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■被爆二世健診は、健診項目への評価が低く、残念ながら受診者数はそう多くないのが現状です（受診

者数は全国で約２万人程度、京都府は昨年１７５人）。また二世健診の対象者は親が被爆者手帳所持者

に限定されていることなどの問題もあります。しかしこの二世健診は現在国が行っている唯一の被爆二

世施策です。 

■私たちは国の責任において、被爆二世の健康診断が充実した内容で行なわれること、必要な医療補助

が行われること、被爆による二世の健康への影響（遺伝的影響）の研究がしっかりと行われることを求

めています。したがって現状に様々問題はあっても、まず多くの人が二世健診を受診し、実績を積み上

げていくことが必要です。また全国の健診結果が集約されて、二世の健康影響研究に有効に生かされる

ことも求めていく必要があります。 

■報道によると、厚生労働省は来年度から二世健診の項目に

血液がんの「多発性骨髄腫」検査を追加するよう、その経費

を２０１６年度予算の概算要求に盛り込む方針のようです。

（２０１５年８月６日朝日新聞） 

■現在とりくんでいる「被爆二世健康実態調査アンケート」

と合わせて、被爆二世健診も積極的に受診するようにしてい

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都府 申込期間 ２０１５年９月１日（火）～９月３０日（水） 

 申込先 住所地の保健所（京都市在住の人は京都府健康対策課まで） 

 健診実施期間 ２０１５年１１月２日（月）～１１月３０日（月） 

 問い合わせ先 京都府健康対策課 ０７５－４１４－４７２５ 

■大阪府 申込期間 ２０１５年９月１日（火）～１０月３０日（金） 

 申込先 最寄りの保健所（大阪市、堺市、東大阪市は保健センター、高槻市 

  は市の保健所、枚方市は市の保健所、豊中市は中部保健センタ 

  ー）で受付 

 健診実施期間 申込後、本人に直接通知 

 問い合わせ先 保健医療室地域保健課 ０６－６９４４－９１７２ 

■滋賀県 問い合わせ先 健康医療福祉部がん・疾病対策室 ０７７－５２８－３６１６ 

■和歌山県 問い合わせ先 福祉保健部健康推進課 ０７３－４４１－２６５６ 

２０１５年度の被爆二世健診実施要領 

被爆二世健診の申し込み・実施時期が近づいてきました！ 

みんなで受診を！ 
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苦悩の母 いたわれず 悔い胸に平和祈念式典へ 

木全
き ま た

満知子さん（和歌山県橋本市） 

木全満知子さんは京都「被爆２世・３世の会」の会員です。今年和歌山県の遺族代表として

広島市の慰霊式と平和祈念式に参列されてきました。広島での２日間と、毎日新聞に掲載され

たお母さんへの思いを紹介します。 

 

■８月５日と６日、広島の旅 

平成２７年広島市原爆死没者慰霊式典並びに

平和祈念式典に和歌山県の遺族代表として参列

してきました。一昨年亡くなった私の母の追悼と、

このような式典がいつまでも続けられることを

願ってのことでした。 

式典前日の８月５日（水）は午後５時１５分か

ら広島市文化交流会館で参列者の歓迎会があり、

参列者のみなさんと共に夕食をしました。歓迎会

では三重県桑名市から参列されていたお二人と

仲良くなり、夕食後一緒に平和公園を散歩しまし

た。お一人は広島でも長崎でも被爆されたという

二重被爆の方でした。お二人とも語り部をされて

いるとのことでした。 

８月６日（木）は午前７時１０分に広島市文化

交流会館を出発して会場に移動。午前８時からの

式典にのぞみました。スケジュールは秒刻みの日

程で、午前８時４５分の閉式と共に私たち遺族代

表も解散となりました。 

 

式典終了後、せっかくの広島なので、広島在住

の叔父さん（母の弟）達に会っていくことにしま

した。最初に一番年下の叔父さん（被爆当時３歳）

の案内で広島県安芸高田市吉田町まで行き、母方

の先祖のお墓（私の祖父母が眠っている）にお参

りしてきました。次に広島市西部の己斐
こ い

町にいる

叔父さん（被爆当時１３歳）に会いに行きました。

叔父さん達はこの己斐
こ い

町の自宅で両親、子ども３

人と一緒に被爆したのです。時間はそう多くとれ

ませんでしたが、７０年前のあの日のことをいろ

いろと聞かせてもらいました。 

私の母はあの日、自宅からそう遠くない場所

２０１５年８月６日・広島にて ９日・長崎にて 

京都「被爆２世・３世の会」会員レポート  

中央が木全さん 
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（今も被爆建物と

して残されている

日本麻紡績株式会

社）に居たと思われ、

その建物も見学し

てきました。（左の

写真） 

 

■全国戦没者追悼

式（８月１５日）にも

参列 

 広島の式典に続いて８月１５日の全国戦没者

追悼式にも和歌山県の遺族代表として参列して

きました。天皇陛下の「（アジア太平洋戦争）に

対する深い反省」や「世界の平和とわが国の一層

の発展を祈る」とされた言葉には感じ入るものが

ありました。 

 戦争のことをいつまでも忘れない、平和を求め

続ける、そのためにこうした行事はいつまでも続

けて欲しいと思います。私も機会がある限り積極

的に参加していきたいと思っています。 

 

