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世界核被害者フォーラムに参加して 
山根和代（右京区） 

 

１１月２１日から２２日まで広島で開催され

た世界核被害者フォーラムへ参加しました。２

３日は仕事で残念ながら参加できませんでした。

このフォーラムには、広島や長崎の被爆者だけ

でなく、福島の原発事故の被害者や、ウラン採

掘の際被爆した人々や核実験の被爆者を含むフ

ォーラムでした。ロシア、ウクライナ、オース

トラリア（アボリジニ）、中国、インド、ドイツ、

韓国、イラク、アメリカから参加者がありまし

た。 

ロシア人の報告によると、チェルノブイリ原

発事故以降１９９２年に被爆者の補償法ができ

たものの不十分で、被爆者は１９９６年からロ

シア裁判所で裁判を継続しているそうです。１

９８７年に創設されたＮＧＯの「ラディミチ」

では、被爆者の医療サービス、子どもたちの夏

キャンプに取り組み、リハビリテーションセン

ター、若者センター、チェルノブイリ情報セン

ターなどで多彩な活動をしています。 

オーストラリアでは１９５０年代に英国が核

実験をして先住民が被爆しました。その時の被

爆者の娘であるカリナ・レスターさんは先住民

の民族自決と文化の保存に努力し、さらに放射

性廃棄物処理場誘致問題などで積極的に発言を

しています。 

中国の核実験の結果、アニワル・トフティさ

んはウィグル自治区における癌の広がりと核実

験によって引き起こされた放射能汚染を医師と

して明らかにしました。このことを欧米のジャ

ーナリストに知らせると中国を追われ、現在は

イギリスに難民として生きているそうで驚きま

した。 

インドのウラン鉱山における放射能反対同盟

のアシッシ・ビルリさんは、被爆者の写真を通

して核問題の恐ろしさを発信しています。放射

能が人間に与える影響を示した写真の展示を通

して、平和教育をする必要があると思いました。

インドはチェルノブイリや福島の原発事故から

何も学ばず、日本はインドに原発を輸出しよう

としています。このような動きを政府は抑圧し

ていますが、反核団体はそれに反対しています。 

イラクの医師であるジャワッド・アルーアリ

さんは、１９９１年アメリカが湾岸戦争や２０

０３年のイラク戦争で使った劣化ウラン弾の犠

牲者について報告しました。がんや悪性腫瘍な

どで苦しむ被爆者に対して、イラクでは医療サ

ービスの提供が遅れていることを指摘しました。 

アメリカのウラン鉱山先住民のペトウーチ・

ギルバートさんは、５０年にわたってウラン産

業が、土地や水、空気を汚染し、人々の健康を
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蝕んできたこと、そして住友商事が一部所有す

るロカ・ホンダ鉱山が新たに開かれる計画につ

いて述べました。またネバダ核実験の被爆者で

あるメアリー・ディクソンさんは、１９５１年

から１９９２年の間に９２８発の核兵器を爆発

させたため、米国本土のすべての場所で放射性

降下物の影響を受けたそうです。しかしそれを

理解していないアメリカ人が多く存在している

ので、彼女は著書や演劇でこの問題を取り上げ

ています。 

様々な世界の被爆者の話を直接聴き、核兵器

と原発の恐ろしさを再認識しました。今後核被

害者の国際ネットワークを作って、核問題に対

応していく必要性を考えさせられました。 
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左上／核実験(Ⅰ９５１年－６２年)で放射能汚染されたアメ

リカの地図 

右上／イラクの核被害者の写真 

左下／インドの核被害者の写真 
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世界核被害者フォーラムへの韓国からの参加者 

沈鎮泰(SIM JINTAE, シム・ジンテ)さんの発言（要旨） 
 

[プロフィール] 

沈鎮泰(SIM JINTAE, シム・ジンテ) 

被爆者１世、〔韓国原爆被害者協会 陜川（ハプチ

ョン）支部]支部長。 

〔韓国原爆２世患友会〕の支援並びに、原爆被害

者の安らぎの場である〔陜川（ハプチョン）平和

の家〕をはじめとする市民社会団体が参加する

〔韓國原爆被害者と子女のための特別法推進連

帶會議〕と特別法制定運動を共に行っている。 

去る２０１５年５月には韓国代表として米国ニ

ューヨークのＮＰＴ大会の關聯行事に参加して

核兵器廃絶の訴えと韓国人原爆被害者問題を知

らせる等、人権平和運動も繰り広げている。 

 

〔発言要旨〕 

 私は韓国人原爆被害者が一番多く住んでいて

＇韓国の広島＇と呼ばれる陜川（ハプチョン）か

ら来た被爆者シム・ジンテです。１９４３年広島

で生まれ、被爆しました。１９４５年８月６日・

９日、米国が広島と長崎に原子爆弾を投下した当

時、朝鮮人たちは被爆者総数７４万人中約１０万

人と推定されます。私の父を含む相当数は日帝に

より強制動員され軍事施設で強制労働をさせら

れました。 

 生き残った朝鮮人被爆者４万３千余名は解放

後、故郷に戻りましたが原爆後遺症で貧しさと社

会的冷遇の中、治療さえ受けられず死んでいきま

した。 

 ２０１５年現在〔韓国原爆被害者協会〕に登録

している被爆者は２６５０余名にすぎません。日

本政府は韓国人被爆者を無視し、被爆者援護法適

用から排除して差別しました。それ故我々は日本

政府を相手に数十年間、一つ一つの個別訴訟をし

ました。さらに代を超えて苦痛が継続される２世

たちには支援もないのが現実です。日本は戦犯国

として過去の侵略戦争と植民地支配の歴史歪曲

をやめて、被害者たちに謝罪と賠償をすべきです。 

 原爆を投下した米国も被害者に必ず補償すべ

きであり、核兵器を保有する国家は一日も早く核

兵器を廃棄処分すべきです。核を保有する限り世

界平和はありません。我々の子子孫孫に戦争がな

く仲良く暮らす世界、核のない世界、平和な世界

を譲り渡すことが最高の遺産です。 

 

