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１月２０日（日）「２世・３世の会」交流会 

１月２４日（木） 
左：京都府との懇談会 
右：京都市との懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2013年度「被爆２世・３世の会」定期総会 

４月２７日（土）午後・「ラボール京都」を予定 

今から予定をお願いします。 

たっぷり３時間、じっくり語り合い １月２０日「２世・３世の会」交流会報告 ２ 

２０１３年度京都府・京都市との懇談会報告 ６ 

父の被爆者健康手帳交付申請書  平 信行 ８ 

会員紹介／岸下あづみさん・山根和代さん・石角敏明さん ９ 

会員アンケートで寄せられた“あなたの感想・ご意見”、他 １０ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 被爆者に元気を！ 広島カープ・栗原選手（毎日新聞） １１ 

 京田辺市の小中学生広島派遣事業、３年連続実施へ（京都民報） １２ 

 二つに分かれたキノコ雲 広島で写真見つかる(朝日新聞) １２ 
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たっぷり３時間、じっくり語り合い 

１月２０日「被爆２世・３世の会」交流会の報告 
 

１月２０日、京都教育文化センターにて初となる会員交流会を行いました。１６人の参加でした。遠くは和歌山

県橋本市から駆け付けられた会員もありました。何よりもまず会員同士がお互いを知り合うことを目的にした今回

の企画。たっぷりの３時間、じっくりの語り合い、で会員の親睦と交流を深めることができたように思います。 

交流会は冒頭に全員が自己紹介、１０月２０日結成の集い以降の簡単な経過報告（会員数は現在３７人）の

後、２つのグループに分かれて交流しました。グループ別に話し合われたことを、一部ではありますが、できるだ

けありのままに紹介してみました。                                (写真は京都民報社提供) 

 

Ａグループ 

最初にそれぞれの親（または祖父母）の被爆体験、

そして「２世・３世の会」に入った経緯などから。 

Ｋ・Ｓさん 

先月亡くなった父は３歳のとき広島で被爆。祖父も

被爆者で私は二世でもあり三世でもある。被爆時のこ

とは、父はほとんど覚えていないが、祖父は隠すこと

なく、酒を飲みながら昔話のように話していた。当時

自分はあまり関心をもたなかったが、今の仕事（病院）

をするようになって学ぶ機会もでき、少しずつ考える

ようになった。７．８年前に親の被爆者手帳を見る機

会があり、被爆二世であることを意識するようになっ

た。 

Ｙ・Ｔさん 

父が文理大（現広島大学）の構内で、祖母や叔母

は自宅で被爆した。翌月生まれた姉は１年経たない

うちに下痢などを続け亡くなった。自分が３歳のとき、

父が失踪、母の実家の京都に引っ越した。広島の話

は家ではタブーだったが、アメリカからの返還被爆写

真の中に父の経営していた呉服店のビルの写真が

あったことから母（１０年前に死亡）も少しは話してくれ

るようになった。最近、叔母（父の妹）を訪ね、初めて

父の被爆当時の様子を聞かせてもらった。 

Ｔ・Ｈさん 

母が広島で入市被爆。自分は未熟児で足の指に

障害をもって生まれた。両親とも死亡し、今は一人に

なった。放射能のことは言っても信じてくれる人は少

ない。 

Ｔ・Ｔさん 

 父母は長崎の半島の海辺の村に住んでいて、私も

そこで生まれ育った。爆心地からも遠く被爆していな

いと思っていたが、大学を卒業するくらいのときに、

父と叔母（父の妹）が酒に酔って昔話をしていて、父

が初めて原爆投下の翌日、８月１０日に市内の爆心

地に近いところに救助のため入市していたことを知っ

た。その父も５年前に亡くなった。父はあのとき以外、

被爆のことはいっさい語らなかったし、何も聞いてい

ない。自分の意識も低く、聞いておけばよかったと思

っている。戦争する国にしたくない、核兵器をなくした

いという思いで、自分にできることがあればと思って

「会」に入った。 

Ｏ・Ｍさん 

父が１８歳のとき、爆心地から１．５キロの高等工業

（現広島大学）の教室の中で被爆した。２人しか生き

残らなかったそうだ。父は６年前に亡くなり、去年母が
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亡くなり、父母の遺品を整理していたら、父が書いた

