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アジア・太平洋戦争 終結７０年の今年 

戦争責任を真に問いただし、謝罪と被害者救済を実現し、 

アジアの人々との新しい友好を願って 

絵本『終わらない冬』を広めましょう！ 
 

■終戦７０年、節目の今年。私たちが願うのは、戦争責任を真に問いただし、未解決の戦争被害を謝罪

と救済で解決し、アジアの人々との心からの友情・友好関係を築く出発点とすることです。 

■日本の植民地主義と侵略戦争による最も悲惨な被害者である日本軍「慰安婦」は、多くの人々の努力

にも関わらず未だ解決されず、私たちに課せられた問題として残されたままです。何者にも妨げられる

ことなく真実を告発し、問題を解決し、将来に渡って語り継いでいくために、絵本『終わらない冬』（日

本軍「慰安婦」被害者のはなし）を広めていくことに、京都「被爆２世・３世の会」も参画していくこ

とにしました。 

 会員のみなさんの積極的なご参加をよびかけます。 

■『終わらない冬』は日本軍「慰安婦」被害者について語られた絵本です。２０１０年韓国において、

作：カン・ジェスク、絵：イ・ダムによって描かれ、ポリ（麦）社から出版されました。５年後の今年

を目標に、京都「被爆２世・３世の会」会員でもある石田信己さん等による「『終わらない冬』出版日

本の会」のみなさんが日本語訳の出版に奮闘され、実質自費出版という形で、８月１５日を前に実った

ものです。 

■戦争責任と言えば、私たちの親、祖父母である広島・長崎の被爆者も未だ誰からも謝罪されず、一切

の国家補償も受けていないのが歴

史の事実です。医療保障等はあく

までも福祉行政の一つとして取り

扱われ、国の責任を根拠とする国

家賠償は頑なに拒まれています。

特に無差別大量虐殺の原子爆弾を

投下したアメリカ政府の行為は問

われなければならない戦争犯罪で

す。“反戦・平和”を抽象的なスロ

ーガンとして唱えるのではなく、

戦争被害は誰がもたらしたのか、

その責任は問われ謝罪と補償は果

たされているのか、を歴史の真実

に基づいて追及していくことが必

要です。そうしたことも念頭に置

きつつ『終わらない冬』を広めて

いきたいと思います。 
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京都「被爆２世・３世の会」会員のみなさんへお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『終わらない冬』は（税込価格）１，０８０円です。（送料は検討中） 

■★一万円応援団の大募集★に参加協力下さい。 

 「一万円応援団」とは、１０冊（１０，８００円）を買い取っていただき、みなさんの周

囲に普及・頒布をしていただくとりくみです。 

 「一万円はちょっと…」と言われる方は、５冊（５，４００円）でもＯＫです。 

■職場、団体・組織、地域でまとめても 

さらに、会員のみなさんの職場、団体・組織、地域でまとめて取り扱う、或いは行事・イベン

ト会場で販売する等のご協力も積極的にお願いします。持ち込み販売可能な行事・イベントが

ありましたら、是非石田さんまでご連絡下さい。 

■もちろん、個人でとりあえず一冊から、という方も是非お申込み下さい。 

■お申し込み・ご連絡は 

上記、いずれの場合も、郵送、電話、ＦＡＸ、メール等何らかの方法で、とりあえずは担当窓

口の石田信己さんへお問い合わせ、ご連絡下さい。 

石田信己さんへの連絡方法 

 郵送 〒６０６－８３１６ 京都市左京区吉田二本松町４の１０ 

 電話 ０９０－８８２４－１２２２ 

 ＦＡＸ ０７５－７７１－８４０６ 

 メール ni_turi3@ybb.ne.jp 

 京都「被爆２世・３世の会」メーリングリストに投稿いただいてもＯＫです。 

■商品のお届けとお支払い 

お申し込みいただいたら、石田さんから絵本が発送され、あわせて振込用紙（ゆう貯銀）が届

けられます。振込 

用紙を使用してお 

支払い下さい。 

８月の例会は２６日（水）です。 

１８：３０～２１：００／ラボール京都４階会議室にて 

ご都合の許す限りお気軽にご参加を！ 

mailto:ni_turi3@ybb.ne.jp
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● 以下の文章は、『終わらない冬』日本語版出版にあたりその経緯を、韓国の出版社ポリ（麦）社からの求

めに応じて石田信己さんがまとめられたものです。出版経緯を理解する上での参考にして下さい。 

 

 