 

 

世界核被害者フォーラムへの韓国からの参加者 

姜濟淑（カン・ジェスク）さんのメッセージ 
 

被爆 70 周年世界核被害者フォーラムへの平和のメッセージ 

広島に於いて‘世界核被害者フォーラム’が開 かれますことに対してお喜び申し上げます。併せ

フォーラム会場の沈鎮泰（シム・ジンテ)さん 
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て平和を愛し今回のフォーラムに参加された全

ての皆様に平和の挨拶を送ります。 

 私は１９９０年代半ばから、日本軍‘慰安婦’

被害者であるお婆さん達を支援する活動を始め

として強制動員問題等を、平和運動の視点から見

つめ活動をして来ました。現在強制動員問題の一

つである原爆被害者問題に重点を置き「陜川平和

の家」と「平和博物館」、「韓國原爆被害者と子女

のための特別法推進連帶會議」で活動をしていま

す。この間日本軍‘慰安婦’被害者問題は、多く

の人々の努力により世界的な問題になっていま

す。しかし原爆被害者問題は、韓国に於いて比較

的に疎外視された問題であります。特にその苦痛

が継世代的に渡る原爆被害者２世の問題はよく

知られていない、正にマイノリティーの問題です。 

 １９４５年８月６日、９日、日本の広島、長崎

に米国が落とした原子爆弾によって、多くの人々、

そして自然が被害を受けました。広島や長崎には

強制動員や、日帝強占期の日本の収奪政策のため

生計を得るため仕方なく故郷を離れざるを得な

かった当時の朝鮮人達や、日本人以外のアジアの

人々も多くいました。国籍にかかわらず、原爆の

被害を受けたこれらの人々は全て同じ被害者で

す。しかし、日本は現在被害者達に差別的に対応

し、戦争責任を回避し、日本だけの平和を叫んで

います。あの時被爆した朝鮮人は広島と長崎に約

１０万名 推定されて、全体の被爆者７０万名の

１０％以上に当たりますが、この事実は韓国でも

日本でもよく知られていないのが現実です。 

 今年被爆７０周年、韓国で最初に原爆被害者２

世であることを公に明らかにし、韓国社会で原爆

被害者問題を提起し、活動した[韓国原爆２世患

友会]の初代会長である金亨律（キム・ヒョンユ

ル）さんの１０周忌にもなります。故キム・ヒョ

ンユルさんは継世代的に苦しみ、‘先天性免疫ク

ロブリン欠乏症’という原爆後遺症を病み、原爆

６０周年に当たる２００５年５月２９日に３５

歳の若さで、短い人生を終えました。 

 このように苦痛を継世代的に受ける被害者達

を含め、戦争被害者達が生きている限り被害者達

には戦争は終わっていないのです。今日広島に於

いて‘世界核被害者フォーラム’が開かれること

は、核被害者の苦痛を記憶し、平和への連帯を結

ぶためのものであると考えます。平和を育て、達

成するために過去の歴史を学び、過ちを繰り返さ

ないための教訓にしなければなりません。過ちが

あったとするなら、それを認め和解した時に、私

達は友達になれるのです。友達になれば戦争をす

ることはできません。そのような意味で、平和を

育てるために努力して今回参加した‘世界核被害

者フォーラム’の皆様に心からの感謝の挨拶と共

に、大きな拍手を送りたいと思います。 

 韓国で原爆被害者達が最も多く住んでいる所

は、慶尚道の陜川（ハプチョン）です。遠からず、

ここハプチョンに世界平和公園と資料館が作ら

れるでしょう。今回のフォーラムに参加した皆様

が広島、長崎だけでなく韓国にハプチョンがある

ことも記憶され、必ずハプチョンにも平和の巡礼

をなさることを願っています。加えて広島の‘世

界核被害者フォーラム’が陜川-ビキニ-チェルノ

ブイリ-など地球村各地に開かれるフォーラムに

発展することを祈ります。 

２０１５年１１月２1日 

姜濟淑（カン・ジェスク, ＫＡＮＧ ＪＥＳＵＫ） 

（韓國原爆被害者と子女のための特別法推進連

帶會議 共同代表） 

 

 

韓国からの参加者 左から姜濟淑さん、沈鎮泰さ
ん、金槿姫さん、李淡さん 
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世界核被害者フォーラム 広島宣言 
２０１５年１１月２３日 

 