ものがいろいろ見つかった。それを見ると亡くなる前

に頻繁に一人で広島に行っていたようだ。このまま封

印するのもどうかと思い、この「会」にも入会した。 

父は他の人が被爆者手帳を申請するときはその証

人によくなってあげていた。 

Ｉ・Ｈさん 

父が学徒動員で電車で移動中に原爆投下、直後

の広島に救援活動で入市した。高校の社会研究で

広島の問題を発表するため、初めて父の被爆の話を

聞いた。父はいまも健在であるが、糖尿病を患い、痴

呆も少し出ている。この正月明けにも脳梗塞で倒れ、

救急車で運ばれたりしている。 

親の体験を十分に聞けなかった、ちゃんと聞かな

かった、という皆さんの話を聞いていると、今の内にも

う少しきちんとした話を聞いておかねばと思う。 

 人々が核や原発にもっと関心をもち理解するよう、

政治的にも頑張らねばと思う。紅白歌合戦にでた斉

藤和義は、ギターに“Ｎｕｋｅｓ ｉｓ ｏｖｅｒ．”と書いたス

トラップをつけていた。 

Ｔ・Ｎさん 

母は１８歳の時、江波の姉の嫁ぎ先で、父も宇品

港にいて直後に入市した被爆者。小さい頃から家族

団らんの機会に父母から被爆体験の話はよく聞かさ

れた。でも忘れてしまったことも多く、断片的な記憶し

かない。目的をもって聞き取りしておけばよかったと

悔やまれるが父は１２年前に他界。母は８５歳で健在

で、去年の夏、一から話してくれと頼み、聞き取りをし

た。しかし詳細は忘れており、限られた体験しか聞け

なかった。昨年の夏、母の体験談をもとに広島市内

を歩き、江波山から燃えさかる広島の街を見たという

母の記憶の追体験もした。 

Ｋ・Ｍさん 

爆心地から１．２キロで母が被爆、叔父２人も、職業

軍人だった祖父も被爆している。被爆者の子どもとわ

かり、子供の結婚のときに健康診断書を出すよう強く

求められたという母の手記は２０年くらい前のもの。「う

つるから遊ばんとこう」とも言われた。いま、福島の子

どもに鼻血が多いなどと聞くと気になる。６０年以上前

と同じようなことが起こっているのではないか。 

被爆体験を伝える紙芝居をぜひお借りして、寺で

も子どもたちに聞かせたい。 

次いでこれからの課題のことなどについて様々に

語りあいました。 

○ 被爆と人生 

 被爆者手帳を取得しなかったとか、年をとってや

っと申請したという人は少なくない。また、手帳

申請のときに周囲に遠慮して被爆状況を簡潔に

書いたがゆえに、裁判での主張と違うと指摘され

るケースなどもある。 

 京都では違うかもしれないが、岡山など広島近

県では被爆者であることをカミングアウトできな

い、被爆者だと言うなと言われてきた人も多い。 

 長崎でも被爆者だと結婚できないとみんなが言

っていた。 

 内部被曝の方が遺伝的影響が大きいと言われ

ている。福島の子どもが自分は結婚できるだろう

かと心配していると聞いて胸が痛い。福島でも同

じようなことが起きるかもしれない。 

 福島から広島に避難してきている人が、広島の

被爆者や二世と交流して励まされ、勇気づけら

れていることを放送したＮＨＫ番組もあった。 

○ 二世健診 

 二世健診の検査項目は、一般の職場健診など

より検査項目が少ない。データはどう使われてい

るのだろうか。福島もそうだが、影響があるかな

いかわからないからこそ、データを長期にわたっ

て残していく必要がある。 

 二世への影響について、１２年前に２万人を対

象にした放影研の疫学調査が行なわれたが、二

世とそうでない人とで違いが認められなかった、

と報告された。それが今の（何もしない）政府施

策の根拠になっている。調査自体にいろいろと

問題のあったことが指摘されている調査だ。 

○ 被爆体験を継承し伝えることの重要さ 

 国防軍創設や非核三原則の見直し、核武装の

シュミレーションなどが平気で語られるようになっ

た。戦争、核兵器の本当の悲惨さ、怖さを知らな

いからだ。一人ひとりの被爆体験を通して、核兵

器がいかに非人道的なものであるかを伝え、広



 

京都「被爆２世・３世の会」会報№４  ２０１３年 2 月１0 日 

4 

 

めていく必要がある。 

 

