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●Ｉ・Ｈさん／間もなく国民平和大行進 

 今年の国民平和大行進、私も歩く。行進の京

都入りと市役所までの行進が今年は６月２

１日の日曜日。昨年は土曜日だったが土曜閉

庁と言うことで京都市からのあいさつがな

く、（他の自治体は日曜日でもきちんと対応

されているのに）、問題となった。今年はそ

のようなことのないよう申し入れをし、あい

さつの約束もした。あわせて、被爆７０年の

今年に相応しい行事や市民運動への支援も

要請した。 

 原水禁世界大会は今年は広島と長崎両方開

催だが、議会出張との関係で私は長崎大会に

参加することになった。 

●Ｉ・Ｔさん／若い人の関心呼ぶ戦争法案反対 

 この間は戦争法案反対のとりくみにかかり

っきりだ。６月２１日（日）に長岡京市の９

条の会で３００人を目標に戦争法案反対の

集会を計画している。戦争法案は若い人たち

の関心が高い。駅前で街頭宣伝していても振

り向いてくる人が多く、高校生も含めて若い

人からの反応が強い。 

 長岡京市には「２世・３世の会」に入って欲

しい人があり、これから入会の案内をしてい

きたい。 

●Ｔ・Ｙさん／母と一緒に８月の広島へ 

 ５月には豊中の小学校で母の被爆体験の語

り部を一緒にしてきた。生徒たちは結構熱心

に話を聞いてくれた。 

 先日、京都新聞とメキシコの政治雑誌から、

母の被爆体験について取材があった。 

 これから６月末には大阪の高校で、７月初め

には八尾の小学校で、７月２５日は京都の上

京診療所で被爆体験を語っていく予定。 

 ８月６日は、これが最後かなぁと思いつつ、

母と一緒に広島に行く。広島では６日の平和

祈念式典に参列して、その後、フランスから

来ている高校生５人と同じくフランスの市

民代表１５人の前で講演することになって

いる。さらにフランスのボーイスカウトの人

たちの話も出ている。 

 母の体調を見ながら世界大会のプログラム

のどこかに参加しようかとも思っている。 

●Ｙ・Ｓさん／健康調査は２世のつながりを広げる

チャンス 

 これから京都市内と乙訓地域で平和行進を

歩くことになっている。 

 ６月２７日（土）に向日市の原発ゼロの会の

総会があり、守田さんに講演をしてもらう。

今その準備中。 

 ８月６日は毎年乙訓地域でやっている「平和

の鐘をつく集い」を長岡京市の光明寺で行な

う。その関係で原水禁世界大会は本会議には

参加せず、８月２日～４日の国際会議に参加

する予定。 

 ８月７日は新美の「核廃絶のための展覧会」

がかもがわギャラリーであり、ＮＰＴ再検討

会議の報告講演をするよう依頼を受けてい

る。 

 「被爆２世の健康実態調査」はいろんな人た

ちに協力をよびかけていくいい機会だと思

う。向日市在住の二世やかってのクラスメー

被爆２世健康実態調査／肥田舜太郎先生インタビュー／絵本『終わらない冬』 

３つのことを確認 

６月１７日例会のレポート（抜粋） 

■２０１５年６月の例会は１７日（水）に開催。各会員からの活動報告、近況報告を出し合い、当 

面のとりくみを確認し合いました。 

■みなさんからの報告を抜粋と要約で紹介します。 
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トなどにも広げていき、少なくとも後６人程

