
京都「被爆２世・３世の会」会報№３５   ２０１５年９月２５日 

1 

 

 

 

 

 

Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha (Atomic Bomb Survivors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
別冊

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

声明 憲法破壊、民主主義破壊、若者の命を奪い、アメリカの傘下で他国を蹂躙する 

戦争法案(安保関連法案)採決強行の暴挙を糾弾する！ 

私たちは必ず法を廃止し、民主主義と希望と未来を取り戻す！ ２ 

戦争法廃止へ わたしのひとこと ４ 

２０１５年夏から秋へ ８月２６日例会参加者からの報告(抜粋と要約) ７ 

２０１５年８月６日・広島にて、９日・長崎にて、会員レポート（２） 

被爆７０年の夏に 鳥羽洋子さん １２ 

原水禁大会を１０倍充実させる クイズ広島検定・オリジナル版の回答  １５ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流  １６ 

会員から会員へ・みなさんからのお便り紹介  １７ 

SCRAP BOOK／在外被爆者医療費支給「国外にも適用」最高裁初判断（毎日新聞） １９ 

アフガン代表広島入り 女子サッカー 原爆資料館見学（中國新聞） １９  １３ 

京大班７０回目の鎮魂 被爆調査中に枕崎台風で犠牲 廿日市で集い(中國新聞) ２０  １４ 

被爆ピアノ、平和の音色 京都・亀岡でコンサート（京都新聞）」 ２０ 

編集後記  ２０ 

行事カレンダー  ２１ 

被爆体験の継承（３３） 広島で被爆して―原発事故と放射能― 芦田 晃 さん 

 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３５   ２０１５年９月２５日 

2 

 

声 明 

憲法破壊、民主主義破壊、若者の命を奪い、アメリカの傘下で他国を蹂躙す

る戦争法案（安保関連法案）採決強行の暴挙を糾弾する！ 

私たちは必ず法を廃止し、民主主義と希望と未来を取り戻す！ 

２０１５年９月１９日 

京都原水爆被災者懇談会 世話人会 

京都「被爆２世・３世の会」 世話人会 

 

 

憲法破壊は許さない、民主主義破壊は許さない、誰の命も殺させない、数万の人々が国会を取り囲み、

全国数千万の人々が訴えてきたにも関わらず、９月１９日未明、安倍政権と自民・公明両党は戦争法案

の採決を強行しました。圧倒的な国民の声を踏みにじって行なわれた採決強行に、私たちは満身の怒り

を込めて抗議します。 

 

５月の法案上程以来４ヶ月、国会審議を通じて、法案がいかに欺瞞に満ちたものであるか、若者の命

を奪う危険なものであるか、そして戦後７０年間培われてきた私たちの国の平和主義と民主主義の価値

と姿を根本から損なうものであるかが明らかになりました。 

 

「安全保障環境が変化している下で、国民の命と安全を守る」ことが法案の目的だとされてきました。

しかし、結局「安全保障環境の変化」とは何であるのか、その具体的内容が説明されることはありませ

んでした。自衛隊を他国に派遣してまで日本国民の安全を守らなければならない必要性も実態も遂に示

されることはありませんでした。一体何のための法案だったのか？反対に、安倍首相がアメリカ議会で

国会上程前から法案成立を明言したり、アメリカ国防省と日本の防衛省幹部の間で法案成立を約束した

議事録が明らかになるなど、アメリカにつきしたがって自衛隊が米軍の他国侵略攻撃に加わることこそ

法案の目的であるこが白日の下に晒されました。 

 

アジア太平洋戦争において日本軍はアジアの国々を侵略し２０００万人以上の人々の命を奪いまし

た。日本人も３００万人以上の人々が犠牲となりました。広島、長崎への原爆投下による被災者は７０

万人を超え、辛うじて生き永えた人々も生涯にわたる苦しみを負い続けてきました。侵略戦争の痛苦の

反省と再び同じ過ちを犯さない誓いの下に私たちは憲法の平和主義と第９条を定めてきたのです。戦後

７０年の歴史は平和のための切なる願いを徹底し、私たちの血と肉になるまで刻み込む歴史だったので

す。 

その誇るべき歴史を破壊し、再び日本が外国の国々に土足で踏み込めるようにする、日本の若者たち

の命も奪うことになる戦争法案を絶対に許すことはできません。法案は後方支援の名の下に核兵器の運

搬輸送すら可能にするとされました。核兵器の残虐性をも忘れ去った暴挙を被爆者と被爆２世・３世は

断じて許すことはできません。 
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日本弁護士会、圧倒的多数の憲法学者、元最高裁判事も、元法制局長官も、日本が法治国家として存

在するための背骨とも言うべきこれら法律専門家すべての人々が、法案は憲法違反であること、憲法の

もとで集団的自衛権を認められないことを明言されてきました。おそらく、これほど明確な憲法判断が

下されたことは、戦後の歴史においてかってなかったことでしょう。安倍政権と自民党・公明党が詭弁

を弄すればするほど、その欺瞞性が明らかになっていくだけです。憲法違反の確固とした判断が翻るこ

とはありません。戦争法案強行は立憲主義を否定し、その破壊をすすめていくだけです。 

 

「国民の安全を守る」とする国民とは一体誰のことでしょう？それは私たちのことです。その私たち

国民の６０％が「こんな法律要らない、法案には反対だ」とはっきり意思表明しています。８０％もの

人が「政府の納得できる説明は極めて不十分だ」としてきました。世論調査だけではありません。高齢

者も若者も、男性も女性も、大学生も高校生も若いお母さんたちも、自主的に、自発的に、全国津々浦々

から、集会に集い、デモ行進やパレードに参加し、法案反対の声をあげ、訴えてきました。燎原の火の

ように広がった運動は、その内容からも、規模からも、かって誰も経験したことのないほどのものです。 

国民の意思がこれほどはっきりとしているにも関わらず、それを踏みにじり、こともあろうに「国民

の安全のため」などと騙
かた

って暴力的に法案成立を強行することは、民主主義破壊の蛮行以外のなにもの

でもありません。 

 

戦争法案の強行成立を認めてしまえば、私たちの国の立憲主義は否定され、憲法が憲法としての機能

を果たせなくなり、日本の国のしくみが破壊され、深刻な事態へと陥っていくことになります。 

戦争法案の存続を許すことは、現実に日本の若者を戦場に送りだし、自衛隊が実際に他国に土足で踏

み入る日を明日にでも迎えることになります。 

 

私たちは、この国に戦争法が存立することを認めず、１日も早く葬りさっていくことを決意します。

そのために全国に広がった法案反対を願うすべての人々と力を合わせ、廃棄のための運動を今日から開

始していきます。 

戦争法案に抗して起ち上がり全国に燃え広がった運動は、新しい民主主義運動の高揚を作り出し、今

私たちの国の歴史の転換の時を迎えようとしています。 

私たちは、この国に本当の民主主義を、希望と未来を必ず取り戻していきます。私たちは絶対に諦め

ることはありません。 

以上 
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           わたしのひとこと  
 

 

■石田信己さん（左京区） 

戦後、不徹底な過去清算と引き替えに真なる国家独立を放棄した対米従属政権を出自とする安倍政権

は「美しい国、日本」の名の下に「戦後レジームからの脱却」を標榜し「戦前回帰」に執着している故

に、その「復活」は一層「進化した対米従属」によってしか成立し得ないことが、今回の「戦争法案」

の何の道理もない「強行採決」によって如実にしめされたと痛感しています。 

しかし、「戦前回帰」姿勢と対米従属度とは本来、支配層による引き替え変数であるがための対立矛

盾であって、この矛盾はとりもなおさず何よりも平和希求する私たち日本国民との抜き差しならぬ根本

対立矛盾となり、これが「戦争法案」として現れてきていると考えていま す。従ってその闘いは必然

的に戦後最大の規模で展開されるもの、されつつあるものと確信しています。闘いの剣が峰は、今、私

たちの眼下にあります。 

 闘いの正念場は今こそ！勝ちきりましょう！真なる戦後、真なる「過去の克服」を実現するために！ 

 