Ｂグループ 

○自己紹介での発言から 

Ｓ・Ｙさん 

父が広島で入市被爆。昭和５０年に原水禁世界大

会に参加するようになって父の話を聞き、親子で語り

部をさせてもらっている。 

Ｙ・Ｓさん 

母が広島で入市被爆。自分が小３のとき（昭和３３

年）復興博覧会があり、原爆資料館も会場になって

いて見学した。博覧会では原子力の平和利用宣伝

や、ソ連の人工衛星が展示してあった。それを機に

原爆が落とされた時の母が体験したことを話してくれ

た。社会的なことを考えるようになって、労組の専従

役員にもなり、原爆のことは避けて通れなくなった。２

０１０年平和行進で長崎から広島までの通し行進をし

て長崎の事情も知った。 

Ｈ・Ｔさん 

母が広島で入市被爆。当時国民学校６年生だった

母の体験を聞いた。 

Ｋ・Ｔさん 

父方の祖父が長崎で入市被爆。祖父は戦後５０年

まで被爆手帳を取っていなかった。元気だった時に

被爆の話を聞いていない。今から思えば体験を聞く

機会はあったのに、全然関心もなく聞いていない。 

Ｋ・Ａさん 

被爆のことは直接聞いたことはない。父方の祖父

が長崎で入市被爆した被爆者らしい程度の話でしか

なくて、被爆３世だがその意識は薄い。もともと平和

問題には関心があって、呼びかけに応じて会員にな

った。 

Ｈ・Ｋさん 

父が広島で入市被爆している。ひどいけがもして

いなかったので、被爆手帳は持っていなかった。 

Ｉ・Ｔさん 

父が広島の軍隊にいて被爆した。２年間の闘病で

亡くなった。最後まで大切にしていた水筒は被爆の

時のものだった。父は日記をよく書いていたが、８月７

日から翌年１月まで何も書いていない。よっぽどきつ

かったのだと思う。 

Ｉ・Ｏさん  両親が広島で被爆している。被爆２世と

言われてもピンとこない。父は文章を書くのが好きだ

った。９人兄弟だったが兄弟一人ひとりについて取材

して原爆が落とされた時のことをまとめている。父の

遺品を整理して出て来たが、今はまだそれを読む気

にはなれない。 

○被爆と人生 

 広島で３世が、同級生からお化けを見るような目

で見られたと話していた。 

 結婚をあきらめた人も、理解して結婚した人もい

る。 

 ３．１１をきっかけに、両親が被爆体験を語ったと

いう人もいた。 

 今１０１歳になる叔母からいろいろな体験を聞い

た。原爆投下後９月に台風が来て被災を大きく

したこと。介添えの必要な人に全く見ず知らずの

人が一緒に故郷まで帰ってくれたこと。看護師

をしていた叔母は、医師が助かる人から患者を

看ていくことになっており、被災者と目を合わさ

ないようにしていたことなど、後ろめたかったこと

を忘れていない。ＡＢＣＣが、皮膚を検体として

持って行ったり、遺体を買い取ったりしたことなど

も聞いている。 

○２世・３世の会 

 ２世の規定は昭和２１年６月以降に生まれた人。

広島と長崎で日が違う。自分が２世であることさ

え知らない人もいる。 

 ２世の最年長は現在６６歳。最年少は３歳。福山

雅治をはじめ意外な人が被爆２世３世だと発言
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している。江戸屋猫八も被爆者だと言っていた。 