ご承知の通り、戦後７０年の本年、私の国であ

る日本はひとときの愚かなる政権によって戦後

日本を築き上げてきた基本的規範である日本国

憲法の平和条項を踏みにじり「殺し殺される」「戦

争する国家」としての「普通の国家」に変質しよ

うとしています。国民のいかなる同意もないまま

行った「閣議決定」によって法案化した「戦争法

案」を今夏の国会で強行成立させんとしているこ

とが今、その焦眉の戦後分岐点として問われてい

ます。戦後最悪の政権と断定されてしかるべき安

倍・麻生反動政権は良心的な保守勢力からさえそ

の危険性に警鐘が打ち鳴らされています。この政

権は当然と言えば当然でしょうが、骨の髄から

「歴史修正主義」者の集合体であることは、相手

国政府がいかなるイデオロギー体現の政府であ

るのかを別にしてなお日韓、日中の首脳会談すら

実現できていないことに顕著に現れています。 

 かくなる事態はここ十年ほどの推移ではあり

ますが、この間に絵本「終わらない冬」は２０１

０年８月１５日、「韓国併合」１００年という節

目の年に貴国にて姜済淑さんの文と李淡さんの

絵画によって発刊されました。私は直ちに日本で

も翻訳・発行され普及されるものと確信していま

した。なぜならば、「韓国併合」１００年の節目

を前後して私たちの国が犯した過去の愚行を史

実に基づいてより正確に清算・克服すべきだと希

望し、その一助になる出版物だと考えていたから

です。 

 しかし、その後、日韓の被爆者と２世３世の問

題をめぐって姜済淑さんと行き来があったもの

の、この絵本の日本での翻訳・出版の吉報を聞く

に至りませんでした。「やむなく」昨年来、私は

京都と東京の日韓近現代史に良心的理解のある

出版社数社に発刊の依頼に出向きましたが快諾

を得るに至りませんでした。 

絵本「終わらない冬」の日本での紹介経緯は日

本で年４回発行されている雑誌「季論２１」の第

１０号（２０１０年１０月）の一企画上、姜済淑

さんにインタビュー記事として登場願ったこと

に端を発しています。この記事は同年の８月初旬、

広島市で取材されたものですが、読者であった私

が編集部に依頼して実現されたものです。この記

事「知ることから、はじまる」の主テーマは韓国・

朝鮮の被爆者とその２世３世の問題でした。この

中で姜済淑さんは日本軍「慰安婦」問題にもふれ

て絵本「終わらない冬」がこの年８月１５日に韓

国で発行され、いずれは日本でも翻訳発行される

と語っていたことによります。 

ところがその後、日本でのこの絵本は発刊困難

の憂き目にあい、早い時期の発刊はなされません

でした。理由は諸事情として処理せざるを得ませ

んが、仮にそれが「商業的成立困難」を理由にす

るとしても、あるいは日韓「係争」中の「慰安婦

問題」そのものの韓国の出版物であることを理由

にするものであれ、私は強く訝りを感じたもので

す。つまりこの十年来の日韓、ひいては日本とア

絵本「終わらない冬」の日本での翻訳出版・発刊に至った経過 

それは、訝りと義憤 
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ジア・太平洋戦争に関わる関係諸国との戦後処理