■守田敏也さん（左京区）９月１９日Ｆａｃｅｂｏｏｋより 

１９日未明、戦争法案が強行可決されましたが、すでに多くの人たちが表明しているように僕にはい

かなる悲壮感もありません。むしろこれからだという思いを強くしています。 

戦争法をひっくり返し、アメリカと日本との長く続いた歪んだ関係性を捉え返し、本当の平和への道

を切り開いていく。そのスタートが切られたのだと思います。 

この道を歩み通せる根拠は本当にたくさんの人々が覚醒したこと。

安倍首相は歴代自民党が徹底して避けてきたパンドラの箱を開ける愚

を犯してしまいました。彼は日本民衆の目を見開かせ、権力の悪辣な

姿を人々に知らしめた人物としてこそ歴史に残るでしょう。いや私た

ちの力でそのように書き込みましょう！... 

昨夜、京都デモに参加したときの自分の写真をご紹介します。竹内

豊君が撮ってくれたものです。明るすぎるでしょうか。でも僕にはデ

モの向うにさらに立ち上がる人々の姿が見えてきて、なんとも笑いが

止まらなかったのです。 

ちなみに僕が着ているのは民＆民Ｔシャツ。フライングタッチマン

のリー君の書いた「ヒューマンエラー」の歌詞冒頭が背中にのってい

るものです。昨日のデモはこれしかないと着込んでいったのでした。 

ロックンロールのノリでＮｏ ｗａｒだぜい！ 

 

■井坂博文さん（北区）９月１９日Ｆａｃｅｂｏｏｋより 

なんということだ！ 

９月１９日深夜２時１８分、希代の悪法、立憲主義と民主主義、平和主義破壊の戦争法案が採決、可

決された。 

日本共産党小池晃副委員長、民主党福山幹事長代理らの満身の怒りをこめた反対討論に拍手。 

戦争法廃止へ 
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自民党、公明党らは破綻した論を繰り返すだけ、中谷防衛大臣は憮然とした顔、時にはアクビをかみ

殺している、ふざけんじゃない！ 

昨日の強行採決に続いた数の暴挙に怒り心頭！ 

与党の暴挙にも民主主義は死なないし、国民の願いは挫けない！ 

戦争法は成立したが、廃止に向けて闘いを始めていこう！ 

 

■石角敏明さん（長岡京市） 

戦争法反対の行動を、昨日・今日と長岡京市で訴えを行いました。その時、２人の老人が歩みよって

来られました。 

お一人は８０代の女性で、いきなり 

「もう長生きはいやになりました。早く死にたい」と言われ、「戦争で怖い思いをした。またあんな

思いをするのはいやですねー」と。 

「戦争をさせないように我々もがんばりますし、おばあさんもそんなこと言わずに、がんばってくだ

さい」とお応えをしたのですが、不安感はなんとなくわかる気がします。 

もう一人は男性の方で「自民党は数が多いからあんなことをするんや。選挙でもっと野党ががんばら

んとあかん」 

「来年の参議院選挙では、がんばれ」と激励をうけました。 

高校生３人組が、自転車にのりながら「がんばって」と手を振りながら激励してくれました。 

 

■矢ヶ崎響さん（北区） 

権力の暴力に、怒りというより傷ついてます。 

泣きながら書いたので変なテンションですが。 

そして石田さん同様、「ひとこと」でなくなっていますが…。 

・・・・・・・・ 

私たちは負けない。 

彼らが踏みつけるなら、私たちは傷ついている人を助けよう。 

彼らが声を聴かないならば、私たちは声なき声を拾い集めよう。 

彼らがないがしろにする命を、私たちは慈しみ、愛そう。 

彼らが破壊するなら、私たちは創造しよう。 

彼らが銃で威嚇するなら、私たちは弱さを見せ合い手をつなごう。 

私たちは踊り、歌い、共感し、大事に思うことを大事にし、嫌なことは嫌という。 

したたかに。ゆるやかに。 

最後に勝つのは私たちだ。 

 

■平 信行さん(南区) 

 戦争法が強行可決された９月１９日の内に、共産党の志位委員長から戦争法廃止のための野党の選挙

協力と国民連合政府が提案されました。怒涛のように広がった戦争法案反対の声は、支持政党に関係な

く広がった国民的運動でした。集会やデモに参加した人たちの中にはきっとこれまで選挙など行ったこ

ともない人たちもたくさんいたはず。今度は違う！本当に、戦争法を廃止する議員をたくさん送り込み、

自民・公明の議員を引きずり降ろし、安倍内閣を倒してしまおう！ 

 政治が変わる！ 歴史が動く！ その瞬間を生きていることにわくわくしています！ 
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■堀照美さん(上京区) 

やっと思いを書くことができます。 

今まで、怒りと悔しさと悲しみで心がいっぱいになっていました。 

一言では、すまないのですが 

・・・・・・・・ 

日本は戦争をしない国です。そのことが、私の誇りです。 

国民の声を聞かない政権が、暴力的に無理矢理採決を強行した安保関連法案は認められません。 

多くの子どもたちの命を奪うこの法律は、一日も早く廃棄するしかありません。 

あきらめません。絶対に！ 

 

■米重節男さん（向日市） 

法案が強行されたことは、非常に腹立たしい気持ちです。「アベノコウカ」とも言うべき多数の国民

が、法案の違憲性とこの暴挙への怒りを共有することになったと受け止めます。安倍首相は、「法案が

成立したら国民は理解してくれる」と言っているのは、この法案を発動するチャンスを考えているから

だと思います。そうはさせないために、声をあげ続けます。 

 

 米重節男さんが参議院安全保障法案の公聴会公述人に応募されました。歴史上最多の９５人もあった応

募者の中の一人です。採用はされませんでしたが、応募文書を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１５日に開催されることになった公聴会での公述を是非とも希望し、応募します。 

１. 理由 今回の安全保障法案には、次の意見を申し述べます。 

① 法案は、安全保障と名付けているが、内容をみれば戦争をするための法案となっている。 

② 私は、母親が広島で被爆した被爆二世です。被爆者は三度原爆を使うことがないように、自

分たちが生きているうちに核兵器をなくして欲しいと願っています。 

私も被爆二世として、一日も早く核兵器のない世界を望んでいます。 

今回の法案は、国会審議の中では自衛隊が核兵器の輸送をすることもできるとされており、

被爆者の願いとは相いれないものです。 

③ 日本国憲法は、国民の命を国が守ることを保障しています。今回の法案は、自衛隊員の命を

保障しないものです。 

④ 法案の審議で明らかになったことは、憲法違反の法案だということです。憲法違反の法案を

いくら審議しても憲法違反に変わりありません。 

民間の感覚では、このような法案を国会で審議する時間と、費用が無駄だというものです。

総理大臣には憲法９９条をよくわきまえてもらいたい。 

ポツダム宣言を「つまびらかに承知しない」などと言うのと違って、国会議員になった時に

憲法を守ると宣言したのではないだろうか。 

２. 法案に対する賛否  反対です。 

３. 住所・氏名以下略 
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２０１５年夏から秋へ 
２０１５年８月２６日（水）例会での 

参加者報告（抜粋と要約） 
 

８月２６日（水）の例会では出席者全員が今年の夏

の主な出来事と秋に向けた思いを出し合いました。

抜粋と要約で紹介します。 

 