はアンケートを集めたいと思っている。 

●Ｉ・Ｎさん／絵本『終わらない冬』 

 韓国の「被爆２世・３世の会」の初代会長の

金亨律（キム・ヒョンニュル）氏の慰慕祭に

参加してきた。慰慕祭の様子や会場で私が述

べた追悼の言葉などは次の会報に掲載させ

ていただく。慰慕祭は今回で１０回目となり、

記念碑を建立した。京都「被爆２世・３世の

会」から送ったメッ―ジもネットにアップさ

れ公開されている。 

 韓国の姜済淑（カン・ジェスク）さんの書い

た絵本『終わらない冬』の日本語版出版準備

を進めている。戦争終結７０年の８月１５日

出版が目標。自費出版だが流通に乗せるため

に大阪の日本機関紙出版センターに依頼す

ることになった。編集、印刷等はすべて韓国

で行い、日本に納品される。現在鋭意編集作

業中。出版社で６００部担い、２４００部を

自力で頒布する計画。一冊１８００円。普及

のために１万円会員を目標１００人募り、１

人が１０冊持って普及していくとりくみを

すすめたい。 

 韓国訪問中、５年前ＮＨＫ広島で制作された

番組「原爆棄民」の映像データを手にするこ

とができた。日本の放送を韓国で手にして持

ちかえるわけだが、在韓被爆者の実情を知る

のにとてもいい放送だ。「２世・３世の会」

でも一度みんなで視聴できるといい。 

●Ｔ・Ｎさん／感動した被爆体験から 

 最近の被爆者からの体験聞き取りの中でと

てもいい話を聞けた。被爆が理由で結婚を躊

躇をしたり破談になったり、隠して結婚して

後から離婚になったりとか悲劇的な話は多

い。今回聞いた話は、被爆者の相手と結婚す

る時、それを家族みんなで話し合って、もし

生まれてくる子どもに被爆の影響で何かあ

った時には兄弟姉妹みんなで助け合って行

こう、と約束して、結婚されたという体験だ

った。話を聞きながらとても感動した。被爆

体験の継承シリーズの次号で紹介したい。 

●Ｍ・Ｔさん／「原発反対」と言わない脱原発運動 

 篠山市の原子力災害対策委員会の委員にな

っていて、今日、市長と市民に災害対策提言

書を提出してきた。元々は避難計画書を作成

する予定だったけど、自治体の計画書という

のは、自衛隊や警察、消防などの関係がある

ので、上、篠山市の場合は兵庫県の計画書が

ないとできない。そのため避難計画ではなく

て、どういう考え方で原発事故に対して臨む

のかを一年かけて作成し、今日の提出となっ

た。 

 国の原子力災害対策の指針というのはとて

もひどいもので、起こり得る事故を非常に軽

く見積もっている。尚且つまともな避難など

できない内容のもので、それをひな型に自治

体も避難計画を書かされているのが実情。実

際に原発事故が発生した場合、理想的な避難

などは無理であり得ない。そのことをはっき

りさせた上で少しでもやれることを重ねて

いく、防災と言うよりも減災という考え方。

そのことを明確にして計画を立ててきた。 

 篠山市長はしっかりと受け止めてくれて、そ

のためには例えばヨウ素剤を全戸に配布し

ておく必要があるという判断だ。ヨウ素剤の

配布は国の基準では５㌔圏内しか認めてい

ないけど、篠山市は国の基準は無視して独自

にやると宣言して予算も確保し、すでに全戸

分購入している。全戸配布のための自治会単

位の説明会も何十回もやってきている。いく

ら脱原発を国に言っても聞きいれられない

が、篠山市がヨウ素剤を全戸に配ってしまえ

ば、周りの市町村から「なんでうちは配らな

いんだ」と騒ぎになる。正論を言うだけより

もその方がよほどインパクトがある。 

 篠山市のこの情報は明日にでも兵庫県内に

は広がる、全国でも間もなく配信されるだろ

う。そのタイミングでこのことを本にして出

版するつもりにしていて、原発問題に波紋が

投げかけられればと思っている。 

 今年は被爆７０年、この７月広島・岡山で講

演が続く。７月２４日は尾道で２ヶ所、２５
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日は岡山県瀬戸内市、２６日は福山市。それ

