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２０１６年を希望の年に！ 
会員のみなさんからの新年のメッセージ 

 

 

■井坂博文さん（北区） 

昨年は被爆者である父が亡くなり、寂しくなり

ました。４年前に母が逝き、父もいなくなり、つ

いつい田舎に帰る機会が減っていきそうです。け

ど、墓参りだけは毎年欠かさず帰ろうと思ってい

ます。 

 さて、今年は私も還暦を迎えます。ということ

は今年は年男です。昨年が戦後・被爆７０年、今

年が年男。節目に相応しく新春を京都市長選挙の

勝利、本田久美子憲法市長の実現で、ぱーっと景

気よくスタートし、今年こそ核兵器廃絶の具体的

前進の年にしようと決意しています。 

 

■吉田妙子さん（北区） 

定年退職し、第３の人生をスタートしてもうす

ぐ５年になります。自治体労働者として３８年間

培ってきたノウハウで、地域の活動などいろいろ

やってきましたが、よく考えてみると、現役時代

の延長線のような、こんなはずじゃなかった（笑）

ような気がして…。 

今年こそ自適生活を満喫しながら社会と向き

合う、自分らしい活動スタイルを生みだしたいと

思っているのですが、目前に迫った京都市長選挙、

戦争法など・・・、歩みを止めずにスタイルを変

えるってなかなか難しそう。せめてＮＨＫの朝ド

ラの主題歌のように「思いどおりにならない日は、

あしたがんばろう」の気持ちでやり始めてみよう

かと思っています。今年もどうぞよろしく。 

 

■矢ヶ崎響さん（北区） 

沖縄生まれで親が被爆者ということもあって、

小さなころから悲惨な沖縄戦や原爆の体験談な

どを繰り返し聴いて育ってきた。その都度、「な

ぜ戦争は起こってしまったのだろう」、「その時代

の人々はなぜ戦争を止められなかったのだろう」

と考え続けてきた。 

今、民主主義・立憲主義はないがしろにされ、

強いものが弱い者から奪い取り、人々の切実な声

は無視され続けている。歴史の教科書で見た昔の

よう。２１世紀は思ったほど進んだ世の中ではな

いようだ。きな臭い、戦前の匂いまでする。 

私たちは歴史から教訓をくみ取って、戦争を止

めることができるのだろうか？その時、いや、今

年、私はどうするのだろうか。今、岐路に立って

いる気がする。私たちは右へ行くのか？左へ行く

のか？破滅の道か？共生の道か？ 

「沸点」という言葉を思い出す。熱源の運動が

他に伝わり、状態が変わる。私から、あなたから

始まる自由への道。小さな振動を起こそう。 

 

■井坂洋子さん（北区） 

昨年は、安保法(戦争法)、高浜原発再稼働容認、

ＴＰＰ、辺野古・・・いろいろと安倍政権の暴走

がありました。福島原発事故は全然収束してない

のに、帰民政策がすすめられる。避難している人

たちの住宅補助が打ち切られようとする。甲状腺

ガンを発症する子どもたちが増えている。なのに、

避難計画も不十分な高浜原発を再稼働しようと

する。なんというひどい国でしょうか。 

私事ですが、昨年被爆者の夫のお父さんが亡く

なられ、今まで被爆のことは語られなかったのに、

最後に「あげなむげーことはしちゃーいけん」と

言われました。私たちは被爆者の無念の思いをつ

ないでいかねばならないと思います。これ以上被

曝者を増やしてはいけない。絶対に原発を再稼働

させてはいけない。被曝２世３世の方はたくさん

おられます。そして、その方たちとつながる方は

たくさんおられます。もっともっとつながりを広

げ、放射能から子どもたちを守っていきましょう。

今年もキンカン行動はじめ、いろんな行動に頑張

っていきます！ 
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■堀 照美さん（上京区） 

２０１５年は、黙っていてはいけないこと、つ

ながり合うことの大切さ、決してあきらめないこ

との強さなど、たくさんのことを教えてくれまし

た。 

「教え子を、再び戦場に送らない」のスローガ

ンが、遠いものでなくなんとしても守り抜くもの

として私の心に迫ってきます。今まで教えてきた

子どもたちや、今、目の前にいる子どもたちの未

来を、一人一人が大切にされるものにするために

守らなければという思いでいっぱいです。 

２０１６年は、子どもたちが幸せになる社会に

転換するために力を尽くしたいと思います。その

ために、色々な人とつながり、学び、行動したい

と思います。 

 

■畠中孝敏さん（南区） 

あけましておめでとうございます。 

２０１５年は 

① 南区市会で日本共産党の二議席を実現させた

ことです。拝師康男さん、ふじい佐富さん、

さの春枝さんの選挙にも関わってきました。

今回知名度は一からの新人主婦でしたが、若

さと度胸のある新人でした。みんなで、手取

り足取りの選挙であっただけに感慨深いもの

があります。議員団で揉まれ育ち、たくまし

い議員となり、引き続き二議席をと期待して

いるところです。 

② しんぶん「赤旗」日曜版“うちのアイドル”

１２月１３日号に孫の写真が載ったことです。

２０１２年２月５日号に続き二度目となりま

す。孫は三人いますが、すくすくと成長して

いくのが楽しみです。 

２０１６年は 

① 京都市長選挙です。戦争法の具体化に反対、

憲法や暮らしを守る本田久美子市長を実現す

る。 

② 戦争法を廃止にすることです。そのために地

域でも、投函ボックスを設置して２０００万

署名を進めようと計画しています。７月の参

議院選挙では京都選挙区大河原としたかさん

の当選はもちろんのこと、戦争法反対議員を

たくさん当選させる。まずは市長選挙も含め

て地域で頑張りたいと思っています。 

③ すきな写真撮影です。年金者組合写真サーク

ルへ入っていますが、昨年は一回しか参加で

きませんでした。今年はより多く参加できる

ように調整したいと思っています。 

戦争法、原発再稼働、消費税増税（まやかしの

減税）、医療介護の改悪等々、上げればきりがな

い安倍・自公内閣です。こんな内閣は一刻も早く

退場してもらいましょう。まずは市長選挙勝利、

７月の参議院選挙で勝ち「国民連合政府」で戦争

法を廃止にしましょう。 

今年も公私ともに忙しくなりそうです。前期高

齢者の仲間入りして一年が過ぎようとしていま

す。まだまだ、頑張らねばと思っています。 

 

■平 信行さん（南区） 

新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願いいたします。 

私は今年６５歳になります。嫌な言葉ですが

「前期高齢者」の仲間入りです。私たちの世代は

６５歳から老齢基礎年金の支給が開始されます。

必要となれば介護保険サービスも利用できるよ

うになります。条件が該当すれば京都府老人医療

助成制度（マル老）適用も受けられます。そうい

う年齢になったんだなあ、と実感します。 

しかし、年金支給額は切り下げられ、介護保険

制度は骨抜きにされ、医療保険制度も改悪の一途。

私たちの暮らしはこれから一体どうなっていく

のか、不安と懸念は増すばかりです。「前期高齢

者」の当事者として足元の生活のあり様を厳しく

問い直していきたいと思います。憲法１３条の謳

う“個人の尊重”、“暮らしの成り立ち”こそ最も

大切にされなければならない。これを押しつぶす

あらゆる攻撃に抗していきます。 

 

