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慰霊と復興への願いを込めて 

笑顔つながろう会 高木久美子さん 

                             （福島県いわき市から避難） 

 

東日本大震災の影響で避難してきたママを中

心として活動している「笑顔つながろう会」と向

島地域住人で実行委員会を立ち上げ、「３．１１

メモリアルキャンドルｉｎむかいじま２０１６」

を開催しました。今年で４回目。３月４日から３

月１１日までの一週間、福島の子ども保養写真展

や講演会開催、最終日は３．１1 メモリアルキャ

ンドルの点灯。竹筒から覗くキャンドルの灯り、

その周りには色とりどりの手作りのキャンドル

が並び、カードには慰霊と復興、平和を祈るメッ

セージがたくさん寄せられました。 

黙祷、この思いは被災地へと風に乗って届いた

ことでしょう。５年という節目。それぞれが選択

した小舟を漕ぎだすことでしょう。 

東日本大震災から５年が経ちました。 

こんなにも５年という歳月が流れたのに、私に

は、あの震災がこの間のことのように思い出され

ます。津波でたくさんの方々が命を落とし、悲し

みも癒えぬまま福島第一原発の事故による放射

能汚染は美しい福島を奪いました。 

この震災は日本社会を大きく変えました。そし

て「平和ボケ」していた私の人生をも大きく変え

ました。明らかに昨日と今日が違う瞬間に遭遇し、

非日常を過ごす毎日。 

福島の汚染はどの程度なのか？放射線による

人体影響がどうなのか？避難するべきか？―ほ

とんど情報もない私はうつになるくらいに悩み

ました。汚染されたであろう食材は怖くて食べれ

なくなりました。放射能を受け入れて暮らす生き

づらい日々でした。 

２０１２年３月、震災から１年後に私は放射能

から逃げるようにやっとの思いで子ども２人を

つれて京都に避難してきました。マスクを外した

開放感、洗濯物を青空の下で干せる喜び、京都の

食材が手に入る安心感、子ども達を安全な場所へ

連れて来れたこと。京都に避難して、普通の暮ら

しができることに感謝して止みませんでした。 

しかし、自分達さえ避難すればそれでいいとは

思えず、このただならない放射能汚染による日本

の状況にじっとしている事ができません。私は福

島第一原発事故を風化させてはいけないとの思

いで活動を初めました。紆余曲折しながら沢山の

方々とつながる事ができ、支えられ日々頑張って

います。 

ささやかな暮らしを、大切な命を、突然、核と

いうものに奪われる。福島も広島、長崎も根っこ

は同じ。日本は被爆国でありながら、戦後平和利

用として原発を作り高度経済成長を成した。７０

年前、広島、長崎を核による被害を受けていなが

ら、この国は核を生み出す原発を推進し、そして

福島第一原発事故へ。人々の命や健康より、経済

優先というスタンスは当時も今もかわらない。な

んて事をしてくれたのか！ 

３．１１メモリアルキャンドルの準備にはたく

さんの人々が手伝いにきてくれました。強風で並

べたキャンドルが転倒すると立て直し、また転倒。

何度もいたちごっこ。1 人の力がたくさん集まり

大きな力になる。いよいよ点灯という時には、み

んなの気持ちが叶ったのか風がピタリと止んだ。

ミラクルが起きました。そんなみんなの姿に感動

してキャンドルナイトは涙で一層綺麗に見えま

した。 

原発なし！みんなが幸せになれますように。 
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京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

 

 

 

 

 

１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１５年度の活動のまとめ、２０１６年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合って話し合い、交流も深めましょう。 

 年次総会の議案は別冊でお送りします。 

 会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

 

２部 記念トーク １４：３０～１６：３０ 

父の死が放射線のためだと知った時 

川口美砂さん × 守田敏也さん 

■先日公開された映画『放射線を浴びたＸ年後２』をご覧になりましたか？ 

 １２歳の時、マグロ漁船員だった父が３６歳の若さで急逝。周囲から「酒の飲み過ぎだ」などと陰口

を叩かれ、残された母、妹とともに悲しみをこらえて懸命に生きてきた川口美砂さん。３年前の前作『放

射線を浴びたＸ年後』を観て、「父の死は半世紀前の太平洋核実験が関係していたのではないか」と衝

撃を受け、川口さんは高知県室戸の元漁師の人たちを尋ね歩いていき、様々な真実、事実に突き当たっ

て行きます。 映画に主に登場されることになった川口美砂さんをお招きし、守田敏也さんとの記念ト

ーク企画を行なうことにいたしました。 

■アメリカの太平洋核実験は１９４６年から１６年間、１２０回以上も繰り返されました。その被害は

第五福竜丸だけに押し込められ、多くの漁船と乗組員の被ばく、世界中にばら撒かれた放射性物質の被

害はすべて闇の中に閉ざされてきました。しかし今、気づき始めた人々の粘り強いとりくみによって一

つひとつ真実の扉はこじ開けられようとしています。 

広島・長崎にも、福島にも通じる、隠され、歪められてきた放射線被ばく問題の解決に向けて、一緒

に学び、考え合っていきましょう。 

オープン企画です。周りのみなさん、お知り合いに是非お声かけいただいて、たくさんのみなさんが

ご参加いただくようお願いいたします。 

 

京都「被爆２世・３世の会」 

２０１６年度年次総会 
■日時 ２０１６年４月２３日（土）１３：３０～１６：３０ 

■会場 ラボール京都（京都労働者総合会館）４階 第１会議室 

お知らせ 
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平成２８年（２０１６年）から被爆二世健康診断に 

“多発性骨髄腫”検査が追加されます！ （予定） 
 

 

■被爆二世健診に多発性骨髄腫検査追加 

厚生労働省が都道府県に委託して実施してい

る被爆二世健診。「検査内容が簡単すぎるのでも

っと充実した健診に！」、「がん検診も実施して欲

しい！」。被爆二世は長年このことを望んできま

した。各種がん検診の全般実施までには至りませ

んが、今年・平成２８年（２０１６年）から、血

液のがんとも言われる多発性骨髄腫の検査が追

加されることになりました。（現在平成２８年度

国家予算が国会審議中） 

 

■多発性骨髄腫とは? 