ぞれに被爆２世の知人もいるので、この機会

に、被爆２世健康実態調査のことや、京都で

やっている「２世・３世の会」の活動を広げ

ていきたいと思っている。 

 ６月２８日（日）には龍谷大学で「原発事故

避難計画」の講演もやる。力を入れているの

で是非聞きに来て欲しい。「原発反対」とは

一言も言わない脱原発運動だ。篠山市での講

演やとりくみで一番支持されてきたのは実

は消防団の人たちだった。実際に事故が発生

した時に消防団の人たちは自ら対応しなけ

ればならないので真剣だ。それから同じく篠

山市の土砂災害訓練の時にも講演したけど

一番感謝されたのは自衛隊だった。いざとな

ったら、警察、消防、自衛隊は投入される。

だから聞いておきたいことはたくさんある

はずなのに、市民運動には参加できないので

そこでは聞けない関係にある。私たちも警察、

消防、自衛隊も守っていきたい。被ばく者を

増やさないために。 

 各地でこういう講演をやって、災害対策を進

めようとやっている。災害一般も勉強して詳

しくなってきた。水害とか土砂災害とかすご

く多くなってきて深刻になっている。災害全

体に強くなっていくことが必要だ。市民の側

がもっと能動的になって。 

●Ｔ・Ｔさん／聴覚障害者の講演会参加に感動 

 ５月２４日に明石市であった守田さんの講

演を聞いた。一番感動したのは聴覚障害のあ

る人が８人参加していて講演を最後まで聞

いていたことだ。聴覚障害のある人たちには

原発のことも津波のことも何も知らされて

いなかった。当日は手話通訳を通じての講演

だった。聴覚障害者のための事前準備もしっ

かりとされていたらしいし、難しい専門的な

言葉にも対応されていた。 

 福島県の三春町の友人が送ってくれる写真

の展示会を継続的にやっている。先日は４月

に富岡町、大熊町に行って撮影した写真が届

いた。除染とは名ばかりのひどい実態が写さ

れている。６月１４日には京都文教大で展示

会をやり大きな反響があった。７月は吹田市

で写真展を行なう。７月１２日には医療問題

研究会の講演会も予定している。 

写真は５月の例会 本文とは関係ありません 

●Ｋ・Ｙさん／福島避難者切り捨て対策に支援を 

 ６月の避難者健康相談会は無事終了した。引

き続き健康対策の運動を強めていきたい。 

 今一番大きな問題は、福島から各地に避難し

ている人たちの住宅無償提供を２０１７年

３月で打ち切ることが決められたことだ。こ

れからも対策に協力をして欲しい。 

 広島大と長崎大の研究グループの発表で、黒

い雨による内部被ばくの痕跡発見のことが

報道された。内部被ばく問題への影響は大き

いのではないか。 

 栃木県北部地域で放射能汚染の除染と健康

調査を求めて７４００人からの人たちがＡ

ＤＲ（裁判外紛争解決手続）センターへの訴

えを起こしたことが報道されている。 

●Ｍ・Ｔさん（新規入会）／父の被爆体験 

 ８６歳で亡くなった父親の、自らの被爆体験

を書いた文章が載っている本を今日は図書

館から借りてきたので、ここで紹介したい。

本は、１９７９年（昭和５６年）発行の『原

爆体験記録集』（京都府原爆被災者の会） 

文章の内容は省略 

 私の父は被爆体験についてほとんど話して

くれなかった。私が小学６年の時一回だけ話
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してくれたけど、詳しいことは記憶に残って

いない。母親がこの本を読んでいるのを見て、

父の文章の存在を知った。たった一つだけ残

してくれていた体験記だ。広島の軍隊にいて

被爆して、たくさんの同僚が亡くなってしま

って、自分だけ生き残ってしまったという強

いメンタリティーがあったのだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年『被爆二世健康実態調査』を実施中です! 

二世のみなさんのご協力をお願いします！ 

■６月１７日例会議では以下の３点を確認しました。 

(１） 「被爆二世健康実態調査」の回収数を伸ばして必ず調査活動を成功させよう！ 

 この調査は、闇に覆われてきた２世の実態を明らかにする重要な調査であり、いつでも簡

単にできるものではなく、今回が貴重な機会です。必ず成功させましょう。 

 回収数は６月１７日現在５３人（目標１５０人）に止まっています。 

 回収期限を７月末日まで延期します。 

 「２世・３世の会」会員はもちろん、これまで「会」とは接点のなかった人たちにまで思

い切って対象を広げて、協力を訴えていきましょう。 

(２） 被爆医師・肥田舜太郎先生の訪問インタビューを検討していきます。 

 肥田先生は７０年間被爆者と向き合ってこられた医師です。被爆２世・３世問題にも深い

見識をお持ちです。「二世健康実態調査」の結果も踏まえて、提言や見解を聞かせていただ

きたいと思います。 

 具体的なことは今後検討していきます。 

(３） 慰安婦問題を告発した絵本『終わらない冬』日本語版の普及活動に京都「被爆２世・３世の

会」としてとりくんでいこう！ 

 終戦７０年は過去の問題にはっきりと謝罪と補償を行い、 

被害者の人権と名誉を回復させていかなければならない 

節目の年です。具体的なことの一つとして、会員である 

石田信己さんが手がけてきた日本語版の普及運動に参加し、 

問題解決の一助を担っていきます。 

 具体的なことは追って提案します。 

ハングル版の表紙 → 

■次回例会は７月１５日（水）、ラボール京都・４階第６会議室です。 

この日は祇園祭宵々山。 

会議終了後は四条通りに繰り出すかも・・・・・。 

https://pixta.jp/photo/11109745


京都「被爆２世・３世の会」会報№３２   ２０１５年 ６月２５日 

6 

 

 

韓国原爆２世患友会・初代会長・故金
キム・

亨
ヒョン

律
二ュル

 

１０回忌慰慕祭の報告 

石田信己（左京区） 

 

 先月の２３日、釜山・「民主抗争記念館」で開催された表題にある慰霊祭に出席してきました。昨年

に続き当会のメッセージを託されて挨拶の機会も得ました。ただ前号の当会誌にて皆さんに通知され

ていたメッセージ全文を当日の慰霊祭席上で読み上げることは、通訳時間を含む時間制約と１０回忌

という運営上の時間制約によってできませんでした。当会のメッセージについては次のＨＰにて翻訳

されて紹介されましたので、アドレスをコピーしておきます。ご確認下さい。 

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002110433&CMPT_CD=SEARCH 

 また、限られた時間内で個人的なメッセージについては発言する機会を得ました。その内容は次の

通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慰霊祭全体は追悼の挨拶１０名（うち３名が日本人、他は遺族と支援者）と献花という簡素なもの