■絵本『終わらない冬』の出版・販売、順調に船出 

石田信己さん（左京区） 

 今年の夏にかけて絵本『終わらない冬』の発

行に注力してきた。最終稿は作者の姜済淑

（カン・ジェスク）さんと私とで打ち合わせ、

印刷は韓国のポリ（麦）社で完成させた。７

月最終週、税関で少しややこしいこともあっ

たけど無事大阪経由で京都へ入荷した。６０

０部は日本の出版社を通じて流通に乗せ、２

４００部は自力で販売普及していく。チラシ

は「２世・３世の会」の河野康弘さんの手に

よるものだ。今既に７００冊以上販売できて

おり、早い時期に５０％は売りたい。その上

で全国展開もしていく。慰安婦問題をとりく

む市民運動、宗教界の人たち、私の友人等々

だ。販売利益はすべて韓国の作者、絵本画家

など関係者に提供し、日本への招待も考えた

い。 

 これまでに買っていただいた方たちの感想

のいくつか。▽１０００円は安い。▽描かれ

ている絵が特別ですね、とても優れた画法だ。

▽絵本を小さい子どもに与えただけでは理

解が難しい。親が一緒に話すことが大切。▽

大人が読んでもいい絵本。活字離れ、読書離

れといわれている昨今、大人にとっても慰安

婦問題を理解するのに入りやすい。 

 

■来年は「２世・３世の会」の広島ツアー考えたい 

奥田美智子さん（左京区） 

 ８月５日～６日は広島に行き、５日は原水禁

大会の動く分科会「碑めぐり・遺跡めぐり」

に参加してきた。夕方は平和公園間近の本川

小学校での慰霊の集いに参加し、本川小学校

の平和資料館でガイドボランティアされて

いる岩田さんに会ってきた。岩田さんのお母

さんの被爆体験を描いた絵本『いわたくんち

のおばあちゃん』をいただいた。 

 ６日は、広島大学の原爆死没者追悼式典に出

席。遺族代表として学長と一緒に献花してき

た。遺族の出席が年々少なくなっているよう

だ。 

 原水禁大会や、慰霊式典など、団体、個人、

様々に、「２世・３世の会」メンバーがかな

り広島にも行っていることが分かった。せっ

かくなので来年は、現地で「会」の人たちが

集えるような企画を考えたい。 

■８月は３度も広島に 

米重節男さん（向日市） 

 今年の８月は３度も広島に行くことになっ

本川小学校の慰霊の集い 
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た。最初は原水禁大会の国際会議への参加。

会議で京都の「２世・３世の会」の活動も発

言した。すると岐阜県や、久留米市の２世の

人たちから声がかかり、これからまたつなが

りが広がっていくことになりそうになった。 

 ２回目は母を連れての墓参り。その時見舞っ

た母の兄が１０日後に亡くなり、葬式のため

３回目の広島行きとなった。従弟たちとも顔

を会わせる機会が多く、「被爆二世健康実態

調査」をあちこちに広げてきた。 

 

■深刻な群馬の放射能汚染実態をこの目で耳で 

守田敏也さん（左京区） 

 この夏は１ヶ月で２０回位、あちこちで講演

してきた。広島県福山市では、「被爆者の会」

が続けられなくなって、２世の人たちが会を

引き継いでいくことになっていた。そのみな

さんにも「被爆二世健康実態調査」をお願い

した。尾道市でも２世の人たちとふれあう機

会があり、同様に調査のお願いをしてきた。 

 ８月９日の日は、長野県伊那谷の大鹿村とい

うところで「お山の上でどんじゃらほい」と

いう企画に参加してきた。ここで会った「風

月の純」さんという方のお話がとても印象的

だった。純さんは長崎の出身。「長崎の爆心

地にあった浦上天主堂は、広島の原爆ドーム

と同様に被害を受けたままに残すべきだっ

た。そして世界遺産にすべきだった。黒こげ

になった天使たち、ケロイドをおびたマリア 

像、それをそのままに残し、原爆ドームのよ

うに祈りの場とすべきだった。しかしアメリ

カが教会を惨く破壊した事実に耐えられず

に建て替えを押し進めたのではないか。自分

はあの時の浦上天主堂を見た最後の世代と

してこのことを語り継がねばならない」とい

うお話だった。なるほどなあと思った。この

ことはもっと掘り下げてみたいと思った。 

 その後の群馬県では６つの市町村で講演す

ることになった。全体として健康被害がすご

く出ていることを知った。もともと、現地の

３０代の女性の方から「自分の周りで水頭症

の赤ちゃんが３人も生まれている。あまりに

も群馬県の人たちは無防備なので、きちんと

話してほしい」という要請から行った講演だ

った。講演の後、いろんな人たちから深刻な

話を聞かされた。ある病院では、従来の突然

死は１年間で０～１件であったがここ数年

５～６件にもなっている。あるお寺の住職の

お話では心不全で亡くなる人が毎年数人に

なっているとのこと。「この子がよく鼻血を

出して困っている」というリアルタイムな相

談も数人からあった。ある高校の先生からの

お話。福島の高校のデータによると、野球部

とサッカー部とバスケット部の子らをホー

ルボディカウンターで測るとバスケットだ

け線量が低かったとのことだ（屋内スポーツ

だから）。それで群馬県でも野球とサッカー

はやらないようにと主張してきたとのこと。 

 群馬県は、放射性物質が降ったことさえも認

めていないので、まったく除汚もされていな

い。野生生物への影響も深刻で、タヌキの糞

を測ったら３０００ベクレルもあったと言

われている。人々に放射能は相当吸い込まれ

ているはずで、これからもっと深刻な事態が

出てくるのではないかと心配だ。 

 私たち「２世・３世の会」の活動も紹介しな

がら、体を守ってもらうよう訴えていくこと

が急務だ。群馬県の講演にはたくさんの人に

集まっていただいた。また来て欲しいとも言

われ、１２月頃にも予定している。積極的に
「お山の上でどんじゃらほい」 

守田敏也さんの Facebookより 
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続けていきたい。 

 

■８月６日は西本願寺広島別院へ 

佐々本好信さん（右京区） 

 ８月６日は早朝、明け方近い時刻に西本願寺

広島別院へ行き、追悼法要に参列してきた。

その後平和公園に移動。被爆者やたくさんの

みなさんの平和への願いを書き込んだ赤い

法被を着て歩いていると、胎内被爆者だとい

う方から「核兵器廃絶のために頑張りましょ

う」と声をかけられた。 

 ８月２４日、毎日新聞福山支局から父親が取

材を受けた。昭和２０年９月１７日の枕崎台

風は備後府中にも甚大な被害を及ぼした。当

時、当地に居た被爆者の父がどのような体験

をしたのかについて聞かれた。記事になった

らまた紹介したい。 

 

■戦争法案阻止にレッドアクションは全力！ 

井坂洋子さん（北区） 

 とっても慌ただしい７月、８月だった。原水

禁大会は、新婦人の会として若いお母さんた

ちに参加してもらおうと、３０代～４０代の

会員さん１１人に広島に行ってもらった。次

の世代につないでいくことができたのでは

ないか。 

 ８月１日～２日の日本母親大会（神戸市）に

は全国から１１，３００人のお母さんたちが

集まった。私は「原発ゼロへ」の分科会に参

加。川内、柏崎、浜岡等々原発のある地域の

人たちからの発言が相次ぎ、全国で草の根の

運動が広がっていることを実感した。福島や

宮城からはまだまだ線量の高い現状が報告

され、もっともっと実態を伝えていくことが

大切だと思った。 

 今は戦争法案反対に全力でとりくんでいる。

京都でも河原町ジャックなど、新婦人のレッ

ドアクションが頑張っている。 

 

