 

 

＊「不屈館」 

瀬長亀次郎（元衆議院議員）が残した膨大な

資料を中心に、沖縄の民衆の戦いを後世に伝

えようと設立された資料館 
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原発事故避難者の切り捨ては許さない！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原発事故の区域外避難者に対する避難用住宅無償提供の打ち切りの報道に際し、 

打ち切りに反対する共同声明 
 

２０１５（平成２７）年５月１７日 

東京災害支援ネット（とすねっと） 

きらきら星ネット 

 

５月１７日付けの朝日新聞朝刊は、福島原発事故で政府による避難等の指示等があった区域以外の地

域から避難している「区域外避難者」について、福島県が避難先の住宅（災害救助法に基づく応急仮設

住宅（公営住宅等を利用した「みなし応急仮設住宅」を含む）を指すものと思われる）の無償提供を２

０１６年度（２０１７年３月末）で終える方針を固めたと報じている。報道の真偽は不明であるが、事

実とすれば、区域外避難者を含めた原発事故避難者の多くが望んでいる「長期・無償」の避難用住宅提

供の希望を打ち砕こうとするものであり、決して認めることはできないものである。わたしたちは、区

域外避難者に対する災害 救助法に基づく応急仮設住宅の提供の打ち切りに対し、断固反対する。 

福島原発事故 の区域外避難者は正式な統計はないものの、朝日新聞の上記報道では３万６０００人

とされている。いわき市、郡山市、福島市などからの避難者が多い。福島県からの県外避難者４万６０

００人余り（復興庁発表、２０１５年４月１６日現在）の多くは、みなし応急仮設住宅に住む区域外避

難者である。 

４年前に起きた福島原発事故で放出された放射能は避難区域の外にも広がっており、除染をしても原

状に回復していないことは明らかである。原発事故自体、溶融した核燃料の所在も不明で、汚染水は漏

れ続け、二次災害のおそれも払拭されておらず、いまだ収束からは程遠い状況である。こうした中で、

２０１４年夏に東 京災害支援ネット（とすねっと）が実施した「原発事故による避難世帯の生活実態

調査」（以下、「２０１４年実態調査」という。）によれば、避難者のうち、 避難元への帰還を予定して

いる世帯は、全体の３割にも満たない（２８％）。放射能汚染による追加被ばくの危険を可能なかぎり

避けるため、一日でも長く避難 を続けたいという避難者の意向は、避難区域の内外を問わず、「予防原

則」の考え方に基づいて尊重されるべきである。 

区域外避難者は、生計維持者が避難元等に残り、母子のみが避難する「二重生活」の世帯が多く、区

域外避難者の家計は苦しい。２０１４年実態調査によれば、生 活費が増加した世帯の増加額は平均で

約８万円に上る。このため、みなし応急仮設住宅では、４分の３以上の避難者が、無償提供の延長を求

●福島から全国に避難されているみなさんが、避難用住宅の無償提供期間延長を求めて署名運動（京

都「被爆２世・３世の会」も協力）にとりくみ、４４，９８７筆もの署名を提出して、内閣府（５

月１３日）と福島県（５月１５日）に対しそれぞれ要請行動が行われました。交渉の席で福島県は

「検討中、協議中」と説明していましたが、直後の５月１７日、避難用住宅の無償提供が２０１７

年３月で打ち切られるとの報道（朝日新聞）があり、だまし打ちのような行為に避難者のみなさん

の怒りが巻き起こっています。死活に関わる重大事態。この間の経緯と避難者のみなさんの決意に

ついて、東京地区の避難者のみなさんの声明を借りて、ここに紹介します。 
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めている。 

こうした避難者の現状に鑑み、日本弁護士連合会は、２０１４年７月１７日付けで「原発事故避難者

への仮設住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める意見 書」を発表し、国に対し、「避難者に対