■月下星志さん（南区） 

～「真っ赤な花は咲くのか」～ 

「優勝してくれてありがとう。亡くなった家族

の遺影を掲げているひとがいる。たくさんいる。
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選手たちに手を合わせて拝んでいるひともいる。

たくさんいる。」（重松清『赤ヘル１９７５』より） 

広島カープ創設から２５年目。お荷物球団が初

優勝した。今年は、その時に並ぶ最後の優勝から

２５年目。カープは広島復興の象徴であり、希望

であった。上の本を読んで改めて思った。どんな

に弱くても、そこには希望があった。 

 戦後７０年は日本史に残る１年だった。戦後７

０年と１年目。７０年を境に、どうなるかは１年

目が大切だと思う。どんなに弱くても、希望があ

る。権力を振りかざすなら、弱さでつながる力で

抗おう。弱いなりの闘い方がある。弱さこそ強さ

であり、希望であると思う。 

 炎と燃える真っ赤な花は、今年は咲くのか。悔

しさと怒りに襲われた９月。今年は、うれしいニ

ュースが飛び込むといいな。良い１年であります

ように。 

 

■池田 灯さん（南区） 

２０１５年から社会人となり、あっという間の

１年間でした。私自身も激動の１年でしたが、こ

の国にとっても転換期になる１年になるかもし

れません。それは必ずしも良い意味の転換にはな

らず、むしろ戦前の思想へと逆行しているような

気がしてなりません。しかしながら戦前の教訓を

十分に生かし、再び過ちを繰り返さないよう奮闘

しておられる方がたくさんいることを、この１年

民医連やこの二世三世の会の活動の様子を拝見

して心強くも感じました。 

今年は社会人として、民医連職員としてもう一

回り成長できるよう、急ぎすぎず、しかし着実に

歩んでいきたいと思っています。皆さんにとって

２０１６年が実りある１年であることをお祈り

いたしまして、新年の抱負とさせていただきます。 

 

■菊池 洋さん（南区） 

先日放送された「煌めく星座」を作者井上ひさ

しさんが５０歳で書いたと聞くと、自分と近い年

齢を聞くと、今の自分の年ぐらいになしとげたん

だとか、私がその年までに、何をなしとげるかな

とか、つい思い浮かべるようになりました。 

子どもの頃から好きで読んできている推理小

説の世界では、６０歳で新人賞を受賞し、力作を

次々と書いている深木さん。横溝さんは８０歳を

前に亡くなられましたが、その直前まで、いくつ

も新作の構想を持ち、書き続けていました。今も

８０歳をすぎて旺盛に作品を送り出している、皆

川さん、辻さん、森村さんたちの活躍。などをみ

ると、いくつからでも、がんばれる、はじめられ

ると思います。 

子どもの頃、米ソ冷戦核競争は変えられないも

のと重くのしかかっていましたが、世界は動きま

した。身近で政治を語るのはタブーと思い込まさ

れた世の中が続く中、今若い人たちがあたりまえ

におかしいことはおかしいと声をあげることが、

みんなの目に見えてきました。 

私が生きている間に、日本が戦争ができる国と

なり準備を着々と進めるようになるとは、思いま

せんでしたが、生きている間にこの事が出てきた

のは幸いです、戦争を始める前に、二度と出てこ

ないよう叩き返さないとと思います。 

まさしく今の私たち大人の責任だと思います。 

 

■井上哲士さん（左京区） 

新年おめでとうございます。日本国憲法公布七

十年目の年。決意を新たにしています。 

 年末の紅白歌合戦で「ヨイトマケの歌」を歌っ

た美輪明宏さんは長崎での被爆者。反戦と核廃絶

の声をあげてこられました。この歌の時に美輪さ

んが着ているスーツは三宅一生さんのデザイン。

広島の被爆者で、我が国泰寺高校の先輩です。昨

年十二月には「読売」に被爆者としての思いを語

られました。 

 命ある間に核兵器のない世界の実現を――被

爆二世の国会議員として被爆者のこの願いにこ

たえることが使命だと胸に刻み、一月七日の参院

本会議質問では安倍総理に戦争法廃止、日印原子

力協定合意の撤回を迫りました。核保有国で、Ｎ

ＰＴ条約不参加のインドへ原発輸出を可能とす

る協定締結は、核開発につながり、被爆国日本が

インドの核保有を認めたことになります。絶対許

せません。 
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参院選の年。戦争法廃止、立憲主義回復の国民

連合政府の実現へがんばります。今年もよろしく

お願いします。 

 

■本田久美子さん 

 あけましておめでとうございます。 

京都市長選挙に立候補表明して、３か月半、京

都市全域をまわらせていただきました。いたると

ころで励まされ、勇気と元気をもらっています。

女性の方は「健康に気をつけて」、「元気そうで安

心した。がんばって！」と直接言葉で、男性の方

は力強い握手で励ましていただいています。 

同時に切実な思いや願いもたくさんお聞きし

ました。訪問した地域のどの方も、住んでいる地

域のことを我がことのように愛され、心配され、

考えておられます。交通の便のこと、商店街のこ

と、市立芸大移転のことなど、課題は山積です。

ぜひみなさんのお力をお借りして、住み続けたい

まち・住民が主人公の京都になるようにしていき

たいと強く感じました。 

京都の景観・まちこわしはあまりにもひどすぎ

ます。京都の景観は、未来からの預かりものです。

５０年後、１００年後を見越してちゃんと残して

いく責任が私たちにはあります。京都のまちこわ

しにストップをかける住民運動の先頭に立って

こられた木村万平さん、京都をこよなく愛してお

られた壽岳アキ子さん、お二人の遺志を継いで京

都の景観を守りぬき、住んでいてよかった住み続

けたい京都にしていきたいと思っています。 

子どもは未来、命は平等、憲法市長そして初の

女性市長めざして、先頭になってがんばります。

よろしくお願いいたします。 

 

■柳生剛志さん（左京区） 

３世の柳生剛志と申します。京都民医労の専従

をしています。就労場所が労館にもかかわらず、

殆ど会に結集できず、申し訳ございません。 

私の祖父(０８年死去)は警察官として、広島市

に入市被爆しています。先日、帰省がてら被爆手

記を閲覧するため、国立広島原爆死没者追悼平和

祈念館を訪問しました。祖父も、殆ど被爆体験を

語りませんでした。被爆５０年の時に、当時学生

だった私からお願いして何度か話を聞いたこと

がありますが、それが契機か分かりませんが、祖

父が手記を書いていた記憶がありました。ただ、

誰がどのように募集していた手記なのか分から

ず、広島市に問い合わせたところ、厚労省の被爆

者実態調査の手記募集であることが判明しまし

た。原爆を見聞した

者として、祖父も何

かの使命を感じ、手

記を残したのでは

ないかと思います。 

私も、祖父の願い

を受け継ぎ、戦争も

貧困もない平和な

社会の実現のため

に今年も頑張りま

す。どうぞよろしく

お願いします。 

 