■父の初盆 

井坂博文さん（北区） 

 被爆者の父が１月に亡くなり、初盆を迎え、

８月１４日～１６日里帰りしてきた。我が家

は浄土真宗安芸門徒だが、浄土真宗はいい宗

教だ。お盆や法事は亡くなった人を偲んで残

された人たちが元気で生きていることを交

流し合う機会とされている。だからお坊さん

もよばずに、兄弟たちが集まって温泉旅館に

泊まって心おきなく交流してきた。 

 原水禁大会は長崎大会に参加してきた。強く

感じたのは、被爆者の方の平均年齢が８０歳

を超え、体験を語ることが難しくなっており、

そこにも「２世・３世の会」の役割があるの

ではないかと思ったこと。２世・３世である

ことに無関心でいる人も多いが、自覚した者

こそ担っていかなければならないと。 

 世界大会の開会総会での谷口稜曄 （たにぐ

ち・すみてる）さんのあいさつには胸を打た

れた。渡辺千恵子さんの一生を歌った合唱組

曲もよかった。文化、音楽を通じて平和を訴

えていくこともとても大切だとあらためて

思った。 

 安芸門徒は白い灯篭で初盆の人を迎える 
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■８９歳の母と一緒に８月の広島へ 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

 ８月３日から６日、母と一緒に広島に行った。

母の足腰がよくないので今年は私が車を運

転しての広島行き。３日は呉市に居る伯母の

お見舞い。４日は原水禁世界大会開会総会に

参加。翌日５日の分科会は母の体調が思わし

くないため参加を断念。６日は、母と私と私

の娘と、初めて３世代揃っての慰霊式典参加

となった。 

 式典の後、平和公園の近くでフランス平和首

長会議主催の「日仏平和交流の集い」に出席

した。フランス在住の平和運動家の美帆シボ

さんからの依頼で、母の被爆体験と私の二世

としての経験を語るのが目的。フランス共産

党の議員の人たち、ヴィトリ市の人たち、ラ

ロシェルのサンテクジュべリ高校の生徒さ

ん達など全体で８０人ほどの参加者を前に、

母が話し、私が訳すという方法で語っていっ

た。後から聞いた話では、サンテクジュべリ

高校の日本語授業の先生は教材に被爆者の

体験を使うなど熱心なとりくみをされてい

て、母の体験を聞いた後で原爆資料館を見学

した生徒達が、母の話と重ね合わせながら展

示物を見学していたそうだ。このことは「２

世・３世の会」の次の会報にも掲載されるの

で読んでいただきたい。 

 今年、メキシコのある著名な雑誌で「広島・

長崎特集」が組まれ、母もインタビューを受

けて掲載された。スペイン語なので今和訳を

してもらっている最中だが、核問題に臨むメ

キシコはすごいなと思った。 

 

■広がる福島の写真展 

滝本健さん（吹田市） 

 ずーっと『飛田晋秀「福島のすがた」写真展』

をとりくんでいて、今年１月から８月いっぱ

いまで２７回の開催となる。先日は赤旗しん

ぶんでも記事にされた。７月９日から７月１

２日まで吹田市で行なった写真展には５０

０人以上の参加者があり、たくさんの人に衝

撃を与えたようだ。写真展を観た人が、自分

たちのところでもやりたいので是非写真を

貸して欲しい、という申し出が寄せられるよ

うになってきた。９月は枚方高校で開催され

る。１１月には関西大学の学生たちによって

も行なわれる。学生たち、若い人たちは、写

真を観ると感じる気持ちが強いのだと思う。 

 

■檀王法輪寺さんの被爆者追悼法要にて 

竹下さとみさん（下京区） 

 今年の８月６日は檀王法輪寺さんで行われ

た被爆者追悼法要に行って、花垣ルミさんの

お話を聞いた。その後、市内のいくつかの児

童館の子どもたちといっしょに『おこりじぞ

う』の朗読を聞き、『はだしのゲン』のアニ

メを見た。保育園の子どもたちは『おこりじ

ぞう』のみ、小学生の子どもは両方見ること

に。先生方が何度も「怖かったら見なくても

いいよ」とか、「部屋を出てもいいよ」など

と言って、子どもたちに配慮しているのがと

ても印象的だった。 

私たちが育った頃は先生からそんな配慮あ

ること一度も言われたことがないし、７０年

前のその日は、どんなに小さなこどもでさえ

も、想像を絶する世界を見せつけられたこと

を思うと、複雑な気持ちだった。 

 

■沖縄の海に思いを込めて二つの企画 

矢ヶ崎響さん（北区） 

 私は沖縄出身。辺野古の米軍新基地工事は今

は中断しているけどこれからどうなるか心

配で心配でしようがない。これから二つの企

画を計画している。 

 一つは９月２７日（日）の「満月まつり」。

毎年、中秋の名月の頃、辺野古の浜で、波の

音を聞きながら音楽を聞くフェスティバル

やってて、それを京都でも。京都では屋内だ

けど、自然環境を埋め立てさせずに、海の生

き物を大切にしながら、引き継いでいこうと

いうコンセプト。今回は（２世・３世の会の）

河野康弘さんのジャズピアノや、ミュージッ



京都「被爆２世・３世の会」会報№３５   ２０１５年９月２５日 

11 

 

シャンのゴトウゆうぞうさんにも来ていた

だく。向井先生の「海の生き物」の話もある。 

 もう一つは１０月２２日から２６日までゼ

スト御池でやる「大浦湾の生き物たちの写真

展」。大浦湾はすっごく生態系が豊かで未登

録の生き物もいっぱいいて、新種がボコボコ

出てくるようなところで、その写真展をやる。

素晴らしい海の写真展で、辺野古のことには

触れていないんだけど、是非来て欲しい。 

 福島から避難している人たちの住宅支援が

なくなる問題から、私の父が沖縄に避難して

いる人たちへのアンケート活動をやってい

る。それを手伝ったのだが、予想以上の健康

被害が出

ている。

体の様々

なところ

への被害、

夜眠れな

い、うつ

病、生理

不順等々

本当に

色々で、

こんなに

も多岐に

渡ってい

るのかと

思った。 

 

■平和の運動について考えさせられた夏 

石角敏明さん（向日市） 

 先日経ヶ岬のＸバンドレーダーを見に行っ

てきた。問題となっている騒音は２４時間出

続けているそうで大変な状況のようだ。１１

月に長岡京市の「９条の会」で見に行くので

また報告をする。 

 今年もＮＨＫ広島放送局制作の「ヒバクシャ

からの手紙」を観た。番組終わり頃の被爆者

のおじいさんと１７歳になる３世の語り合

いが印象に残った。「２世・３世の会」には

既定の運動があってそこに参加してきて下

さい、ではなく、２世・３世の人たち自身が

原爆の持つ悲惨さについてもっと勉強して

いく場に、「会」がそうなっていく必要があ

るように思った。 

 長岡京の「平和の鐘をつく会」で、「原爆の

おかげで戦争が早く終わったという人がい

るが、あんたらはどう思うんや？」とか、「平

和の誓い」のメッセージに対して「これは政

治集会か？」とかクレームをつけてきた人が

いて、そんなことを言う人がいる、というこ

とにショックを受けた。私たちの運動をもっ

と幅広い人たちのものにしていくにはどう

すればいいのか考えさせられ、もう一度勉強

していきたいと思った。 

 

■綾部市に北部放射能市民測定所開設 

菊池洋さん（南区） 

 綾部市に北部放射能市民測定所ができ、５０

人の参加で開設の集いを行なった。若狭湾の

原発群に近いこの地域。過酷事故に至らなく

ても、通常運転時から全原発が微量でも放射

性物質を放出、漏出していた可能性はあり、

その危険性は否定できない。地域の人たちの

願いに応えて市民測定所は開設された。 

 政府は子ども被災者支援法の基本方針改定

案を出し、パブリックコメント募集で多くの

反対・批判意見があったにも関わらず閣議決

定した。特に自主避難者の切り捨て方針は明

確だ。このことについて、避難者と共に頑張

るメディアとしっかりとつながっていきた

い。 

 