 実家に帰ったときに２世３世の会に入ったことを

父に話したい。会としては手記などを戦争展に

出すことなど目標を持ちたい。戦後、どう生きて

きたかという体験も。 

 ２世健診があることに感心した。因果関係はどう

なんだろう？被爆者であってもなくても、無料で

どこでも検診が受けられるようにして欲しい。 

 自分が３世ということもあり要求を掲げるのはぴ

んと来ないが、２世健診のことは知らなかった。 

 被爆者手帳の申請をしていない人も多い。被爆

者援護制度ができる昭和３２年以前に亡くなっ

た人もある。このような場合は２世・３世と言って

も証明できない。入市被爆者も第３者の証明が

ないと申請が通らない。 

 親の遺品を整理していて、初めて自分が被爆２

世だと自覚したという人はたくさんあるのだと思う。

被爆２世・３世を意識している度合いの濃淡もい

ろいろある。 

○被爆体験を継承し伝えることの重要さ 

 悲惨な様子を語り広げていかないと、核兵器は

なくならない。 

 死ぬ前にこれだけは言っておきたい、本当の話

をせんならんと思っている人がいる。今が、チャ

ンスなのだと思う。発掘する努力をせんとあかん。

ＮＨＫが証言シリーズをＢＳでしている。戦友会

などの縛りもなくなってきている。乙訓では８月６

日にお寺の鐘をついて被爆者の話を聞く会をし

ているが、話した後体調が悪くなる（フラッシュバ

ック？）のでもう話せないという人もいる。 

 広島には当時、全国から兵隊が集められていた

ので、京都から広島に行っていたということもあ

る。注意深く話を聞く必要がある。人間魚雷に乗

る予定で広島にいた人もいた。 

 長崎の資料が少ない。集めて欲しい。記録写真

や、地図なども欲しい。話を聞くにも当時の地図

や資料があれば理解しやすい。地形によっても

被爆状況はずいぶん変わる。黒い雨についても

範囲が違っている。 

 福島では放射能のことは思ってもいなかった。

原爆被爆者の体験を知らない人が多い。原爆と

は何だったのかということを伝えなければ。 

 原爆慰霊碑に新たに亡くなった被爆者が記帳さ

れて納められるが、その被爆者名簿に載せても

らう方法はどうするのか、申請か自動的に載るの

だろうか？ 

○会の活動への思い 

 東山観音で原爆死没者の慰霊祭が毎年行われ

ている。福島の原発事故が起こった年は、８月

の慰霊祭にそれまでは来なかったマスコミの取

材がわんさか来た。 

 原発についてはいいことしかいってこなかった。

本当のことは伝えられてこなかった。 

 事故が起きて初めて、反対していた人が言って

いたことが分かった。東電は本当のことをいわな

い。誠意が感じられない。浪江町に行ったが、ま

だ、何もされていない。原発との問題にこれから

どうとり組むのかは課題。 

 向日市民会館で「内部被曝を考えよう」という取

組みがある。原爆被爆者と原発被曝者は共通の

被災があることを知らせ広げる活動をしよう。 

 ２世や１世の人の体験をいろいろ聞きたい。 

 ゆっくりでも幅の広い動きになればいいと思って

いる。会員を増やしたい。府北部なので、原発

の反対運動をしたい。 

 「やらなくちゃっ」と思うかどうか。もう少し楽しい

集まりになればと思う。広島スタジアムの見学ツ

アーを８月６日にやるなど。国の支援を２世まで

広げる運動をして欲しい。割引など。神田山荘

（広島市にある原爆被爆者保養施設：被爆者は

割引で利用可）にいこう！ツアーなど。 

 自覚していないけれど３世という人にどう広げて

いくのか？お得情報で広げるのがいい。 

 原発をなくす。生活スタイルを変える。薪ストー

ブ、自給自足の努力。地熱発電など。原発で被

曝する人をなくしたい。 

 「２世・３世の会」の会報はもう少し読みやすく工

夫を。 

 

以上
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２０１３年度京都府・京都市との懇談会報告 
 
１月２４日（木）、京都原水爆被災者懇談会と京都府（午前）、京都市（午後）との懇談会を今年も行

いました。昨年１１月２２日付で提出している懇談会からの「被爆者援護施策等についての要望」に基

づく懇談です。 

懇談会からの出席者は、中原誠（世話人会代表）、花垣ルミ、奥田継義、大坪郁子、小迫笑子、佐々

本好信、平信行（以上世話人）、小杉功、田渕啓子（以上事務局）の９人。京都府の出席者は東中真美

（健康福祉部健康対策課参事、出張中の課長の代理）、坂本健（同課副課長）、佐々木一幸（同課感染症・

疾病担当主査）の３氏、京都市の出席者は大泉清貴（保健福祉局生活福祉部地域福祉課課長）、山田敏

男（同課管理係長）、鎌田裕之（同課担当）の３氏でした。 

 