■奥田美智子さん（左京区） 

昨年は、私にとって「二世・三世の会」との距離

が縮まった一年でした。 

会報から伝わってくる平さんの誠実さと情熱に

は、毎回頭がさがるおもいです。 

今年は、他府県にある二世三世の会とも連携がと

れればと、考えていますが、具体的な考えには及

んでいません。 

例会で皆さんのご意見をお聞きできればうれし

いです。 

勉強不足な私ですが、今年もよろしくお願いしま

す。 

 

■守田敏也さん（左京区） 

みなさま。あけましておめでとうございます。

みなさんは今年をどんな年にしたいですか？僕

は世界の暴力化がとまり平和の流れが強まる年

にしたいです。 

世界の暴力化はとくに中東、トルコなどをめぐ

って強まっています。シリアとイラクをまたがっ

て展開しているイスラム国を倒すとのふれこみ

祖父の手記 
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のもと、アメリカとアラブの有志国連合が行って

きた空襲に、フランス、トルコ、ロシアなどが参

加してしまいました。問題の元凶は２００３年に

始まった米英のイラク侵略戦争です。イラクの安

定性が奪われてさまざまな武闘派が台頭し、終わ

りなき暴力の応酬がはじまってしまいました。 

しかも情勢が混沌を深める中で、周辺の大国が

この混乱の中に手を突っ込んでおかなければと

参戦を表明してしまいました。ロシアなどは新型

兵器を惜しみなく投入し、実戦テストすら行って

います。軍事的威力を見せつけているのです。北

朝鮮の核実験もこの流れに沿うものです。 

これをどう断ち切るのか。シンプルですが、元

凶にあるアメリカの暴力に反対し、真逆の道を歩

むことです。今、ふるわれている暴力は第二次世

界大戦末期にアメリカが行い、何らの反省もなし

にエスカレートさせてきたものです。諸都市の空

襲、沖縄地上戦、原爆投下という戦争犯罪の延長

上にあるものです。私たちは今こそこの告発を行

っていく必要があります。 

とくに私たちは沖縄戦の理不尽さ、今に続く軍

事占領の非道性を世界に告発する必要がありま

す。さらに原爆投下を戦争犯罪として告発する必

要があります。これらから、今、行われている空

襲等、全ての無差別殺戮に絶対反対の声をあげる

必要があります。またこの原爆製造の副産物とし

て生まれたのが原発であり、放射線の人体への傷

害性を極端に過小評価することで、被曝を全世界

に強制してきたものであること、だからこそ核兵

器とともに即時全廃すべきものであることを訴

える必要があります。 

その点で、反核運動、被爆者運動と反原発運動、

放射線防護活動の合流、統一を作り出していくこ

とが必要ですが、この最も重要な担い手は被爆者

です。特に私たち被爆２世３世、そしてまた核実

験と原発事故による新たな被爆者こそがこれを

担いましょう。 

この大きな流れを日本の中から作り出し、世界

に発信して暴力化の流れに逆行していけば僕は

きっと平和の流れを強める事ができると思いま

す。今年を平和が強まる年にしましょう！ 

■石田信己さん（左京区） 

 みなさま、本年もよろしくお願い致します。す

でに落葉季を迎え、枯れ木になる齢になりつつあ

りますが、今少しの晩期に灯をともしたい

と・・・・・・。本年の抱負は次の通りです。 

① 昨年、各位にご協力いただいた絵本「終わら

ない冬」の完売（残数８００冊）をめざす。 

② 韓国で発刊されるであろう「韓国・朝鮮被爆

者」絵本の日本での同時翻訳出版と普及の諸

準備を行う。 

③ ②にかかわってみなさんと訪韓できる機会

を５月末前後に想定して、陝川訪問ができれ

ばと考えています。  

④ 韓国の友人グループとの３度目の東南アジ

アへの平和希求の旅は、今回、１月中下旬と

なります。今回はベトナム・ダナン、カンボ

ジアの名もなき村、などを訪問予定。 

⑤ 個人的なこととして、亡父の「軍歴」にかか

わる事実と経過、その背景についての調査・

探索をする。 

⑥ Ｍ生誕２００年＝２０１８年、Ｅ生誕２００

年＝２０２０年までは少なくとも「健康」を

維持し生き抜くこととする。 

 

■佐々本好信さん（右京区） 

明けましておめでとうございます、本年も宜しく

お願い致します。 

今年も一人でも多くの被爆体験談を話して下さ

る方と，出会えるように行動していきたいと思い

ます。 

 

■山根和代さん（右京区） 

あけましておめでとうございます。京都「被爆

２世・３世の会」では、ご無沙汰しています。 

今年の３月退職の予定なので、当面研究室の書

籍や書類をどうするのかが大きな課題です。すべ

て自宅に持ち帰ることはできないので、整理する

必要があります。整理と言えば、実家の整理も大

きな宿題です。 

現在ノーモアヒバクシャ記憶遺産を継承する

会では理事をしていますが、アメリカのウィルミ
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ントン大学に、バーバラー・レイノルズさんが遺

された被爆者関係の書類が平和資料センターに

あります。この両方の組織をつなぐこともいずれ

はしたいと考えています。 

退職後は、留学生に平和学の集中講義をするな

どするようになるかもしれませんが、少なくとも

今のような忙しさからは解放されると思ってい

ます。 

先日世界核被害者フォーラムに参加しました

が、世界のヒバクシャのネットワークが必要だと

思いました。今年も自分なりに平和の活動を続け

ていきたいと考えています。 

 

■岸下あづみさん（右京区） 

会員の皆さま、あけましておめでとうございま

す。昨年は９月に第二子を出産し、その直後に安

保法制が成立・・・。内容はもちろん、こんなに

多くの人が反対の声をあげているのにかき消さ

れて採決されてしまうことに憤りを感じ、子ども

たちの未来がとても不安なものに感じました。 

今年は雪辱を晴らす参議院選挙の年ですね！

春からは職場復帰するので、仕事と家事育児でな

かなか取り組みには参加できませんが、平和を守

るために身近な場所でがんばりたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。 

 