■８月６日付毎日新聞（和歌山版） 「苦悩の母 いたわれず 悔い胸に平和祈念式典へ」から 

 広島への原爆投下から７０年を迎える６

日、被爆２世の真宗大谷派僧侶、木全満知子

さん（６４）＝橋本市＝が、２年前に８９歳

で亡くなった母晃子さんが被爆した広島市

の平和祈念式典に初めて参列する。「母が亡

くなるまで、被爆者であることの過酷さをお

もんばかってあげられなかった」と、今も悔

やむ。被爆者の高齢化で体験の継承が難しく

なる中で「伝えていくのが私たちの役目。母

に誤り、平和の誓いを立てたい」と語る。 

 晃子さんは１９４５年８月６日、爆心地か

ら約２.１㌔（現在の広島市西区）のビルに

いた。爆発時は偶然、地下にいたためおおき

なけがはなかった。地上に出て壊滅した市街

地を逃げた。全身が焼け焦げた犠牲者が足に

すがりつくのを振り捨てたことなどは、負い

目として記憶に刻まれたという。 

 戦後は京都市に移り、会社員と結婚。約３

０年前、退職して寺の住職となる夫とともに

橋本市にやって来た。 

 あの日からどれだけ年月がたっても、後遺

症の恐怖は消えなかった。晃子さんは木全さ

んが子供の頃、後遺症で白血球が減って、け

がによる出血が命取りになるのを恐れ、木全

さんを外出させようとしなかったという。 

 また、原爆と縁が薄い土地に移り住んだ被

爆者や家族は、無知からくる差別に苦しみ続

けた。木全さんも母の被爆を明かすと「子供

はまともに生まれるのか」「親のたたり」と

中傷された。「私たちに責任があるかのよう

だった」。弟は結婚の際、相手の両親から健

康診断書を求められた。叔父は今も差別を恐

れて被爆者健康手帳を取得していない。 

 木全さんが今も悔やんでいることがある。

「被爆者を嫁にもらってくれたんだから、お

父さんに感謝して」。晃子さんが亡くなる３

年前、既に故人だった父を巡り、ささいなこ

とで口論となり、そんな言葉を投げつけてし

まった。晃子さんはじっと黙ったままだった

という。「母の気持ちをどれだけ知ろうとし

ていたのか。感謝を伝えきれていたか」 

 進学や就職などで県外に出る人が多い和

歌山では被爆２世、３世間のつながりが薄い。

晃子さんも会員だった「県原爆被災者の会」

は６月に解散したが、県内の２世に知人がい

ない木全さんは会を引き継ぐ自信がなく、解

散方針に従った。 

 「力不足が情けないが、まずは原爆の日に

母と２人のつもりで平和記念公園の慰霊碑

に祈りを捧げたい」と話す。２世や僧侶、市

民などさまざまな立場で平和の尊さや核兵

器のむごさを訴えていくつもりだ。 
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被爆７０年慰霊式典（広島市）に参加して 
佐々本好信さん（右京区） 

今回は８月６日だけの参加でしたが、被爆され

た方々の思いが込められた赤い法被
は っ ぴ

を着て個人

で平和公園に向かいました。数人の方から声をか

けて頂き、法被の説明をしていたらその中で広島

で胎内被爆された方と出会いました。その方は昔

京都に住んでいたそうで、これも何かの縁やなと、

原爆ドームをバックに写真を撮って下さいまし

た。その他にもカメラマンの方も撮っておられま

した。 

核兵器使用を二度と繰り返さない、世界中の

国々にも同じ苦しみを味あわせてはいけない、核

兵器がある限り共に訴えて行こう、と誓い合って、

それぞれに分れて慰霊祭参加に向かいました。 

 
 
原水爆禁止世界大会・国際会議に参加して 

米重節男さん（向日市） 

 ８月２日から４日に開かれた国際会議に初め

て参加しました。５月の国連ＮＰＴ再検討会議が

失敗したと、日本国内のマスコミは報道していま

す。それで、この国際会議でどんな議論がされる

のかと気になって出席しました。私は、昨年のウ

ィーンの会議、４月のＮＰＴ再検討会議に出席し、

一連の流れの中で核兵器廃絶への運動は着実に

前進しているとの感触を得ていたので、今回の世

界大会・国際会議での議論には注目していました。 

ＮＰＴ再検討会議の実質的な内容からすれば、

核兵器の非人道性に関しては核保有国も否定で

きず、「核兵器禁止条約を結べ」という国際世論

に核保有国は確実に追い詰められている、との見

方が参加者の多くの発言にも示されていました。

また、その推進力は政府間交渉と国際世論・市民

社会の運動にあること、その役目がより多くなっ

ていることも強調されていました。具体的な新た

な運動は、国際会議の結果を踏まえて、近いうち

に提案されると思います。 

 ２日目の問題別セッションでは、「広島・長崎

の原爆被害とヒバクシャのたたかい」に参加しま

した。自身が原爆にあったことの苦難を語った広

島と長崎の被爆者、韓国原爆被害者協会代表の発

言、海外代表も含む３人の特別発言を受けて討論

がありました。 

私は討論を聞く中でこれはと思いたち、会場発

言として京都での被爆２世・３世の会を作って活

動している事を報告しました。 

 私の発言を聞いて、会議が終わってから数人の

人から声がかかりました。「私も被爆２世だが、

被爆者の母親は広島で被爆したことを自分が結

婚するまで言ってくれなかった」。「２世の会を作

りたいと思っている。どうやって人を集めたのか。

作り方など教えてほしい。自分も２世だが、健康

の心配などがある」。「被爆者が高齢になって、後

を引き継いでくれることはうれしい」などの声が

あり、つながりを新たに広げる足掛かりができた

と感じました。 

 今回の国際会議は日本語の同時通訳があり、国

連での感じた「言葉の壁」は軽減されていました。

世界大会の参加国の中には、インド・ネパール・

フランスなどから多くの人が出席しているのが

目立ちました。 

ベトナム代表は「ノーモア・ヒロシマ！ノーモ

ア・ナガサキ！ノーモア・枯れ葉剤・ダイオキシ

ン！被爆者に正義を！ベトナムの枯れ葉剤・ダイ

オキシンの犠牲者に正義を！」と結んでいたのは、

アメリカの行為の罪深さ示すものとして印象深

く感じました。 
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戦争準備の進む岩国基地を目の当たりにして 
－原水爆禁止世界大会・広島大会から 