でした。写真は最初に献花する金亨律さんの父母、金鳳大さんと李曲之さん。今回の１０回忌ではメ

モリアルイベントとして石碑の披露が記念館内の公園の一角で行われました。 

慰霊祭に先立ち、前日には前夜祭も開かれ、金亨律氏が文字通り自らの生命を賭して私たちに今現

在も問いかけている遺言「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」を確認し、日韓の連帯を強める核兵器廃絶・原発ゼロの運動の契機となったと痛感して

一言、個人的なコメントを語ることをお許し下さい。李曲之（イ・ゴクチ）さんとお会いして談

笑していると、親近感をしめすためにニホンゴを語ることがあります。そのニホンゴは二つだけで

す。「アリガトウゴザイマス！」と「チョーセン、カエレ！」の二つです。母国語である朝鮮語を

奪われていた５歳の幼い少女の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ます

と、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歳の少女の記憶に「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思います。 

誰に語っていたというのでしょうか、なぜ語る必要があったのでしょうか、 

「アリガトウゴザイマス！」～鮮明な記憶として放たれたたおやかなる告発。 

 誰に罵られたのでしょうか、なぜ罵られたというのでしょうか、 

「チョーセン、 カエレ！」～鮮烈な記憶として放たれた告発の教示。 

 引き続き、微力に過ぎませんが、徹底しきっていない戦後処理・過去清算・侵略と植民地支配の

実相など明らかにし克服するために日韓での草の根の運動に加わっていきたいと思います。 

ありがとうございました。 金鳳大（キム・ポンデ）さん、李曲之さん、どうか、お元気で長生

きをして下さい！ 
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います。なお、慰霊祭終了後には彼・金亨律さんが眠る墓地、釜山の北東・梵魚寺近隣の集合霊園に

も出向きました。 

 

 

 

 

献花する金亨律さんの父母、 

金鳳大さんと李曲之さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石碑の写真と出席者全員の集合写真  

 

 今回の訪韓目的はこの慰霊祭の出席とともに、例会等でお話しています日本軍「慰安婦」問題を告

発した絵本『終わらない冬』の日本での翻訳出版の最終打ち合わせという目的もあり、作者の姜済淑

（カン・ジェスク）さんの同行により画家の李淡（イ・ダム）さん宅を訪ねました。二度目になりま

すが、その際、同じく画家のパートナー・金槿姫（キム・クンヒ）さんより「原爆棄民」というドキ

ュメンタリー放送のデータを入手したものです。これはＮＨＫ広島による５年前の制作のもので「逆

輸入」したことになります。機会があればぜひ、皆さんにも視聴願えたらと思っています。面識のあ

る（社）韓国原爆被害者協会・陝川（ハプチョン）支部長の沈鎮泰（シム・ジンテ）さんの活動と苦

悩も描かれています。 

 因みに、上記の画家夫妻は韓国・東海岸の最北端の市、束草（ソクチョ）市に在住している方で釜

山から北行すること４００Ｋｍの地点です。このお二人はかってアメリカに２０年間滞在していて、

その折には杉原千畝の伝記や日系・韓国系アメリカ人の人権問題を扱った絵本にして出版されている

方です。詳細はいずれかの機会にと思っています。 
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大飯原発差止訴訟（京都地裁）での第７回口頭弁論（２０１５年５月２８日） 