■未だ未解決・未精算の戦争犯罪 

平 信行さん（南区） 

 ８月２３日はスターリンが１９４５年シベ

リア抑留の秘密指令を発した日で、この日を

銘記するよう「シベリア抑留者追悼上映会」

が開催され鑑賞してきた。３６人の抑留体験

者がひたすら体験を語るだけの映像だが、体

験者自らが実際にあったことを具体的に語

９月２７日満月まつりポスター 
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って聞かせる内容には圧倒されるばかりだ。

シベリア抑留も７０年、未だ精算されていな

い戦争犯罪だ。 

 被爆７０年、終戦７０年ということで、今年

の夏はメディアの特集、特番がたくさんあっ

た。その中で８月１５日のＴＢＳ系報道特集

「戦争を忘れた東京の７０年～ドイツと中

国で見た被害と加害」は出色だった。東京大

空襲被害など放置されてきた戦後処理、被害

を訴えると同時にネオナチとも闘うドイ

ツ・ドレスデンの市民、東京大空襲被害者と

中国・重慶大空襲被害者とが連帯して被害補

償を求める運動等々、大空襲問題を今日的に

重層的に取り扱った放送だった。大空襲は非

戦闘員の殺害含む無差別大量殺戮の戦争犯

罪であり、それが裁かれる日を私たちは求め

ていかなければならない。広島・長崎の原爆

被爆も本当の意味で未だ未解決・未精算の戦

争犯罪だ。 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆７０年の夏に 
鳥羽洋子さん（茨木市） 

この夏の語り部活動 

 今年は戦後７０年、被爆７０年ということもあ

り、あちこちから母(濱恭子)の大阪空襲と被爆体

験の語り部や講演を頼まれました。６月末から二

ヶ月半で６回、例年の一年分です。中でも、小学

校へは二校、広島への修学旅行前の事前学習と人

権学習として招かれました。大阪の府立高校では

日本史の特設授業で話をしました。子どもたちや

若い世代の人達に語るとき､母は生き生きしてい

ます。子どもたちの方からはストレートな質問も

飛んできます。「傷はまだ残っていますか？」と

いう質問に、母はその子を手招きし傷を見せて触

らせました。また、「戦争中、死にたいと思った

ことはありませんか？」という質問には、即座に

母はこう答えました。「一度もありません。生き

たいと必死でした。」この答えは子どもたちには

驚きだったらしく、感想文に殆どの子どもが一番

にこのことを書いています。 

 『僕は濱さんのお話を聞いて本当にすごいと思

いました。二度も災難に会いながら幸運で助かっ

たことと、最後まで生きようと思っていたことで

す。大けがをしても命は助かり、黒い雨もトタン

で屋根を作って防ぎ生き延びた幸運がすごいと

思ったことと、戦争中でも絶望せず生きたいと思

っていたことにとても驚きすごいと思いました。

僕たちはそんな戦争をなくし、平和な世界にしな

いといけないと思いました。』 

 『私ならそんな痛くて怖い思いをするくらいな

ら死にたいと思うかもしれません。すぐに「死ぬ」

という言葉を使ったらいけないなとも思いまし

た。･･･』 

 『自分の命を守る濱さんを見て、改めてすごい

と思いました。友達とけんかをしても暴力をふる

うのは絶対だめだと思いました。それは小さな戦

争と同じだなと思いました。』 

 この様な子どもたちの思いを踏みにじるような

事態を絶対に作ってはならない、安保法(戦争法)

が国民の多くの反対を押し切り強引に採決され

た今、一層強くそれを痛感します。 

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 （２）  
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被爆７０年の広島へ 

 さて、８月には今年９０歳になる母と被爆７０

年の広島を訪ねました。２年前、式典の帰りに転

倒･骨折した教訓から、今回は大阪から５時間か

けて母を車に乗せて行きました。 

４日には原水爆禁止世界大会開会総会に参加

し、６日の式典には娘も加わりました。母、私、

娘の三世代そろっての式典参加は初めてのこと

でした。会場は人で溢れ、結局テントの外で式典

の間中立ったままとなりました。二度とあの日に

戻してはならないという強い思いで参加しまし

たが、首相からは｢非核三原則の堅持」という言

葉は聞かれず、周囲からも憤りの声。広島市長は

安保法制に触れませんでしたが、９日の長崎の式

典では、長崎市長や谷口稜曄さんが安保法制への

懸念や反対を

表明しました。

この時はテレ

ビでの視聴で

したが、核廃

絶を訴える谷

口さんの姿に

強い感銘を受

けました。 

日仏平和交流の集い 

 広島での式典後、１０時からは平和公園近くの

広島工大広島学舎でフランス平和首長会議主催

の「日仏平和交流の集い」に出席しました。これ

は、フランス在住で平和運動家の美帆シボさんか

ら夏に広島に来るフランス人高校生に語ってく

れないかと依頼されたのがきっかけで、次第に参

加規模が広がりこの様な集会になったのです。参

加者はフランス人３０名含め約８０名、母の証言

を仏語で通訳するのは２０１２年以来のことで

とても緊張しました。 

 その後、フランスから来られた市民代表の方々

と交流しました。ラロシェルのサンテクジュペリ

高校の生徒さんからは原爆や平和を教材にした

日本語授業の紹介がありました。ヴィトリ市の市

民代表や議員の方々からは母へ「なぜ語り部を始

めるようになったのですか？」という質問や感想

が述べられました。フランス平和運動の方からは

仏核実験被害元兵士問題についての現状報告な

どがありました。フランスでも、核被害の実態は

メディア統制されているらしく、市民は殆ど実態

を知らないそうです。２０１２年にフランスで証

言したときに、サハラ砂漠での実験に参加した仏

核実験被害退役兵士の会の方々と交流しました

が、その中心となられているミシェル･ベルジェ

さんによれば、元被爆兵士の発がん率は二倍以上

と高く、７００人が国への補償を申請しても取り

上げられるのは４００件、そのうち実際に補償が

実現したのは７件しかないといいます。このよう

にフランスをはじめ核保有国も日本と共通する

課題を抱えており、核廃絶に向けて連帯の必要性

を感じました。 

後に、高校生を引率されてきた日本語教師の降

旗あつ子さんから次のようなメールをいただき

ました。 

 『いろいろと私たちなりに去年一年間勉強して

きたヒロシマの記憶に、浜さんのお話は「人間の

体温」を与えてくださった貴重なものでした。あ

れから生徒たちと資料館を見学しましたが、展示

物とその説明を見ながら「.ああこれ、浜さんの

話の中にあったのと同じような状況だね」「これ

からこんなふうに、浜さんのような人たちから直

接お話を聞くことができなくなるんだよね....」

と、伺ったお話を胸にしながら彼女たちが一つ一

つ確認しあいながら進む姿に私は胸が熱くなり

ました。 

 私なりにこれからも、浜さんが証言してくださ

ったあの時の記憶をフランスの若者たちにきち

んと伝えていきたい、９月の新学期を前に、気持

ちを再び新たにしています。』 

 母も､力の続く限り語り部を続けたい、と決意

を新たにしました。九月には摂津市の若い教員の

方々の集会もありました。母にはできる限り元気

でいてもらい、

母娘で今後も空

襲・被爆の証言

と平和を訴える

活動を続けてい

きたいと思って

います。 

８月６日３世代そろっての式典参加 
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メキシコの政治雑誌「PROCESO」母の記事と写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追 記 