馬場始延さん（八幡市） 

４月のＮＰＴニューヨーク行動に参加し、今年

の世界大会を多くの人の参加で成功させること

が大事だと思い、広島大会に参加しました。 

 核廃絶を願う、高校生や若いお母さんの多さに

驚くとともに、戦争法案は廃案に、安倍政治は許

さないという、国民的運動のかってない広がりを

感じさせる大会でもありました。 

 大会２日目、岩国基地見学の分科会に参加しま

した。バスの中で詳しく資料説明を受け、広大な

基地のそばでバスを降り、基地を見ながらあらた

めて説明を聞きました。 

 今、岩国は極東最大の航空基地になろうとして

います。遠くからでも、基地内にたくさんのクレ

ーン車が並んでいるのが見え、施設の新設など大

規模工事が続いており、あたかもバブル経済の時

の日本を思わせる光景でした。既存の基地内だけ

でなく、海上に滑走路を造るために、市内の愛宕

川を削り、街の中にベルトコンベアーを通して土

を運び、その愛宕山に米軍住宅を建設するという

工事がすでに始まっています。 

 このようにして岩国基地は、海兵隊と空母打撃

群という２つの「殴り込み部隊」が融合する出撃

拠点基地につくりかえられ、岩国は世界の国々と

って最も危険な街にされようとしています。アメ

リカの戦争支援にしか使われることのない、東京

ドーム１３０個に相当する基地の拡大・強化のた

めに、４千億円もの税金が使われているとのこと

です。 

 地域の人たちは、「愛宕山に米軍基地はいらな

い」という黄色ののぼりを掲げ、月３回の座り込

みを行なうなどの抗議行動を続けています。しか

し岩国市長は市民の声に耳を貸さず、「基地との

共存」をスローガンに、基地建設に全面的に協力

しています。補助金や交付金と引き換えに市民の

暮らしを戦争の犠牲にするという、安倍首相の戦

争法案を先取りする市政に、私は許せない思いで

いっぱいになりました。 

 私たちの知らないところで、アメリカのための

戦争準備が着々と進められているのを目のあた

りにし、さらに被爆者のみなさんが、高齢をおし

て核兵器と戦争の悲惨さ語っていらっしゃるの

を聞き、みなさんの心からの叫びである「核兵器

は人類と共存できない」「今すぐ核兵器廃絶を」

という願いを、私たちがしっかりと受け継がなく

てはならないと、あらためて思いました。 

 

 

原水禁２０１５年世界大会・長崎大会日誌 
井坂博文さん（北区） 

今年の原水禁大会京都市代表団の事務局としても参加された井坂さんのブログから３日間の

様子を紹介します。 

◆２０１５年８月７日（金） 

原水爆禁止世界大会・長崎大会に来ている。被

爆７０年の節目の大会、北区からは浜田府議、玉

本市議と３人そろって参加。昨日のピースパレー

ドで預かった千羽鶴もいっしょに。 

 朝から新幹線、貸切バスを乗り継ぎ午後１時過

ぎに大会会場に到着。長崎はやはり暑い！ 

 世界大会開会のつどいがまもなく始まった。長

崎市田上市長の歓迎あいさつ。「核兵器の危険性

は、被爆地だけの過去の問題ではなく、世界が抱

える今と未来の問題。核兵器廃絶と恒久平和の実

現にむけて長崎市はみなさんとともに歩み続け

る」と高らかに爽やかに表明。隣の席で「どこか

の市長とえらい違いやわ」との声。 
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 圧巻は被爆者、谷口稜曄（すみてる）さんの訴

え。本人は声がかすれ、二世の方が代読。リアル

過ぎる！実体験に会場はしーんとなった。最後に

声を振り絞り、「集団的自衛権反対、戦争するた

めの戦争法案はやめるべきだ」と訴えられた。 

休憩中に、かつて民青北地区時代に一緒に青年

運動をがんばり、いま長崎で新婦人で活躍してい

る友人と会場の出店であってエールを交換。あの

頃とまったく変わっていない(^○^) 

◆２０１５年８月８日（土） 

世界大会２日目。分科会フォーラムは昼からな

ので、午前中は「勝手に碑めぐり」企画を組んで

連れを誘って２人で出発。 

まず原爆資料館に行き、屋上公園にあり京都に

ゆかりのある「ふりそでの少女」像を訪ね、預か

った千羽鶴を無事献上。おみっちゃ〜ん、責任果

たしたぞ〜。ここでもう１人が合流して３人旅に

なった。その後は、涼しい資料館内を見学し、暑

いなか坂道を登り浦上天主堂で礼拝。明日の式典

準備におおわらわの平和公園の原爆像を仰ぎ見

て、名物のシャーベットアイスを食べながら、原

爆落下中心点を踏みしめて７０年前に思いをは

せた。 

昼飯食べて、昼からのフォーラムに参加。フォ

ーラムのテーマは「核兵器のない世界」の実現を、

政府とＮＧＯの対話。ニュージーランドとキュー

バの代表、お馴染みのアメリカ市民代表ジョセフ

ガーソンさん、日本原水協がパネラー報告し、政

府の役割とＮＧＯの運動が交流された。核兵器廃

絶へ労働運動の果たす役割、キューバ危機以来の

国交回復にはたした外交努力、オバマ大統領に対

する評価、など興味深い話を聞けた。 

◆２０１５年８月９日（日） 

９日、原水爆禁止世界大会・長崎大会の閉会総

会は、発言も企画も熱気あふれる内容で素晴らし

かった(^○^) 