■河野康弘さん（西京区） 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

四万十
し ま ん と

トンボ王国が３０周年を迎えました。 

http://www.gakuyukan.com/index.html 

３０周年のイベントにお招きいただきました。 

３月１２日（土）１４時～四万十川学遊館 

〒７８７－００１９ 高知県四万十市具同８０５

５－５ トンボ王国内 

TEL：０８８０－３７－４１１０ 

皆様のご参加をお待ちしています。 

演奏に行くのですが、四万十川学遊館にはピアノ

がありません。そこでピアノを寄贈します。不要

ピアノを提供してくださる方を探してます。 

【連絡先】０９０－１６５７－０１７４（河野） 

整備、搬送費用のカンパご協力をお願いします。 

郵便振替口座 

【口座番号】００１４０－４－６６０６１１  

【口座名義】地球ハーモニー 

ピアノのリユース活動も２３年になりました。 

世界１０ヶ国（南アフリカ、パレスチナ他）に１

１３台。国内１７１台。合計２８４台のピアノを

助けることができました。活動は皆様のご協力で

続けてきました。本当にありがとうございます。 

 

■米重節男さん（向日市） 

新年おめでとうございます。 

 京では「先の戦」は「応仁の乱」のことをさし

ますが、２０１６年日本は、「戦後」という枕詞

が「戦時」になるのではないか、その分岐点の年

になりそうです。今年の干支は申歳ですが、不安

が覆うような世相は「さる」年にしていつまでも

「戦後」と言えるようにと願います。 

私自身は、２０１５年ＮＰＴ再検討会議に向け

ての一連の行動に参加して、世界の大きな流れは

着実に核兵器のない世界を目ざしている、という

確信をもちました。そのような時代だけに、２０

１６年は健康面ではこれまでに増しての注意を

払い、日々の生活を持続していくことが第一目標

です。 

２世の健康調査活動は、２世・３世の会にとっ

ては今後の主要な課題です。今までは、どちらか

と言えば自分自身の直接の要求というよりも、多

くは社会正義とか世の多数者のことでという動

きでした。２世・３世の会は私自身の直接の要求

としてかかわって行くことを第二の目標にしま

す。この一年、新たなつながりが広がるようにし

たいものです。 

 

■市田里佳さん（向日市） 

昨年ほど戦争を意識した年はありません。被爆

二世の私ですが、戦争は過去のもので今は平和だ

と思っていました。でも戦争法や沖縄の基地問題

などにぶつかって自分の小ささを思い知らされ

ました。最近は息子との会話も現実味があって、

テレビで戦争のことが出ると「なあお母さん、も

http://www.gakuyukan.com/index.html
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し戦争になったらどこに逃げればいいの？」「僕

も行かなあかんの？」と、小３の息子は戦争とは

人が死ぬことだとよくわかった上であえて質問

をしてくるのです。不安顔の息子を前に本当にど

うしたら平和で安全な世の中をこの子に残して

あげられるのかと悩みます。 

「大丈夫！戦争は絶対したらアカンってみん

なで言い続けよう。お母さんも諦めへんから。」

となるべく明るく息子に話し、自分自身を励まし

ています。自分一人は小さいけれど同じ思いの人

たちともっと繋がりたい。平和とは何だと自分に

問い続けなくてはと思っています。 

 

■米重健男さん（向日市） 

 昨年は府会議員選挙にはじまり、市長選挙、市

会議員選挙と選挙に明け暮れた一年でした。同時

に年の瀬になり高浜原発の再稼動がささやかれ

る様になり、昨年末には仮処分の取り消しが決ま

ってしまいました。しかし、その一方、関西電力

が建設しようとしていた中間貯蔵施設は各自治

体で多くの反対を呼び頓挫しています。私が市会

議員をしている向日市でも、この問題は元自民党

の市長をして「建設には反対だ」と言わしめるな

ど、これまでの運動の成果があったのだと感じま

した。 

 向日市では戦争法廃止の意見書を採択するこ

とができたものの、高浜原発再稼動反対の意見書

は民主党などの反対により残念ながら不採択と

なりました。議員としての活動も少しずつ慣れて

いき、今年こそ、向日市で原発ゼロを目指した意

見書を採択できるよう鋭意努力してまいりたい

と思う所存です。 

 

■石角敏明さん（長岡京市） 

２０１５年は「戦後７０年」そして「被爆から

７０年」の年で、変動の年でもあった。民主主義

が破壊されたような動きがあった。しかし国民の

運動も大きな拡がりを見せた年でもあった。誰か

が「一歩」を踏み出さないと「道」は出来ないが、

その道が「太い・大きな道」になるように、私も

一歩づつ歩みを進めたい。「戦後○○年」という

言葉・表現が続くように、そして「戦争・原爆」

の怖さ・悲惨さを語り・引き継ぐ運動が少しでも

進むように。 

 

■馬場始延さん（八幡市） 

昨年は、４月のＮＰＴニューヨーク行動に参加

し、夏には原水禁広島大会にも参加でき、とても

考えることが多かった。何より各地で同じ思いで

頑張っておられる人たちに出会えて大きな勇気

をもらった気がする。 

安倍政権の悪政に怒り、署名集めや宣伝にと忙

しい日々を送っていた１２月、胸に違和感を感じ、

医者に診てもらったところ、このままだと心筋梗

塞になると、すぐに病院へということで救急車で

病院へ。・・・・被爆者で心筋梗塞が原因で亡く

なった父母のことが頭をよぎった。いろんなこと

が原因していると思うが、大きな不安を感じる。 

元気になり新年を迎えられた今年、身体を大事

に無理せず、ボツボツと歴史を前へ進めるため、

声を上げ、行動し続けていこうと思う。たまには

例会にも行けるようにしたいと思います。 

 

■谷口公洋さん（城陽市） 

今は試験に受かることだけを考える様にして

います。 

去年の今頃は妻とスキーに行っていましたが、

今年は諸般の事情で止めました。 

現在、妻と息子と娘は郷里の鹿児島で私の母親

と過ごしています。その後は妻の実家の丹後に向

かいますから、この年末年始の１０日間ほど家で

私は一人です。独身時代以来なのに、もったいな

いことです。 

１月２４日に国家試験ですが、現状では点数が

足りません。覚えても覚えても忘れていく・・・。

情け無いですが年をとったと強烈に自覚させら

れました。兎に角最後まで、試験終了のベルが鳴

り終わるまで頑張ります。 

年始のあいさつなのに変な文章ですみません。 

 

■花岡和子さん（京田辺市） 

 被爆２世・３世の会には総会ぐらいにしか参加
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できず申し訳なく思っています。毎月送っていた

だく被爆体験談は、一人ひとりの思いを感じなが

ら読ませていただいていますが、三度あってはな

らぬと思いつつ、他人事のような気楽さでいる自

分がいます。いつまでも平和な日本が続いて欲し

いと思います。 

 ただＴＰＰにより輸入食品が増えると、今以上

に食品添加物や農薬、遺伝子組み換え食品が私た

ちの口に入るようになります。特に遺伝子組み換

え食品を食べ続けると癌になったり、腸に穴があ

いたりする恐れがあると言われています。日本で

とれた安心な食べものを多く食べたいものです。 

 