する住宅供与期間を相当長期化させる」「有償の住宅への移転又は切替えのあっせんを積極的に行わな

い」こと等を求 め、原発事故の避難者向けに「長期・無償」の住宅支援の新規立法を制するよう呼び

かけている。東京災害支援ネット（とすねっと）も、これまで、国や福島県 に対し、繰り返し、日弁

連意見書と同様の意見を述べてきた。 

最近では、福島原発事 故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している避難世帯のグループ

である「ひなん生活をまもる会」と、同じように京都に避難している避難者と支援者 のグループであ

る「うつくしま☆ふくしま in京都」、そして、埼玉県の避難者支援団体である「震災支援ネットワーク

埼玉」の３団体は、昨年１１月以来、区域外避難者も含めた全ての原発事故避難者に対し、みなし仮設

住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約・実行することを求め、上記の署 名

活動を行った。この結果、４万４９７８筆の署名が集まり、５月１３日には安倍晋三内閣総理大臣あて

に、同月１５日には内堀雅雄・福島県知事あてに提出さ れた。この署名は、すべて手書きのものであ

る。４万５千の署名の声は、安倍総理も内堀知事も無視できないはずだ。 

しかしながら、朝日新聞の報道によれば、原発事故の避難者について、現在２０１６年３月末となっ

ている避難先での住宅（応急仮設住宅）の無償提供の期限を１ 年だけ延長するものの、区域外避難者

については２０１７年３月末で無償提供を打ち切る方針とのことだ。福島県は「故郷への帰還を促した

い考え」とのこと で、「反応を見極めた上で、５月末にも表明する。」のだという。これが事実とすれ

ば、２０１４年実態調査における避難者の意向、日弁連意見書の内容や、避 難者団体などが行った署

名の結果を、すべて無視した政策判断というほかない。 

朝日新聞の報道によれば、背景として、自治体の一部には「無償提供を続ける限り、帰還が進まない」

という意見があるとしている。これが事実とすれば、避難者 に対して帰還を事実上強制しようとする

ものである。県幹部は「避難生活が長期化することで、復興の遅れにつながりかねない。」と言ってい

るというが、避難 家族を犠牲にしてまで強行しようとする「復興」とは何なのか。災害救助法は、都

道府県知事に対し、救助の万全を期するよう定めているが、福島原発事故がいまだ収束しない状況の中

では、避難用住宅の提供の打ち切りは救助に万全を期したことにはならないので、災害救助法の規定に

も反する。区域外避難者に対する 住宅の無償提供の打切りは、反人道的な「強制帰還政策」であると

言わざるをえない。 

報道によれば、災害救助法について福島県知事を行政指導しうる立場にある国は、「国も早く終了を

決めて欲しいと言ってきている」という。しかし、国には、原発の立地・稼働を推進して、その安全を

怠り、原発事故を引き起こした責任があるはずだ。責任を放棄して、原発事故の被害者を帰還させるの

は、加害責任から 目をそらした被害者無視の行為であると言わざるをえない。 

打切りの動きと並行し て、すでに有料の公営住宅への転居などをすすめる有償化の動きも始まって

いる。全国の避難者や支援者は、こうした動きに動揺しないでほしい。そして、どのような決定がなさ

れようとも、全国の避難者や支援者が力を合わせて、国と福島県に対して、避難区域の内外を問わず、

長期・無償の住宅提供を確約・実行するよう強く求め続けなければならない。 

改めて表明する。わたしたちは、区域外避難者に対する災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供の打

ち切りに対し、断固反対する。そして、打ち切りの動きに対しては、全国の避難者・支援者の皆さんと
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ともに、妥協することなく闘っていくつもりである。がんばりましょう！ 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うつくしま☆ふくしま in京都―避難者と支援者のネットワーク」からの提起 