骨髄の中には形質細胞という細胞があり、免

疫グロブリンと呼ばれる蛋白を作っています。

この蛋白は細菌、ウイルスなど体内に侵入して

きた異物を攻撃します。多発性骨髄腫とは、1

つの形質細胞が必要ないにもかかわらず、どん

どんと増殖する病気です。そして増殖する形質

細胞（骨髄腫細胞）から産生される免疫グロブ

リンを M 蛋白と呼びます。年齢の高い方に多

い病気であり、診断時には、多くの場合 60 歳

以上ですが、30 歳代あるいは 40 歳代の比較的

若い方に発病することもあります。また男性の

患者数が女性よりも多いとされています。（慶

応義塾大学医学部血液内科ホームページより） 

 

■何故今多発性骨髄腫の検査なのか？ 

厚生労働省の資料によると、被爆者（1 世）の

健診ではすでに実施されている検査項目であり、

一方市町村が実施するがん検診では受診できな

い検査であるため、平成２８年度から被爆二世健

診で行なうことになった、とのことです。 

厚生労働省の公式見解でも多発性骨髄腫と放

射線被ばくとの因果関係は認められています。

（厚労省のホームページ参照）放射線被ばくの世

２０１６年度年会費お支払いのお願い 
 
京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１６年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０ 加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月２３日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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代を超えた影響を負う二世に対して、厚労省が初

めて被ばくとの関係の可能性を持つ今回の検査

を追加したことは重要です。 

 

■被爆二世健診をより多くの二世が受診を！

そして希望者全員が受診できるように！ 

今回の検査項目追加を機会により多くの被爆

二世が二世健診を受診するようよびかけたいと

思います。しかし、せっかくの検査項目追加であ

るにも関わらず、厚生労働省は今年度の受診者数

を１７，０００人（全国）に限定し、各都道府県

に人数を割り当てます。京都府の場合、これまで

割り当てられてきた二世健診の人数は１７５人

でしたが、受診希望者数がそれを上回る場合、京

都府独自の財政で補って全員受診を保障してき

ました。 

京都府に対してはこれまで同様、今年も希望者

全員の受診が保障されるよう要請しています。 

また、厚生労働省に対しても人数制限などせずに

希望者全員の受診が可能となるよう改善を求め

ていくことが必要です。 

 

■初めて二世健診を受診する方へ 

京都府の場合、被爆二世健診の窓口は「健康福

祉部・健康対策課・疾病対策担当」（電話０７５

－４１４－４７２５）です。例年９月中に受診申

込受付が行われ、１１月中が受診期間とされてい

ます。初めての方はこちら側から問い合わせしな

いと京都府の方から連絡されてくることはあり

ません。 

受診申込や受診期間は都道府県によって異な

ります。京都府以外の方はそれぞれの都道府県窓

口に問い合わせして下さい。 

 

■さらなる二世健診の改善を求めます！ 

これからも被爆二世健診のさらなる改善を求

めていくことが必要です。具体的には．．．．． 

① 全般的ながん検診の実施。（東京都と静岡県

のみ独自の自治体財政で実施されています） 

② 親が被爆者手帳所持者であることを二世健

診受診の条件にしないこと。被爆者本人の責

任の及ばない事情から手帳交付されなかっ

た場合などは、二世の健診は保障されるべき

です。 

 

■制度を有効に活用した健康対策を 

全般的な被爆二世がん検診の実施がすぐに実

現しない場合でも、当面は、既存の諸制度を有効

に活用して自身の健康対策を行なっていきまし

ょう。例えば．．．．． 

① 京都市の国民健康保険加入者の特定検診の

受診 

 肺がん、大腸がん検診が受けられます。

（両方で１，３００円） 

② 京都市の国民健康保険加入者の人間ドッグ

の受診 （基本受診料１０，８００円） 

③ 各市町村実施の市民がん検診の受診 

 京都市の場合、胃がん、乳がん、子宮が

ん、前立腺がんの検診が行われています。 

 

以上 
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やった！辺野古新基地工事中断！ 
矢ヶ崎響さん（北区） 

 

３月４日、嬉しいニュースが舞い込んできた。

辺野古新基地の工事中断！ 

沖縄県が抵抗し続けている辺野古新基地建設

の「代執行」を国が求める裁判で、裁判長が提示

する「和解案」を国が承諾したのだ。 

この日は沖縄では「サンシンの日」で、同じ時

間に同じ曲を沖縄中のあちこちで鳴り響かせよ

うというイベントの日だ。正午には県庁前で、首

里城の守礼の門前で、残波岬で、辺野古のキャン

プシュワーブゲート前でも、「かぎやで風」とい

う祝い唄が大勢の人によって同時に演奏された。

そんな沖縄の文化を誇り発信する日に、辺野古を

めぐる国と県の裁判闘争、第一ラウンドの沖縄勝

利を告げる鐘が鳴り響いた。 

この裁判のために、国は福岡地裁沖縄支部の裁

判官を、三里塚で農民の土地を強制使用する判決

を出した裁判官に挿げ替えていた。その裁判官で

さえ、国に有利な判決を出すのをためらい和解勧

告をしたのだ。  

沖縄戦の後、人々が生活していた土地を強制的

に奪ってできた沖縄の米軍基地。戦後ずっと続い

てきた米軍の横暴と事件・事故の数々。沖縄県民

の怒りが高まると、「普天間基地の代わり」とい

う名目で、辺野古に軍港機能もあり弾薬庫にも訓

練場にも隣接した基地を新しく作るという。これ

は米軍が戦後ずっと欲しがっていたものだ。しか

も、世界的にも美しい貴重な生物のたくさんいる

海を埋め立てて、日本の税金をじゃぶじゃぶ使っ

て。「これができないと普天間はそのままですよ」

という脅しも使って。 

この計画が持ち上がった１９９６年から１８

年間も、沖縄県民の地道な抵抗により海には杭一

本打たせなかった。そして２０１４年、あまりに

も横暴で強行的に始まった工事は、沖縄の各地、

日本本土、さらには世界各地から座り込みの人を

集め、反対の声はより一層大きくなった。まさに

「弾圧は抵抗を呼ぶ、抵抗は友を呼ぶ」というカ

メジローの言葉通りに。今回の判決は、当たり前

の平和な生活を求める人々の動きが、いつまでも

植民地的で非民主的な支配をつづけようとする

日米両政府を動かしたのだ。 

国の和解案承諾の背景には、間近に迫った参議

院選挙や沖縄県議会議員選挙の選挙対策だった

り、この後の裁判は安保公益に焦点が当たり国側

が勝つ見込みだったり、いろい

ろな思惑はあるだろう。「辺野古

が唯一」と、話し合う前に結論

を述べて聞く耳を持たない姿勢

も変わらない。この中断期間の

中で、露骨な世論誘導や飴の利

益誘導があるかもしれない。 

でも私たちには、沖縄の抵抗

の歴史がある。当たり前を求め

る人々のたくさんの思いがある。

小さい国ほど武力に頼らず、礼

と文化を重んじて外交してきた

という、琉球王国の歴史も。ア

メリカでも中国でも、庶民は戦争サンシンの日 キャンプシュワーブゲート前にて（琉球新報より） 
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などしたいなんてこれっぽっちも望んでいない