残念ながら同時進行だった平和式典には参加

できなかったが、１１時０２分には総会会場で黙

祷を捧げた。聞けば、核兵器廃絶と戦争法案の慎

重審議を求めた田上長崎市長の平和宣言には鳴

り止まない拍手が起こり、広島では言及しなかっ

た非核三原則の堅持に触れたものの安部首相の

あいさつのあまりの空疎さに、会場から「帰れ」

コールが湧きおこったという。 

大会の熱気はそのまま帰りのバスにも持ち込

まれ、長崎から博多駅までの車中で感想を述べて

もらったら、「まだ興奮しています」「帰ってか

ら周りの人に話します」「一人は微力でも無力で

はない。がんばる」・・・など熱い発言が続き、

博多駅についても終わらなかった。 

 

 

「被爆の実相」継承・普及について学ぶ 

－原水禁世界大会・長崎大会に参加して 

池田 灯さん（南区） 

８月７日から９日にかけて原水爆禁止世界大

会長崎大会へ京都代表団として参加してきまし

た。初日は朝早く京都から長崎へむけて出発し、

昼過ぎに到着し、開会総会へと参加しました。会

場には全国及び世界各国からたくさんの人が来

場し、席を埋め尽くしていました。様々な団体か

らの発言、報告がありましたが、多くの発言者は

今国会で審議中の安全保障関連法案いわゆる戦

争法案にも触れ、二度と核兵器を用いる可能性の

ある戦争へ足を踏み入れないことを願い、法案を

原爆資料館・ふりそでの少女像で 
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通過させないことを改めて誓っていました。 

二日目は分科会に参加してきました。私は「被

爆の実相普及と援護連帯」をテーマとする分科会

に参加しました。この分科会では被爆の実相を全

世界へ広めることによって、原水爆の非人道性を

広く主張し、核兵器の使用を国際法上禁止してい

くために、どのような活動を行っていけばよいの

か議論する場でした。 

そのためにまず被爆者をめぐる現状について

の報告があり、韓国からいらっしゃった被爆者の

方、長崎で被爆し最近になって被爆体験を語り始

めた方から、被爆後どのような人生を歩んでいっ

たのかについて話を聞くことができました。さら

に原水協専門委員の伊藤直子さんより、「被爆者

の現状を願っていること」というテーマで講演が

ありました。その中では被爆者をめぐる現状とと

もに、被爆２・３世の役割についての言及も少し

あり、個人的には３世も必要とされていることに

恥ずかしながら安堵感を抱いた事を記しておこ

うと思います。 

海外の代表の方の発言に引き続き、被爆の実相

普及のために各団体がどのような活動を行って

いるのかについてそれぞれ発言がありました。多

くは被爆者の方が話してくれる被爆体験をいか

にして次世代へつなげていくのか、という活動で

した。デジタル化して、DVD として保存する団

体や、平和教育を受けていいない子どもたちに対

してどのように被爆の事実を伝えていくのかを

試行錯誤している団体等様々でした。特に印象に

残ったのは、「実相を語り継ぐ会」という活動で

す。これは被爆を経験していない世代が、被爆体

験を語れるようになる教育プログラムで、発声練

習に始まり、最終的には被爆者の方から認定を受

けるまで学習・練習を繰り返すという活動です。

今後ますます被爆体験を語る事ができる方が少

なくなっていく現状で、新たに語れる人材を育成

しようとしている点は非常に重要であると思い

ます。仕事をしながらではなかなか難しいとは思

いますが、今後実相継承の中心になりうる活動で

はないかなと思います。 

一方非常に残念なこともありました。長崎で被

爆された方の被爆体験を聞き、その後質疑応答の

時間があったのですが、プライバシーに全く配慮

しない無遠慮な質問が飛んだことです。語ってく

れた方（Ａさん）は被爆後、やけどによって職業

差別などのさまざまな困難を乗り越えてきた方

でした。一度親御さんに反対されて結婚をあきら

めざるを得なかった女性がいましたが、女性は家

を飛び出し、Ａさんを追いかけて結婚することに

なりました。子どもにも恵まれましたが、なぜか

「離婚してほしい」と奥さんに言われ、残念なが

ら離婚することになってしまいました。そのこと

についてＡさんは多少なりとも被爆したことが

影響しているのではないかと言葉をつないでい

ましたが、その後の質疑応答でこの点を掘り下げ

ようとする質問が飛びました。「奥さんはなぜ離

婚してくれといったのか」「奥さんはその後どう

なったのか」・・・。たしかに差別を受けて離婚

してしまったという被害を受けたと考えればひ

とつの「実相」ではあるかもしれませんが、あま

りにも無遠慮でＡさんに対して大変失礼極まり

ない質問ではないでしょうか。Ａさんは快く（心

中はわかりませんが）その質問に対して丁寧に答

えていらっしゃったのが唯一の救いです。一歩間

違えれば二度とＡさんは被爆体験を話さなくな

ったかもしれません。原水協の方がＡさんとの信

頼関係を築いて話してくれるようになったこと

を考えると、その信頼関係を根底から崩すことに

なるかもしれないこのような質問を、良い大人が

することは非常に残念です。被爆の実相普及を今

後も広げていくためにはまず、被爆者の心中を考

えるという基本的な姿勢は絶対に崩してはなら

ないと改めて心に誓った分科会でもありました。 

その上、被爆３世として、自分ができること、

またやらなければならないことを考え、まだまだ

業務にも慣れない中でありますが、少しずつ行動

に移せるよう決意を新たにする原水禁世界大会

でした。 
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２０１５年原水禁世界大会を１０倍充実させる クイズ広島検定 オリジナル版 

 

 

１. 広島への原爆は高度約１万メートルから投下、地上約６００メートルの高さで爆

発しました。６００メートルの高さといってもピンときません。しかし、２０１

２年にできたある建造物によってその高さが実感できるようになりました。 

さてその建造物とは何でしょう？ 

 