避難者のみなさん、支援者のみなさん、今行動する時です。 

みなさん、福島県避難者支援課に確認、抗議、要請の電話や fax、メールをしてください。 

どんな形式でもかまいません。避難者切り捨てにみんな怒っているということを伝えてください。 

++++++++++++++++++++++++ 

福島県避難者支援課 

電話 ０２４－５２１－８３０４ 

fax  ０２４－５２３－４２６０ 

メール 主幹兼副課長 菊池 輝夫 kikuchi_teruo_01@pref.fukushima.lg.jp 

        主幹     菅野 健一 kanno_kenichi_01@pref.fukushima.lg.jp 

■自主避難、住宅提供終了へ 福島県調整  
  １６年度で 

東京電力福島第一原発事故後に政府からの避難指示を受けずに避 

難した「自主避難者」について、福島県は避難先の住宅の無償提供を 

２０１６年度で終える方針を固め、関係市町村と調整に入った。反応を見極めた 

上で、５月末にも表明する。故郷への帰還を促したい考えだ。だが、自主避難者からの反発が予想さ

れる。 

 原発事故などで県内外に避難している人は現在約１１万５千人いる。このうち政府の避難指示の対

象外は約３万６千人。津波や地震の被災者を除き、大半は自主避難者とみられる。 

 県は災害救助法に基づき、国の避難指示を受けたか否かにかかわらず、避難者に一律でプレハブの

仮設住宅や、県内外の民間アパートなどを無償で提供している。期間は原則２年だが、これまで１年

ごとの延長を３回し、現在は１６年３月までとなっている。 

 今回、県はこの期限をさらに１年延ばして１７年３月までとし、自主避難者についてはその後は延

長しない考え。その際、終了の影響を緩和する支援策も合わせて示したいとしている。国の避難指示

を受けて避難した人には引き続き無償提供を検討する。 

 被災市町村の一部は「無償提供を続ける限り、帰還が進まない」とし、県に住宅提供の早期打ち切

りを水面下で求めている。無償で住める家があることで、避難先での定着が進んでいるという事情が

ある。 

 県幹部は「避難生活が長期化することで、復興の遅れにつながりかねない。国も早く終了を決めて

欲しいと言ってきている」と話す。 

 自主避難者には、放射線による子どもの健康への影響を気にした親子連れが多い。除染などで放射

線量が下がっても、原発事故が収束していないとみて、元の市町村に戻ることに抵抗感のある人は少

なくない。 

 例えば、福島第一原発から３０キロ圏の広野町では政府の避難指示は出ていないが、約５１００人

の町民のうち戻ったのは約４割にとどまる。これまで、自主避難者らの団体は「できるだけ長く続け

て欲しい」と県に要望し、一部の市町村も配慮を求めている。 

（２０１５年５月１７日 朝日新聞） 
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会員（自己）紹介 
 

池田 灯 （いけだ とも） 

 