１. われわれ、世界核被害者フォーラムに参加した者は、アメリカ政府による原爆投下７０周年に当た

る２０１５年の１１月２１～２３日に、ここ広島に集った。 

２. われわれは、核被害者を以下のように定義する。すなわち、狭義では、原爆の被爆者、核実験被害

者、核の軍事利用と産業利用の別を問わず、ウランの採掘、精錬、核の開発・利用・廃棄の全過程

で生じた放射線被曝と放射能汚染による被害者すべてを含む。また、広義では、核時代を終わらせ

ない限り人類はいつでも核被害者＝ヒバクシャになりうることを認識して、核と人類は共存できな

いことをあらためて確認した。 

３. われわれは、広島、長崎への原爆投下により、日本人だけでなく、日本の植民地支配と侵略を受け

たためにその地にいた朝鮮半島、中国、台湾の人々や連合国の捕虜たちも犠牲になったこと、放射

線・熱線・爆風で虐殺され、生存者も「地獄の苦しみ」を味わったことを想起した。また、われわ

れは、被爆者が、侵略戦争を遂行した日本政府の責任を問い、健康と生活の保障を権利として求め、

法律で一定の補償を勝ち取ってきたこと、今なお被爆者が、「国家補償」を被爆者援護法に明記す

ることを求め、被爆したのに、被爆者と認定されない者が権利を求めて闘っていること、核兵器廃

絶に加え原発再稼働反対・原発輸出反対、原発事故被害者援護を求めて闘っていることを再確認し

た。 

４. われわれは、２０１３年にオスロ、２０１４ 年にナジャリットとウィーンで開かれた「核兵器の

非人道的影響に関する国際会議」の結果として、核兵器爆発が環境、気候、人間の健康、福祉、社

会に破滅的な影響をもたらし人類の生存さえ脅かし、対処が不可能であるという認識が国際的に共

有されたことを確認した。われわれは、核兵器の禁止と廃絶に向けた法的ギャップを埋めることを

誓約し１２Ⅰカ国が賛同している「人道の誓約」を歓迎する。また、われわれは、２０１５年１１

月初旬には国連総会第Ⅰ委員会（軍縮）で、「核兵器のない世界を実現し維持するために締結され

るべき効果的な法的措置・・・および規範を実質的に取り扱う」公開作業部会を開催する決議が、

賛成１３５カ国、反対は１２カ国のみで採択されたことを支持する。 

５. われわれは、ウラン採掘や精錬、核実験、核廃棄物の投棄が、いまもつづく植民地支配、差別抑圧

の下で先住民族の権利－先祖代々の土地と関連する諸権利をふくむ－を侵害しながら強行され、被

曝を強要されるとともに、環境を放射能で汚染され、人間生活の基盤をも奪われた核被害者を日々

増やし続けていることを確認した。 

６. われわれは、核の連鎖が環境を放射能で汚染し生態系を破壊して人間をふくむ生物にさまざまな放

射線障害を引き起こしてきたこと、またチェルノブイリに続くフクシマの原発苛酷事故の体験から、

原発周辺の広大な地域に住む住民と事故処理労働者が被曝させられること、この過酷事故への対処

が不可能であること、さらにはグローバルな放射能汚染を引き起こすことを認識した。また、われ

われは、「核の軍事利用」と「核の産業利用」が原子力産業を通じて密接につながっていること、

さらに劣化ウランを使用した放射能兵器など核の連鎖が全過程で大量の核被害者を生みだしてき

たことを認識した。 

７. われわれは、核の連鎖があるかぎり放射能災害の発生を防ぐことはできず、増え続ける核廃棄物の
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処理・処分の見通しは全く立たないうえ、核汚染は長期にわたり、環境の原状回復は不可能という

ことから、人類は核エネルギーを使ってはならないと認識した。 

８. われわれは、東京原爆訴訟判決（１９６３年１２月）が米軍の原爆投下は国際法違反と認定したこ

と、国際司法裁判所が「厳格かつ実効的な国際管理のもとで、全面的な核軍縮に向けた交渉を誠実

に行い、その交渉を完結させる義務がある」と勧告的意見（１９９６年７月）を表明したことを知

っている。この勧告的意見に基づき、２０１４年４月、核実験の被害を受けたマーシャル諸島の人々

の政府が、国際司法裁判所に、９つの核武装国に対して、提訴したことを支持する。また、さらに、

われわれは、核被害者世界大会が核保有国と原子力産業の犯罪責任を追及し（１９８７年ニューヨ

ーク決議）、また軍産複合体に損害補償の責任を負わせるとしたこと（１９９２年ベルリン決議）

を想起する。さらに、われわれは、「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」がトルーマンを含む被

告たち１５名全員の有罪を確定したこと（２００７年７月）を確認する。 

９. われわれは、核エネルギー政策を推進した国家及び放射能汚染を引き起こした事業者と原発など核

施設のメーカーはその株主、債権者が責任を負担することを含めて、加害に対して責任を負うこと、

また、原発輸出は人権侵害と環境破壊をもたらす危険があることを主張する。 

１０. われわれは、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）や国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が、これまで

放射線被曝による被害について過小評価して原発事故などの本当の影響を隠蔽してきたことを弾

劾する。また、われわれは、ＩＡＥＡに与えられた「原子力の平和利用促進」権限の廃止を求める。 

１１. われわれは、核の利用により、人間の生存の基盤を破壊し、生き物すべての生存を侵害する原

因を生み出した者が、軍産官学複合体およびこれを支援する国家であることを指摘する。また、わ

れわれは、これらの軍産官学複合体の構成員の行動が国際人道法、国際環境法および国際人権法の

根本原理を侵犯していることを主張する。 

１２. われわれは、日本政府が、フクシマ事故後も、反省するどころか、適切な事実及び被害調査を

せず、被害の実相を隠蔽し矮小化しながら被害者への支援を切り捨てる一方で、原発の再稼動及び

海外輸出を行っていることを糾弾し、日本及び世界各地の原発と産業用核施設の建設・運転並びに

原発輸出に強く反対する。 

１３. われわれは、ウラン採掘、精錬、核燃料の製造、原子力発電、再処理を中止し、核の連鎖を廃

棄することを求める。 

１４. われわれは、核兵器を禁止し廃絶を命ずる法的拘束力ある国際条約を緊急に締結することを求

める。 

１５. われわれは、劣化ウランを利用した兵器の製造・保有・使用を禁止することを求める。 

１６. われわれは、今回の世界核被害者フォーラムを契機として、核被害者の情報を共有し、芸術な

どを含むさまざまな方法やメディアなどの媒体で発信し、共に連帯して闘っていくこと確認した。 

１７. われわれは、この世界核被害者フォーラムの成果をもとに以下の世界核被害者の権利憲章要綱

草案を世界に発信するため、広島宣言を採択する。 
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世界核被害者の権利憲章要綱草案 
 