原告・菅野千景さんの意見陳述（要旨） 
 

２０１１年８月末私は二人の娘を連れて、放

射能の汚染を避ける為に福島県福島市から京都

へ避難しました。 

私は仕事を辞めてしまいましたが、夫は仕事

を直ぐには辞められず１人福島に残る事になり

ました。 

引越しの荷造りをする時も、「なんでこんな

事をしなければならないんだべね、誰のせいだ

べ、誰が悪いんだべ」と、こみ上げてくる思い

に潰されそうになり、泣きながら置いてくる荷

物と運び出す荷物を分けていました。 

避難を決定するまでに私達の考えられる最大

限の範囲で、避難するかしないか、両方のリス

クと良い点を考え話しました。どんな艱難があ

っても支え合って乗り越えられるように、家族

で確認することが大切だと強く感じたからです。 

出発の日、夫に見送られ郡山から京都府の運

行する高速バスに乗りました。 

普段泣いたことのない夫は顔がくしゃくしゃ

になるほど泣き、子ども達もバスの中でしゃく

りあげて泣きながら京都へ向かいました。京都

へ来てから私達は毎日電話で話しました。子ど

も達は「お父さん大好きだよ、無理しないでね」

と父親を気遣いました。 

政府や行政が人々にとって良い事も悪い事も

正直に情報公開しなかった為に、翻弄させられ、

傷つけ合うご家族もありました。 

我が家はそんな原発事故の二次被害を避ける

為に、互いに心配をかけないようになどと考え

ない事、嬉しい事も辛い事も何でも話そうと約

束しました。私達は弱い人間です。こんな大き

な困難など担いきれるはずなどありません。離

れている距離を縮める為に何でも話すのは、信

頼も強くなり、大切な事でした。 

避難生活の中で子ども達の気持ちが落ち着く

ようにと、もう一度原発が事故を起こすことの

ないようにと心から願いました。今も同じ思い

です。 

避難してから子ども達はとても怯えていまし

た。夕方買い物に出かけ薄暗くなると、つない

でいた手を更にぎゅっと強く握り、私の手に爪

の跡がつくほどでした。「お母さんはずっと一

緒だから大丈夫だよ」と言って優しく手をにぎ

ってあげました。 

関西弁の授業ではわからない事もあり、教科

書も違った為、追い付くのに娘達は一所懸命頑

張りました。 

私は一変してしまった暮らしの中で少しでも

落ち着つくように、汚かった借り上げ住宅を綺

麗にし、まずは環境を整えました。 

夫は月に１・２度福島から京都へ来てくれま

した。経済的にも大変ですし、少しでも家族一

緒の時間を過ごしたいからと夜行バスで来てく

れました。 

京都に来ると「今度はいつ来るの？」と子ど

も達は着いたばかりの夫に聞いていました。お

父さんに会えるのをどれ程楽しみにしていたか

がわかりました。けれど半年ほど経った頃、夫

は京都に行くのが辛いと言いました。１０時間

もバスに揺られ腰痛が悪化したのかと思いまし

た。けれどそうではありませんでした。会いに

来るのは嬉しいけれど、帰る時が辛いと言うの

です。その気持ちは痛いほどよく分かりました。

私も子ども達も同じだからです。帰る日の午後

は重い空気につつまれ、私が夕食の支度をして

いると茶の間でお父さんの膝に座り、首に絡ま

り別れを惜しむように、「今度は運動会だから

来てくれるでしょう、お父さん」というような

普通の会話でも、何故か涙がこみあげます。 

そんな時いつも、避難を選んだ事が正しかっ

たのかなぁと悩みます。でも自宅の放射線量を

測ると部屋の中で毎時１.２μSv、庭は毎時６

μSv以上の所もあり、正しい選択だったと確信

します。それは我が家だけではありません、ご

近所のお子さんも福島から家族が来た時は、ニ

コニコしていつもより元気で本当にいい表情を

してます。でも帰ってしまう時は機嫌が悪くな

ったり、泣いてご飯を食べなかったり、小さい

子どもでも心のバランスを崩します。よそのお

子さんでも、私まで胸が苦しくなります。 
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世の中には単身赴任のご家庭が沢山あります。