２. 原爆で幹の半分を焼失しながら生き永らえ、その種子から次世代（２世）の樹木

もすくすくと成長した、広島市選定の代表的な「被爆樹木」は何の木でしょう？ 

一昨年この木の名前をつけた映画も公開されました。 

 

３. 広島には（長崎にも）毎年たくさんの折り鶴が寄せられます。さて古くなった折

り鶴はその後どのように取り扱われているでしょう？ 

 

４. 広島の被爆者で、逆境を乗り越えて活躍した元プロ野球選手は誰でしょう？ 

「核兵器全面禁止」アピール署名の呼びかけ人にもなっていました。 

 

５. 毎年８月６日かそれに近い日、マツダスタジアムで行なわれるピースナイタ―は、

今年も８月６日（木）広島ＶＳ阪神戦で催されます。この日広島カープの選手は

全員同じ背番号をつけてプレイします。さてその背番号は何番？ 

 

６. 原爆ドームそばの元安橋の近くに、ある食べもの関係の施設（店）ができること

になり、「鎮魂の場に相応しくない」として大きな問題となっています。その食

べもの関係の施設（店）とは次の３つの内どれでしょう？ 

① 広島風お好み焼き村  ② かき船（屋形船）  ③もみじまんじゅう専門店 

 

７. 広島ではその昔京都で運転されていた路面電車が今も１５台走っており、それぞ

れ愛称がつけられています。「東山」、「桃山」、「舞妓」、「かも川」、「比叡」、「西

陣」、「銀閣」、「あらし山」、「清水」、「金閣」、「祇園」、「嵯峨野」、「平安」、「鞍馬」、

さて後一つは何という愛称でしょう？京都の人なら誰でも知っている．．．．．．． 

 

８. １９４５年（昭和２０年）８月２２日、ＮＨＫラジオである放送が復活しました。

終戦まで毎日鳴り響いていた空襲警報に代わって、ラジオから流れてくるこの放

送に人々は平穏の日々が訪れたことを実感したと言います。さてそのラジオ放送

とは何でしょう？ 

 

９. 戦後の１９５１年（昭和２６年）、京都大学の学生たちによって全国で初めての

「総合原爆展」が京都で開催されました。さて、会場はどこだったでしょう？ 

 

１０. 原水禁大会開会総会でも挨拶される宝田明さん初主演映画は『ゴジラ』第一作

目（１９５４年制作・公開）でした。この映画は、同じ年にあったある重大な

ことを題材・参考にして製作されました。さてその重大なこととは何だったで

しょう？ 

 

原水禁世界大会（広島）に向かう代表団の車中で楽しんだクイズです。あなたも考えてみて下さい。 

正解は次号の会報で紹介します。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E7%88%86%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9
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■ 空が、赤く、焼けて- 原爆で死にゆく子たちとの８日間  奥田貞子 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

 ３６年前に「自費出版」された本を基底に、その後数編加えられて出版され

たものの復刊本である。著者は、原爆投下後「兄の子供たち」を捜しに広島に

行き、そこで「出会った子どもたち」のことを書いている。彼女は、子供たち

のことを克明に日記に書いているが、その後思い出すのも辛く、「焼き捨てて

しまいたい」と思ったそうである。私事で申し訳ないが、私の父も、「原爆投

下の８月６日」を最後に、その後半年間「日記」を全く書いていない。軍隊の

厳しい訓練の中で、トイレに隠れながらでも日記を書いていたのに、あの日以

降「半年」も何も書かなったのを、不思議に思っていたが、……。 

 何も難しい文書で・美しい文章で書かれているわけではないのに、「重い」 

「悲しい」内容である。よく言われるが「戦争で犠牲になるのは、兵士ばかり

ではない。何の罪もない女子供が犠牲になる」と。原爆の犠牲になったのは「大人」だけでなく多数の

「子ども」たちも犠牲になった。「水を下さい」と言いながら死んでいく子ども・弟の手をつなぎなが

ら死んだ子ども……。（私も父から、このような話は聞いたが……）「平和とは小さな家庭がこわされな

いこと。子どもが残酷なかわいそうな死に方をしないような世界のことではないだろうか」という言葉

をはじめ、現代にも通じる著者の思い・願いが書き込まれている。父の思い・記憶を思いながら、読ま

せて頂いた。 

 

 

■ 六にんの男たちーなぜ戦争をするのか？  作・絵：デビッド・マッキ―  訳：中村浩三  

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

石田さんの「絵本」繋がりではないが、私が知っている人「２人」が、

ほぼ同時期に、それぞれの「フェースブック」で紹介していたので、読ん

でみました。 

作家は、哲学者？史学者？ 感想・受け止め方は、人それぞれだと感じ

ました。我が家でも「妻」と「私」の感想は、かなり違いました。話の展

開も、かつてどこかで起こったようなことも書かれており、最後の結末も

「エンドレス？」と感じる終わり方。 

「この世に、なぜ戦争がおこるのだろうか？」その問いに、あなたはど 

のような答えを出しますか？みなさんは、どのように思われるでしょう？どのように感じられますか？ 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

小学館 
１１００円（税別） 

偕成社 

１２００円（税別） 
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■夏休みは３日だけですが頑張っています！ 

谷口公洋さん（城陽市） 

毎回大変な分量の冊子（会報）をありがとうご

ざいます。印刷して、専門学校の登下校時に読ん

でいます。この夏も休みは３日だけで大変ですが、

頑張ります。 

８月例会、学校の授業中で欠席です。すみません。

（７月２８日） 

実は、地域でできた「富野・長池９条の会」（私

は事務担当です）で、元自衛官の泥さんに来てい

ただき、９月６日（日）１４：００～１６：００

に、城陽市南部コミュニティセンターで講演会を

実施します。その準備に忙しいのですが、是非「被

爆２世・３世の会」の皆様にも来ていただけたら

と願っています。週刊金曜日の８月２８日号に掲

載されます。京都民報社にも連絡してあります。 

よろしかったら、例会でも話題にしていただい

たら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたしま

す。（８月２５日） 

 