の不徹底、過去克服の未整理、過去清算の問題が

背景にあるものではないかと改めて理解させら

れたことによります。個々の出版社の個別事情問

題とは違う背景が根強くあることによるものだ

と痛感した次第です。この間の「歴史修正主義」

者の跋扈によって、今日に至る日本という国が実

はやはり、戦後７０年の時を経て関係諸国との真

なる友好関係の成立を確固として成し遂げてい

ないものだと私は改めて実感させられたもので

す。 

誤解をおそれずに率直に申しあげますが、私は

特段に「慰安婦問題」を理解・追求・解明をして

いる者でもこの運動に直接的に関与している者

でもありません。もちろん「ナヌムの家」を訪問

し、ハルモニたちの優しさにふれ、震えるような

感情をおさえることができない体験はしていま

す。また、訪日したハルモニたちが時として日本

の歌曲「ふるさと」を「うさぎ追いし、かの山～」

と唱うたびに「もう、その歌は唱わなくていいは

ずですよ、アリランだけを唱って下さい！」と心

の奥底で叫んでいた者ではあります。 

 ただこの「慰安婦」問題の運動に関わっている

わけでもない私かこの絵本の日本での発行を必

ず実現すべしと思ったのは先ほどの訝りであり、

この訝りが現安倍・麻生政権への怒りに転じ、義

憤としての感情を抑えること為しえずの境地に

至ったからです。ただ戦後生まれの私個人のこの

訝りと義憤、怒りなどは被害にあったハルモニた

ちの恨に比べれば、もとより比較になりようもあ

りません。ただただ臍かむ思いの重なりの結果の

日本での出版です。 

 この絵本の今回の日本での発行は事実上は「自

費出版」ではありますが、出資者数人の方々の同

意と韓国挺身隊問題協議会翻訳による「少女の物

語」を発刊した日本機関紙出版センターとの奇遇

により実現に至りました。もとより底力は、姜済

淑さんの平和活動への限りない努力のたまもの

であり、画家・李淡さんと金槿姫さんご夫婦の支

え、さらには自然界と人間性との繋がりに出版使

命を実現されているポリ（麦）社の皆さんのご協

力によってはじめて可能になったものです。深く

感謝、感謝しかありません。 

 わが日本国が国として「一点の恥の無き」謝罪

と賠償を歴史事実に基づいて行うことを求めて

一国民として運動に関わることはもとより、一日

本人としての一つの「過去清算」「過去の克服」

をこの絵本の日本発刊によってささやかながら

果たすことができるのではないかと私はかすか

な安堵感を抱いたものです。しかし、「過去清算」

「過去の克服」をめぐる日本の政治・社会情勢は

風雲急を告げる戦後最大の局面を迎えています。

言うまでもなく戦前の日本帝国主義・軍国主義の

中枢部に出自をもつその末裔の亡霊政権＝安

倍・麻生政権は「戦争法案」の強行成立をもくろ

み、米国従属の下でかっての「侵略戦争」「植民

地支配」の今日的再現を今まさに企てんとしてい

ます。この絵本が彼らの許すべからず策動を打ち

破ることにつながり、一冊一冊の頒布・普及が一

つの嚆矢となれば僥倖この上なく、今夏から頒

布・普及に微力を尽くしたいと決意しています。 

 なによりも被害にあったハルモニたちの恨に

むくいるために！ 

 

２０１５年７月 梅雨明けを前にして 

絵本「終わらない冬」出版日本の会 代表 石田信己 拝 
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アメリカは、韓国人をはじめとする 33ヶ国、数 10万人の被爆者に

対する原罪的責任を負わなければならない。 
 

韓国患友会（被爆二世・三世の会）初代会長・金亨律さんの父・金
キム

鳳大
ポ ン デ

さんの発言紹介 

ＮＰＴ再検討会議に先立ち、４月２５日、ニューヨークのクーバーユニオン大学で開催された 

「国際平和地球会議」において 

 

 

 私はキム・ボンテである。私は私の妻と息子に代わって、人権と生存権を取り戻すた

めに、韓国の被爆二世を支援する特別法制定への連帯を訴えるためにここにきた。 

 私の妻は 6 歳のとき、広島で被爆した。 私の妻は生涯にわたって、皮膚病、背中の下

部の腫瘍、骨粗しょう症などに苦しんできた。私の息子キム・ヒョンニュルは、2005

年に難病である先天性免疫グロブリン欠乏症で死んだ。原爆被害が遺伝したためだ。私

の息子キム・ヒョンニュルは、自身の病気が母の受けた原爆被害が理由であることを知

って以来、被爆二世問題を提起してきた。 

 韓国政府は、韓国人の被爆者に対する保護を与えようとしてこなかった。国家が被爆 2

世に対する職務を放棄したのだ。私の息子は被爆 2 世を組織し、特別法制定運動を行っ

た。日本で開かれた公聴会にも参加した。私の息子キム・ヒョンニュルが始めた特別法

制定運動は、10 年間にわたって国会で保留されている。 

 しかし韓・米・日政府は原爆被害の遺伝を認めていない。日本人の被爆二世も日本政

府から認められずにいる。アメリカが原子爆弾を投下したあと日本に建設した、日米放

射線影響研究所(RERF)は、被爆二世の健康状態をモニタリングしている。しかし、2007

年には原爆二世の病気が被爆のためなのかどうか、因果関係が明確でないと発表した。

放射線影響研究所は、両親の被爆の遺伝に関して継続的な研究が必要だという。 

 放射線影響研究所のある研究員は、個人的な立場では、被爆の遺伝があると認めると

明らかにしたことがある。日米両政府が原爆被害の遺伝性を認めないのは、核兵器投下

の責任を回避するためだ。だが 2013 年、韓国・慶尚南道が被爆一世・二世・三世 1125

人を調査したところ、全回答者のうち 20.2%が、子供の先天性奇形または遺伝性疾患が

あると答えた。 

私の息子キム・ヒョンニュルと韓国原爆２世患友会 1,300 人余りの原爆 2 世たちは核

兵器の人道的被害が、永久に、世代を超えて相続されることを存在として証明している。

被爆者の子孫は、日帝の侵略戦争と反人道的核兵器を使ったアメリカ政府によって、自

身の意志とは関係なく被爆者として生まれた、米国と日本による戦争犯罪の最も痛まし

い被害者だ。日米両政府は、被爆 2 世・3 世など後世にわたる原爆被害の遺伝性を認め
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なければならない。罪を認めて謝罪するのは、人間として最低限の道理である。米国は

途方もない被害結果を予想していながら、世界で最初に原子爆弾を開発し投下した。し

たがってアメリカは、韓国人をはじめとする 33 ヶ国、数 10 万人の被爆者に対する原罪

的責任を負わなければならない。それでもアメリカは、70 年間にわたって、謝罪さえし

てこなかった。核兵器を禁止することにも消極的だ。 

我々は米国が一刻も早く被害者に謝罪することを要求する。 

韓国政府は、韓日協定（日韓条約）から除外された、原爆被害者に対する賠償を日本

から受け取らなければならない。 

韓国原爆被害者と市民団体は、被爆 70 年になる今年、必ず特別法を制定しようと努力

している。どうか助けてほしい。人類は、韓国をはじめとして全世界に散らばっている、

原爆被害者の惨状を知らなければならない。 

人類の平和と人権を保護する任務を持つ国連は、反人道的核兵器を非合法化し、廃棄

することの先頭に立たなければならない。 

 

 

 

 

 

写真は左から 

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） 

金鳳大さん 

吉良よし子さん（日本共産党の参議院議員） 

チェ・ポンテさん（大邱市在住弁護士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年『被爆二世健康実態調査』引き続き実施中です! 