［Ⅰ］核被害者の権利の基礎 

１、自然界はすべての生命の基礎であり、人類を構成し文明を享受するすべての人間は個人として生命、

身体、精神および生活に関する生来の平等な権利を有する。 

２、何人も恐怖と欠乏から免れ、平和で健康で安全に生きる環境への権利を有する。 

３、人類の各世代は、あらゆる生物の将来世代の利益を損なわないよう、持続可能な社会を享受する権

利がある。 

４、国際連合憲章でうたう本来的な人間の尊厳と人民の自決権，世界人権宣言、国際人権規約その他の

国際人権文書及び先住民族の権利の宣言など、これらの国際実定法が定める生命、健康と生存に関する

諸権利、並びに生成途上にある人類の法の内容をなすべき慣習国際法の原則が存在する。 

 

［Ⅱ］権利 

（１）核時代に生きる何人も、現在と将来の核被害を防ぐために以下のことを求める権利を有する。 

１、自然放射線・医療用放射線以外の放射線被曝を受けないこと。 

２、被曝労働を強制しないこと。被曝労働が回避できない場合には、最小化すること。 

３、医療被曝を必要最小限に留めること。 

４、放射線被曝の危険性について、正確な情報を学校教育、社会教育を通して提供すること。情報には

放射線被曝にリスクのないレベルはなく、とくに子どもや女性は被曝に対する感受性が高いことを含む。 

（２）核被害者は次のことを求める権利を有する。 

５、人格権、健康権を含むあらゆる人権及び基本的自由に対する核被害者の国内法上の権利を認めるこ

と。 

６、過去、現在と将来の被ばく（被爆・被曝）による健康影響に対する持続的な健康診断と最善の医療

の提供を自己負担なく受けること。これには、被ばく（被爆・被曝）２世、３世および将来世代も含む。 

７、核利用の結果もたらされたすべての生命と健康、経済、精神、文化への被害について、加害者によ

る謝罪と補償を求めること。 

８、放射能で汚染された土地、住居、地域社会の環境の回復および地域（民族）文化の再生を求めるこ

と。 

９、被ばく（被爆・被曝）状況について、加害者から独立した信頼できる科学的な調査と完全な情報公

開を求め、この調査と個人情報に配慮しつつ情報管理とに被害者自身が参加すること。 

１０、放射能汚染地への帰還を強制されないこと。被曝地から避難するか被曝地に留まるかの選択の自

由が保障されること。いずれの選択をした場合でも、できる限り被曝を避け、健康を守り、生活を維持、

再建できる支援を受けること。 

１１、放射能汚染で健康が害される環境での労働を拒否すること、拒否後も不利益取扱を受けないこと。 

（以上） 
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日本軍「慰安婦」被害のはなし・絵本『終わらない冬』 
日本出版を祝う会を終えて 

 

～韓国原爆被害者を描く絵本出版につなぐ～ 
石田信己（左京区） 

 