メキシコの政治雑誌「PROCESO」特集号 

夏前にインタビュを受けたメキシコの政治雑

誌が送られてきました。スペイン語なので、全部

の内容はよくわかりませんが、９４ページ全てが

「広島長崎の被爆７０年特集号」となっています。

その力の入れように驚かされます。誌面に載せら

れている多くの貴重な写真（ケロイドが鮮明に写

った白黒写真の数々）、坪井直さん、田中煕巳さ

んへのインタビュー記事、被爆後の日本と占領軍

の様子、被爆の記録の継承など、見るだけでも核

問題に向き合う熱意が伝わってきます。母の記事

は他の写真も含めて４ページにわたり、母の被爆

体験の他に次のインタビューが載せられていま

した。記者の関心がどのような点にあるかよくわ

かるので掲載させていただきます。 

   （翻訳協力：濱恭子の次女、田村かほり） 

 

―あなたの夫も被爆者でしたか？― 

「いいえ、ちょうどその頃、彼は入院中でした。

彼のいた部隊は九州の陸軍精鋭部隊で、南方に送

られて殆どが戦死しています。彼がまだ病院にい

る間に戦争が終わりました。」 

―結婚の時、差別はありませんでしたか？― 

「彼の両親は原爆を生きぬいた人は強い運を持

っていると考え、むしろ好意的に受け止めまし

た。」 

（このことに記者は驚き、母が放射線障害に苦し

まずにすんだことは非常に幸運だったし、被爆者

に対する差別があった日本において彼女のケー

スは例外だと述べています。） 

―６０年間、広島の体験を語らなかったのはなぜ

ですか？― 

「戦後、生活が大変だったので､過去について振

り返っているひまもなかった。１９７０年の夫の

死後、一人で 4人の子どもを育てるために懸命に

働かなくてはなりませんでした。」 

―なぜ、６０年後、語り始めたのですか？― 

「高校教師をしている娘から、戦争が遠い出来事

でしかない生徒達に是非体験を伝えてほしい、と

頼まれ引き受けました。若い人達が体験を聞くこ

との重要性を確信したからです。また、２００５

年には他の方々の証言と共に手記を書き、その証

言集が出版されました。」 

最後に記者はフランスでの証言活動のことや

母の体験を元にルネ･マイヤー氏が作曲されたカ

ンタータ『広島を生きぬいて』についても触れ、

こう結んでいます。 

「この９０歳の被爆者は大阪と広島の苦悩の

中で感情を制することを学び、悲しみを静かに語

りました。彼女が言葉に

することができなかった

苦しみや困難を音符に換

えた（音楽で表現した）

偉大な友人、ルネ・マイ

ヤー氏の死去は彼女にと

って本当につらい出来事

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 6日日仏平和交流集会での証言と交流 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=831041100327157&set=pcb.831054070325860&type=1
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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 

の回答 
 

 

 

１. 原発爆発点地上６００メートルが実感できるようになった建物とは？ 正解：東京スカイツリー 

 東京スカイツリーの高さは６３４メートル 

 

２. 広島市選定の代表的な「被爆樹木」は何の木？ 正解：アオギリ 

 一昨年公開された映画は『アオギリにたくして』 

 平和記念資料館東館の北側で、被爆アオギリ、アオギリ二世の木も見ることができます。 

 

３. 広島・長崎に毎年たくさん寄せられる折り鶴ですが、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？ 正解：リサイクル用紙 

 名刺、清酒のパッケージ等々に使用されています。 

 名刺１枚につき１円が「広島市原爆ドーム保存事業基金」に寄付されている例も。 

 

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？ 正解：張本勲 

 サンデ―プロジェクトのスポーツ解説、「あっぱれ！」「カツッ」でおなじみ 

 

５. 今年のピースナイタ―、広島カープ全選手のつけた背番号は？ 正解：８６ 

 ８月６日の「８６」です。 

 

６. 原爆ドームそばの元安橋近くにできることになり問題となっている食べもの関係施設（店）とは？ 

正解：②かき船（屋形船） 

 

７. 広島市内で昔京都で運転されていた路面電車の愛称の後一つは？ 正解：「大文字」 

 

８. １９４５年８月２２日にＮＨＫラジオで復活した放送は？ 正解：天気予報 

 １９４１年（昭和１６年）１２月８日から気象情報は軍の管制下におかれ、３年８ヶ月間

もの間、放送も新聞報道も禁止されていた。みんなどうやって生活していたんだろう？ 

 

９. 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開催された「総合原爆展」

の会場は？ 正解：丸物百貨店 

 その後近鉄百貨店となり、今は跡地にヨドバシカメラが建っている。（京都駅前） 

 

１０、１９５４年（昭和２９年）公開された映画『ゴジラ』は何を題材・参考にして制作されたか？ 

 正解：ビキニ水爆実験 

 南太平洋の海底に眠る古代太古の怪獣が水爆実験によって目を覚まし、東京を襲うという

設定。 

前号の会報№３４に掲載したクイズの回答です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E7%88%86%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9
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■ 日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか  矢部宏治 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

書名からして、かなり過激な感じをうけるが、「戦後史の正体」の２番

煎じでは決してない。かなり考えさせられる書籍である 

あの美しい海を、強引に埋め立てて建設されようとしている「辺野古基

地」、その一番の理由とされている「普天間基地」の危険性。しかしその

基地周辺でも、米軍機が飛行しない一角がある。それが米軍住宅のあるエ

リア。米軍の飛行機は日本の上空をどんな高さで飛んでもよいことになっ

ている。沖縄以外でも、やろうと思えばどんな飛び方もできそういう法的

権利をもっている、という指摘。 

ある「原発反対集会」で会場から発言された中学生の発言です。「今夜

この会場に集まっている大人たちは、大ウソつきのええかっこしばかりだ。

……私は泊原発のすぐ近くに住んで、２４時間被曝しつづけている。……

イギリスの原発のある地域は白血病の子供が生まれる確率が高い、というこ

とを知っています。……私、子供生んでも大丈夫ですか？……原発がそんな

に大変なものなら、なぜ最初につくるときに一生懸命反対してくれなかったのか。……もし私が大人で

自分の子供がいたら、命がけで体を張ってでも原発を止めている」（全文紹介できなくてすみません）

福島でも大きな事故を発生させ、まだ「解決」の目途さえついていません。しかし「原発」は廃止され

るどころか、「再起動」目指して、準備が着々と進んでいます。「原発」が廃止されない背景についても、

電力会社・産業界のことは、何も触れられずに、アメリカとの関係で「原発」がなぜ廃止できないのか

を解明している。 

今日本で大きな問題になっている「米軍基地問題」と「原発」、この２つの問題を憲法の制定問題を

絡めて論じられている。それも戦後からではなくもっと前から。ここには、憲法の規定より上位に「ア

メリカ」との条約がある、という指摘からはじまり、日本は戦後６０年以上「主権国家」の体をなして

いない、そのために「基地問題」も「原発問題」も解決しないのだと。 

 そのために、著者は憲法改正を提案し、屈辱的な条約を無効にすることができる、と述べている。改

正憲法に「施行後、外国の軍事基地、軍隊、施設は、国内のいかなる場所においても許可されない」と

いう条項をいれれば、国内からアメリカ軍は一掃される、と、提案している。それを実現した事例とし

てフィリピンをあげているが。 

色々考え方はあるだろうが、一読し色々と考えることも必要ではないでしょうか 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

集英社 

１２００円（税別） 

■被爆二世健康実態調査アンケート ご協力ありがとうございました。 

アンケート回収数が１０３通となり（9 月１０日）、集計・分析を始めることにしました。アンケー

トの回収は今後も継続します。これからもご協力の輪を広げていただきますようお願いいたします。 
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■戦争法案反対の運動に広がり 