二世のみなさんのご協力をお願いします！ 

被爆二世のための大切な調査。アンケート回収期間を延長して（８月３１日まで）とりくんで

います。お知り合いの被爆二世の方にもこの調査のことを是非広めていただき、一人でも多く

の二世が参加するとりくみにして下さい。 
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原発賠償京都訴訟第９回口頭弁論の報告 
 

 

 

 

 

 

みなさま 

事務局の上野と申します。７月７日の原爆賠償

京都訴訟第９回口頭弁論の報告です。 

 

雨の中、たくさんの方が傍聴に駆けつけてくだ

さったことに感謝いたします。残念ながら、出足

が悪く抽選にはなりませんでしたが、整理券配布

時間が過ぎてからも続々と来場いただいたお蔭

で、開廷時には満席に近い状態となりました。 

 

今回は期日に合わせて第３次提訴行動が行わ

れました。１１世帯３１名の新たな参加で、原告

は計５８世帯１７５名になりました（これまでの

世帯数の数え方に間違いがあったようです）。そ

のうち５名の方が提訴行動に参加され、記者発表

後、傍聴・期日報告会にも参加されました。 

裁判所周辺での入廷前行進 

 

法廷では、原告側が４つの準備書面を提出し、 

そのうち２つについてプレゼンを行いました。 

 

まず大江智子弁護士から、津波の予見可能性お

よび結果回避可能性に関する弁論を行いました。

その要点は、①２０１２年４月１１日に原子力安

全保安院の高島賢二・統括安全審査官が「津波の

計算は非常に難しく…極端な場合には倍または

半分があるものと認識していた」と述べ、現在で

も気象庁のＨＰに「現在の津波予測技術では『予

想される津波の高さ』の予想精度は１/２～２倍

程度」と記載しているように、国は津波の予測に

は２倍の誤差を考慮すべきことを認識していた。

②東電は株主訴訟において、２００８年４月に敷

地南側（敷地高 O.P＋１０ｍ）での最大津波は O.P

＋１５．７ｍとなり、浸水深が約５．７ｍになる

という試算結果を得ていたとの準備 書面を提出

した。また、東電は同年９月に社内向け説明資料

で「現状より大きな津波高を評価せざるを得ない

と想定され、津波対策は不可避である」と記載す

るなど、津波対策の必要性を認識していた。③１

９９９年に国交省は津波浸水予測図を作成して

いるが、津波高 O.P＋８．７ｍの場合には１～４

号機すべてが浸水することが予測されている。④

このように敷地高を超える津波の到来は予測で

きたにもかかわらず、東電は津波対策を怠り、国

は規制権限を行使しなかった。―というものでし

た。 

 

次に、三上侑貴弁護士から因果関係論について

の東電の準備書面に対する反論を行いました。そ

の要点は、①東電は、東京地裁の裁判例（２０１

３年１０月２５日）を自分たちの主張を補強する

ものとして引用し ているが、２つの裁判は争点

が違う。②東京地裁の方は、原告が被ばくによっ

て直ちに健康リスクが増加するという損害を受

けたかどうかだが、本件は被ばく線量と避難する

 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９回口頭弁論が７月７日（火）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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ことの間に因果関係があるかどうかが争点だ。③

日本においては、ＩＣＲＰの１９９０年勧告につ

いての審議に基づいて、刑罰を含む法的担保によ

って国民を年間１ミリシーベルトを超える被ば

くから保護する法的整備がなされた。東京地裁で

は原告側がこうした点を主張していないため、本

件の参考にはならない。④東京地裁は受忍限度論

によって判断しているが、そもそも受忍限度論は

騒音、振動、日照妨害などの生活妨害が適法な権

利行使によって生じているケースに適用される

ものだ。放射性物質の外部放出は適法な権利行使

ではなく 、国内法で公衆被ばく限度が定められ

ているのだから、受忍限度論を適用するのは誤っ

ている。―というものでした。 

 