当会京都「被爆２世・３世の会」の皆さんの支

援をいただいて頒布・普及を推進しています絵本

『終わらない冬』は、本年８月１５日の自費出版

による翻訳出版後、すでに「日本出版の会」（代

表・石田信己）が所持する２４００冊のうち、１

５６０冊出荷・１４５２冊入金（１２月１０日現

在）となっています。この頒布による一定の「利

益」にもとづき、去る１１月２５日に絵本出版の

韓国関係者を日本・京都に招いて「祝う会」を開

催しました。総勢３６名のささやかな宴ではあり

ましたが、心温まる日韓の平和の輪を新たにつな

ぐ「祝う会」として開催できたと確信しています。

韓国から招いた方々は 

 １）姜済淑（カン・ジェスク）さん 絵本作者  

 ２）李淡（イ・ダム）さん 金槿姫（キム・ク

ンヒ）さん 絵本画家夫妻 

３）沈鎮泰（シム・ジンテ）さん （社）韓国

原爆被害者協会・陝川（ハプチョン）支部長 

の 4名でした。この皆さんは京都に１１月２４日

から３泊していただきましたが、この日程の前に

２１日から２３日にかけ広島市内で開催されて

いた「世界核被害者フォーラム」に参加されてい

ました。画家ご夫妻ははじめての訪日であり、ヒ

ロシマも京都も当然はじめての訪問でした。 

ところで日韓の被爆者の友情を描いた『やくそ

くのどんぐり』（新日本出版社・２０１０年９月

発刊）という絵本がありますが、この絵本は２年

後に韓国での翻訳出版が姜済淑さんの加筆文を

含めて関係者の努力でなされています。実は今回

の４名の訪日は、来年に韓国被爆者（１世・２世・

３世）の実情を描いた絵本を「やくそくのどんぐ

り」の韓国での翻訳・出版社から発刊する企画を

確認する４名の訪日日程でもありました。李淡さ

んに描いてもらう堅い「やくそく」を私は彼の離

日の前日にしました。作者は姜済淑さん、画は李

淡さんで実現するものと確信しています。すでに

この翻訳出版の社主と石田は一度、本年５月に会

っています。来年以後のことになりますが、でき

るならばこの新たに韓国で出版されるであろう

韓国被爆者の絵本を日本でも翻訳出版し普及さ

せることができれば、韓国の被爆者支援をされて

いる関係みなさんの努力に応えることになると

考えています。このことが私の来年の抱負の一つ

であります。また、この新たに生まれる絵本の発

刊をめぐっての情報交換や日本での翻訳への発

展が可能であるならば京都「被爆２世・３世の会」

はもとより、各地の被爆者団体としての継承であ

る「２世・３世の会」とのネットワークづくりの

一助にもなりうるとも期待しています 

 本年の韓国での５月末、「やくそくのどんぐり」

を出版した社主・權竝才さんに出会ったのは、韓

国被爆２世の会「患友会」初代会長・金亨律氏の

１０回忌の釜山での催しの際でした。姜済淑さん

が京都から離日する前日、平信行さんと米重節男

さんとともに歓談した際、来年５月下旬には釜山

での金亨律氏の慰霊祭とともに、是非とも「韓国

のヒロシマ」＝陝川を京都「被爆２世・３世の会」

の皆さんに訪問して欲しいとの要望を受けまし

た。このことも来年の一つの「仕事」として抱負

としています。みなさんの新たなご協力をお願い

する次第です。よろしくお願いいたします。 
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絵本『終わらない冬』の日本語翻訳出版にあたって 

日本語翻訳出版を祝う会での挨拶・２０１５年１１月２５日、京都にて 

李淡（イ・ダム） 

 

「慰安婦」・ハルモニたちの物語が漠然たる図

案として私の心の中に入ってきたのは２０年も

前に遡ります。１９９５年の春、私がアメリカに

在住している時に、ニュージャージー州のある教

会で慰安婦・ハルモニ、１０人の証言記録という

特別講演を聴く機会を得たことに端を発してい

ます。その年は光復の５０周年でしたが、すでに

慰安婦生活を「経験」したハルモニたちの多くが

亡くなっていました。この講演会は遅くなっては

いましたが、現在に至って生存しているハルモニ

たちの証言記録をもって、「慰安婦問題」を国連

を含め国際社会に警鐘し、アメリカ議会に案件と

して上程するための運動の一環でした。この講演

を聴いたあと、証言記録の小さい資料集とビデオ

を買い自宅にもどり、そんなに厚くない本でした

けど読み上げた記憶を鮮明に憶えています。その

文章の一つひとつが重くて重くて、大きな岩石に

胸を押しつけられ締めつけられる思いでした。記

録ビデオは画像が鮮明ではありませんでしたの

で、改めて絵画として記録にとどめる必要を痛感

したものでした。数少ない写真や不鮮明なビデオ

画像しか残されていなかったことに気づかされ、

絵画で残す使命感を強く持ったものでした。この

ことが漠然たる「宿題」として私の心の奥に残り

ました。ハルモニ一人ひとりのたいへん悲しく辛

い記憶がまだ鮮明に残っているうちに……。 

 この私の胸の中に秘められていた思いを、１５

年経過した２０１０年８月１５日に世に送り出

すことができました。「慰安婦」・ハルモニたちの

支援活動を長く続け記録してきた姜済淑先生の

作によってポリ出版社から『終わらない冬』とし

て絵本を作りましょうとの提案を受けたことに

より実現できました。 

 ２０１０年は韓国・朝鮮が日本によって植民地

化された年からちょうど１００年の歳月を経た

年、８月１５日・光復節にあわせて出版する計画

になり、絵を描く時間・期間がとても切迫してい

ました。やむなく先に出版予定していたものを後

にして『終わらない冬』を描き上げることに集中

しました。１５年も待ちに待った絵本でしたので

描く意欲は先行しましたが、実際には当初、ハル

モニたちの被害を実態的に描くことは極めてつ

かみどころのない作業でした。それは被害にあっ

たハルモニたちの思い出したくもない辛くて悲

しい体験を呼び醒ますことであり、この作業は私

をして繰り返しくりかえし私自身が追憶として

再現する重くて辛い作業でもありました。特にこ

の絵本は、子どもから大人まで読み語り、伝える

ことができるような描画で表現することが問わ

れていましたので並大抵なことではありません

でした。しかし資料を集めながら、韓国挺身隊問

題対策協議会事務局とナヌムの家を訪問するこ

とによって、１５年間、私の心の奥に沈殿してい

た物語をいったいどこからこの「話」の糸口にす

ればよいか、これが一気に氷解し私の全身全霊を

駆け抜け、ハルモニたちの痛みと苦しみ、悲しみ、

懊悩が激しい波動として突き抜けました。ワック

スを溶かして塗って、鉄筆で一筆一筆と刻みつつ、

その時、閉じ込めていた傷をもう一度掘りだす苦

痛の連続でした。しかし同時にその一筆一筆で現

した絵は私の胸に沈殿していた重苦しい苦悩の

右が李淡（イ・ダム）さん 
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塊が一気に氷解していく過程でもあり、爽やかな