 「京都被爆二

世・三世の会」

会員の皆様は

じめまして、５

月より会員と

して活動へ参

加させていた

だくことにな

りました池田

灯と申します。

簡単にではご

ざいますが自

己紹介をさせていただきます。 

 私は石川県の生まれで、大学進学と同時に親元

を離れ、４年間を滋賀県彦根市で過ごしました。

この４月からは京都市南区にあります吉祥院病

院に医事課職員として入職し、日々先輩職員のご

指導のもと業務に励んでおります。父方の祖父が

戦時中、広島県大竹で海軍潜水艦乗組員として訓

練中に原爆が投下され、その後すぐ市へ救護支援

に入り、入市被爆したと聞いていますので私は被

爆三世ということになります。残念ながら祖父は

若くして死去しておりますので、当時の詳しい話

を聞くことはできませんでした。父が祖父の日記

を見つけ、何か当時のことを書き記していないか

と探しましたが、救護活動の様子についての記載

は一切無かったと聞いております。他の会員のご

家族様同様、語りたくなかったのかもしれません。

この話を父から聞いたのは大学に入学後のこと

でした。それまでは、小学校での平和学習や高校

生の時に訪れた原爆資料館等で核兵器の恐ろし

さを学んではいましたが、まさか自分が被爆者の

関係者だったとは思いもしなかったため、衝撃を

受けたことを記憶しています。また同時に核兵器

の悲惨さを風化させることなく、二度のあの悲劇

が繰り返されることのないよう、「正しく」語り

継いでいくことが必要であると再認識しました。

そして就職後、石川県で父が被爆二世・三世の会

を立ち上げる時にお世話になった平さんから声

をかけていただきまして、参加させていただくこ

とになった次第です。 

 ２００９年のアメリカオバマ大統領のプラハ

演説によって、核兵器廃絶へ大きな一歩を踏み出

したと思いきや、世界情勢は以前よりもますます

逆方向へ進んでいるような気がいたします。日本

社会においても、小学校での広島・長崎への原爆

投下について学ぶ平和学習の消滅、原爆を非常に

リアルな描写で描いた『はだしのゲン』の学校図

書館からの撤去、広島原爆資料館リニューアルに

伴う被爆再現人形の撤去等々、核兵器の恐ろしさ

を後世へ「正しく」語り継ぐため資料がどんどん

失われています。このような情勢だからこそ、被

爆三世として後世へいかに核兵器の不必要さを

伝えていけるのか、そのために自分は何ができる

のか。このことを念頭におき、自分なりの道筋を

模索しながら、活動していきたいと考えておりま

す。 

 まだまだ社会人としても未熟な私ではありま

すが、志は曲げぬよう日々精進してまいりたいと

考えておりますので、皆様にご指導・ご鞭撻のほ

どお願いいたしまして、自己紹介のあいさつをさ

せていただきます。例会等にはできるだけ参加し

たいと考えておりますのでどうぞ今後ともよろ

しくお願いいたします。 
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■平和と核兵器廃絶へさらに 

井上哲士さん（左京区） 

本日の参議院本会議でも、日米ガイドラインと

戦争法案の問題で安倍総理を追及したところで

す。 

 先週の水曜日に東京で開かれた一中・国泰寺高

校の東京同窓会でも原爆で生き残った一中の先

輩が、「広島出身者として、もっと原爆について

語らなくてはならない」と挨拶されました。 

平和と核兵器廃絶へさらにがんばります。 

 

■朝鮮人被爆者に関する韓国政府の調査書 

守田敏也さん（左京区） 

「戦争立法」阻止の訴えの「声明」、早速、「京

都被爆２世３世の会」の Facebookページにも掲

載しました。 

あと朝鮮人被爆者に関する情報です。韓国政府

の調査書と同時に行われた聞き取り集の日本語

訳が進んでいるそうです。今夏に発売とあります。

（記事からは二冊同時かどうかが分かりにくい）

東京新聞で拾いました。重要情報だと思います。

ちょうど石田さんが渡韓される前でもあります

ので添付してお知らせします。 

 (石田信己さんより) 

守田さんからの東京新聞の韓国・朝鮮被爆者に

関する調査について、２２日からの訪韓時に現地

の関係者に直接、聞いてきます。現物（当然、ハ

ングル版）を入手できれば入手してきます。たぶ

ん、確認できると思います。この件、改めて、結

果を報告致します。 

 

■憲法記念日にあたって 

石角敏明さん（長岡京市） 

５月３日、長岡京の憲法記念日の講演会（瀬長

さんの次女・内村さん）、約３００名の参加者で、

大成功でした。またアレン・ネルソンさんの放送

もよかったです。「憲法９条」という共通項で、

同じ日に重なって、何か責任感というか「激励」

されているような感じがしました。 

最近、原爆をとりあげた「すばらしい本」が色々

出版されて、新聞にも取り上げられ、うれしい限

りです。 

 

■福島からの避難者のみなさんのために 

池村奈津子さん（伏見区） 

いつも会報を有難うございます。 

寺山さんの絵本は、以前に読みました。皆さん、

すごい体験をされているのですね。今、多くの人

が書き残したり、話したりされていますが、やは

り、今まで話せなかった方も、みんなに伝えなけ

ればという思いがわいてくるのでしょうか。辛い

ことでしょうが、大事なことでもありますね。 

橋本さんの学習には参加したかったのですが、

都合がつかず残念でした。報告を楽しみにしてい

ます。 

福島の避難者がしんどい中頑張っていらっし

ゃるので、微力ながら私なりに出来る範囲で動い

ています。それにしても、国は動いてくれません

ね。５月１５日に日帰りで、避難されている方５

名が福島県庁へ住宅延長要請に行かれました。一

人は、３．１１以来一度も福島に帰っていない人。

行きたいけれど、行きたくないと複雑な気持ちの

ようです。一言感想は次の通りでした。【往復８

時間、４万４千円かけての住宅延長要請のアンサ

ーは、「お気持ちは十分わかってますから。協議

中です。」と少し切れ気味の言葉のみという残念

な結果に悔し涙....】 

いつも不安を持ち生活をするのは辛いことで

すね。今後ともよろしく 

 