期日報告会では、進行協議に参加した弁護団が

帰ってくるまでの間、初めて試みでしたが、白石

草監督の『チェルノブイリ ２８年目の子どもた

ち』というＤＶＤを上映しました。上映後、会場

から「いまの映画で観たように、今後日本でもさ

まざまな健康障害が起こる可能性があるが、そう

いう問題についてどう対応していこうと考えて

いるのか？」という趣旨の質問が出され、弁護団

サイドからは「賠償訴訟は個々人の賠償をかちと

るだけではなく、原発事故に対する政府・東電の

責任を追及し、裁判に勝利することを通じて原発

被害者に対する総合的な支援策を立案させるこ

とをめざし ている」という趣旨の回答があり、

支援する会からは「この間、原告や支援者間の横

のつながりを作ってきたが、全国の被害者団体に

よる被団連という連絡会も結成され、政府を攻め

る陣形はできつつある」という補足発言がありま

した。 

裁判終了後の報告集会（京都弁護士会館） 

 

なお、会報にも載せましたが、フォトジャーナ

リズム月刊誌「ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ」７月号に、

京都訴訟が取り上げられ、７名の原告の方の話も

載っています。機会があれば、ぜひご購入くださ

い。 

 

次回期日は少し飛んで９月２９日（火）です。

次回からは、具体的損害の立証に入って行きます。

原告の本人尋問では被告側からの厳しい反対尋

問も予想されるため、事前の準備と共に傍聴席か

らの応援がいっそう重要になってきます。抽選に

なるほど多くの傍聴 で、原告を支えていただき

ますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和のための京都の戦争展・ピーススクール企画 

原発賠償京都訴訟 

わたしたちこそが、声をあげよう 
２０１３年９月、国と東電に対する損害賠償を求め、京都地方裁判所に提訴。その裁判の道のりや

経過、思いなどが語られます。 

■お話：福島敦子さん（原発賠償京都訴訟原告団共同代表） 

■８月８日（土）１４：３０～１５：１５ 

■立命館大学国際平和ミュージアム２階孔子学院 
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■「原爆供養塔―忘れられた遺骨の７０年―」 堀川恵子 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

 広島の「原爆ドーム」・「原爆死没者慰霊碑」については、我が家

４世代で訪問しお参りしたことがあるが、「原爆供養塔」については、

申し訳ないというか、恥ずかしながらというか、全く存在すら知ら

なかった。ここには氏名や住所がわかっていながら、なぜか無縁仏

とされた人も含めて、７万人の遺骨が眠っているとのこと。 

この本は、この供養塔を「約５０年間」にわたり、供養し、遺骨

として眠る７万人のうち、住所・氏名がはっきりしている人の遺族

を捜しつづけた女性と、その意志をついで活動を継続した作家の話

である。 

 「ヒロシマの大母さん」と呼ばれているこの女性は、被爆者であ

り・語り部でもあったが、前半は、なぜ彼女が「被爆者になり、こ

のような活動を」を行うようになったのかが、描かれている。この

半生にも驚きがあるが、むしろ「一人で行政に立ち向かい」、供養塔

に眠る「骨壺」一つ一つに向き合い、その人の人生を追っていく姿

に頭が下がる。「氏名・住所」がわかっていながら、「遺骨」を引き 

取ることができない事情もある、という重い事実もあり、考えさせられる部分がある。 

今も引き取り手のない、多くの遺骨は「名前も住所も」わからない。しかしその人にも、それぞれの

人生があったし、家族もいたはず。それなのに「戦争」「原爆」は、「何千人・何万人」とひとくくりに

してしまい、個人を殺す。これが戦争の実相だ、という著者の指摘になるほどと同意。氏名・住所が判

明している人の遺族を尋ねて、話を聞くだけでも大変重い歴史的背景があるだけに、個人の歴史が、簡

単に消されることに、怒りさえ覚える。 

又朝鮮人の被爆者が、平和公園で被爆体験を子供に語ると、「どうしておばちゃんは日本人でないの

に、広島で被爆したの、旅行に来ていたの？」と聞く歴史が正しく教えられないことの恐ろしさも感じ

る。 

 「７０年という歳月、国家として一度も戦争に加

わらず、戦場でひとりの人間も殺さなかった先人た

ちの歩みを心から誇りに思います」（あとがき）とい

う著者の指摘、現在の国会論議を聞き見て、しっか

りと受け止めなくてはと思います。 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

文藝春秋社 
１８９０円（税別） 
中古本サイト 
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会員（自己）紹介 
 

三須磨大成 （みすまたいせい） 

 