でもそれは経済的な補償などもされていて、避

難生活とは比べられないものです。家族が離散

するようになった理由、原因が全く違うからで

す。 

原発で死んだ人はいないと何人かの政治家や

有名人が言っているのを最近も聞きました。 

その方たちは双葉病院の患者さんが避難勧告

が出され、置き去りにされてしまったことや、

津波や家屋の倒壊からの救出、捜索が避難区域

の方々は１か月もほったらかしにされ、救われ

るはずの命が見殺しにされてしまった事を未だ

に知らない、正しくは知ろうとしてなかったの

だと思います。 

原発・核・放射能とはそういうものです。 

自由・夢・未来へつながること・家族・友人・

動物・豊かな自然・食物・仕事・愛し合うこと・

命、全てを破壊していくものだと知ってしまい

ました。それは一瞬に起きて、長い長い時間を

かけて壊し続けてゆきます。 

被災地が復興する事はとっても大切な事です。

今までの首相もはっきり言ってました。けれど

実際に被災した人々の思いをどれ程理解してく

れているのかがわかりません。 

汚染させられあと何百年も人間が住むことが

できない事実をどんな思いでどの程度の深さま

で感じてくださっているのでしょうか。 

政治家や官僚はその時だけその任期だけの責

任ですが、私達は自分自身に起きていることだ

から、原発の問題から逃げるわけにはいかない

し、誰かに任せるわけにもいきません。 

原子力発電所は福島の事故が起きるまで、少

しの亀裂、ネジのゆるみなど公表が遅れたり、

隠したりという事が全国でありました。このぐ

らいだったらいいや、言わなければわからない

とでも思っていたのでしょうか。今年３月に、

汚染水を１年以上も海に流し続けていた事が発

覚した時、周囲の４つの町は「情報は速やかに

出すことと、何度も何度も嘘をつき続け隠すそ

の体質を改めるように」と抗議しました。 

あんな大きな事故を起こしておいて、４年も

経って未だにそんな事を言われないとはいった

いなんということでしょう。非常に恥ずかしい。 

そしてこの事は、東電以外の電力会社も自分

の事と思って受け止め実行する必要が大いにあ

ると知って欲しいのです。 

原発はずっと動いてません。あちらこちらで

停電になり、人々の命が危険にさらされた事が

あったでしょうか。東電はあんな事故を起こし

ておいて電気料金を値上げし、税金を使い２年

度連続して純利益数千億円出しています。放射

能の影響で商売ができなくなり、廃業し苦しい

生活を強いられている方々、先が見えなく自殺

された方々がどれ程いらっしゃるか、その方々

のご家族、幼いお子さん達の事も合わせて考え

て、再稼働を希望する前に取り組む必要がある

と、ここではっきりもうしあげます。 

原発はそういうものです、核はそういうもの

です。始める事に必死になるなら、後始末の事

も必死にならなければなりません。 

日本の経済の為に食品の基準値をあげる、年

間の被ばく量を上げる、原発で電気を作り原発

で儲けて、大きな企業が満たされれば、そこか

らこぼれ落ち一般の人々が潤うという考えは、

とっても失礼な話だと私は思います。 

原子力は明るい未来のエネルギーではなかっ

た事が、福島の事故で証明されてしまった今、

そこから豊かな暮らし、未来や希望、命の大切

さは何にも変えられない、変えることができな

いのだと、私達おとながもう一度真剣に考え、

学習しなければなりません。 

そして、危険を冒してまでお金を得ようとす

る姿を見せるより、大切な事、よい事を選ぶ強

さや勇気をもって、子ども達のお手本となれる

ように、恥ずかしくない生き方を選んでゆきた

い。 

以上
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■感動の映画『小さき声のカノン』   滝本 健さん（吹田市） 

昨日（６月８日）、『小さき声のカノン』を見てきました。 

感動と、釜仲さんの熱い思いが伝わりました。 

もう一度見たい映画です。 

皆様も是非ご覧下さい。 

映画終了後、釜仲監督のトークがあり、ざっくばらんに話が出来

て、暖かい方だなと言う印象でした。パンフレットは\800-は、

超お買い得です。 

記念写真にも、気軽に応じて下さいました。 

 

■元気に九州を旅してきました！   河野康弘さん（右京区） 

みなさんお元気ですか？ 

京都も梅雨に入りました。 

私は元気に九州を旅してきました。 

６月１日にジンバブエからジャナグルのメンバーが元気に福岡市へ来日。 

６月２日の福岡市柏原中学校の公演を見て、打ち合わせをしてきました。子どもたちは元気にパワフル

にパフォーマンスを見せてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原中学校にて 

 

 

夜は熊本でライブ。ハープさん、まゆうさん、の二人とジョイントライブ。若いステキな感性がライブ

ハウスに響きました。打ち合わせ無しで即興のジョイント。ドキドキワクワクでした。 

６月３日は宮崎県串間市・石渡公民館コンサート。 

行くまでは土砂降り。バケツをひっくり返したような雨でしたが開演前に止みました。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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３年前に長崎から寄贈して抱いたピアノがステキな音色を響かせてくれました。前回のコンサートに来

てくれた女の子（現在小学３年生）が「ピアノが好きになってピアノを習い始めた」と話してくれて嬉

しい限り。来年はジョイントで１曲演奏してくれる約束をしました。お母さんと二人で東京から避難な

さっています。元気で過ごしてくれる事を祈ってます。 

 

■頑張れ心あるＮＨＫスタッフたち！   平 信行さん（南区） 

毎月広島に里帰りしていて、先月も５月２９日から６月５日まで田舎に居ました。５月２９日（金）

の夜ＮＨＫ総合で「核なき世界は近づいたのか～ＮＰＴ・核兵器禁止条約をめぐる攻防」と題した興味

深い放送がありました。オーストリアの一外交官の活動を軸に、今回のＮＰＴ再検討会議で禁止条約の

テーマが正面から提起され、それを巡っての各国の主張が交わされた経緯がリアルに報道されました。

禁止条約について直接話し合う会議が設定され、しかしそれは非公開とされ、それでもＮＨＫが音声だ

けでも入手して肉薄する姿勢には迫力がありました。 

残念ながらこの番組は広島放送局の作成で、流されたのは中国地方だけだったようです。いつかどこ

かのタイミングで全国再放送されることを願いました。ＮＨＫでもこんなに頑張っている人たちはいる

んだ、と思いました。頑張れ！心あるＮＨＫスタッフたち！ 

 

 

 

 

 

 

 

■紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

 新聞に紹介されたりして、ご存じの人もおいでになると思いますが、「『反

核がよい』ということを学んでいる学生たちとともに」編集された本が出版

されました。『Ｎｏ Ｎｕｋｅｓ―ヒロシマ ナガサキ フクシマ』（講談社）です。

見開き２ページに、各界からの、あるいは学生からのメッセージが述べられ

ており、その内容は大変意味深いものがあります。現代の社会への警告・訴

えもあり、未来へのメッセージもある。また「被爆者」の話も掲載されてい

る。また、メッセージの交互に掲載されている写真も、明るく楽しい写真も

ある。一人一人のメッセージも、文書は短いがその内容は大変「意味深い」

内容であり、繰り返し読んでも、新たな発見がある。学生の皆さんの「力強

い発言」にも大いに励まされる。明るく楽しく読んで欲しい内容である。ぜ

ひ手に取って、一度ご覧ください。（余談ですが、イタリアには原発が一基も

ない、ということをこの本を読んで知りました） 

 被曝７０年の今年、「核」という問題が文学作品にどう取り扱われ、核に対するイメージがどう変わ

ってきたのかを紹介した本が『核と日本人』です。例えば、核エネルギーを、「平和エネルギー」として

紹介し、原子力は輝く未来を作り出すものとして描かれてきた５０年代・６０年代。その代表的存在が

「鉄腕アトム」ではないでしょうか。対して「ゴジラ」は、核兵器批判の代表作品であろう。１９４５

年から２０１４年「ビッグコミックの美味しんぼ」までの期間の核を取り上げた作品、漫画から映画・

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

講談社 
１５００円（税別） 
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文学が紹介されている。またその時の「マスコミ」による核についての報道

も取り上げあられており、日本人の「核に対する意識の変化」を知ることが

できる。 

 多数の作品が発表された中で作者が「原爆被災者」というのは、「中沢啓

冶」一人であったらしい。その第一作目が「黒い雨にうたれて」である。彼

の代表作といわれている「はだしのゲン」は、「少年ジャンプ」に連載され

たのが、始まりである、というから今の時代からみれば、驚くことかもしれ

ない。しかしそれが許される時代であり、受け入れられた背景がまだあった

時代かもしれない。それが大きく変わったのが「８０年代」という著者から

の指摘である。どのように変化してきたのかは、みなさんご存じのとおり。

著者は、現代の妖怪ブームについて「わからないことがあると、人間の手に

は及ばないという理屈をすぐに持ち出し、性急に納得しようとする。今度は

それが妖怪だった」と警鐘をならす。だれもが考えないといけない指摘であ

る。 

そして、その「中沢啓治氏」の思いが書かれたのが『はだしのゲン 創作の

真実』で、『はだしのゲン 私の遺言』、『はだしのゲンを読む』も併せて読んで

頂きたい。『黒い雨にうたれて』は上記の『はだしのげん 創作の真実』で読む

ことができます。 

 

■紹介：米重節男さん（向日市） 

２０１３年１０月２７日に京都平和委員会が舞鶴で開いた「京都平和のつ

どい」で著者の内藤功弁護士（日本平和員会代表理事）の講演で聞いた時に

紹介された本です。会場で買い求めて読んだ書評を、乙訓平和委員会ニュース№１７６号（２０１３年

１１月５日発行）に書いたものです。本には砂川事件についての裁判闘争が語られていますので、今の

「戦争法案」の議論の状況の中では、この本が出番と思いました。 

『「憲法九条裁判闘争史」その意味をどう捉え、どう活かすか』（内藤功、聞き手／中谷雄一・川口創   

かもがわ出版 ３０００円＋税） 

この本は、日本平和委員会代表委員の内藤功弁護士から、憲法九条を武器に

軍事基地反対闘争を裁判で闘った経験を、若手の弁護士が聞き取る形式で語ら

れた裁判闘争史で、読みやすく臨場感あふれる内容です。評者は、内藤功さん

と言えば弁護士で日本共産党の参議院議員だったことくらいしか、思い至らな

かったのですが、総評労働弁護団の中心的メンバーで労働分野でも多くの裁判

闘争をされていたと知りました。 

この本を読んで、すごい闘いをしてきた人だと感じました。その根底に、戦

前に職業軍人の道を歩もうとその一員であったという自身の戦争責任への反

省があると語られています。今の状況の中で、憲法を武器に闘うことと、今の

力関係の中でそのことの重みを知らされた思いです。国会内だけを見れば表面

的には展望が無いような状況も、憲法を武器に闘うことで切り開けるという確

信を得るものです。ぜひ一読されることをお勧めします。 

中公新書 
８８０円（税別） 

中央公論新社 
１４００円（税別） 

かもがわ出版 
３０００円（税別） 
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（２０１５年６月１日 民医連新聞） 

  