■三須磨大成さん（南丹市） 

みなさん新年明けましておめでとうございま

す！ 

被爆二世の会に入ったばかりですが、この２月

に広島の大崎上島に引っ越すことになりました。

これからのことを考えると、期待と不安の入り混

じった複雑な気持ちです。 

思い返してみますと、政治などに全く関心の無

かった私ですが、震災以降脱原発やガレキの焼却

の反対運動に夫婦でのめりこんでいきました。

色々な講演会や勉強会にも多数参加させていた

だきました。そういう活動の中で一番強く気付か

されたのは、自分達が圧倒的にマイノリティーで

あるということでした。 

昨年はあの安保法まで通ってしまい、忸怩たる

ものがあります。無力感に苛まれる２０１５年で

したが、このままで良いはずがありません。友人

達のネットワークから広島での新たな繋がりも

出来てきました。今年は自分の足元から、何が出

来るのか？を見据えていきたいと考えていると

ころです。 

 

■木全満知子さん（和歌山県橋本市） 

新年―迎春、新しい年を迎えました。 

戦後７１年目が始まりました。戦後１００年と

いう言葉が頭に浮かびます。精進すればあと３０

年生きられるかなあ？ 

雲ひとつない広島に昭和２０年８月６日午前

８時１５分、原爆が落とされた。太平洋戦争末期。

母、晃子は地獄を見た。死ぬまで夢を見ると言え

ば、このことを背負わなければならなかった。二

世である私も、無知による差別を受けた。無言の

圧力があった。しかし、そのことが生きるバネと

もなった。父や母に対する親孝行は、この広島原

爆投下を伝えることが私の役目と心に誓う。I 

swear to the heart.『美しい冬鳥の声聞けば母

恋し』。新しきものにかわっていく時代。変えて

はならぬ非戦の決意を共に力を尽くして。そんな

中で母のことを何も知らなかったと気付きます

が、非戦、非核を伝えて行きたいと思っています。

またあの時のことをもっともっと知りたいと思

っています。よろしくご指導ご鞭撻をお願いしま

す。 

 

■小山 潔さん（大阪府高槻市） 

 原発の再稼働が５年間の遅れを取り返すため

に国が暴走するであろう２０１６年に向かって、

私はこんなことを考えています。 

 いずれ安倍政権はひっくり返る。沖縄県民の運

動が闘いの柱になる。 

 私も反原発運動の中にいて、運動を国会前をは

じめ全国の闘いにするには足らない物があると

感じる。福島の原発被害が闘いの場で語られない

こと。語る場を与えられていないこと。昨日の高

浜原発差し止め処分を取り消した決定にも、現実

に起こった福島原発事故の被害には何の言及も

なかった。 

放射能被害の当事者が各地の裁判所で声を上

げ始めてもう３年が経つ。その訴えと運動の意義

が十分に理解されていないのではないか？原因

の１つは国が健康被害を徹底して隠し、健康被害

の議論の自由を許さない姿勢で臨むこと。日本で、

特に福島ではここに困難の元があり、またこれに

反原発運動も影響を受けずにはいられなかった。 

しかし福島に行けば、健康被害はもう表面化し

ている。甲状腺がんだけではない。目、関節、皮

膚の異変を訴える人がどれほど多いことか。被害

者が自らの被害を自由に発言できる状況を作る

ことが今年の運動の目標です。
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２０１６年、この一年に向けて 
■鳥羽洋子さん（大阪府茨木市） 

 

昨年末から新年にかけて、九十歳になった母の

体調が優れず、足腰の神経痛と胸の痛みに加え二

週間近くに及ぶ便秘にも悩まされました。幸い近

くの医者やリハビリの先生等のアドヴァイスを

もらいながら、薬、食事療法やツボ押し、マッサ

ージなどを試す中で、やっと快方に向かいホッと

しているところです。母の健康があってこそ、こ

れまで語り部二人三脚を続けてくることができ

ました。ですから、今年第一の最大の目標は「母

の健康維持」です。そして、できる限り親子で平

和の語り部を今年も続けて行きたいと思います。 

 新年早々滅入っていた私が励まされたのは、フ

ランスからのメールでした。以前にも会報で紹介

したフランスのラロシェルの高校で日本語の教

師をされている降旗あつ子さんから、私が昨年よ

り始めている被爆証言の仏訳のチームに加わっ

ていただけるというお返事でした。同僚の歴史の

先生（２００８年に広島に来られた経験のある方

だそうです）と共にフランスチームを結成してい

ただけることになり、また一つ、平和への連帯の

輪が広がっていくことをとても嬉しく思います。 

 その、降旗さんは昨年１０月にいくつかの高校

と併せ１５０名ほどの生徒を引率されてドイツ、

オーストリアを経てアウシュビッツまで１０日

間のホロコーストの軌跡をたどる旅をされまし

た。その時のこともメールに書かれていましたの

で、ご本人の許可を得てここに紹介させていただ

きます。 

『この秋のアウシュビッツへの高校の旅行、次の

サイトで写真を見ることができます。 

http://lycee-saint-exupery.fr/voyage-memori

el-a-auschwitz-du-10-au-19-octobre-2015/ 

 旅行中、夏の広島、長崎の訪問に何度も思いが

馳せました。 

 広島もそうでしたが、アウシュッビツを高校の

教師として、若者たちといっしょに訪れることが

できたこと、貴重な体験だったと実感しています。 

 最後の見学地、ニュルンベルグでは、ニュルン

ベルグ裁判博物館をじっくり見学しました。展示

の最後に、「東京裁判」のコーナーがありました。

それを見ていると、生徒の一人が、「先生、東京

裁判では被告は日本人だけだったんですか。広島

長崎への原爆投下は、まさに「人道に対する罪」

で、少なくとも一人ぐらいはアメリカ人が被告席

にいたと思っていたのですが･･･。びっくり･･･。」

と、私に話しかけてきました。目から鱗、とはこ

ういうときの気持ちのことなのでしょうか。』 

 私も早速このサイトを拝見しました。とても丁

寧に計画された充実した旅程で、フランスのユダ

ヤ人が収容所へと送られる中継地となったＢｏ

ｂｉｇｎｙの地に始まり、Ｄｒａｎｃｙでは輸送

レールにそって自分たちの作った折り鶴を敷い

ていくなど、行く先々のモニュメントで高校生自

身が企画した追悼行動を行っています。アウシュ

ヴィッツ見学を終えた生徒たちが最後にニュル

ンベルグにあるナチスのプロパガンダの場、ツェ

ッペリン広場で行った意見表明は、それ故に重み

のある決意表明となっています。大意の翻訳を加

えます。  

『ベルリンの壁の崩壊後に生まれた私たちはナ

チズムの恐怖を知らない。･･･しかし、自分たち

の世代こそ、未来に責任を持つ監視者であること

を忘れないでおこう。二度とこのような過去の恐

怖と過ちを繰り返さないためにも、今起きている

危機的な状況の中でもこの逆境に打ち勝ち、非人

道的な価値観や妄信がはびこらないよう私たち

は結集していかなくてはならない。』 

 フランスの高校生の過去と向き合う真剣な眼

差しに感動しました。同時に１８歳選挙権の実施

を目前に、若い世代が真剣に過去と向き合うこの

ような機会を日本でももっと作っていくべきだ

と感じています。平和を踏みにじる動きが世界に

日本に強まっている今こそ、一人一人が平和を求

め繫がっていく力、行動していく力が必要です。

今年は私にとって再任用最後の一年、高校生と共

にできるところからやってみたいと思います。 

http://lycee-saint-exupery.fr/voyage-memoriel-a-auschwitz-du-10-au-19-octobre-2015/
http://lycee-saint-exupery.fr/voyage-memoriel-a-auschwitz-du-10-au-19-octobre-2015/
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やはり専門医師の判断は違う 