という確信もある。 

さあ、第二ラウンドはもう始まっている。中断

期間の間にできる事をいっぱいやろう。沖縄の事

を、辺野古の事を、もっともっとたくさんの人に

知ってもらい、辺野古新基地建設を政府が本当に

あきらめるまで追い込みたい。二世三世の会の皆

さん、力を貸してください。 

 

＊ 沖縄の基地問題、歴史、文化などがわかるお

すすめ DVD各種、貸し出します！ご自宅で、お

仲間で、ちょっとした上映会を開きませんか？ 

お問い合わせは矢ケ崎響 

hibikiy@h3.dion.ne.jpまで。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．２月２８日から３月１日の間、静岡市と焼津

市で「被災６２年２０１６年３.１ビキニデー／

日本原水協全国集会」が開かれ、３日間参加しま

した。 

 全国からの参加者は国際交流集会に１５０人、

日本原水協全国集会に８００人、久保山愛吉さん

墓参行進に１５００人、３.１ビキニデー集会に

２０００人が参加しました。 

２．国際交流集会では、アメリカフレンズ奉仕委

員会のジョセフ・ガーソン氏、イギリス核軍縮キ

ャンペーン（ＣＮＤ）のジェニー・クレッグ氏、

マーシャル諸島共和国のアバッカ・アンジャイ

ン・マディソン氏（同国元上院議員）が参加して、

それぞれの状況を報告しました。（下の写真） 

■核兵器をやめるか？英国での大きな動き 

１．ガーソン氏は、昨年の国際青年リレー平和行

進に参加したメアリー・ポピオさんを中心に、ボ

ストンの青年が核兵器廃絶のプロモーションビ

デオを作成してユーチューブで流していること

を紹介しました。 

２．ジェニー・クレッグ氏は、２月２７日ロンド

ンでトライデント原子力潜水艦（核ミサイル搭載）

の老朽化に伴う更新はやめようという大集会が

成功したことを報告しました。当日朝の新幹線内

のニュースで、英国で数千人規模の反核集会があ

ったと出ていました。それを見て何？と思いなが

ら会場に来たら、主催者からの詳しい報告があり

ました。 

英国では、核兵器を搭載した原子力潜水艦トラ

イデントが老朽化したので更新する議案が、議会

に提案される予定です。ＣＮＤはこれに反対する

運動を組織して、２７日に６万人の大集会が開か

れました。英国は世界第５位の経済力を持つ国だ

が、１００万人が無料食料支給を受けており、３

０人学級の小学校で９人が食事を満足に取れな

い実態がある。政府は核兵器更新を含む軍事費は

１６７０億ポンド（約２６兆円）になり、市民か

らは核をやめて国民生活に回せとの強い声があ

被爆者の呼びかけ「被爆者が生きているうちに核兵器廃絶を」 

のアピールに賛同して国際署名を取り組むことを確認 

３．１ビキニデー集会、被爆２世の伝承講話と交流にも参加 

米重節男さん（向日市）  
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る。ＣＮＤは環境ＮＧＯ／宗教団体／労働組合／

女性運動／青年・学生団体などの幅広い組織に呼

びかけ、バスへの広告もしてこの集会を成功させ

た。昨年秋に野党・労働党の党首になったジェレ

ミー・コービンは、１０代からのＣＮＤメンバー

で、２７日の集会でも核廃絶を主張した。 

今回のトライデント更新は英国が核をやめる

絶好の機会で、このチャンスを逃すと２０６０年

まで核兵器を保有する国になる。議会での投票に

向けて、全議員にも反対を働きかけているとの報

告がありました。（報告するジェニー・クッレグ

さん 写真中央） 

 