京都府 

要望書に対する回答と懇談の概要は以下の通

りでした。 

 被爆援護法改正要求など国の制度・施策の

改善要求について京都府としてもはたら

きかけるようにとの要望に対し、多くは国

に要望は伝えるとの回答でした。 

 また、京都府の高齢者対策、平和事業と施

策、脱原発と自然エネルギー普及対策等に

ついても、関係する各部課に意見を伝える

との回答でした。 

 京都府の被爆者援助施策、被爆者健康手帳

交付の実態について意見を交わしました。

特に手帳交付については、被爆時年齢が幼

少で体験記憶が十分でない被爆者が増え

ていること、証人探しが困難になっている

ことの実情を説明し、手帳交付は被爆者の

実態に基づいて柔軟に対応すべきである

こと、また高齢化に伴い速やかな発行を行

うよう強く求めました。 

 ガン検診については、福島原発事故の影

響・対策のことも考慮して、どのようなガ

ンを検査対象にするのかなど、検診内容を

総合的に検討する必要があるのではない

かとあらためて問題提起しました。 

 ２０１２年３月末日現在の京府の被爆者

健康手帳所持者数は１，１８０人であるこ

と（前年度１，２１７人）、被爆者特別健

康診断（人間ドッグ）受診者数は４６０人

であったことなどが紹介されました。 

 被爆２世・３世についてはガン検診、医療

費援助などの健康対策について、全国の地

方自治体の実績なども詳しく紹介しなが

ら、国の施策と合わせて京都府の独自実施

を求めました。多くは国に要望は伝えると

の回答に止まりましたが、ガン検診につい

ては、近年市町村における一般のガン検診

サービスが充実してきており、それらと提

携したとりくみも検討することができる

のではないか、との考えが示されました。

（あくまで次善策として、検討課題にはな

ると思います。） 
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 尚、２０１２年度の２世健診は２１７人の

申し込みがあり、実際の受診は１７７人で

あったことが紹介されました。（前年度の

申し込みは２１２人ですからほとんど横

ばいです。）また健診結果データはすべて

京都府から厚生労働省に送付されている

こと、全国から集約されたデータはその後

どう取り扱われているかはまったく不明

であることなど、昨年と同じ説明がなされ

ました。 

 被爆体験の伝承など京都府独自のとりく

みを求めました。これに対してはどのよう

な企画が望ましいか、また可能か、などに

ついて一緒に考えていきたいとの回答で

した。例えば京都府の施設を使っての原爆

展など、今後積極的に提起していきたいと

申し述べました。 

 

京都市 

要望書に対する回答と懇談の概要は以下の通

りでした。京都市の場合は例年通り保健福祉局長

名の回答文書が用意されました。 

 被爆援護法改正要求など国の制度・施策の

改善要求については京都府の回答と同様、

国に要望を伝え、改善を求めていくとの回

答でした。 

 市バス・地下鉄の利用補助要望については、

福祉乗車証が交付されている現在の人数

の紹介などが行われ、市の財政事情からこ

れ以上の拡大は困難との回答でした。 

 高齢化対策については、後期高齢者医療制

度、介護保険料と利用料の実態とこれまで

の京都市の施策が説明されました。 

 これに加えて京都市の「第５期京都市民長

寿すこやかプラン」（平成２４年３月策定）

が説明されました。特に、市内６１箇所の

地域包括支援センターなどを中心とした

“ひとり暮らし高齢者全戸訪問の実施”

「地域における見守り活動促進事業」につ

いては時間を割いた意見交換を行いまし

た。被爆者も高齢化しており、ひとり暮ら

しの人も増えてくる状況にあります。被災

者懇談会としてもこうした行政の事業を

よく理解し、積極的に紹介して、懇談会会

員のみなさんの暮らしを支えていくこと

が必要になっています。 

 ２世対策については、京都府への要望と同

様に全国の地方自治体の実績を示しなが

ら、京都市としての独自の施策を検討して

いくよう求めました。 

 被爆体験の伝承、原爆展の開催について京

都市独自のとりくみを行うよう求めまし

た。また被災者懇談会の企画開催について、

京都市の施設使用申請などが適切に対応

されるよう求めました。 

以上 
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被爆者だった父は１２前他界。幼い頃から被爆体験を聞かされてはいましたが、しっかりと聞き止めていたわ

けでもなく断片的な記憶しか残っていませんでした。広島県「二世・三世の会」の人から「親の被爆者手帳の情

報を開示請求できる」との話を聞いたことがあるのを思い出し、父の被爆体験について何等かの手掛かりが得ら

れるのではないかと、広島県に問い合わせしてみました。（健康福祉局被爆者支援課） 

結論は、本人でない限り被爆者手帳交付申請書の写しを提供することはできない、但し、行政サービスとして、

申請書に記載されている被爆状況をメモにして情報提供することは可能、ということでした。戸籍抄本、本人確

認書類の写しが必要でしたが、早速請求手続きしました。届けられた書類(被爆状況についての記載内容)は以

下の通りでした。(手帳申請書に記載されている証明人は開示できないとのことでした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆した人々や街の様子が父の眼にどう映ったのか、自らに急性症状はあったのかなかったのか、などは分