●池村さんは 

子どもや子どもの本に関わってきた人たちが、月１回

テーブルを囲み、平和の井戸端会議、平和のよもやま

話をされ、『平和のテーブル・京都 通信』という冊子

を発行されているグループの方です。現在伏見の避難

者住宅で子ども文庫を開室。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

日韓両国の首脳会談も行われず、両者の間で大きな障害になっているの

が「慰安婦問題」である。この問題を「韓国という立場」から研究・報告

されているのが『帝国の慰安婦』（朴裕河著／朝日新聞出版）である。日本

だけでなく「朝鮮人」へも厳しい視線をむけて書かれており、「慰安婦問題」

を考える上で、より深く理解できるようになった。いまだに、この問題が

日韓の間に横たわり、両国の信頼関係の再構築が難しい現状があるが、「何

が解決を難しくしているのか？」が、理解できる本であった。立場・国を

超えて、多くの人に読んでほしい。とくに「朝鮮人の慰安婦」が、他国（オ

ランダ・インドネシア・フィリピン）の慰安婦とは違った立場に置かれてい

た、朝鮮人慰安婦は、ただの「慰安婦」という立場だけでなく、精神的「慰

安者」としての役割、あるいは占領下における日本軍の尖兵役の役割も負

わされていた、という指摘。このような指摘は、日本人研究者からは、あ

まり出されていなかったのではないか？（私の勉強不足化もしれません） 

この本は「韓国内」における慰安婦問題の運動のあり方にも、鋭い指摘

をしている。例えば「看護婦になる、と言ってだまして連れてきたのは、

韓国人の商人であった」という文言。これが韓国内で強い反感を招いたの

もよくわかるが、日韓両国の理解を進めるうえでは、重要な指摘である、

と私は理解した。今、両国の間では「和解の方向すら」見えてこない中、

著者が「新しいアジアのために」解決にむけて、いくつかの提言をされて

いるが、日韓両国の政治家が真摯にこれを受け止めて、実行してほしい、

願う。 

韓国の「慰安婦」ではなく、オランダの元慰安婦８人をインタビューし、

その内容を淡々と記し、世界での日本の犯罪追及の動きを紹介し、日本軍

を厳しく追及しているのが『折られた花』（マルゲリート・ハーマー著／村

岡崇光訳／新教出版）ある。ここでは「アジア女性基金」については、否

定的にとらえられていなくて、日本の取り組みが少しは評価されたのかな、

と救われる部分もある。淡々とインタビュー内容が掲載されており、かえ

って胸をうつ部分もあるが、静かに読める本でもある。この問題は、決し

て「日韓両国間」の問題だけで「無い」ということがわかる内容であり、

今後の解決方法について、一つの方向を示してくれているのではないでし

ょうか。 

「帝国の慰安婦」に頻繁に引用されている書籍『皇后の股肱』（千田夏光

著／１９７７年晩聲社）には、「従軍看護婦」についてだけでなく、「花崗

事件」「久保山愛吉さん」も取り上げられている。関心のある方は、連絡下

さい。お貸しします。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

朝日新聞出版 
２，２６８円 

新教出版 
１９００円（税別） 

晩聲社 
古書１９００円より 
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慰安婦問題解決のために、日本政府の肝いり

でつくられたのが「アジア女性基金」で、その

基金の設立に関り、慰安婦への償い事業にたず

さわってこられた人が、「基金」をとりまく「メ

ディア」「ＮＧＯ」「政府」等の問題について書

かれた本が『「慰安婦」問題とは何だったのか』

（大沼保昭著／中央公論新社）である。特に韓

国との間で、「何が問題になったのか、解決を妨

げた事は何であったのか」がよくわかる。また

日本国内での「償い」への抵抗、政府の責任の

取り方への批判等が述べられている。当事者の

著書であるだけに、内容は濃い中身であるが「慰

安婦」問題の解決が、できなかった無念さも随所に見受けられる。 

  これらの問題も含め、日本の外交が「何をしてきたのか」を、中国・韓国との関係を中心に取り上

げてきた本が『外交ドキュメント・歴史認識』（服部龍二著／岩波新書）です。「村山談話」発表の経緯や、

首相の名前でだされた「談話」等が取り上げられており、著者の意見等は書かれていないが、今後の日

中・日韓関係を考えていくうえでも大事な記録が書かれている。 

 