■島民には知らされず、３日間放置されたビキニ

水爆 

 マーシャル諸島共和国の元上院議員のアバッ

カ・アンジャイン・マディソンさんは、上院議員

として２０００年に焼津に初めて来たと切り出

し、マーシャルが核保有国を訴えた裁判が、国際

司法裁判所で３月に始まると報告しました。そし

て、１９５４年３月１日に起こったビキニ水爆実

験で被災した島民について報告しました。 

 米軍は、ビキニ水爆実験については島民に何も

知らせず実施した。ロンゲラップ島はビキニ実験

場から３００マイルの距離にある。（第五福竜丸

は１５０マイルで被爆）空が真っ赤に焼けたのち

に、白い粉が降って来た。子どもは喜んで体に塗

って遊んだが、その夜から苦しみが始まった。島

民８２人は何も知らされず、３日間放置されてい

た。３日後に米軍が来た。島民はモルモットにさ

れていた。子どもを「治療」と言って連れて行く

が、目的や結果などは何一つ知らされることはな

かった。３ヶ月後、マジェロ島に移されたが、そ

れは被爆していない他島の住民との比較するた

めだった。１９５７年～１９８５年は他島に移住

した。この間、女性は流産・奇形児の出産、肝臓

や多種類のガンの多発に苦しんだ。ロンゲラップ

島は今も人が住めない。 

 マーシャルは人口５万人の国で、食糧支援や医

療支援をはじめ経済の大部分を米国に頼って、パ

ートナーシップを結んでいる。それでも国際司法

裁判所に提訴したのは、マーシャルだけの問題で

はなく、世界の人々の問題だとの考えからだ。Ｎ

ＰＴ条約は、核保有国は核兵器をなくす努力をす

ることが決められているが、その努力が見られな

い。その点を、米国政府へ核兵器をなくすよう申

し入れたが却下された。米国司法にも提訴したが

敗訴した。そのため、国際司法裁判所に訴えるし

かなかった。前外務大臣のトニー・デブルム氏が

外務大臣の時に、彼のリーダーシップで国際司法

裁判所に訴えました。 

 ３月１日のビキニデー集会に出席したトニ

ー・デブルム氏からも詳しく話がありました。 

国際平和ビューロー（ＩＰＢ）は、２０１４年１２月にウィーン

工科大学であった「マクブライド賞授与式」で、マーシャ

ル諸島共和国にマクブライド賞贈りました。私も授賞式

に参加して彼のスピーチを聞くことができました。いまや、

マーシャルは温暖化で海面上昇の問題にも直面してお

り、地球環境問題にも取り組んでいます。 

 マーシャルの詳しい被災の話は初めて聞きましたが、

米軍が住民の健康調査はするが治療はしない、被爆

者とそうでない人を比較してデータをとったとの話など、

広島・長崎でアメリカがしたことと同じだと思いました。 

「被爆とともに被爆体験と被爆の実相、核兵器廃絶を」

分科会でマーシャルの話をするアバッカ・アンジャイン・マ

ディソンさん 
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■「被爆者の呼びかけ」を被団協が提唱 

 ２月２９日の日本原水協全国集会では、日本被

団協の木戸季一事務局長から被団協の呼びかけ

がなされました。被団協は今年８月で結成６０周

年を迎える。被爆者の平均年齢は８０歳を越えて

おり、自分たちが活動できる最後の機会との思い

で「生きているうちに核兵器の廃絶」を実現した

いとして、「被爆者の呼びかけ」を発表して国際

署名を進めたい。現在、被爆者の想いを盛り込ん

だアピールにするため、案文について議論してい

る。との報告がありました。木戸氏が報告する時、

被爆者と被爆２世の出席者も壇上に上がりまし

た。京都からは被爆者の花垣さんと奥田さん、２

世の私の３人が立ちました。 

 集会では、被団協が発表するアピールに賛同し

て署名運動を推進することを確認しました。 

 

■３.１ビキニデー集会 

３月１日は天候に恵まれ、暖かい日和で久保

山愛吉さんのお墓に参る墓参行進が行われま

した。お墓のある弘徳院は、焼津港から北東の

山の麓にあります。海岸がすぐ側で防波堤の先

に立てば、海の向こうに見事な富士山が見えま

した。 

 墓参行進が終わって焼津文化センターで「被災

６２年 3.1ビキニデー集会」が開かれました。 

この集会では、ビキニ水爆実験によって被災した

船に乗っていた元船員や遺族が、６０年後のいま

労災認定を求めて申請した報告がありました。 

ビキニ水爆実験では第五福竜丸だけではなく、

約千隻もの漁船・貨物船が被災しました。その中

には日本だけでなく韓国の船もあったことが、い

までは明らかになっています。これらの事実は高

知県の高校生の取り組みによって掘り起こされ

ました。その活動の指導をした山下正寿さんは、

その後も被災した船に乗っていた元船員を支援

して、労災申請と政府責任を求めて訴訟を準備す

る活動をしています。集会では、山下さんから支

援と協力の訴えがありました。また、労災申請し

た遺族の一人である下本節子さんが、父は生前ビ

キニで被爆したことは一言も語らなかったが、東

電福島第一原発が爆発した時にテレビで政府発

表を聞いて、「ビキニの時と同じだ。隠そうとし

ている」と感じて、終わった事ではないと６０年

後の今、改めて労災申請をする決意をしたと語っ

ていました。広島・長崎からビキニ、さらに福島

に続くことを見事に示しています。 

 いま、この元船員・遺族の取り組みをドキュメ

ンタリー映画にした「放射能を浴びた Ｘ年後 

２」が京都みなみ会館でも上映されました。 

 

■核兵器のない世界を目ざす世界の動き 

 集会のスペシャル対談でフランスの美帆・シボ

さん、英国のジェニー・クレッグさん、米国のジ

ョセフ・ガーソンさんがそれぞれの国での核兵器

をめぐる状況と運動について報告しました。 

 美帆・シボさんがフランスの報告をしました。

美帆さんは、アニメ「つるにのって」の作家で、

フランスでフランス広島長崎研究所を組織して

フランス語圏での核兵器廃絶運動をしています。 

 フランスは核兵器も原発も推進する国で、反核

運動は大きくない。昨年、パリで新聞社が襲われ

る事件が発生したが、殺された風刺画作家の中の

２人は平和運動をしていた。２０１６年２月にオ

ランド大統領がポリネシアに行った。これによっ

てフランスの核実験やその被害補償の問題が、初

めてフランス国民の目に触れられることになっ

た。政府はテロ対策を言っているが、市民の多く

はテロよりも失業対策が問題だと感じており、税

金のムダ使いは原発だとの認識が強まっている。

２０１７年は大統領選挙があり、このような問題

が問われる。 

フランスは多民族国家で、人口１０万人規模の

パリ都市圏の市では、出身国が数十か国を数える

人たちで構成されているとの話は驚きでした。 
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右からガーソン、ジェニー・クレッグ、美帆・シボの各氏 

 

 ジョセフ・ガーソンさんは、米国は１５年間戦

争を続けている。核兵器開発に１００兆円使われ

ようとしている。その矛盾が、いま繰り広げられ

ている大統領選挙の候補者選びのような形にな

っている。運動のやり方を変える必要がある。草

の根運動の積み上げと統合がいる。また、ＮＡＴ

Ｏについて根本から考える必要があると報告し

ました。 

 

■被爆２世が伝承する活動の交流 

 ２月２８日の国際交流集会が終わったあと、被

爆２世である静岡原水協の磯部典子さんが主催

して、被爆２世の交流会がありました。広島市の

認定伝承者となっている大中伸一さんが、被爆体

験を伝える活動の講話をして、それを中心に交流

しました。国際交流集会の会場での呼びかけで初

めて知った取り組みでしたが、栃木・岐阜・長崎 

静岡・京都・広島などに住む被爆２世を中心に集

まりました。 

 大中さんは両親と姉が被爆者で自身が被爆２

世ということだそうですが、被爆者の体験を伝承

する心構え、何をどう話すかなど具体的に技術も

含めて、「被爆体験」を参加者に話しました。大

中さんは、２０１０年平和行進の通し行進者にな

って私が長崎から広島に歩いた時、山口県の後半

のあたりから広島に着くまで行進団をサポート

してもらった方です。 

 参加者交流では、被爆２世との自覚を持ってい

た人から、ごく最近になって原水禁運動に関わり

だして被爆２世との自覚をし出したという人ま

でさまざまな思いが語られました。また、被爆２

世の会を組織して活動したいがどう呼びかけれ

ば良いのかということや、高齢となった被爆者組

織の中心的な役目をしている人の想いなども出

されました。いずれ、被爆者が亡くなり体験を語

ることが出来ない事態は来るが、被爆体験をいか

に継承していくかという問題は、今後の運動課題

となる。その点では被爆２世は自身の問題として

も、この課題に向き合うことになるとの思いが共

通した交流会になりました。 

 私は、京都の２世・３世の会の活動を紹介する

とともに、原水禁大会などのおりに全国の２世３

世の交流ができないかとの思いを伝えました。 

 