かりませんが、父が相当量の残留放射線を浴びたであろうことは容易に想像できる内容でした。 

尚、今も健在の母親の情報も同じように開示請求しましたが（こちらは本人宛に申請書の写しすべて）、申請

書記載内容自体が極めて簡潔なもので参考になることはありませんでした。手帳申請書記載内容も様々です。 

手帳を所持した被爆者であることが前提にはなりますが、すでに他界されていて、親の被爆体験を聞く機会

のなかった方には、親の体験を少しは知ることのできる一つの方法ではないかと思います。 

被爆者健康手帳交付申請書の記載内容 

 

 

対象者 ＊＊＊＊  （大正１２年３月５日生） 

手帳番号 広島県 ０７９１２０ 

交付年月日 昭和４０年１０月１日 

法区分 法２号（入市） 平塚町 

本籍地 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

被爆地 広島市宇品町宇品港海上１７描地 第３１南進丸 

 

＜入市の概要＞ 

 昭和２０年８月７日、８日、９日、１０日の４日間被爆地整理に入市しました。 

当時私は軍属として南方油槽船に船員として居ました。船名は第３１南進丸でした。船は宇品港第１

７描地に停泊していました。原爆投下の際には同船甲板にて作業中でしたが幸いにして身体には

何の異常もありませんでした。８月７日、８日、９日、１０日と４日間猛火の下で死体整理作業に従事し

ました。船員４０名が２班に別れて作業しました。時刻は８月７日午前７時出発、宇品上陸７時３０分。

宇品１丁目より１７丁目～皆実町～比治山町に入った時刻８時１０分でした。そして、鶴見町～平塚

町～流川町～山口町と作業して午後４時作業を終わり４時半頃出発して我が船に帰船したのが午

後５時４０分でした。８月８日、９日、１０日と毎日４日間同じ作業を同じ町内でしました。 

父の被爆者健康手帳申請書  平 信行 
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会員紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ・Ｋさん 

父方の祖父が親戚を探しに被爆直後の長崎に入り、入市 

被爆しました。自分が被爆３世だということは、高校生か大学 

生くらいの頃に親の会話を聞いていて知りました。祖父は私が 

物心ついた時には寝たきりで、小学校２年生の時に亡くなった 

ため、祖父に関する記憶自体あまりありません。父も被爆の話 

を聞いたことはないそうです。 

私は自分が被爆３世であることとは別に、平和運動に関心 

を持っており、原水爆禁止世界大会には何度か参加してきま 

した。昨年、初めての子どもが誕生し、「語り継ぐ」ということを意識するようになり、何かできることはないかと

考えていたところ、この会のことを知り参加させていただきました。2 世・３世でなくても被爆体験は日本全

体、世界全体で語り継がないといけないものです。しかし、２世、３世であることは一つのきっかけになり得る

と思います。 

３世にとって原爆はとても遠い出来事で、２世の方とも意識が違う部分もあるのかなと思いますが、２世・３

世同士の新しいつながりが持てたら面白いかなと思っています。 

春からは仕事と育児で忙しい日々になると思うので、何ができるかわかりませんが、よろしくお願いいたし

ます。 

Ｋ・Ｙさん 

父は広島の爆心地から約２．５km 離れたところで被爆しました。父は被爆について語りたくなかったよう

で、体験を書いてもらいました。私の母は日系アメリカ人でしたので英語に親しむ機会があり、父の被爆体

験を英訳しました。現在その英文手記を、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で読むことができます。 

両親の影響で英国の大学で平和学を学ぶようになり、現在は京都の大学で留学生を対象に平和学を担

当しています。８月には留学生や日本人学生と広島と長崎へ行き、平和資料館の訪問をしたり、平和集会

などに参加しています。留学生には長崎で父の手記を読んでもらっています。 

その他「平和のための博物館国際ネットワーク」（本部はオランダのハーグで英文ホームページは次の通

りです。http://www.museumsforpeace.org/）の理事をし、「平和のための博物館・市民ネットワーク」の通信

「ミューズ」と英文通信“Muse”の編集に関わっています。（東京大空襲戦災資料センターのウェブサイトで

読むことができます） 

被爆二世として気掛かりなのは、次の世代への影響です。当面週末も出勤しないといけないことがあり、

「被爆二世・三世の会」でどれだけ活動できるかわかりませんが、子どもや孫の未来を考えながら自分にで

きる範囲で関わっていきたいと考えています。 
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●“被爆の瞬間だけでなくその後の人生も含めて”を