被爆者健診を受けてみた    
米重節男（向日市） 

 

 

 被爆２世の健康調査を取り組み、寄せられたそ

の返答をみる中で、改めて２世の健康についてき

ちんとした調査が必要だと感じました。また、３

世はどうなのだろうかとも思います。 

自分自身、これまで入院とか長期に休むような

病気の経験がなく、無事に生きて来ました。それ

だけに、２年前に前立腺癌の診断が出たときには、

驚きとともに、まさかという気持ちがしました。

親やご先祖にあたる人々に癌で亡くなった人は

聞いていないし、比較的長寿の人がほとんどだっ

たので、自分も癌にはならない、長生きの方だと

勝手に思っていました。良く考えれば根拠の無い

思い込みでしかないことだったのですが。 

 

▼郷地秀夫医師の話を聞く 

この経験から、改めて自身の健康について注目

もすることや考える機会が増えてきました。その

ような時に、東神戸診療所所長の郷地秀夫医師の

講演を関西原水協学校で聞きました。その時は、

学習会の構成と時間配分が悪く、郷地医師の話は

時間不足で終わりました。それで、改めて２０１

４年乙訓平和の集いで講演してもらいました。 

郷地医師は原爆被爆者２，０００人を健診した

結果から、放射能の「常識」で考えるとありえな

いことが起こっている。被爆者を放射能や医学の

「常識」で判断

してはいけない、

今まで学んだそ

れらの学問の教

科書が間違って

いるという結論

に至ったと話さ

れていました。 

 

▼郷地医師に診てもらう 

その話を聞いて、被爆２世の健診も被爆者を専

門的に診てきた医師に診たてしてもらうことが

必要だと思い、２０１５年１０月に診察をお願い

しました。 

東神戸診療所を訪ねてみると、被爆者の健康診

断を専門的にしているというだけに、診察室には

広島と長崎の被爆地図が貼り出してあります。予

備調査として、本人の健康・生活状況、親の被爆

の場所・日時・状況や健康など聞き取りがありま

す。聞き取り専門の担当者が被爆時の地図を持っ

て、質問して記録します。 

 郷地医師の話では、甲状腺ガンで被爆２世を４

人手術したとのことで、２世に比較的多いそうで

す。健診では、独自に作られた被爆者の検査コー

スが幾種類か用意されており、そのうちの一つの

コースを受けました。血液検査と甲状腺超音波エ

コー検査です。 

 

▼橋本病、赤血球数の減少がわかった 

 ３週間後に、検査結果を聞きに行きました。 

１．血液検査の結果については、赤血球数が基準

値を下回っていました。白血球数は若い時から基

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hZeHJpWdzMALSqU3uV7/SIG=17154uic4/EXP=1453026782/**https:/pimg.togetter.com/36413befc36ee0feb30f955d7fe890d25400e6fb/687474703a2f2f69776a2e636f2e6a702f776a2f6f70656e2f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031332f30352f3133303532365f6b6f62655f312e6a7067
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hHRHJpWSGwAz0OU3uV7/SIG=12eqmngnl/EXP=1453026897/**http:/art25.photozou.jp/pub/555/190555/photo/38786646.jpg
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準値の下限ないしは下回っているのが普通の状

態でしたが、赤血球での指摘は初めてのことです。

実は１１月に済生会病院で受けた府の被爆２世

健診で、同じ結果が出ていました。済生会病院で

は、診察した医師から「これまで毎年の結果を見

ると、今年は赤血球が減少している。高齢になる

と減ることはあるが、あなたの場合はそれほど高

齢でもないし原因がよくわからない。経過観察と

しておきましょう。」との話でした。 

郷地医師はこの数値について「単に貧血だとか

比重が低いとかと違って、赤血球数と赤血球の質

でも一緒に基準値を下回っている。老年になった

からという訳でもない。これは、被爆との関連が

ないとは言い切れない面を考える必要がある。」

と言われました。また、別の数値について、「コ

レステロールが基準値を超えているが、いわゆる

善玉コレストロールと呼ばれる物も多くある。こ

れは長寿のパターン。」との話がありました。 

２．甲状腺は過去に検査したことがないので、初

めて見る画像でした。甲状腺の画像は問題ないと

のことでしたが、右側の方には小さい黒い部分が

ありました。これが１ｃｍ以上になるとガンと判

断されるそうです。さらに血液検査の結果からは

慢性甲状腺炎を示しており、いわゆる橋本病にな

っているとのこと。聞いたこともなかった病名で、

それは何ですかと尋ねると、年配の女性には多く

みられる症状だとの説明です。 

 この結果を受けて、今後も定期的な健康診断を

受けることにしました。 

 橋本病については、妹（６３歳・２世健康調査

に協力）と話していたところ、彼女はすでに以前

から橋本病で通院しているとのことで、詳しい説

明をしてくれました。 

 

▼２世にも被爆者健診と支援が必要 

 今回、郷地医師の健診を受けてみて、やはり専

門的な診察が大事だと感じました。被爆者を専門

的に診断している医師と普通の医師では、同じ数

値を見ても判断が違うのだと実感しました。職場

で、労働組合は労災や職業病で産業医の診断が重

要だと言って来ましたが、同じことが言えると思

います。２世の病気も、親の被爆と関係ないと断

定できない限り、被爆との関係を疑ってかかるべ

きと思います。改めて２世の健康について、この

視点で見直してみる必要があるのではないでし

ょうか。３世も同様の対応が必要でしょう。 

 ぜひ、皆さんも２世健診を受けることと、被爆

者健診に準じた検査を受けてみてはどうでしょ

うか。ただし、少しお金がかかります。その点で

も、２世にも健康診断支援策が必要だと思いまし

た。 

以上 

 

 

 

 

写真は本文とは関係ありません。 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■ 台湾の被爆者たち  平野伸人 編  在間秀和・向山知 著 