道のりでもありました。遅くになったことを否め

ませんが、今まで胸の奥底に宿していた１５年来

の「宿題」をようやく成し遂げてほっと安堵した

ものです。描いた絵のひとつ一つに私自身の心、

魂と希望をこめました。 

 『終わらない冬』が韓国で出版され５年の歳月

が過ぎ、２０１５年になりました。この間、石田

先生を含めた日本の良心的で勇気のある方々の

絶えざる努力で日本語翻訳版が出版されること

になりました。今、日本の皆さんも子どもから大

人までみんな、過去の歴史の傷みを事実として知

り、理解し分かちあい、お互いに慰労しあえるこ

とを希望しています。 

 「終わらない冬」の冬が過ぎ去り終わりを告げ

て、待ちに待った暖かい春風が吹きわたり、ハル

モニたちの凍りついていた涙が溶かされますよ

う待ち焦がれています。 

 皆さま、ありがとうございました。 

 

注１ 光復節 韓国・朝鮮の日本（明治憲法下の大

日本帝国）からの独立を祝う祝日。８月１５日。 

 

 

 

 

 

 

●今回は本冊子で紹介された本の読書感想です。

『原発からの命の守り方』、『原爆孤児「しあわせのうたが聞こえる」』 
を読んで 

石角敏明さん（長岡京市） 

 

１１月の例会で紹介されていた「書籍・２冊」

を読ませて頂きました。 

守田氏著『原発からの命の守り方』は、例会で

「幅広い観点から、大変示唆に富んで発言をされ」

毎回勉強させてもらっておりましたが、この著書

も期待を裏切らない、内容であった。福島原発事

故では、「メルトダウン」のほうに我々の目が行

ってしまいがちだが、「使用済み核燃料の怖さ」

がこれほどとは。アメリカも福島原発事故の時、

これを一番心配していた、と最近知った。氏の慧

眼に感服。「内部被ばく」の怖さも丁寧に解説さ

れており、素人の私が読んでも理解できた。原発

事故だけでなく「災害からの避難」という視点か

らも述べられており、著者の幅広い知識にビック

リさせられました。でもこの本「一読」だけです

ませるのではなく、何度も家族で読みあうことも

必要では、と思っております。「災害は忘れた頃

にやって来る」ではないですが、色々貴重なアド

バイスが記載されており、確認する・忘れない、

ということも必要では。 

私の故郷（綾部）で先日、原発事故避難時の説

明会が開催されたが、その時の行政の対応を聞い

ており、怒っておりましたが、この本こそ「行政」

の人間が真っ先に読み、教科書にすべき書籍では

ないだろうか。機会を見つけて、友人にぜひ薦め 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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たい。 

石田さん推薦の『原爆孤児』

は、ついつい涙腺が緩んで困

った本でもあったが、原爆後

の「力強い」人間の復興のド

キュメントに触れられた。

原爆は―原発事故の避難者

もそうだろうが―その人

の、思い出・生業そのもの

を根底から無くしてしま

う恐ろしいものである。両

親、あるいは父親・母親と思い出を作ろ

うとしても作れない現実、明日ではなく今日の生

活をどうする、という現実、それを支えてくれた

精神親（この意味は本を読み理解してください）

その中で成長する子ども達。全部の原爆孤児が救

われたのではないだろうが、このような運動があ

ったこと事態が素晴らしいと思う。それにしても

日本政府の無責任さは？ 

中沢啓治の「黒い雨」も原爆孤児が出てくる作

品であったのではないか、と思うし、これは私の 

うがった見方かもしれませんが、菅原文太さんが

出演していた映画「仁義なき戦争」で取り上げあ

れていた背景にもこのような存在の人たちがい

たからではないでしょうか？菅原文太氏が、「反

原発」という立場に立ったのもこのようなことを

理解していたからではないか、と勝手に理解して

おりますが。 

 子供たちの「戦争をなくしてほしい」「原爆・

水爆をなくしてほしい」という訴えはどこまで実

現したのか？と考えれば、寂しくなりますが。で

も運動はつづけましょう。色々な運動を。 

精神親運動を推進した「山口勇子」さんの著作

「おこりじぞう」を，小学５年生を対象に私の娘

が、読み聞かせをした。（中部地方の都市で子供

の学校でボランティアとして活動している） 

その時の感想が、 

１）本当にそんなことがあったの 

２）これは作られた話で、うその話やろ 

というような感想で「戦争があったこと」「原爆

が落とされたこと」というような事実を殆ど知ら

ない、という娘の感想でした。教育現場で、どん

なことを教えられているのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今は専門学校の勉強に専念 

谷口公洋さん（城陽市） 

忘年会のご連絡ありがとうございます。 

折角のお誘いですが、今は兎に角（医療福祉関

係の専門学校のために）全てを我慢しているとこ

ろです。だからといって、学習が進んでいるわけ

ではありません。模擬試験が何回もありましたが、

どうしても１５点ほど足りません。何度もやり直

すのですが、まるで水を粗い目のザルですくうよ

うに、覚えたはずのものが流れ落ちていきます。

年をとりました。あまりに記憶が定着しないのに

愕然として、時々笑ってしまいます。この秋口ま

で選挙や戦争法で多忙でしたから、出遅れたので

すが、試験をなめていました。活動したことを後

悔はしていませんが・・・。 

 そんなわけで今は我慢の日々です。皆様によろ

しくお伝え下さい。それから、市長候補が私たち

の会員さんだとは知りませんでした。お体を大切

になさるようお伝えいただければ幸いです。 

 

■激闘の１年でしたが来年もよろしく 

内富一さん（左京区） 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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いつも例会に参加できず心苦しく思っており