■講演先の尾道にも福山にも「二世調査」広めて

います！ 

守田敏也さん（左京区） 

会報の配信、調査の差配などありがとうござい

ます。 

今回は聴き取り紙面の方に平さんのお母さま

からの聴き取りとお父様のお話が載っていたの

ですぐに目を通しました。お父様、２回も撃沈さ

れて海を漂流してその上、被爆されたのですね。

一度はお聞きしたかとは思うのですが、やはり紙

面にしていただいた方がはっきりと記憶に入り

ます。お母さまもすんでのところで直撃を免れな

がら入市被爆で一ヶ月も下痢と発熱に苦しめら

れたのですね。やはり自分の身近な方に直接繋が

る方の話はよりリアルさを増して迫ってくるも

のです。改めて聴き取りの重要性を感じ、僕自身

ももっと参加しなくてはと思いました。 

二世の調査の延期、ありがたいです。２４日に

尾道を訪れ、被爆二世の方から協力への同意をい

ただいたところです。 

実はこの方は最初に話した時に、２世３世への

遺伝を強く否定されました。僕もつい強い口調で

話してしまい、この方を傷つけることにもなって

しまい、とても気になっていました。といっても

その後も仲良くしていただいているのですが、今

回、この調査のことを申し出る中で、その時のこ

とをゆっくりと話すことができて、互いの信頼関

係を増すことができました。貴重な時間でした。 

また福山の講演では、福山市原爆被害者友の会

が主催に加わって下さり、講演後に代表の方と対

談させていただきました。１世の会の高齢化の中

で２世の方がいったん無くなった会を継続され

たのですが、水面下では「もう黙っていればいい」

との動きもあったとかで悩み多き船出となった

ようです。この会の方にも調査を依頼してみます。

「京都」という枠を大きく超えますが、今はたく

さんの２世の方の声を集めたいですよね。河野さ

んのご友人が応じてくださったこともとてもあ

りがたいです。 

ちなみに７月３０日に京大で「戦争法案に反対

する左京１０００人委員会」という会の結成集会

が行われました。京大名誉教授の石田紀郎先生に

声をかけられて呼びかけ人の一人として参加し、

リレートークで話しました。その際、この夏に「戦

争、原爆、原発、放射線被曝の太いつながりをし

っかりと認識しよう」と発話し、その中で呉での

父の被ばくについて話しました。すると後になっ

て、京都造形大学のスタッフで企画に参加してい

た若い方から、「僕も呉出身です。祖母から『き

のこ雲を見た。爆風がきていろいろなものが飛ん

だ』と聞きました。僕も呉も被ばくしていると思

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３４   ２０１５年８月２５日 

12 

 

っていました。また広島市から逃げてきた方が呉

でたくさん亡くなりました。あるところの道路工

事か何かの際に、たくさんの遺骨が出てきました。

呉と原爆の関係についてもっと考えてみたいで

す」という話を聞くことができました。すぐには

できませんが、呉での被爆をはじめ、今は被爆地

ではないとされている広島・長崎周辺地域の調査

をしたいものだとも思いました。 

 

■再度Ｘバンドレーダー基地を見てきました 

   石角敏明さん（長岡京市） 

以前見に行った「Ｘバンドレーダー基地」を再

度見に行ってきました。１１月に長岡京市９条の

会で、バスツアーで行く予定になっており、その

下見を兼ねてです。 

レーダーは、すごい音を出して動いておりまし

た。米兵はヘッドフォンをつけて勤務？しており

ました。我々に手を振る米兵もいました。柵は２

重にはられており、その横では自衛隊の基地もあ

り、自衛隊のレーダー基地もはっきと、良く見え

ました。 

８月６日は「長岡京平和の鐘つき」に参加し、

またＮＨＫの「被爆者からの手紙」も見ました。

被曝７０年の年ということで期待をしておりま

したが、ちょっと物足りなかった部分もありまし

た。でも、私たちの運動について参考になる面も

ある、と感じました。 

 

■絵本『終わらない冬』の普及に協力します！ 

   池村奈津子さん（伏見区） 

４日から９日までは京庫連（京都家庭文庫地域

文庫連絡会）が平和ミュージアムでの戦争展に絵

本や児童書を展示しましたので、当番で日参して

いました。冷房がきつくて、外とのギャップに体

が悲鳴を上げていました。調整が出来ない冷房、

節電も出来ません。 

福島敦子さんのお話は当番で聞けませんでし

たが、知人がよく分るお話だったと言ってました。 

「２世・３世の会」の会報をありがとうござい

ました。『終わらない冬』を読ませていただきた

いので、キンカンでいただけないでしょうか。京

庫連便りや「平和のテーブル・京都 通信」で宣

伝が出来ればと思っています。京庫連だよりは９

月４日発送、テーブルは１６日発送です。 

いつも充実した紙面、読みやすい編集ですね。

そして、今回の被爆体験は平さんご自身。ご両親

の被爆の状況などもよくわかりました。また、お

父様の信念を持った生き方、その生きざまを見て

こられたから今があるのだということもよく伝

わってきました。平さんの原点ですね。「なるほ

ど」と頷きました。 

今までの会報は「平和のテーブル」の仲間が読

んでいますので、どこにとどまっているのかわか

りません。是非、いつか、この被爆体験記をまと

めてください。日本人として、心にとどめておく

べきことだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福島原発事故「がん無関係」に反論 神戸の医師が論考発表 