■全国集会第２分科会「被爆者とともに被爆の実

相、核兵器の廃絶」に参加  

 ２月２９日の全国集会の分科会は第２分科会

に参加しました。 

 被爆者と被爆２世の方が多く参加しており、被

爆の実相を伝えることや、運動の担い手の問題な

ど多くの意見や活動経験が話されました。 

 私が京都で被爆２世の健康調査をしているこ

とを発言したところ、東京では２０１５年に２世

の健康調査をして６００人のデータをまとめた。

必要なら連絡してとの話もありました。また、福

岡では２世で被爆者手帳の学習会をしていると

の発言もありました。去年秋に岡山で２世３世の

会を結成した経験についての発言もありました。 

 私は、今回のビキニデー集会に参加して、核兵

器廃絶に向けて世界が着実に動きだしているい

ま、被爆者の体験・原爆の実相を世に知らしめる

ことは、２世の課題にもなっていることを痛感し

ました。また、被爆者には残された時間がもう無

くなっている一方で、２世・３世の運動は始まっ

たばかりということもよくわかりました。あらた

めて、２世３世の会は自分自身の課題だと思った

ところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右が講師の大中伸一さん、左が磯部典子さん 
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大飯原発差止京都訴訟第１０回口頭弁論レポート 

平 信行さん（南区） 

 

▼３月１５日・第１０回口頭弁論 

大飯原発差止京都訴訟は提訴以来３年になり

ます。３月１５日（火）１０回目となる口頭弁論

が行われました。一週間前の３月９日（水）、大

津地裁で高浜原発３・４号機運転差止仮処分決定

がなされた直後でもあり、原発廃止を求める人々

の意気はあがり、京都地裁大法廷は傍聴席にも入

り切らないほどの参加でした。 

今回の口頭弁論は、原告側から、左京区久多地

域に住む方の意見陳述と、弁護士による第１８準

備書面（１２月２４日福井地裁の高浜原発異議審

決定の問題点指摘）の陳述の２本が行われました。 

 

▼左京区久多のＨ・Ｍさんの意見陳述（要旨） 

左京区久多は大飯原発から３０ｋｍ圏内に入

ります。６０世帯、９０人の人々が住んでいます

が高齢化、過疎化が進んでいます。久多を重要な

生活の一部としているＨ・Ｍさんは、地域の老人

クラブ役員、町会長、京都市市政協力委員等々も

担い、地域の暮らしに深く関わってきた人です。

Ｈ・Ｍさんは６つのことを挙げて大飯原発の運転

を差し止めるよう訴えられました。 

① 久多ではこの５年間２回の避難訓練が行わ

れましたが、その結果、反対に不安が増大し

ました。果たして全員の避難が本当にできる

のか。地域の避難集合場所からの移動は京都

市が迎えに来るとの説明でしたが、久多への

道路は軽自動車でも離合困難な箇所がいく

つもあり、冬の積雪は除雪されなければどう

しようもないほどです。仮に地震などによっ

て通行できなくなった場合、避難はまったく

不可能になります。 

久多には住人以外にも、魚釣り、登山、ド

ライブ、山菜とり、キャンプなどレジャーで

来る人も少なくありません。この人たちへの

対応はどうするのでしょうか。キャンプ場で

遊んでいる子どもたちを放射性物質の被害

から守るにはどうすればいいのかと考え込

んでしまいます。 

② 国はＳＰＥＥＤＩ（スピーディー）デ―タを

使わず、放射線量の計測データの濃度があが

った時点で避難勧告を出すことになってい

ると理解しています。久多の住民は「汚染さ

れる前に避難したい」と考えています。 

③ 私は１２歳の時に（１９４８年）マグニチュ

ード７.１の福井地震を経験しました。死者

３，７６９人、負傷者２２，２０３人、全壊

家屋３６，１８４戸の大地震でした。大飯原

発は熊川断層の上にあると知り本当に驚い

ています。 

④ 水の問題です。４つの川の支流の広大な山々

と川と琵琶湖の水が汚染されたらどうなる

のでしょうか。琵琶湖が汚染されたら滋賀・

京都・大阪・兵庫にまたがって１，４５０万

人の人たちが水を飲めなくなると聞いてい

ます。 

⑤ 避難受け入れの自治体の問題ですが、そもそ

も原発から６０㌔圏の京都市が避難対象地

域になってしまったらと思うと胸が苦しく

なります。 

⑥ 東電のような会社に原発を管理運営する資

格があるのでしょうか。関電の高浜原発の水

漏れ、原子炉緊急停止なども緊急対応を負わ

せている自治体に何時間も知らせていませ

んでした。隠蔽と無責任体質はどうしても納

得できません。 

 使用済み核燃料の問題を真剣に考えず対

策もないまま再稼動ばかり追及している電

力会社の無責任さを強く批判します。 

 

▼森田弁護士の陳述（要旨） 

森田基彦弁護士から第１８準備書面の説明プ

レゼンテーションが行なわれました。 

 昨年末１２月２４日、福井地裁（林潤裁判長）
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は、大飯原発３・４号機、高浜原発３・４号機の

運転差止仮処分について、住民側の申し立てを却

下しました。その不当性を批判し、次のように問

題点を指摘します。 

 福井地裁却下処分決定の第一の問題は、そもそ

も裁判所が行う審査の対象を「原発の安全性に関

わる原子力規制委員会の判断に不合理な点があ

るか否か」という点だけに矮小化していることで

す。避難計画や原発立地の審査などは対象とされ

ていません。また原子炉施設の危険性のみを審査

し、過酷事故対策や水素爆発防止対策なども審査

していないのです。 

第二の問題は、新規制基準は「最新のものであ

る」とするまったくの誤謬に基づいた判断となっ

ていることです。福島第一原発事故の原因はまだ

未解明状態であって、事故の教訓を踏まえること

もできないままに「最新の基準」などあり得ませ

ん。地震予知の困難性についてもこれまでに原告

側意見陳述で指摘され明らかになっています。 

 その上で、あるべき判断枠組みについて、次の

ように原告側の主張を述べます。 

① 主題は「人格権侵害の具体的危険」の有無で

なければならない。 

② 福島第一原発事故において行政審査の限界

が明白になった。司法審査には行政審査とは

異なる枠組みが求められている。 

③ 「想定外の事象」「過酷事故」が生じること

が明らかになった現在では、深層防護のすべ

ての段階において、「危険がないこと」を被

告（電力会社）が主張立証しなくてはならな

い。 

 