石角敏明さん（長岡京市） 

戦争法案反対の取り組み、大変盛り上がってい

るようで、私も先日駅頭で、宣伝・署名活動をし

ましたが、その時、小学生（６年生）３名が、近

寄ってきて「戦争はあかんで、テレビでも戦争関

係の番組よく見るよ」といいながら署名してくれ

ました。 

青年も「かなり悩んでいます。初めは安保法案

必要だと思っておりましたが、最近わからなくな

ってきました」と我々の話を、聞いてくれました。

運動の広がりを感じた日でした。 

 

■泥憲和さんの憲法９条守れ市民講演会大成功 

谷口公洋さん（城陽市） 

９月６日、泥憲和さんの憲法９条守れ市民講演

会。聴衆は約１６０名で会場が一杯になりました。

さすがに立ち見の人はおられませんでしたが、要

員まで入れるともう少し増えます。館長もとても

協力的で、「よく入られましたねぇ」と言ってく

れました。役員会では政治的な妨害があるかも知

れないと警戒していましたが、心配無用でした。

多くの人が安倍政権の動きを心配しているのも

良くわかりました。  

泥さんの話もさすがで、みんなに尋ねてもアン

ケートを読んでも、とても喜んで帰られたのがわ

かりました。富野・長池９条の会の初の試みとし

て、大成功と言って良いと思います。 

「招くときには一流の人を」というのは教職員組

合運動で学んだもので、そのまま実践してよかっ

たです。守田さんにも以前にお願いしてあります。

多忙でいつになるか不明ですが。 

今回の活動とその成功で、周りの人が自信と元

気を持てたのではないかと思います。何とか成功

してホッとしています。泥さんを事務局会議で提

案したときは確信はありましたが、当日は不安で

たまりませんでした。時宜にかなった取り組みで

よかったです。 

８月末に義父が亡くなったりで大変な日々で

した。随分と社会福祉の学習が遅れてしまいまし

た。これから取り返すつもりです。皆様によろし

くお伝え下さい。 

 

■ピアノの再利用２８４台に 

河野康弘さん（右京区） 

台風１８号の影響で関東、東北の皆様が大変な

被害に遭われたようで心がいたみます。放射能汚

染土壌が何処かへ流され、放射能被害も拡散され

るようです。戦争法案の可決、川内原発の再稼働。

いろいろ大変な状況ですが元気に活動していこ

うと思います。 

先月末には初めて屋久島へ行ってきました。ハ

ーモニカ奏者のもり・けん氏の屋久島コンサート

１０周年に合わせて安保公民館にピアノを届け

て演奏してきました。ピアノの再利用も２８４台

になりました。皆様のご協力に感謝致します。 

 

■絵本『終わらない冬』販売１０００冊突破！ 

石田信己さん（左京区） 

皆さんにご協力いただいている絵本「終わらな

い冬」の頒布普及につき、出荷で 1000 冊、入金

で670冊分に到達しています！（９月１２日現在）

これからが正念場、今後もよろしくお願いします

m(__)m！ 

 

■ＮＨＫ「ＥＴＶ特集／被爆者の子どもたち▽長崎・

原爆を語り継ぐ」を観て 

平 信行さん（南区） 

９月１２日の「ＥＴＶ特集／被爆者の子どもた

ち▽長崎・原爆を語り継ぐ」を観ました。長崎の

「２世の会」の人たちの思いや、これからやろう

としているありのままの姿がそのまま描かれて

いて、とてもいい放送だったように思います。 

感心したことの一つは、「２世の会」の会員の

人たちが自分の親の被爆体験に今からでもきち

んと向き合っていこうとしていること、そのこと

を通じて、２世が体験継承者になろうとしている

ことでした。私たちも学びたいことではないでし

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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ょうか。もう一つは、「２世の会」として社会に

アピールする企画を行なっていることですね。こ

れも考えていきたいと思いました。 

放送の最後に今年の長崎の平和祈念式典が放

映されましたが、番組のテーマの関係か、放送時

間の関係かで随分と短いものにカットされてい

たのが残念でした。市長の読みあげた平和宣言で

は、国会審議中の安保法制について慎重な審議を

行なうよう求めており、被爆者代表の谷口さんの

あいさつでは、安倍首相を目の前にしてキッパリ

と「安保法案は許すことはできない」と言い切っ

て、多くの人に感動を与えたのですが。 

みなさんからも、放送を観られた方、感想をお

聞かせ下さい。 

 

■濱恭子さん（鳥羽さんのお母さん）のお話に感

動（９月４日Ｆａｃｅｂｏｏｋより） 

守田敏也さん（左京区） 

大阪摂津市の三宅柳田小学校で行われた摂津

市の小中学の先生たちの平和教育研究集会に参

加してきました。今回、駆けつけたのは被爆者の

濱恭子さんの証言を聴くためです。娘さんで高校

の先生の鳥羽洋子（京都「被爆２世３世の会」）

さんもお話をされました。濱さんのお話、概略は

鳥羽さんからうかがっていたのですが、ご本人か

ら聴いて本当に深く心の中に入ってきました。 

濱さんはもともと大阪の方。１９４５年３月１

３日の大阪大空襲にあわれて命からがら生き延

びました。その後、濱さんのお母さんの実家を頼

って広島市に避難。しかし広島も危ないと考えて

島根県の山の中に疎開されました。しかしともに

逃げてきたお母さんと大阪から呼び寄せたおば

あさんを広島市に残していたので、広島にきてみ

んなでの島根への疎開の段取りをつけている間

に、８月６日を迎え、原爆を落とされてしまった

のでした。 

被爆した時、濱さん、お母さん、おばあさんは

一緒でした。爆心地からわずか１キロの家の中に

いましたが爆発で家はペシャンコになりました。

しかし幸い３人とも無事で崩れた建物の中から

這い出すことができました。といっても恭子さん

は落ちてきた材木で背中が裂け、ドクドクと血が

出ていました。その恭子さんをお母さんとおばあ

さんが支え、大阪の経験からとにかく火が来るか

らと逃げたのだと言います。なんとか止血はした

ものの恭子さんは重傷を負っていました。その恭

子さんを守るため、おばあさんがかけずりまわっ

てトタンや杭になるもの、布団などを何処からか

拾ってきてトタンを屋根の下に恭子さんを寝か

しました。 

その３人の上に雨が降りました。黒い雨でした。

おばあさんとお母さんは顔だけをトタンの下に

入れ杭を二本ずつ握って、自らは打たれながら黒

い雨から恭子さんを守り通したそうです。３世代

の女性で命を守り通した壮絶な格闘でした。そん

な体験を経た恭子さんは２度とあんな体験を孫

たち若い人に味あわせてはいけない。世界の誰に

も味あわせたくない。平和を守り抜きましょうと

最後は言葉を結ばれました。本当に深く感動しま

した。 

話を終えて帰りをご一緒したとき、僕の口から

思わず出てきたのは「生き延びて下さってありが

とうございました」という言葉でした。そう。原

爆を生き延びて下さった。そのことが計り知れな

くありがたく感じました。その後もたくさんお話

できましたが、今も恭子さんの生に感謝したい気

持ちでいっぱいです。 

発言をパソコンでノートテークしたのでその

うち全体をご紹介したいと思いますが、今日は被

爆体験を語って下さった濱恭子さんのお話への

感動と、感謝の気持ちをみなさんにお伝えおした

いと思います。とても素晴らしい平和教育研究集

会でした。こうしたことを脈々と語り継いで平和

力を育てねば！！ 
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■在外被爆者：医療費支給「国外にも適用」 最高裁初判断 