初めまして、

６月の例会から

参加させてもら

ってる三須磨大

成と申します。 

１９５６年生ま

れの５９歳です。

京都市内から車

で１時間くらい

走った南丹市八

木町の神吉とい

う中山間地で米

と野菜を自給する生活をしています。子供の頃

から音楽が好きで、今は妻と一緒にキューバ音

楽のバンドを作ってライブハウスやイベント

で活動したりしています。 

僕の父は兵役で広島の爆心地から１，２キロの

所に居る時に原爆が爆発したのですが、幸運にも

生きながらえたのです。５００人ほどいた部隊で

生き残ったのは父を入れて２人だけだったそう

です。被爆体験を多くは語らない父でしたが、僕

の気持ちの中にも放射能や戦争に対する拒否反

応が芽生えたのは、自然なことでした。 

 ３，１１の震災、福島の原発の事故以来反原発

やガレキ焼却に対する反対運動などに積極的に

参加するようになりました。 

 昨年、悪性リンパ腫を発症して１０ヶ月の闘病

生活も終わり、現在は気力も復活してまいりまし

た。 

 安保法制やＴＰＰ、原発再稼働など問題が山積

してる今、被爆二世として活動や発言する必要が

あると感じる今日この頃です。 

 以後よろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

■長岡京市でも「戦争法案反対」集会に２００人    石角敏明さん（長岡京市） 

６月２３日、「国民平和大行進」が、向日市から大山崎町まで行われ、私は長岡京から大山崎まで歩

きましたが、米重さん（父）が先頭で指揮をとられ、大活躍でした。参加者は１３０名くらい？例年は

もっと多いそうですが、今年は「暑すぎて？」参加が少なかったのかな 

 ２０日は、長岡京市で「戦争法案反対」の集会があり、約２００名の市民が参加され、盛り上がりま

した。「集会に参加したのではないが、法案には反対、というか疑問をもっており、何を話されるのか

聞きに来た」という人もおいでになりました。 

平さんが紹介されていた、ＮＨＫのドキュメンタリー番組（ＮＰＴ再検討会議関係）見ました。オー

ストラリアの外交官の奮闘すごい、と思いましたが、本来なら「日本の外交官」が、果たすべき役割で

すね。この辺がさみしいところです。でも「核兵器廃絶」の運動は確実に・着実に進んでいる、という

ことはわかりました。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■北海道・厚岸湖のおすそ分け    河野康弘さん（右京区） 

 ７月９日、北海道から昨日、京都に帰りまし

た。 

７月３日に滝川市にはじまり余市町、石狩当

別町、浜中町茶内、釧路で演奏してきました。 

最初はとても寒かったですが少しづつ天候が

よくなり夏の北海道を楽しんできました。 

釧路から茶内に花咲線で移動。その途中の風

景が大好きなので風景のおすそ分け。厚岸湖で

す。 

さて、明日は大津市で下記のようにチャリテ

ィーライブやります。お時間ございましたらご

参加ください。 

 

■橋本千秋さんから永井隆まで    平信行さん（南区） 

４月１８日の年次総会で橋本ちあきさんに記念講演「被ばくを超えて～放射能時代を生きる」をお話

ししていただきました。お話しの中で、被爆者が徹底した食事の管理で放射能障害を乗り越えた例とし

て長崎の被爆医師・秋月辰一郎博士のことが紹介されました。５月に被爆体験の聞き取りに濱村巧さん

宅を伺った際にも、奥さんから秋月医師のことが話の俎上にのぼりました。そういうことがあったので、

書店でたまたま見つけた秋月辰一郎の著書『長崎原爆記－被爆医師の証言－』（平和文庫）を読むこと

になりました。読んでいると永井隆博士が登場し、交友・交流のあったことが著されています。永井博

士のことも少しは知りたくなって彼の著書『この子を残して』（平和文庫）も読むことになりました。

読んでいると、これは映画にもなったことを思い出し、今度は木下恵介監督の映画『この子を残して』

のＤＶＤを購入して鑑賞することになりました。長崎の被爆の一断面にほんのちょっとだけですが近づ

けたような気がしました。 

 

■「富野・長池９条の会」を立ち上げました   谷口公洋さん（城陽市） 

 いつもすみません。アンケートも忘れていて、現在書いているところです。例会の日も授業があり欠

席します。この一年間は動けません。 

地域で先週土曜日に「富野・長池９条の会」を立ち上げました。会長には、８６歳の池本幸三先生（龍

谷大学名誉教授）になって頂きました。地域には良心的な人がたくさんいます。私は事務局員でこの１

週間近所を回り、署名を集めたりニュースを発行したりしています。 

情勢は緊迫していますが、出来ることをやるだけです。皆様によろしくお伝え下さい。 

 

 

 

 

 

 

みなさんのお便り 

お待ちしています。 
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■ＮＡＴＯ：核態勢見直し 露に対抗 高性能化など検討 