▼３番目の勝訴判決は京都から 

裁判終了後、弁護士会館で報告集会が行われま

した。 

 福井地裁仮処分申し立て却下の決定について、

あらためて二つの問題点が指摘されました。その

一つは、福井地裁決定は福島原発事故のことに一

切向き合っていない、原発事故を人権侵害と捉え

ていないことです。二つ目は、謙虚さの問題。科

学には限界のあることを理解しなければならな

い、そして裁判官自身も謙虚さをもって審査しな

ければならない。そのまったく反対の立場から判

断されたのが３月９日（水）、大津地裁（山本善

彦裁判長）の仮処分決定でした。 

 福井地裁で大飯原発再稼動差止判決（２０１４

年５月２１日）や高浜原発差止仮処分決定（２０

１５年４月１４日）をした樋口英明裁判長、今度

の大津地裁の山本裁判長に続いて、３番目の運転

差止判決の裁判長は是非京都から出そう、との訴

えを確認して報告集会は終了しました。 

 

▼今後の裁判日程 

 

今後の裁判日程は以下の通りです。（開廷時

間はいずれも午後２時） 

第１１回口頭弁論  ５月１６日（月） 

題１２回口頭弁論  ９月１４日（水） 

第１３回口頭弁論 １１月２８日（月） 

 
 
 
 
 

裁判終了後の報告集会 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■「ルポ母子避難」 吉田千亜 著 

あの「事故」から５年が経過し、テレビ・新聞等マスコミで特集を組んでいたが、

原発避難民の問題はあまり取り上げられなかったのではないでしょうか。「母子避難」

のサブタイトルは「消されゆく原発事故被害者」である。この本は「自主避難者」（こ

の呼び方が正しいのでしょうか？）、特に「母子避難者」の悩み・問題が赤裸々に記

載されている。 

「避難者は東電からお金をもらっていいわね」という非難・夫を残して避難し、

その後離婚した夫婦・「つらい」という言葉を避難してから３年半いえなかったお母

さん等、母子家庭が置かれている厳しい状況が、取り上げられている。３．１１震

災といえば「津波」の惨状とそこからの復興・放射能除染がこれでもか、というく

らい報道されるが、自主避難者の置かれている現状は殆ど報道されない。事故から

「５年」経過し、子供さんの「進学問題」も目前に迫っている。あの事故を受けて避難された時には想

像だに出来なった問題も発生してきている。今こそ「暖かいそして早急に、被災者の立場に寄り添った

対策」が求められている、と強く感じました。 

  

■「原発棄民」 日野行介 著 

 原発避難者の「ただ普通に暮らしたい」というささやかな希望・願いがいか

に「踏みにじられて」きたのかを記録した本である。避難者の生活を「最終的

に責任をもつのか」がわからないのが、今の日本の現状であることがわかる。

国に対策を求めれば、「県」に回され、その後市町村に聞け、といわれ結局何

も解決しない体制が色々な事象をあげて検証されている。「仮設住宅」一つと

ってもそれがいえる。避難者の都合では「仮設住宅・避難住宅」の住み替えは

認められない。避難先の自治体に連絡すると、「福島県に電話してみたら」と

いわれ、福島県からは門前払い、国に電話すれば「一度でもでたら自立したと

判断される」と断念を勧められる。しかし「家主が更新を望んでいない」と簡

単に住み替えを認める。「住宅問題」を主に、国・地方公共団体の取り組みを

取材しているが、公務員、というか官僚の対応が「如何に被害者の立場に立たずに」政策を推し進めて

きたか、ということがわかる。「とにかく早く、福島に帰還させる」「東電の補償をできるだけ少額に・

そして早く終了したい」という狙いがミエミエである。事故被害者に、何ら落ち度はない、決して切り

捨ては許されない。 

 原発事故被災者は打ち捨て、他方では原発再稼働を目指す、こんな動きを鋭く指摘している「２冊」

である。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

岩波新書 

７６０円（税別） 

毎日新聞社 

１４００円（税別） 

https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/46203/4620323616.jpg


京都「被爆２世・３世の会」会報№４１    ２０１６年 ３月２５日 

14 

 

 

 

 

 

 

■会報いつもありがとう！ 

井上哲士さん（左京区） 

京都「被爆２世・３世の会」の会報№40が届き

ました。Ａ４・１６頁で、活動報告、会員からの

お便り、平和・原爆関連ニュースなどが満載。被

爆体験の聞き取りをした別冊もある充実ぶりで

いつも楽しみ。役員・事務局の皆さん、ありがと

うございます 

 

■原野さんの被爆体験拝読 

有地淑羽さん（京田辺市） 

原野宣弘さんの被爆体験記、会報を読ませてい

ただきました。 

大変な、お仕事内容に敬意、また感謝、そして

重要な社会を動かすための記録の要素・・そして

責任・・いろいろと頭の中を言葉が駆け回り言葉

にできませんが、頑張って下さい。そして核兵器

の無いもうひとつの未来をつくるためにみんな

で頑張りましょう。いつもありがとうございます 

 

■ふるさとの空を飛び交うオスプレイ 

平 信行さん(南区) 

 ３月１２日(土)、１３日(日)、私のふるさと 

広島県北広島町千代田に帰郷していた折り、突然

上空をオスプレイが飛行するのに遭遇しました。

腹に響くような異常な爆音です。中国山地には米

軍岩国基地ジェット戦闘機の低空飛行訓練エリ

アがあり、これまでジェット戦闘機の低空飛行に

は何度も遭ってきましたが、オスプレイは初めて

です。遂にここまで来たのか！我が物顔の米軍機、

ここはどこの国だ！ 

写真は地元町議の美濃孝二さんが撮影して

Facebookに投稿されたものです。 

 

■映画『放射線を浴びたＸ年後２』を観て 

石田信己さん（左京区） 

やはり、重くて残酷な事実に晒される映画。核

兵器開発、核エネルギー開発の根源に遡ってその

人類悪を突き止めたい怒りが！多少の絶望感に

苛まれるものの希望はやはのこの国から。「２

世・３世の会」からＩさん、Ｔさんも来ていまし

た。他にも見知った方が数名いました。最終日、

約２０人ほどの鑑賞者でした。 

 