読んで ・・・・・・・ 認知症になった母も一昨年横浜

の従兄が見舞に来てくれて話していたら、「被爆より

怖いものがあるよ」と話し出しました。機銃掃射の飛

行機がぐんぐんと降りてきて、目と目が合った時、もう

やられた、と話しました。聞く相手が重荷にならないよ

うに、こんなことがあったよ、と語っていくことが大事だ

と思っています。 

●『おばあちゃんの人形』の紙芝居、『こぎゃんことが

あってよかとか』の絵本、見てみたいです。『オマール

さんを知っていますか』のビデオも見たいです。 

●会報は出席していなくても手に取るように活動内容

がよく分かりました。 

●あらためて聞かれると本当に何をしたいのかな？と

思いました。しかしおじさんや母のように病気になる

のかなと不安に思いますが、２世・３世までの医療費

無料化は希望します。 

●小学校低学年の頃、「お母さん、広島で原爆にあ

ったのー」と友達に言ったら、「まっちゃんと遊びたい

けど、お母さんからうつるから遊んだらアカンと言われ

た。困ってる・・・・」と友達が言ってきました。原爆を聞

いて嫌な思いを人がするなら、言うのを止めようと思

い、それから言わずにいました。大学生の時、「お母

さん被爆者」と言ったら、「親の因果が子にたたると言

うやろー」と。この年（６０歳）まで言うのを止めていまし

た。 

福島原発事故についても、原爆についても語ろう。そ

して戦争は怖いもの、してはならないもの。被爆よりも

っと怖いものがあることを。 

（木全満知子さん） 

 

 

 

 

 

あなたの感想・ご意見 
「会報」№２・№３アンケートで寄せられた感想・ご意見です。 

あなたも会報についての感想、身近な情報、

いろんな思いをお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

Ｐ 

石角敏明さん 

田舎（綾部）に帰った時「あんたのお父さんは、腰に短剣を 

ピシッと着けておられて大変怖い感じがした」と言われ、終戦 

日には、警察署まで行き、署長に「日本が負けたという噂が広 

まっているが、そんなバカなことがあるわけないので、厳しく取 

り締まれ」とクレームをつけるような父親でしたが、原爆の惨状 

については、殆ど口を開くことはありませんでした。 

 被爆した、という話・あるいは「救護活動？」をしたときの内 

容もポツリポツリと話をしたくらいで、長時間まとまって話をして 

くれたことは、全くありませんでした。それだけ「重い記憶」というか「思い出したくない出来ごと」であったの

か、と推測するよりないです。 

 断片的でも聞いたことは多々あるのですが、どこまで思いを伝えることができるのか、・・・・・・ 

 皆で継承していかなくては、と思っております。よろしくお願いします。 
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■来季こそ全力で、被爆者に元気を 