「海外在住被爆者」はど

のような立場に置かれてい

るのか？経済的には？韓国

の被爆者問題は、石田氏の

指摘等で少しは「知った」

気にはなっていたが。朝鮮

半島と同じように日本の植

民地であった「台湾」の被

爆者は？という「守田氏」

の指摘から関心を持って

同書を読んでみました。 

その前に、在外被爆者に対する「日本政府のい

い加減な対応」にビックリ、というか腹がたちま

した。その内容は、「在外被爆者」は、「日本に居

住していない」という理由だけで、被爆者援護法

が適用されないできたが、２００１年「被爆者は

どこにいても被爆者」という判決が出て以降、海

外からの申請が可能になった。しかしそれまでの

国の対応に対しての謝罪と慰謝料については、

「在外被爆者が提訴してくれれば、和解して賠償

金を払う」という姿勢。「被爆者が訴訟をおこせ。

そうでなくては、全く知らない」という姿勢。誰

の立場に立った「被爆者援護法」なのでしょうか。 

台湾の被爆者は、「正式な国交がない」状況下

では、特に厳しかったのではないでしょうか。そ

のためか、台湾の「被爆者」は、２００５年の国

の調査では「１４名」である。台湾の被爆者は―

特に長崎―、留学生が多く、帰国後は経済的に恵

まれた人が多く、その声が表面に出ることは少な

かったのではないでしょうか。同じ植民地でも、

朝鮮半島の人々との違いは「何で」あったのか。 

在外被爆者の問題を理解するためにも、一読を

進めます。在外被爆者裁判の厳しさが「資料」も

含めて、紹介されております。 

 

■ＮＨＫはなぜ反知性主義に乗っ取られたのか  上村達男 著 

著者は、元ＮＨＫ経営委員で、この委員はＮＨ

Ｋの会長を選任する権限がある。現会長「籾井氏」

を選任したのも、著者を含む経営委員である。著

者はこの会長を選任したことを反省すべく、この

著書を書かれている。ＮＨＫの運営について、知

ることもできるが、マスコミをにぎわした「百田

氏」「長谷川氏」についても、興味深いことが書

かれている。関心のある人はどうぞ。 

籾井会長の言動は、マスコミで取り上げられ

我々の目に触れることが、度々あったが、問題の

深刻さもっとひどいことがこの本でよくわかる。

ＮＨＫ内部の異常な状態に愕然とする。「公正さ」

という言葉が、虚しく聞こえてくる 

 しかし、この著書の面白さは、会長を批判して

いるだけでなく、安倍政権につ

いても「反知性主義」と鋭く批

判している。憲法学者の多くが

「反立憲主義」であると、安倍

政権を批判している。著者は

「会社法」の専門家で、この立

場からの批判は従来とは違っ

た観点で貫かれている。アベ

ノミクスに対しても、従来か

らの「株主主権論」を批判されている。またかつ

て「学部長」であったときの、学生に対する「挨

拶」も掲載されているが、この言葉も、我々に学

ぶべき内容が含まれている。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

長崎新聞社 

１６２０円（税込） 

東洋経済新報社 

１６２０円（税込） 
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■映画 放射線を浴びたＸ年後２ 

 

 

 

 

これは、遠い時代・遠い場所の話ではなく、私たちの[Ｘ年後]の物語である。 

闇に葬られた水爆実験の真相に迫る前作『放射線を浴びたＸ年後』から３年― 

「映画化はゴールではない」と打ち切ることなく調査を継続するなかでの出会いによる新たな展開を、

第二弾としてまとめた映画「放射線を浴びたＸ年後２」は、昨秋の愛媛・東京での公開を経て２０１６

年も引き続き全国のミニシアターにて続々公開が決まっています。 

 東京公開では多くのみなさんが来場され≪ぴあ映画初日満足度ランキング≫ではシネコン人気大作

と肩を並べ第２位にランクイン（０．２の僅差）。２０１６年１月７日発表の≪２０１５年第８９回キ

ネ旬ベストテン≫では第７位に入賞し、注目を集めています。 

 国のあり方があらためて問われる今、ヒロシマ・ナガサキから７０年、フクシマから５年を目前にし

た私たちに訴えるものとは・・・？ かって日本の繁栄を支えた海の男たちが送り続けるメッセージに

地方ＴＶ局のディレクターが迫った渾身のシリーズ第二弾です。 

 監督／伊東英明  制作著作／南海放送  ８６分 

 ★京都みなみ会館 ３月５日（土）～３月１８日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「被爆者をはげますつどい」楽しかったです！ 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

１２月２３日の「被爆者をはげますつどい・ク

リスマスパーティー」はお疲れ様でした。 

母の方、先週はずっと調子が悪く、昨日まで「京

都までは無理かなあ」と言っていました。今日も

ぎりぎりまで迷っていましたが、花垣さんから電

話があり、行く気持ちになったようです。遅れて

きてどうもすみませんでした。 

今日のＮＰＴ再検討会議ニューヨーク行動に

参加された代表の方々のスライドを使っての報

告はよかったですね。若い世代の人たちが被爆者

の証言を通して改めて被爆の実態を知り、核廃絶

の運動の必要性を痛感され参加されていること

を本当に頼もしく思います。 

今年は母も証言活動が七回と例年より多く、メ

キシコの雑誌インタヴューもあったり、追悼記念

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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館の証言ビデオどりもあったり、と大忙しでした。

来年、足の調子が戻れば、私の勤務高校にも証言

に来てもらいたいと思っています。母には何より

も元気でいてほしいと思います。 

今日は子供たちの歌ありダンスありで、本人も

楽しんでおりました。それと長いスロープも歩行

器を使って歩けたので、少し自信が戻ったようで

す。年末であわただしくなりますが、どうぞよい

お年をお迎えください。来年も、引き続きよろし

くお願いいたします。 

 

■和歌山県展の日本画部門に入選 

木全満知子さん(橋本市) 

和歌山県展で、日本画部門に入選しました。 

題は“祈り”です。 

お堂とわたしを描きました。 

今月の２９日は、和歌山県の橋本市で広島原爆投

下のこと、二世が戦後見てきたことをお話します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いよいよ安定ヨウ素剤が配布されます！ 

守田敏也さん(左京区) 

いよいよ 1月 31

日より篠山市で

安定ヨウ素剤の

事前配布が始ま

ります。 

全市民向けに配

られている「事前

配布説明会開催

のお知らせ」を掲

載します。 

配信元は篠山市

役所市民生活部

市民安全課防災

係です。 

（Ｆａｃｅｂｏｏｋより） 

 

■今年の初ライブは東山・安楽寺の地蔵縁日で 

河野康弘さん（西京区） 

あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。 

嵐山・法輪寺で除夜の鐘をつき松尾大社で初詣。 

南アフリカへ行っている娘もスカイプで参加。 

すごい時代ですね。 

家族 4人元気にお正月を迎えることができました。 

今年もよろしくお願いします。 

今年の初ライブは１月２日に京都東山・安楽寺の

地蔵縁日で演奏してきました。 

新しい年の新しい経験でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんのお便り 

お待ちしています。 
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■ビキニ被ばく 労災申請へ 福竜丸以外、がん発症元船員ら 