ロシアが大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）４０基以上の新たな 

配備を決定するなど、核兵器の脅威が高まっている事態に対応し、 

北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が核兵器態勢の見直し作業に入った 

ことがわかった。ＮＡＴＯ高官が毎日新聞などに明らかにした。 

 ＮＡＴＯ内部の核管理委員会など８委員会がロシアの核攻撃能力を分析し、少数の核兵器と強

い通常兵器を組み合わせて抑止力とする現態勢が、核兵器を中心としたロシアの戦力に有効かを

判断。「ロシアに追いつく」（ＮＡＴＯ高官）改革を行う。保有する核兵器の高性能化や核兵器

数の増加などの選択肢はあるが、高官によると、ＮＡＴＯ内には核戦力強化をためらう意見も強

いという。 

 ロシアによるウクライナ軍事介入を機にＮＡＴＯは通常戦力に限り集団的自衛権に基づく共

同防衛強化をはかってきたが、ロシアが核の力をちらつかせたことで方針転換。ロシアと欧米が

核兵器での軍拡競争に陥る可能性が出てきた。 

 高官はロシアの核使用の可能性を「現実的な憂慮」と指摘。根拠としてロシアが、核兵器の小

型化▽射程５００キロ以下の戦術核と通常兵器を組み合わせた攻撃手法の開発▽通常兵器と核

の両方使える運搬手段の利用−−を行っている点をあげ、「ロシアが投入を現実に考えるようにな

り、質的に違う事態に進展した」と述べた。 

 現在、ＮＡＴＯの核管理委員会などがロシアの核戦力を「緊急に」分析中で、早ければ１０月

のＮＡＴＯ国防相会議に「新たな対応策」を提案。来年７月の首脳会議で確定する見通し。 

 ＮＡＴＯはこれまで、ロシアが核使用に言及しても核態勢を変えないとの見解を示してきた

が、「できるだけ広い視野で分析し対応策を探る必要性」が指摘され、見直しに踏み切った。 米

軍備管理協会によると、射程の短い戦術核では、ＮＡＴＯは欧州大陸５カ国に米軍の戦術核１５

０〜２００発を配備するが、ロシアは約３０００発を持つとされ、差は大きい。他方、ＮＡＴＯ

の通常戦力はロシアを大きくしのいでおり、ロシア側は戦術核を中心にＮＡＴＯに対抗する方針

を取っている。 

（２０１５年６月２４日 毎日新聞） 

scrapbook 

■原爆初判定の資料原本発見 京都帝大教授の遺品から 

戦時中に海軍の依頼で原爆開発を研究し、原爆投下直後の広島で現地調査の結果、新型爆弾を「原

子爆弾」だと初めて科学的に判定した京都帝大の荒勝文策教授（１８９０～１９７３年）が残した当

時の分析資料の原本や弟子の研究ノートが見つかったことが２６日、関係者への取材で分かった。 

 荒勝教授が新型爆弾を原爆と判定したことは既に知

られているが、資料の原本が確認されたのは初めて。被

爆７０年の節目に、専門家は「歴史を検証する貴重な資

料だ」と注目している。 

 資料は、荒勝教授の孫弟子で核開発の歴史に詳しい政

池明京大名誉教授（８０）が、昨年１２月に確認した。 

（２０１５年６月２６日 西日本新聞） 

京都帝大の荒勝文策教授の遺品から見つかった、原爆投下直後の広

島での現地調査の資料＝２６日、京都市左京区の京大総合博物館 
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■「原爆小頭症」支援団体 発足から５０年 