今季、右肘を故障 プロ野球:カープ・栗原選手、ＦＡ行使せず残留 

プロ野球のフリーエージェント（ＦＡ）権の行使を通知できる期間が１３日終わ

り、公式ブログで被爆地への思いを発信する広島東洋カープの栗原健太選手

（３０）のチーム残留が確定した。今季は春に右肘を故障して手術、原爆の日前

夜に開かれたピースナイターも自宅観戦するしかなかった。「来季こそは全力

プレーで、被爆された方々を元気づけたい」と話している。 

乾いた打球音が、高い天井に響く。廿日市市内の室内練習場で、栗原選手

は黙々とバットを振っていた。「痛みはまずまず。後は周りの筋肉が機能するか

です」。汗が切れぬまま、広島への思いを語り始めた。 

山形県生まれ。高校生のとき甲子園の土を踏んだが、広島はなお遠かった。

原爆のことは教科書でしか知らず、初めて訪れたのは１７歳、入団発表の日だ。

原爆資料館の前で記念撮影したものの、入館しなかった。 

転機は０４年の結婚だった。妻（２７）が被爆３世で、８月が近づくたび原爆の

ことを口にした。被爆体験を語らぬ親戚がいること。被爆者が減り、広島でさえ

原爆への関心が薄れていること−−。資料館も一緒に見学した。黒く変色した弁

当箱の白飯に、言葉を失った。「一発の爆弾が日常を奪ったのか」 

焦土の広島にカープが生まれた意義も考えた。被爆者を含む市民は、創設

時から募金で球団を支えた。その思いに応えられないか。０８年まで本拠地だ

った旧広島市民球場では、原爆の日に試合がなか 

った。疑問に思い、その年８月６日、ブログで書いた。 

「とても大事な日ですが、僕たちは毎年遠征で広島 

にいません。理由はあるのでしょうか？」 

静かに過ごしたい被爆者に配慮し、市条例の施行 

規則で市民球場が休場としていることを知って反省 

したが、のちに規則は改正される。１１年８月６日、新 

市民球場のマツダスタジアムでピースナイターが開 

かれた。今年は日程の都合で前夜に開催された。し 

かし、立つべき打席に、自分がいない。歯がゆかった。 

「ピースナイターを楽しみにしてくれる被爆者の方も 

いる。全力で打ち、走り、元気を送る。それが広島で野球を続ける意義だと思う

んです」。来季の活躍を誓って振り抜いたバットが、室内練習場に快音を残し

た。 

(毎日新聞２０１２年１１月１４日) 

scrapbook 
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■小中学生の広島派遣事業３年連続実施へ  京田辺市平和都市推進協  

京田辺市の平和都市推進協議会は、一昨年、昨年と２年続けて実施してきた、市内小中学生

を平和学習などのために広島市へ派遣する「広島派遣事業」について、来年度も実施することを

決めました。 

同市の「小中学生広島派遣事業」は２００５年夏、終戦６０周年の年に市民の要望や日本共産

党市議団などの粘り強い取り組みの中で、初めて実施されました。その後も多くの平和を願う市民

が継続実施を求めてきました。 

一昨年に京田辺市の「非核平和都市宣言」制定の記念事業として７年ぶりに実施され、市内で

も大きな反響を呼び、昨年も７月に実施されました。昨年秋の市議会決算特別委員会で、同党が

引き続き継続実施をと要求したのに対し、市当局も「高い評価をされていると受けとめている」と答

弁しました。 

 １７日に開かれた同市平和都市推進協議会で、来年度の実施について議論になり、「三十数人

の児童しか参加できないのに約８０万円の費用は高額ではないか」という声も一部から出されまし

た。これに対し、日本共産党の水野恭子議員は、「広島平和学習で得たことをもっと多くの子ども

たちに伝えるような工夫をすればいいのではないか」と提起。会議では「本当にそうだ。例えば広島

派遣のビデオなどを撮ってそれを学校の授業などで活用するなども検討したらいい」との意見も出

ました。そして最終的には大多数の委員が来年度も実施することに賛成し、決定しました。 

（京都民報  ２０１３年１月２０日） 

■二つに分かれたキノコ雲 広島で写真見つかる 

 広島市への原爆投下直後、上下二つに分かれたキノコ雲の写真が、爆心地近

くの市立本川小学校（中区）に保存されていた。広島平和記念資料館によると、

キノコ雲が鮮明に分かれている写真は、この写真のほか、米軍が撮影した１点し

か確認されておらず、非常に珍しいという。  

写真は縦１６センチ、横１１．５センチ。１９４５年８月６日の原爆投下から２分後、

広島市中心部から東に約１０キロ離れた海田市町（現・海田町）付近から撮影し 

たという裏書きがされていた。  

今回の写真は、８８年に刊行された「広島県戦災史」にも掲載され、撮

影   影者は「未詳」で、投下から「約２０～３０分後」と説明されている。同館学 

芸課は「編集者がどんな分析をしたのかは不明だが、裏書きにある２分後 

との見方もかなり前からあった」と指摘。「数分後に二つだったキノコ雲が、 

その後一つになった」という目撃証言もあるという。  

原爆の資料を集めていた同校の元教諭、故山崎与三郎さんが５３年か 

     ら同校に寄贈してきた約１千点の資料を、同校が同館の協力を得て整理 

していて見つかった。同校では、４月から校内の資料館で一般公開すると 

いう。 

 （朝日新聞 ２０１３年１月８日 ） 