■２世の語る『放射線を浴びたＸ年後２』 

平 信行さん(南区) 

 映画『放射線を浴びたＸ年後２』の終盤、年老

いた元漁船員の方が登場します。５０年前、３度

も水爆実験に遭遇したが、誰にもそのことは喋ら

なかった。喋ると獲ったマグロの水揚げができな

くなるから。やがて子どもが生まれたが、その子

は３７歳の時がんでなくなった。自分はこうして

生きながらえてきたのに一番大切なものを失っ

た。妻はその時からおかしくなった。 

この場面でうつかにも私は初めて、水爆実験被

害者にも２世がいるんだ、と気づきました。そし

て映画に主出演する川口美砂さんも、その他に登

場する人たちも２世であることに気づきました。 

 

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№４１    ２０１６年 ３月２５日 

15 

 

食べもの通信２０１５年６月号（№５３２）より転載 

 

 

 

 

毎日の生活習慣で腸内細菌を 
バランスよく増やす 

東京医科歯科大学名誉教授 藤田紘一郎 

 

 

先日、放映された「ＮＨＫスペシャル」で、腸

内細菌叢（＊１）をバランスよく増やせば、がん

やアトピーばかりでなく、糖尿病や認知症まで予

防できることが取り上げられ、話題になりました。 

 腸内細菌叢の組成は、生後１０ヵ月の間にほぼ

決まってしまうことを、前号で紹介しました。で

はなぜ、私たちの腸内環境は日々の生活によって、

良くもなれば悪くもなるのでしょうか。 

 

悪玉菌でも善玉菌でもない日和見菌が腸内

細菌の８０％ 

 

これまで、腸内細菌の種類と数は、糞便を培養

し増殖してきた菌で決められ、１００種類、１０

０兆個いるとされてきました。そして、理想の腸

内細菌叢は「善玉菌はいっぱい、悪玉菌は少々、

日和見菌（良い働きも悪い働きもする菌）はほど

ほど」と言われていました。しかし、遺伝子検査

を行ってみると、腸内細菌の種類は約３万種、数

は１０００兆個にものぼることがわかりました。 

 腸内細菌の全体像を調べると、「フィルミクテ

ス門」の細菌が５分の３を占め、次いで「バクテ

ロイデス門」が多く約５分の１を占めていました。

これらの細菌類は「日和見菌」と言われる菌です。 

 悪玉菌（プロテオバクテロイデス門など）や、

善玉菌（アクチノバクテリア門など）は、それぞ

れ腸内細菌全体の 10％以下しか見られませんで

した（図①）。 

 

食品添加物は腸内細菌の増殖を抑える 

 

これまで、「腸内環境を整えるには、善玉菌を

増やすことが大事」と言われてきましたが、それ

だけでは不十分です。 

 腸内細菌の組成は、生後１０ヵ月で決まります。

しかし、その数は、その後の生活環境で決まりま

す。免疫力を高めるためには 腸内細菌の５分の

４を占める「最大勢力」の日和見菌の数を増やし、

善玉菌優位の腸内環境にすることが大事です。 

 そのためには、腸内細菌のエサである食物繊維

を多くとることです。とくに、善玉菌が好んで利

用する「オリゴ糖」を含んだタマネギやゴボウ、

発酵食品のみそや納豆、漬物、ヨーグルトなどを

積極的に摂取することです（図②）。 

 また、食品添加物は腸内細菌の増殖を抑えます。

したがって、食品添加物の含有量が多い加工食品

やジャンクフート（＊２）などの摂取を控えるこ

とも大切です。 

 

細菌の多様性が大きいほどアレルギーを発

生しない 

 

スウェーデンーリンショーピン大学のＴ・アブ

ラハムソン博士らの研究で、「腸内細菌は善玉菌

だけではなく、多様性が大きいほどアレルギーを

発症しない」ことが明らかにされました。 

 アトピー性皮膚炎の子どもと、健康な子どもそ

れぞれ２０人を対象に、経年的に腸内細菌の種類

を調べた結果、健康な子どもは生後１ヵ月で、す

でに腸内細菌の種類と数が多いことがわかった

Ｄｒ.藤田の 

アレルギー新常識② 

scrapbo

ok 
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のです。 

 大腸菌など悪玉菌と呼ばれる腸内細菌も、免疫

を保つうえで必要です。赤ちゃんは生まれてすぐ、

腸の中に悪玉菌の代表とされる大腸菌が増えま

す。 

 しかし、おっぱいをアルコール綿で拭き、哺乳

びんを消毒し、消毒斉をはらました清潔な部屋で

赤ちゃんを育てると、生まれてすぐに大腸菌が増

えることはなく、すぐアトピー性皮膚炎になる可

能性が高まります。 

 以前、生まれてすぐにアトピー性皮膚炎になっ

た赤ちゃんの大便を私か調べたさい、約４０％の

赤ちゃんから、大腸菌が検出されませんでした。 

 

自然分娩の赤ちゃんは出産時に大事な細菌

を獲得 

 

帝王切開で生まれた赤ちゃんより、自然分娩の

赤ちゃんのほうが、腸内細菌の数が多いというデ

ータもあります。自然分娩で生まれる赤ちゃんは、

母親の産道を通り子宮口から出てくるときに、母

親の体内にいる菌にさらされるからです。 

 この出産時の母子間の細菌のやりとりも、健康

な腸内細菌叢を築くためには大切なことなので

す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 人や動物の腸内で一定のバランスを保ちながら共存している多種多様な腸内細菌の集まり。 

＊２ 高カロリー･高脂肪･高糖分で､栄養バランスが非常に偏っている加工食品(インスタント食品 

や菓子類､清涼飲料水など)。 

藤田紘一郎（ふじたこういちろう）：医学博士。専門は寄生虫学と熱帯医学､感染免

疫学。83年に寄生虫体内のアレルゲン発見で小泉賞､00年にヒトＡＴＬウイルス伝染

経路などの研究で日本文化振興会社会文化功労賞､国際文化栄誉賞。「アレルギーの９

割は腸で治る！」ほか著書多数。 

 