  
「被爆者の医療記録の保存を」 民医連に要請 

scrapbook 
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■昨日、第１８９通常国会が９

５日間、９月２７日まで延長

されました。戦後最長の延長日

数だそうですが、戦争法案成立の

ためにはもうなりふり構わぬといった姿で

す。一方で一昨日は、円山公園でＳＥＡＬＤｓ（自

由と民主主義のための学生緊急行動）ＫＡＮＳＡ

Ｉの集会が２０００人を超える参加者で開催さ

れ、デモも元気いっぱいに繰り広げられました。

私たちの参加していた国民平和大行進とも市役

所前で一体となり熱気に包まれました。「これは

本当に廃案にできる！」と思わず感じ入ってしま

いました。とても暑い夏になってしまいそうです

が、悔いなく闘い抜きたいと思います。 

■６月１７日の例会でまた新しい仲間を迎える

ことができました。次号の会報で自己紹介もお願

いできると思います。 

例会ではまた、「２世の健康実態調査」を機会

につながりを広げていこうという積極的な発言

も相次ぎました。２世・３世を名乗り、ネットワ

ークが広がっていくこと自体に社会的意味があ

ります。もっともっとたくさんの仲間（会員）が

増えていくことをめざしていきましょう。 

（６月２３日）

編集後記 

■広島 初の内部被曝痕 爆心地４.１㌔ がん組織で発見  広島・長崎大 

広島原爆で放射性降下物が検出された地区に住み、後に四つのがんを相次いで発症した女性（既に

死亡）のがん組織から、内部被曝（ひばく）の証拠となる放射線の痕跡を広島大と長崎大の研究グル

ープが発見した。 

７日、広島市中区であった原子爆弾後障害研究会で報告した。グループの鎌田七男・広島大名誉教授

（血液内科）は「広島原爆で内部被曝の証拠を示せたのは初めて」としている。 

鎌田名誉教授によると、女性は当時２９歳で、爆心地から４・１キロの古田町（現西区）にいた。

出産直後で動けず、約２週間は自宅周辺の野菜や水を摂取していたという。１９９８年以降、肺や胃、

大腸などにがんを相次いで発症。爆心地から遠いため外部被曝の線量はほとんどなく、多重がんの原

因として内部被曝の影響が考えられていた。  

グループは、女性の肺がん組織を特殊な乳剤に浸して乾燥させて撮影。細胞に取り込まれた放射性

物質がアルファ線を出し、組織を傷つけた痕跡が、黒い筋で写し出された。原爆直後に同地区の土壌

から検出された核物質のうち、半減期の長いウランだけが発症した９８年にも残るため、ウランが発

生源とみている。 

痕跡の密度から推定すると、肺がん組織が浴びた放射線量は、がんでない肺組織の１０倍だった。

鎌田名誉教授は「この女性は直接被爆も入市被爆もしておらず、多重がんには内部被曝が関係してい

る可能性が高い。軽視されがちな内部被曝の証拠をつかめた意義は大きい」と話している。 

原爆による内部被曝の痕跡は、長崎の被爆者では、２００９年までに撮影されている。  

（２０１５年６月８日 中國新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

７ １ 水 
うるう秒（８時５９分５９秒） 

ふたりの被爆画学生の絵展 →８月２５日まで（立命館大国際平和ミュージアム） 

 ２ 木 国民平和大行進・舞鶴 

 ３ 金 国民平和大行進・宮津、与謝、伊根                   キンカン行動 

 

 
４ 土 

国民平和大行進・京丹後 

戦争と銃後のくらし展・しもぎょう（１０時・ひと・まち交流館） 

 ５ 日 
戦争と銃後のくらし展・しもぎょう（１０時・ひと・まち交流館） 

学習集会とめよう！戦争法・経ヶ岬米軍基地撤去（１３時３０分・教育文化センター） 

 ６ 月 6・９行動 

 ７ 火 

原発賠償京都訴訟第９回期日（１０時傍聴抽選・１１時開廷・京都地裁） 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（14 時・大阪高裁） 

国民平和大行進・綾部、福知山 

盧溝橋事件（１９３７年） 

 ８ 水 国民平和大行進・福知山 

 ９ 木 国民平和大行進・京丹波、美山  6・９行動 

 １０ 金 国民平和大行進・南丹、亀岡                      キンカン行動 

 １１ 土 
国民平和大行進・亀岡、京都市内網の目行進 

２０１５戦争展プレ企画 平和と文化のつどい（13 時４５分・教育文化センター） 

 １２ 日  

 １３ 月  

 １４ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（1１時３０分・大阪地裁）        祇園祭・宵山 

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

 １６ 木 祇園祭・宵山 

 １７ 金 祇園祭・山鉾巡行                           キンカン行動 

 １８ 土 
とめよう戦争法大集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

映画『ひろしま』上映会（１０時３０分／１４時３０分／１８時３０分・京都アスニー） 

 １９ 日  

 ２０ 月 海の日 

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土 戦争と被爆体験者のお話を聴く平和の集い（１４時・上京診療所） 

 ２６ 日 ポツダム宣言発表（１９４５年） 

 ２７ 月  

 ２８ 火

曜 

 

 ２９ 水  

 ３０ 木  

 ３１ 金 キンカン行動 

 