被爆者援護法の医療費支給規定が海外に住む被爆者にも適用さ 

れるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が８日にあり、最高裁 

第３小法廷は「在外被爆者が国外で医療を受けた場合にも適用される」 

との初判断を示し、医療費支給を担当した大阪府側の上告を棄却した。在外被爆者 

への医療費全額支給を認めた大阪高裁判決が確定した。判決を受け国は、３３の国と地域に約４

２８０人いる全ての在外被爆者を医療費支給の対象とする方針を明らかにした。国内外の被爆者

の医療費格差が解消される。岡部喜代子裁判長は、援護法は医療費支給の要件を、国内に限ると

は定めていないとし「在外被爆者が医療を受けるため日本に渡航するには困難を伴う」と指摘。

「国外で医療を受けた場合に一切支給されないのは援護法の趣旨に反する」と述べた。裁判官５

人全員一致の意見。 

 同種の訴訟では、広島、長崎両地裁が医療費支給を認めず、米国と韓国の在外被爆者らが広島、

福岡高裁に控訴している。国は２件についても自治体と調整し、原告への医療費支給の作業を進

めるとしている。 

 最高裁判決の原告は、胎内被爆した韓国人男性（６９）と、韓国人男性２人の遺族。３人はい

ずれも広島で被爆し、被爆者健康手帳の交付を受けた。援護法に基づき、韓国の医療機関で自己

負担した治療費の支給を大阪府に申請したが、海外在住であることを理由に却下された。これを

不服として提訴。１審・大阪地裁が２０１３年１０月に却下処分を取り消し、大阪高裁も１４年

６月に支持していた。 

（２０１５年９月８日 毎日新聞） 

scrapbook 

■アフガン代表 広島入り 女子サッカー 原爆資料館見学 

アフガニスタンのサッカー女子代表チームが、国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所の招

きで来日し、１６日、被爆地広島で研修を始めた。戦争で荒廃した母国の復興に役立てるためヒロシ

マの歴史や、リーダーシップについて学び、社会で活躍できる女性のモデル像を模索する。 

選手１５人と監督やコーチら４人が参加。原爆資料館（広島市中区）で市街地のパノラマ模型や焼

け焦げた三輪車などを見学、戦争の悲惨さと平和の尊さを確かめた。小倉桂子さん（７８）＝中区＝

の被爆証言も聞き、水をあげた被爆者が目の前で亡くなった「恐ろしい」記憶を一緒にたどった。  

アフガンは１９７０年代後半から紛争にあえいできた。復興に向かう今、人気のあるサッカーが国

民の心をつなぐ。女子代表の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ラン 

キングは１３２位だが、男性優位の社会で差別と闘い、制約さ 

れた環境でプレーすること自体、「希望の象徴」となっている。 

２０日は、アンジュヴィオレ広島と親善試合をして２１日に 

研修を終える。主将のフルーザン・アブドゥルマッフーズ選手 

（２１）は「広島の復興を直接見て勇気づけられた。いいプレ 

ーで日本の皆さんに応援してもらいたい」と意気込んでいる。 

（２０１５年９月１７日 中國新聞） 

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E6%AF%8E%E6%97%A5%20%E5%9C%A8%E5%A4%96%E8%A2%AB%E7%88%86%E8%80%85&r=reflink
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 ９月１９日未明、参議院で

戦争法案(安保関連法案)

が強行可決されました。急

遽、京都原水爆被災者懇談会

と連名の抗議声明を出すことや、

「２世・３世の会」会員のみなさんのコメントを

お願いすることなど、会報発行に間に合わすよう

ドタバタしました。拙い声明文になったかと思い

ますが、とりあえず発信を急ぐことに重きをおい

たのでお許しください。多くの人が述べられてい

るように、採決強行によって反対運動は一層高ま

り、政権退陣を求める巨大なうねりになっていき

そうです。歴史の転換点のただ中にいることを肌

に感じます。会報に掲載される記事もどんどん歴

史の変化が著されるようなものになっていきた

いと思います。 

今月も新規入会者が１名ありました。「２世・

３世」の会員が４７人、その他の会員が４１人、

あわせて８８人の会です。会員紹介も随時続けて

いきたいと思います。（平） 

編集後記 

■京大班 ７０回目の鎮魂 被爆調査中に枕崎台風で犠牲 廿日市で集い 

１９４５年９月の枕崎台風による土石流で原爆被害調査のために広島を訪れていた１１人が犠牲

となった京都大調査班の第７０回「慰霊の集い」が１２日、廿日市市宮浜温泉の記念碑前であった。  

同大が主催し、小雨の中、山極寿一総長をはじめ大学関係者や遺族、真野勝弘廿日市市長たち約７

０人が参列した。遺族代表で、調査班を率いた真下俊一・医学部教授の次男の芳夫さん（７８）が「出

発前、父は原爆投下に憤っていた。７０年は草木も生えないといわれた広島、長崎は元気になった。

将来の平和を見守りたい」とあいさつした。 

当時、調査班は同大医学部、理学部の教員や学生たち４０人で

構成。記念碑近くにあった大野陸軍病院を拠点に活動していた。

９月１７日夜、土石流で病院ごと流され、班員１１人を含む１５

６人が犠牲になった。 

（２０１５年９月１４日 中國新聞） 

■被爆ピアノ、平和の音色 京都・亀岡でコンサート 

１９４５年に広島市への原爆投下で被爆したピアノを使った平和コンサートが２９日、京都府亀岡

市余部町のガレリアかめおかで催された。市民約１５０人が穏やかな音色を楽しみ、平和で過ごせる

ことの尊さに思いをはせた。 

市が、戦後７０年と市制６０周年になることを記念して開いた。 

 ピアノは広島市中心部で被爆し、翌日亡くなった河本明子さん＝当時（１９）＝のもの。爆心地か

ら約３キロの自宅に置かれていたが、爆風で無数のガラスが突き刺さり、今も傷が残る。同市の社団

法人「ＨＯＰＥプロジェクト」が譲り受け、平和教育などに活用している。 

コンサートではまず、明子さんの被爆時の状況が説明され、会場はあらためて原爆の悲惨さを認識

した。河本さんが好んでいたショパンの「子犬のワルツ」や亀岡市が制作した平和の歌「うつくしも

の」など１３曲の演奏に、家族連れらが聞き入っていた。 

（２０１５年８月３０日 京都新聞） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３５   ２０１５年９月２５日 

21 

 

行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１０ １ 木  

 ２ 金 キンカン行動 

 ３ 土  

 

 

４ 日  

 ５ 月 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（１１時・大阪高裁） 

 ６ 火 
6・９行動 

１０・６市民大集会（１９時・みやこメッセ） 

 ７ 水  

 ８ 木  

 ９ 金 6・９行動 キンカン行動 

 １０ 土  

 １１ 日  

 １２ 月 体育の日 

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １６ 金 世界食糧デー                             キンカン行動 

 １７ 土 
広島・長崎は、なんだったのか？（被爆７０年のつどい）（１３時・日比谷公会堂） 

貧困撲滅のための国際デ― 

 １８ 日  

 １９ 月  

 ２０ 火 
大飯原発差止（京都）訴訟第８回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

企画展「戦後を語る７０の力」（立命大国際平和ミュージアム）→１２月１３日（日）まで 

 ２１ 水 国際反戦デー 

 ２２ 木 大浦湾の海の生き物たちの写真展（ゼスト御池）→１０月２６日（月）まで 

 ２３ 金 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（１０時・大阪高裁） 

キンカン行動 

 ２４ 土 
国連軍縮週間→１０月３０日（金）まで 

国際連合発足（１９４５年） 

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決（１４時・大阪高裁） 

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土 
日本平和大会ｉｎ富士山→１１月１日（日） 

ハロウィーン 

 