■紹介：石田信己さん（左京区） 

本の紹介～『原発輸出の欺瞞～日本とベトナム「友好」関係の舞台裏』（伊

藤正子・吉井美知子編著／明石書店） 

以前、「戦争記憶の政治学」という著作を紹介したことがありますが、今

回の著作はこの著者が編著した標記の原発輸出と今日のベトナム国家のあ

りように関わる著作で、原発輸出と「社会主義をめざす国家＝ベトナム」

国家に関する警告書を紹介します。ベトナムへの原発輸出は現段階では「頓

挫」していますが、すでにロシアは建設に着手しています。「ドイモイ」経

済立国の渦中にあってベトナム戦争の「記憶」のありようとともに「核エ

ネルギーへの依拠」に揺れる国づくりの実態を理解するに好著です。 

 

 

 

■５月１９日（火）、被爆

体験を取材するため宇治

市の被爆者を訪問しまし

た。途中から奥さんも話に 

加わられ、驚いたことに、長崎の秋月辰一郎博士

の影響を強く受けたお医者さんのアドバイスに

よって食生活を実践されてきたとか。会報別冊の

橋本ちあきさんのお話しにつながる話題です。 

■「戦争立法」の上程、ＮＰＴ再検討会議、被爆

２世健康実態調査、福島からの避難者への住宅無

償提供打ち切り問題等々たくさんの記事があり、

盛りだくさんの内容になりました。飽きずに、諦

めずに読んで下さいね。 

■今回も新規入会会員を紹介することができま

した。池田灯（とも）くん、最年少会員です。よ

ろしくお願いいたします

編集後記 

中央公論新書 
８８５円 

岩波新書 
８８５円 

明石書店 
２５００円＋税 

http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2234571&pid=873402948&vcptn=000004&vc_url=http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-ISBN=9784121019004
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN978-4-00-431527-8
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

６ １ 月  

 ２ 火  

 ３ 水  

 

 

４ 木  

 ５ 金 世界環境デー 

 ６ 土 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟勝利をめざすつどい（１３時３０分・大阪グリーン会館） 

6・９行動 

基地のない平和な沖縄・日本を「６・６京都集会」（１３時３０分・円山音楽堂） 

 ７ 日  

 ８ 月  

 ９ 火 6・９行動 

 １０ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第 2 民事部（11 時・大阪地裁） 

 １１ 木  

 １２ 金  

 １３ 土 

「戦争法」阻止集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

Earth Harmony Concert 2015 in KYOTO（13 時 30 分・呉竹文化センター） 

京都のうたごえ 65 周年祭（15 時・京都こども文化会館） 

 １４ 日  

 １５ 月  

 １６ 火  

 １７ 水 京都「被爆 2 世・3 世の会」例会（18 時 30 分・ラボール京都） 

  １８ 木 原爆症認定訴訟勝利をめざす国会院内集会（11 時 30 分・国会内） 

 １９ 金  

 ２０ 土  

 ２１ 日 
父の日 

国民平和大行進・滋賀→京都引継集会（12 時 30 分・山科ラクト公園）→京都市役所 

 ２２ 月 夏至 

 ２３ 火 
沖縄の慰霊の日 

国民平和大行進・向日市→長岡京市→大山崎町→八幡市 

 ２４ 水 
通常国会会期末 

国民平和大行進・宇治市→城陽市→京田辺市 

 ２５ 木 国民平和大行進・南山城村、笠置町、和束町、宇治田原町、井手町 

 ２６ 金 国民平和大行進・精華町→木津川市→奈良県に引継 

 ２７ 土 大飯原発差止訴訟原告団総会（13 時 30 分・京都商工会議所） 

  ２８ 日 守田敏也さんに学ぶ原発事故＋避難計画（１３時３０分・龍谷大深草２２号館） 

 ２９ 月  

 ３０ 火 被爆 70 年・核兵器のない世界をめざす講演会（18 時 30 分・ハートピア京都） 

 