原爆被爆者の治療に長年携わる東神戸診療所 

（神戸市中央区）の郷地（ごうち）秀夫所長が、東京 

電力福島第１原発事故と甲状腺がんの因果関係は「現時点では 

考えにくい」とする国の姿勢に対し、「不都合な５つの事実」と題した論考を

２５日、福岡県久留米市で開かれる日本社会医学会で発表する。 

 福島県民健康調査によると、検査対象となる事故当時１８歳以下の約３８万

５千人のうち、今年３月までに１０３人の甲状腺がんが確定している。福島県

の検討委は「現時点で事故の影響は考えにくい」とし、国も追認している。 

 

 

scrapbook 
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■原爆症認定、審査期間半年以内へ 厚労省 

厚生労働省は、これまで平均１０カ月ほどかかっていた原爆症の認定審査について、原則６カ月以

内に短縮させる方針を固めた。被爆者手帳を持つ人の平均年齢（今年３月時点）が８０歳を超えるな

か、早める必要があると判断した。 

 ほかに、広島の原爆投下後、放射性物質とともに降った「黒い雨」を、国の被爆者援護法に基づく

健康診断の対象地域外で体験した住民に対し、戸別訪問による相談を開始。会場まで来てもらう場合

も交通費の援助を検討する。また、被爆者の子ども「被爆２世」の人に実施する健康診断の項目に、

血液がんの「多発性骨髄腫」の検査を追加する。こうした経費を２０１６年度予算の概算要求に盛り

込む方針。 

（２０１５年８月６日 朝日新聞） 

郷地所長は、事故の影響は考えにくいとする国側の根拠を（１）

放射線汚染度の異なる福島県内の４地域で甲状腺がんの発生率

が変わらない（２）チェルノブイリの甲状腺がんは４歳以下に多

発したが、福島で５歳以下はいない（３）福島の子どもの等価被

ばく線量は１０～３０ミリシーベルトと低い－など五つに整理

した。 

 その上で、国側の主張と矛盾する複数の研究報告を検討。その

結果、（１）甲状腺がんの発生率を、県が比較した「避難区域」

「浜通り」「中通り」「会津地方」の４地域から市町村別に変え

ると、福島県の西側３分の１では発生がないなど、明らかに差異

がある（図）（２）国連科学委員会の報告では、チェルノブイリ

事故で４歳以下の甲状腺がんが多発したのは５年目以降（３）国

の測定方法は、本来個人のリスク評価には使わない方法を採用し

ており、不確実性が高い－など五つの根拠すべてに疑問を投げ掛

けている。 

 郷地所長は「福島原発事故は日本人初の経験。先入観や政治的影響を受けず、白紙から研究してい

くのが科学的姿勢だ」と指摘している。 

（２０１５年７月２５日 神戸新聞） 

■被爆者治療せず：ＡＢＣＣの暗部／上  「研究対象」救えず 日系２世医師ら、葛藤 

世界で初めて使用された核兵器の威力を調べた研究データは、冷戦下の核を巡る国際情勢や政治的

な都合に左右され、被爆者の「切り捨て」は今も続 く。 被爆７０年の今年、毎日新聞が入手した資

料や証言から、研究の最前線にあった米原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）を巡る暗部を追った。 

    ◇ 

ＡＢＣＣの初期の様子を知る医師が、米国西部ワシントン州で健在だった。日系２世のジェーム

ズ・ヤマザキさん（９９）。１９４９～５１年、長崎のＡＢＣＣで小児科医として勤め、母体内で被

爆した「胎内被爆者」の研究を担当した。６０年以上前の記憶をたどり「目の前に患者がいるのに、 
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何もしないわけにはいかなかった」と語った。 

 太平洋戦争中、生まれ育った米国に忠誠を尽くすため軍医になり、欧州戦線に従軍した。戦後の職

場がＡＢＣＣだった。両親の祖国はみすぼらしく、「原爆の被害はあまりにも生々しかった」。当時は

妊婦に梅毒が流行しており、「日本の医師免許がなく治療は違法だったが、ペニシリンを使って内緒

で治療した」と証言した。 

ＡＢＣＣ関連資料を保管する米テキサス医療センター。「原爆のひどい傷痕にもかかわらず、少年

はまるで息子のトミーのように、愛らしい笑みをたたえていた」。広島のＡＢＣＣに勤めていたウィ

リアム・マロニー医師（故人）が５３年９月につづった日記が残されていた。白血病に苦しむ９歳の 

男児を前に、一人の医師として葛藤していた。「この病気の治癒に少しでも貢献できれば、私は許さ

れるのではないか」 

元職員の証言によると、ＡＢＣＣには日本人医師もおり広島には病室が１０床。白血病などの重症

患者が入院し、費用もＡＢＣＣが負担したとされる。 

しかし、米国が、被爆者を本格的に治療する態勢を整えることはなかった。冷戦下で米ソの対立が

激化し、核開発競争にしのぎを削っていた時代。米ペンシルベニア大のスーザン・リンディー教授（科

学史）は「ＡＢＣＣの関心は生物医学的な研究であり、被爆者の治療を組み込む発想がそもそもなか

った」と指摘する。米国の原爆投下責任を問うことにつながる事態を避ける意図もあったとみる。 

その結果、研究対象でしかなかった被爆者の心には深い傷

が残った。ＡＢＣＣは５０年代前半、広島にいた５～１９歳

の４８００人について成長と発育を調査し、体の隅々まで調

べあげた。      （２０１５年７月３０日 毎日新聞） 

 

ＡＢＣＣ勤務時代の写真を手に、当時を語るヤマザキさん＝米ワ

シントン州の自宅で 

 

 