ます。明日１２月１７日は「戦争をさせない左京

１０００人委員会」の運営委員会があり忘年会に

参加できません。申し訳ありません。現在、左京

区では１２・１９の「戦争法廃止！左京みんなの

デモ」・統一集会（左京の会、京大有志の会との

共催）の準備とともに、２０００万人署名運動の

オール左京での展開に向けた「左京そうがかり行

動実行委員会」（仮称）のための相談会を同日、

京大にて行います。各種選挙での戦争法廃止賛成

候補の勝利と２０００万人署名の左京区での全

戸訪問運動などをどう結び付けていくのか議論

する運営委員会となりますので抜けられません。 

戦争法や辺野古新基地建設など激闘の１年で

したが、来年もよろしくお願いいたします。 

 

■１０年ぶりの「元気いっぱいコンサート」 

河野康弘さん(右京区) 

▼今年も、残すところ２週間になりました。 

この一年いろんな事がありすぎ、考えると、も

う大変。何ができるか、と頭がいっぱいです 

▼私は先週、久しぶりの広島へ真美、マサと三人

で演奏に行ってきました。広島市安佐南区の福祉

法人あさみなみ「第９回元気いっぱいコンサート」

です。なんと１０年ぶり。 

一部のオープニングは元気いっぱいパーカッ

ション隊。１５人の素敵なパーカッションとピア

ノ、篠笛のコラボ。仲間たちと一体となり素敵な

演奏ができ感激。 

パーカション隊の後は真美さんが加わりジャ

ズのステージ。「エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・

ブルースで盛り上がり。「虹の彼方へ」「ウイ・ア

ー・ザ・ワールド」を熱唱。そしてマサの登場。

曲は「世界に一つだけの花」間奏で得意のダンス

を披露。あさみなみの女性達がバックで参加して

くださりマサも御機嫌でパフォーマンス。 

一部の最後は「ワッハッハ」。みなさんがステ

ージに参加しました。 

二部のオープニングはダンスダンスダンス。指

導の池澤さんが仲間たちと一緒に舞台いっぱい

に躍動感あふれるパフォーマンスを披露。私の曲

「可部列車で行こう」を水木さんと一緒に演奏。

ダンスとの楽しいコラボでした。そして「ソーラ

ン節」マサも参加。汗ビッショリでした。 

ステージの最後は歌。オリジナルの「新しい朝」

「愛・愛・愛」「仲間」。アンコールは「アンパン

のマーチ」「さんぽ」。会場が一体となり素晴らし

い時間を共有できました。 

▼世界中の人が元気いっぱいで暮らせる社会

をつくっていきたいな、と元気をいただきました。

感謝！感謝！感謝！ 

 

■２０１５年忘年会に１９人 

平 信行さん（南区） 

１２月１７日（木）、おおたやさん（中京区夷

川烏丸）をお借りして「２世・３世の会」の忘年

会を行ないました。守田さん紹介の元東芝原発技

術者の後藤政志さんも加わっていただき１９人

の参加。この１年をふりかえり、来年２０１６年

の抱負を語り合いました。「２世・３世の会」は

今、２世が４３人、３世６人、被爆者１３人、

その他のみなさん２９人で総勢９１人になり

ます。メンバーも幅広く、一人ひとりの活動、

生活も多彩です。もっとみなさんの日頃の様

子を紹介し、お互いを励まし合えるようにし

ていきたいと、あらためて強く思いました。 
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■被爆２世「健康に不安」 京都の「会」１０６人に初アンケート 