１９５４年に太平洋ビキニ環礁で米国が実施した水爆実験で、静岡県の 

マグロ漁船「第五福竜丸」以外に周辺海域で操業していた漁船に乗り組み、 

後にがんを発症した高知県内の元船員や遺族が、船員保険の適用による事実上の労災 

認定を求め、全国健康保険協会船員保険部に集団申請する方針を固めた。病気と被ばくの因果関係を

主張して補償を求める。元船員らを支援している市民団体「太平洋核被災支援センター」（高知県宿

毛市）によると、１０人前後になる見通しで２〜３月の申請を目指す。第五福竜丸の元船員以外に船

員保険の適用例はなく、認められれば救済の拡大につながる期待がある。 

 同センターや「ビキニ被災検証会」など高知県内３団体と、第五福竜丸元船員の保険申請に携わっ

た聞間元（ききまはじめ）医師（７１）＝浜松市＝が１０日から元船員らを訪問して意向を確認。３

団体や弁護士らは１１日に高知市で会合を開き、元船員らの「救済検討チーム」を設立した。  

 ビキニ水爆実験の被害を巡っては、５５年に米国が日本に２００万ドル（当時で約７億２０００万

円）の「見舞金」を支払い政治決着した。第五福竜丸の元船員には１人２００万円が分配されたが、

他の船の被害については実態解明すらされていない。  

 ２０１４年９月には厚生労働省が同センターの請求に対し、第五福竜丸以外の被ばく状況を調査し

た文書を初めて開示した。ただ、当時の船員が浴びた被ばく線量は微量で、健康に影響する国際基準

を下回るという見解だ。一方、岡山理科大の豊田新教授（放射線線量計測）らは同年、現場の東約１

３００キロで遭遇した元船員の歯のエナメル質を調査し、最大４１４ミリシーベルトを計測したと報

告した。これは広島原爆の被爆者が爆心地から１・６キロで浴びた線量に匹敵するという。  

 原爆被害では、被爆者援護法は爆心地から３・５キロ以内で被爆したなどの条件を満たす人が、が

んなど特定の病気になると「原爆症」と認める仕組み。ビキニ水爆実験に遭遇した元船員には救済制

度はないが、第五福竜丸の元船員が船員保険の適用を受けた例がある。申請に当たって豊田教授らの

調査結果を示す考え。  

 同県室戸市のマグロ漁船「第二幸成丸」で実験に遭遇し、胃がんを発症した桑野浩（ゆたか）さん

（８３）＝高知市＝は「これまで政府は無関係を通してきた。救済手段があることも知らず、あきら

めの気持ちが強かった。事件を風化させないためにも協力したい」と語る。  

 

ことば  

ビキニ水爆実験  

 米国が１９５４年３月１日〜５月１４日、太平洋マーシャル諸島ビキ

ニ環礁を中心に実施した６回の核実験。初回に東方約１６０キロの危険

区域外にいた第五福竜丸が放射性降下物（死の灰）を浴びて被ばく、乗

組員２３人のうち無線長の久保山愛吉さん（当時４０歳）が半年後に死

亡した。日本船は広範囲で被災、漁獲物を廃棄するなどした。  

（２０１６年１月１２日 毎日新聞） 

scrapbook 
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▼新年明けましておめでとう

ございます。 

年明け最初の会報に会員のみなさん

からの新年の抱負などをお願いしたところ、３１

人の方々から投稿していただきました。普段はな

かなか例会への出席も難しいみなさんからも

多数寄せられた熱いメッセージです。これから

も、どんどん投稿していただき、会報という誌

上であっても会員同士積極的な交流ができるよ

うにしていきたいと思います。 

▼昨年末突如、日本軍「慰安婦」問題について

日韓外相会談の合意が発表されました。日本政府

がどのような合意をしたのか注目しましたが、見

ていくうちに、今回の会談・合意には当事者であ

る被害者がまったく関わっていない、韓国政府す

ら事前の話し合いなど一斉せず、まったくの頭越

しで行なわれた政治交渉であったことが分りま

した。憤然としました。私たちが昨年とりくんだ

絵本『終わらない冬』の普及にますます力を入れ

ていかなければと思いました。 

▼さて年明け早々に、沖縄・宜野湾市長選挙、

京都市長選挙です。沖縄を沖縄のみなさんに取

り戻すために、京都を私たちの手に取り戻すた

めに、そして戦争法廃止、民主主義を取り戻す

ために頑張りましょう（平）

編集後記 

■山口県から辺野古 砕石の搬出反対 １７日 住民団体発足 

米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）移設に向けた沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事に、

周南市黒髪島と防府市向島で採取された砕石が使われる可能性があるとして、搬出に反対する市民団

体「『辺野古に土砂を送らせない！』山口のこえ」が１７日、発足する。 

 

代表に就く大谷正穂さん（６１）＝下関市＝によると、沖縄防衛局は工事に使う砕石や土砂２１０

０万立方メートルのうち、県内の２カ所と福岡県の３カ所の計５カ所で砕石７４０万立方メートルの

採取を予定する。「埋め立てに山口の島の石が使われることはほとんど知られていない。世論を盛り

上げて搬出を防ぎ、新基地建設を阻止したい」と話す。 

 

砕石搬出は瀬戸内海では香川県・小豆島でも予定される。市民団体「環瀬戸内海会議」（岡山市北

区）などが昨年５月に設立した搬出反対の全国連絡協議会とも連携する。 

 

発足集会は１７日午後５時から、周南市銀座の市仮庁舎（旧近鉄松下百貨店）である。埋め立て予

定地近くで座り込みを続ける沖縄平和運動センターの山城博治議長（６３）が、現地の状況を報告す

る。資料代５００円。事務局Ｔｅｌ０９０（４８０２）４７８７。 

（２０１６年１月１４日 中國新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

２ １ 月  

 ２ 火  

 ３ 水 第１２回原発賠償京都訴訟（１０時集合１１時開廷・京都地裁） 

 

 

４ 木  

 ５ 金 キンカン行動 

 ６ 土 6・９行動 

 ７ 日 京都市長選挙投票日 

 ８ 月  

 ９ 火 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１０時３０分・大阪地裁） 

6・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木 建国記念日 

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日 バレンタインデー 

 １５ 月 ６０ヶ国１０００万人以上がイラク戦争反対デモ（２００３年） 

 １６ 火  

 １７ 水  

 １８ 木  

 １９ 金 
戦争法廃止を求める毎月行動の日 

キンカン行動 

 ２０ 土  

 ２１ 日  

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決言い渡し（１３時１５分・大阪高裁） 

 ２６ 金 
キンカン行動 

２・２６事件（１９３６年） 

 ２７ 土  

 ２８ 日 
はたらく女性の京都集会（１１時・京都福祉会館） 

映画『太陽がほしい』上映と講演会（１３時３０分・同志社大学今出川キャンパス） 

 ２９ 月 ３・１ビキニデー１日目 

 