母親の胎内で被爆したために脳の発育が妨げられ、知能や体に障害がある「原爆小頭症」の人や支

援者で作る団体が２７日、発足から５０年の記念の総会を広島市で開き、高齢化する原爆小頭症の人

たちを、どう支えていくのか話し合いました。 

原爆小頭症は妊娠中に被爆した母親から生まれた子どもたちに見られる症状で、放射線の影響で脳

の発達が妨げられ、知能や体に障害があります。 

原爆小頭症の子どもの親たちが作った「きのこ会」が発足からちょうど５０年を迎え、広島県内に

住む９人の小頭症の人をはじめ、支援者などおよそ５０人が出席して記念の総会が開かれました。 

２７日集まった小頭症の人たちは全員が６９歳になっていて、ケーキのろうそくの火を吹き消し

て、一緒に誕生日を祝いました。 

総会に参加した川下ヒロエさんは去年亡くなった母を思って詩を詠み、この詩を基にした歌が披露

されると、涙を浮かべていました。片方の目と耳が不自由で、知能は６歳程度と診断されている川下

さんは広島市内のアパートで１人暮らしをしていて、支援者による日々のサポートが欠かせません。

川下さんは「これから自分で、しっかり暮らして趣味の詩もいろいろ作ってみたいです」と話してい

ました。 

原爆小頭症と国に認定されている人は広島市や長崎市などに２０人いますが、手を携えて子どもた

ちを守ってきた親は去年までに全員、亡くなり、会の運営は、きょうだいや支援者が続けています。 

中には、高齢化に伴って認知症や糖尿病などを患

う人もいて、どのように支援を継続していくかが

課題となっています。 

長岡義夫会長は「かつて医者から２０歳まで生

きられないと言われた彼らに残された時間はそれ

ほど長くないと思うが、穏やかに笑顔で暮らせる

よう支えたい」と話していました。 

（２０１５年６月２７日 ＮＨＫ） 

■８月６日（木）ピースナイタ― 背番号「８６」ユニフォームを着用 

今年広島は未曽有の惨事から７０年を迎えます。 

原爆で壊滅した街の復興を旗印に産声を上げたカープ球団。 

地域の力添えによりさまざまな困難を乗り越え、被爆地の復興とともに歩んできました。 

球団の歴史は広島の復興の歴史でもあります。 試合開催にあたり、慰霊の意を表すとともに「８

月６日」に対する多くの方々の想いや記憶の歴史を継承し、次世代に引き継ぐきっかけになる事を願

っております。 

〇背番号「８６」ユニフォーム着用 

当日は、監督・コーチ・全選手が「86」のユニフォームを着用し、試合を行います。 

広島では 5年前衝撃的な調査結果が出ました。 広島市の小中学校に、広島への原爆投下日時をた

ずねたところ、正解率は小学校で３３％、中学校で５５．７％までに低下していると言う事実です。

被爆の惨状を継承するうえで最も基本的な知識が被爆地、広島市の小中学生ですら欠如しており全国

となるとどのような結果となるのでしょうか。 
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今号でも新しい会員の自己

紹介を掲載することができ

ました。三須磨大成さんよろ

しくお願いいたします。 

新国立競技場の建設計画が白紙に戻

されました。当初予定を大幅に上回り建設費が２

５２０億円もの巨費となって国民の理解は得ら

れないからというのがその理由です。２５２０億

円で大騒ぎですが、それを言うならもっととんで

もないものがいっぱいあることを忘れてはなら

ない。リニア新幹線は現時点で９兆円、原発核燃

料サイクル事業は５０兆円、国立競技場などとは

桁もスケールもあまりにも違うとんでもない無

駄金です。民営とは言え歴然とした国策ですし、

一大国家的プロジェクト。つけはすべて利用者、

国民に回されてくるこれほどの公共事業はあり

ません。国土と大自然を破壊し、いのちとくらし

を危機に陥れていくだけのこのような事業を、国

立競技場問題を機に、あらためて問いなおしてい

く時だと思います。

 

被爆７０年の８月６日に広島で開催される試合で、私たちが継承して行かなければならない７０年

前の記憶、８月６日という特別な日を、グランドに立つ選手の背番号「８６」を通じて全国に伝えた

いと思います。また、ユニフォームの片袖には今年度までに慰霊碑に奉納された原爆死没者数を刻印

しております。 

犠牲者の冥福をお祈りいたします。 

＜前田健太選手コメント＞ 

８月６日という日にチーム全員で同

じ背番号８６のユニフォームを着てプ

レーできるのは身の引き締まる思いで

す。皆で気持ちを一つにして戦っていき

ます。広島にとって８月６日はすごく大

切な日です。その記憶が薄れてしまうの

は悲しいことなので、忘れてはいけない

という思いをカープの選手として野球

を通じて全国の皆さんに伝えていきた

いです。 

カープは地域の皆さんと共に歩んで

きた球団です。この日に野球ができる喜 

びを感じながら球場で一生懸命プレーしたいですし、皆さんに一つでも多くのことを野球を通じて伝

えたいと思っています。８月６日はいつも以上にチーム・ファン一丸となって戦っていきたいです。 

僕は大阪出身なのですが、カープに入団してから原爆を身近に感じるようになり、８月６日に遠征

で広島に居ない時は、帰ってきてから平和公園に行って手を合わせるようになりました。カープとい

う球団が復興の象徴として戦ってきたという歴史を知ってから、広島の地域のために頑張りたいとい

う思いがより一層強くなりましたし、何とか喜んでもらいたいと思って戦うようになりました。８月

６日に広島で試合ができるのは選手にとってすごく嬉しいです。 

８月６日にカープと広島の歴史についてたくさんの人に知ってもらえるように頑張っていきたい

と思います。 

（２０１５年７月７日 広島東洋カープ・ホームページ） 

編集後記 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

８ １ 土 
日本母親大会 

京都原発裁判支援ネット設立集会・映画「日本と原発」上映会（１３時３０分・ひと・まち） 

 ２ 日 
日本母親大会 

原水禁大会国際会議（広島） 

 ３ 月 原水禁大会国際会議（広島） 

 

 
４ 火 

原水禁大会国際会議（広島） 

原水禁世界大会－広島       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

 ５ 水 原水禁世界大会－広島       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

 ６ 木 
原水禁世界大会－広島       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

広島原爆記念日                             6・９行動 

 ７ 金 
原水禁世界大会－長崎       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

キンカン行動 

 ８ 土 原水禁世界大会－長崎       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

 ９ 日 
原水禁世界大会－長崎       平和のための京都の戦争展（立命大平和ミュージアム） 

長崎原爆記念日                             ６・９行動 

 １０ 月 日本被団協結成（１９５６年） 

 １１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土 「終戦」記念日 

 １６ 日 五山送り火 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水  

 ２０ 木  

 ２１ 金 キンカン行動 

 ２２ 土 韓国併合（１９１０年） 

 ２３ 日 「帰還証言・ラ―ゲリから帰ったオールドボーイたち」上映会（１４時・ひとまち交流館） 

 ２４ 月  

 ２５ 火

曜 

 

 ２６ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 