国、実態を把握せず  全国調査や支援求める 

京都被爆２世・３世の会は、親が広島、長崎で被爆した被爆２世の健 

康実態を調べるため初のアンケートを実施した。半数以上は健康と回答したが、 

多くが将来的な不安を抱える姿が浮かび、全国的な調査を求める声が上がった。国が 

「現時点で健康被害への医学的知見は明らかになっていない」とするなか、同会は問題提起としたい

考えだ。 

２世には被爆者健康手帳などの制度はない。７万５３２７人を追跡調査する日米共同運営の研究機

関「放射線影響研究所（広島市、長崎市）」は１０月、２世の死亡と親の被爆の関連性は、現時点で

は見られないと発表している。 

一方で、厚生労働省によると、実際に２世が何人いるのか把握できておらず、健康面での全国的な

調査は行われていない。２世への施策は健康診断のみで、被爆者団体などは国の支援や実態解明を求

めている。 

アンケートは京都府や近畿などの２世を対象に５～１０月に実施した。回答者は１０６人で、現在

の健康状態については５２・８％ に当たる５６人が健康と回答した。過去にがんなど病気で苦しん

だ人は１５人、現在も病気で苦しむ人と病弱傾向にある人はいずれも１３人と続いた。 

親から被爆状況を聞いたか杏かの問いでは「しばしば」が最多の３８人だった。「ほとんど聞いて

いない」（２１人）や「１、２回だけ」（１４人）との答えもあり、被爆体験が家族間で積極的に語

られていない現状があることが分かった。 

国に対しては「実態調査、健康調査は本来行政が責任を持って取り組むべき」「常に健康不安を感

じて生活している。医療費の支援を拡大してほしい」など、積極的な関わりを期待する声があった。 

他の地域でも同様の調査が実施されている。２世・３世の会世話人代表の平信行さん（６４）は「今

回の調査で十分とは思っておらず、活動を通じて多くの２世が問題を知るきっかけになってほしい。

これを第一歩とし、国に対応を求めていきたい」としている。京都被爆２世・３世の会は２０１２年

に結成された。被爆体験の継承や会員の情報共有などの活動をしている。 

（２０１５年１２月７日 京都新聞） 

scrapbook 

■韓国 陜川に被爆者の資料館、慰霊碑の計画進む 

「なぜ広島にいたのか考える施設に」 

広島原爆の被爆者が多く暮らす韓国南部の小さな町・陜川（ハプチョン）で、在韓被爆者の歴史を

伝える資料館と慰霊碑の建設計画が進んでいる。事業主体の陜川郡によると、原爆被害を紹介する公

共施設は韓国では初めて。韓国原爆被害者協会陜川支部の支部長、沈鎮泰（シム・ジンテ）さん（７

２）は「原爆被害だけでなく、あの日、なぜ人々が広島にいたのかを考える施設にしたい」と完成を

切望する。  

慶尚南道の陜川は「韓国のヒロシマ」と呼ばれ、韓国原爆被害者協会の登録者約２６００人のうち陜

川支部は約６２０人。日本の植民地時代、大勢が仕事を求めたり、軍需工場に動員されたりして広島

に渡り被爆した。  
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資料館の建設予定地を指さす沈鎮泰さん＝韓国・陜川 

 

 

 

 

 

２０１５年も間もなく閉じるこ

とに。戦後の歴史で、恐らくこれ

ほど深刻な事態を突き付けられた年は

他になかったはず。憲法をなきものとし、殺し・

殺される事態に突き進む安倍政権の安保法制。し

かしまた、これほど希望に満ちた新しい年を迎え

られそうになったこともかってなかったはず。自

分の目で見、耳で確かめ、頭で考えて多くの人々

が立ち上がり、日本列島津々浦々に響き渡った声。 

集団的自衛権の行使容認と戦争法の存在は一

日たりとも認めるわけにはいきません。戦争法の

廃止と集団的自衛権行使容認の撤回をこそ何よ

りの基本において、あらゆる選択の中心において、

すべての人々が力を合わせ、現実の政治を変えて

いく２０１６年にしようではありませんか。 

京都「被爆２世・３世の会」は「会」固有の問

題にとりくんでいくとともに、私たちの明日を決

する戦争法廃止の課題に全力をあげていきたい

と思います。希望の２０１６年度に！ 

今年１年ありがとうございました。来年もよろ

しくお願いいたします。頑張りましょう！（平） 

編集後記 

事業計画書によると、資料館は２階建て（延べ床面積約５３０平方メートル）で１階に展示室を設 

ける。１９９６年に日本政府の支援金で建てられ、被爆者ら約１００人が暮らす「原爆被害者福祉会

館」に隣接する約１５００平方メートルの土地に建設。展示内容は検討中で、広島市の原爆資料館に

も写真パネルなどの資料提供を求めたいという。敷地内に慰霊碑の建立も計画し、いずれも２０１７

年６月の完成を目指す。  

 広島原爆で両親が被爆した陜川郡トップの河敞喚（ハ・チャンファン）郡守（６６）は「被爆１世

が亡くなる前に必ず資料館を完成させたい」と話す。  

 沈さんによると、被爆者の高齢化で、この１０年で約１００人が亡くなったという。自身は２歳の

時、爆心地から約３キロで被爆。翌年、父母と３人で帰国したが、父は朝鮮戦争で犠牲になった。  

 韓国では被爆証言や記録はほとんど残されていない。原爆は植民地時代を終わらせた兵器として、

声高に語りにくい雰囲気も続いてきた。数年前には陜川に平和公園を建設する構想が浮上したが実現

しなかった。沈さんは「私の家族は２度の戦争でぼろぼろになったが、私が出会ってきた全員がつら

い経験をしている。被爆者の苦しみを記録し、継承していく場所がなければ、亡くなった人たちが浮

かばれない」と語る。  

 「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」

広島支部長の豊永恵三郎さん（７９）＝広島

市安芸区＝は「在韓被爆者が生まれた背景に

まで踏み込んだ展示を期待したい。依頼があ

れば資料などの提供にも協力したい」と話し

ている。 

（２０１５年１２月１２日 毎日新聞）  
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２０１６年 行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１ １ 金 元日                                 キンカン行動 

 ２ 土  

 ３ 日  

 

 

４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 ７ 木 七草 民主市政の会新春のつどい 

 ８ 金 辺野古代執行裁判第２回口頭弁論                    キンカン行動 

 ９ 土 

新春６・９行動（１４時・清水寺） 

「高浜原発仮処分異議審査・大飯原発差止仮処分決定」全関西報告集会（１５時・キャンパ

スプラザ） 

 １０ 日  

 １１ 月 成人の日・鏡開き 

 １２ 火  

 １３ 水 
第９回大飯原発差止京都訴訟（14 時・京都地裁） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（18 時３０分・ラボール京都） 

 １４ 木  

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日 

阪神・淡路大震災発生の日（１９９５年） 

沖縄・宜野湾市長選挙告示日 

都道府県対抗女子駅伝 

 １８ 月  

 １９ 火 戦争法廃止！毎月１９日行動の日 

 ２０ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（11 時・大阪高裁） 

 ２１ 木 
初弘法 

京都市長選挙勝利市民大集会（１９時・府立体育館） 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 関西原水協学校（１３時・和歌山紀三井寺） 

 ２４ 日 
沖縄・宜野湾市長選挙投票日 

京都市長選挙告示日 

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 辺野古代執行裁判第３回口頭弁論                    キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日  

 