■被爆者治療せず：ＡＢＣＣの暗部／下  原爆症認定「線引き」 

「私の病気は原爆投下による放射線の影響しか考えられない」。国に原爆症の認定を求める広島地

裁の集団訴訟に加わる南石淑江（みないしよしえ）さん（７１）＝広島市安芸区＝は声を絞り出した。

脳出血で左半身がまひし、大腸を全て摘出。甲状腺の機能も低下している。１日に飲む薬は１０錠。

ほとんど外出できず、食事も満足に取れない。 

南石さんは１歳の時、爆心地から約２・３キロの自宅で被爆した。直後には急性症状とみられる脱

毛もあった。２００６年と０８年に原爆症認定を申請したが、基準に当てはまらないと却下された。 

被爆者が原爆症と認定されるには、病気の原因が放射線だという要件を満たさなければならない。

国の審査でよりどころにされてきたのが、米原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）と、後身の放射線影響

研究所（放影研）による研究成果だ。日米の専門家は、被ばく線量を推定する計算方式を順次改定。 

放影研などは計算方式を使い、放射線被ばくと健康の影響の関係をデータの形で目に見えるようにし

てきた。 

http://mainichi.jp/graph/2015/07/30/20150730ddm041040155000c/001.html
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 今回の会報ではこの夏の

原水禁世界大会や、広島・

長崎の慰霊式典などに出席

された方に原稿をお願いしよう

とリストアップしていくと、「２世・３世の会」

関係者が１７人にもなることに気付きました。私

が知らないだけで個人で参加された方はもっと

あるかもしれません。そういうことなら来年は是

非現地でも「２世・３世の会」の交流の機会を持

ちたいものだと思いました。 

被爆７０年、戦争終結７０年の今夏は、テレ

ビ・ラジオ、新聞・雑誌等で数多くの特集番組、

特集記事が組まれたようです。あらためて思うの

は、数千万人に及ぶ犠牲をもたらしたこの戦争、

その責任、本当の原因は問い詰められているのだ

ろうか、という疑問です。アジア・太平洋戦争が

日本の侵略戦争であったことは論を待たないと

ころですが、都市大空襲や原爆投下は無防備の非

戦闘員を狙ったアメリカによる大量虐殺行為だ

ったわけです。その事実に正面から向き合い、責

任を問いただしていくことが、核兵器の非人道性

を訴え、核廃絶を実現していく上でも大前提なの

ではないかと。そこまでの報道はそう多くはなか

ったように思います。（平）

編集後記 

 しかし、原爆症の認定作業では「線引き」としても機能した。０３年以降、各地で起きた集団訴訟

では、遠距離の被ばく線量や内部被ばくの過小評価を指摘する司法判断が相次いだ。国側は敗訴を重

ね断続的に認定基準を緩和したが、未認定の被爆者が今も係争中だ。 

放影研などのデータに基づく最新版の被ばく線量計算方式「ＤＳ０２」で、日米の実務者委員代表

を務めた葉佐井博巳（はさいひろみ）広島大名誉教授（８４）は広島の入市被爆者。学徒動員先の工

場から自宅への帰途、惨状を目の当たりにした。ＤＳ０２の開発では原子核物理学の専門家として「一

切の感情を捨てた」と言うが、政府が線引きに利用することには懐疑的だ。「放射線量は連続的に減

少し、どこかで急にゼロにはならない。被爆者の苦しみに耳を傾けて判断する方法しかない」と断言

する。 

 米国は第二次世界大戦後、原子力発電にも力を入れ、民事・軍事両面で核の利用を推し進めた。第

五福竜丸事件（１９５４年）を受けて反核運動が広がっていた５５年１２月、核政策を推進する米原

子力委員会の幹部がＡＢＣＣの設立母体である米学士院のトップに送った手紙の写しを毎日新聞は

入手した。そこには核被害者の叫びを打ち消そうとする意図が透ける一節がある。 

「広島、長崎でささやかれている放射線の人体影響に関して誤解を招く報告を最小限に抑え込む必

要がある」 

ＡＢＣＣ－放影研と日本政府は、米国の核政策の強い影響下に置かれ、

調査に協力した被爆者をときに切り捨ててきた。広島市立大広島平和

研究所の高橋博子講師（米国史）は「放射線の影響は少ないという見

解が優先された」と政治的な思惑を指摘する。 

 原爆症認定を求める南石さんは「科学が体験を否定するのは許せな

い」と憤る。被爆７０年の今も、不信の連鎖は続いている。 

（２０１５年８月２日 毎日新聞） 

 

窓の外を見つめる南石さん 

http://mainichi.jp/graph/2015/08/02/20150802ddm041040085000c/001.html
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

９ １ 火 
被爆二世健診申込受付開始（京都府・大阪府） 

関東大震災（１９２３年） 

 ２ 水  

 ３ 木  

 

 

４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 ６ 日 
さよなら原発全国集会ｉｎ京都（１３時・梅小路公園芝生広場） 

６・９行動 

 ７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁第２民事部） 

６・９行動 

 １０ 木  

 １１ 金 キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日 とめよう！戦争法・声をあげよう大集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

 １４ 月  

 １５ 火 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時３０分・大阪地裁第７民事部） 

 １６ 水  

 １７ 木  

 １８ 金 満州事変（柳条湖事件）・１５年戦争始まりの日（１９３１年）      キンカン行動 

 １９ 土  

 ２０ 日  

 ２１ 月 
敬老の日 

国際平和デ― 

 ２２ 火 
国民の休日 

国際婦人年京都集会（13 時３０分・ウィングス京都） 

 ２３ 水 秋分の日 

 ２４ 木  

 ２５ 金 キンカン行動 

 ２６ 土 核兵器の全面的廃絶のための国際デー 

 ２７ 日 延長国会会期末 

 ２８ 月  

 ２９ 火 原発賠償京都訴訟第１０回口頭弁論（11 時・京都地裁） 

 ３０ 水 被爆二世健診申込締め切り（京都府） 

 