Ｐｒｏｆｉｌｅ 
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■「ひだんれん」東京で初の全国集会 

国や東京電力を相手取り福島第一原発事故の損害賠償を求める 

訴訟などを起こした原告団らでつくる「原発事故被害者団体連絡会 

（略称・ひだんれん）」が２日、東京都千代田区の日比谷公園で初の全国集会を開いた。 

事故５年を前に「首都圏の人に改めて福島の現状を知ってもらいたい」という考えだ。 

連絡会には全国各地の１７団体約２万５千人が所属する。この日は主催者発表で１３団体７８０人

が参加した。武藤類子共同代表が「私たちは理不尽な行為を受けた被害者です」と述べ、「全ての被

害者の救済を求めてこれからも戦い続けていきます」と呼びかけた。 

集会後、「原発事故はまだ続いているぞ」な

どと声をあげながらデモ行進した。東電本社の

前では「東電は福島の声を聞け」とこぶしを振

り上げていた。 

郡山市から友人と来た橋本あきさん（６０）

は「東京の友人に『いつまで騒いでるの？』と

言われるのが悔しい。原発事故を忘れてほしく

ない」と話した。 

（２０１６年３月３日 朝日新聞） 

scrapbook 

■惨禍語る被爆時の地表 原爆資料館 発掘調査で出土 広島市が保存・展示方針 

広島市中区の原爆資料館本館敷地の発掘調査で、被爆当時の地表部分が出土した。焼け焦げた木製

のしゃもじなどの生活用品がまとまって残る。市は、壊滅的被害を受けた一帯の旧中島地区の人の営

みを物語る資料として資料館で保存・展示する方針を決め、７日、 

切り取り作業を始めた。 

本館敷地の北東部分で、現在の地面の約８０センチ下から出土

した。しゃもじのほか、焦げた弁当箱とみられる四角い金属の遺

物などもある。これらがある縦約９０センチ、横約６０センチの

エリアを切り取り、樹脂で固める。 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館では、建設前の１９９９年

度の発掘調査で出た被爆時を含む地層の断面標本を展示。被爆時

の地表の資料は原爆資料館にもない。市の委託で発掘に当たる市

文化財団は「今回の調査の象徴的な部分。原爆が市民の暮らしを 

奪ったと伝えるのに役立てば」としている。 

（２０１６年３月８日 中國新聞） 

 

http://www.asahi.com/topics/word/東京電力.html
http://www.asahi.com/shinsai_fukkou/fukushima_daiichi/
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/日比谷公園.html
http://www.asahi.com/topics/word/郡山市.html
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼今年の３・１１はどうして

も、被災されたみなさん、避

難されているみなさん自身の

とりくみを紹介したくて、「３．

１１メモリアルキャンドルｉｎむかいじ

ま２０１６」の写真を表紙にしました。さらにメ

ッセージもお願いしたところ、高木久美子さんか

ら素晴らしい一文を寄稿していただきました。 

▼辺野古の工事が止まりました！高浜原発３・４

号機も止まりました。どうやら消費税１０％増税

もあやしくなってきました。それぞれの地域や直

場、グループで活躍されているみなさんの近況、

思いをもっともっと会報で紹介、交流しあってい

きたいと思います。みなさんからのレポートをよ

ろしくお願いいたします。 

▼４月２３日（土）が今年の総会です。記念トー

ク企画に川口美砂さんをお招きすることができ

ました。自分のお父さんの死がアメリカの太平洋

水爆実験のためだったのではないかと気づき、高

知県の元マグロ漁船の乗組員だった人たちの生

存者や遺族を尋ねていく映画『放射線を浴びたＸ

年後２』の出演者です。間違いなく被爆２世です。

私たちのとりくみが一歩踏み込んだ、ひとまわり

広がったとりくみになっていきますよう、総会の

記念トークを成功させたいと思います。（平） 

 

■伊方原発の運転差し止め求め提訴 広島・長崎の被爆者ら 

四国電力伊方原発１～３号機（愛媛県伊方町）の運転差し止めを求め、広島・長崎の被爆者１８人

を含む９都府県の６７人が１１日、広島地裁へ集団提訴した。原告の一部は、次の再稼働が有力視さ

れる３号機の運転差し止めを求める仮処分も申し立てた。国内最大規模の活断層に近く、原告らは「地

震・津波による被害が強く懸念され、過酷事故が起きる危険性が高い」と訴えている。 

 原告弁護団によると、東京電力福島第一原発事故の後、伊方原発の運転差し止めを求める訴訟は松

山地裁に続き２例目で仮処分の申し立ては初めて。再稼働した関西電力高浜原発３、４号機（福井県

高浜町）の運転を差し止める大津地裁の仮処分決定が９日に出ており、広島訴訟の胡田敢（えびすだ

かん）弁護士は「私たちにとっても追い風になる」と話す。 

 原告団長の堀江壮さん（７５）＝広島市佐伯区＝は４歳の時、広島の爆心地から約３キロで被爆し、

父を亡くした。製薬会社を退職後、国内外で被爆体験を語ってきた。「わずかな放射能でも生命と健

康を確実にむしばむ。その恐ろしさを肌で知っている一人として、次世代のために行動を起こしたい」

と語る。 

（２０１６年３月１１日 朝日新聞） 

http://www.asahi.com/topics/word/四国電力.html
http://www.asahi.com/topics/word/四国電力.html
http://www.asahi.com/area/ehime/
http://www.asahi.com/topics/word/被爆者.html
http://www.asahi.com/topics/word/広島地裁.html
http://www.asahi.com/special/saigai_danso/
http://www.asahi.com/shinsai_fukkou/fukushima_daiichi/
http://www.asahi.com/topics/word/伊方原発.html
http://www.asahi.com/topics/word/松山地裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/松山地裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/関西電力.html
http://www.asahi.com/topics/word/関西電力.html
http://www.asahi.com/area/fukui/
http://www.asahi.com/area/fukui/
http://www.asahi.com/area/fukui/
http://www.asahi.com/topics/word/大津地裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/広島市.html
http://www.asahi.com/topics/word/広島市.html
http://www.asahi.com/topics/word/爆心地.html
http://www.asahi.com/topics/word/放射能.html


京都「被爆２世・３世の会」会報№４１    ２０１６年 ３月２５日 

19 

 

行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 金 キンカン行動 

 2 土 被ばくと平和を考えるフォーラム（１３時３０分・ひとまち交流館） 

 ３ 日  

 

 

４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 キンカン行動 

 ９ 土 ６・９行動 

 １０ 日  

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水  

 １４ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日  

 １８ 月  

 １９ 火  

 ２０ 水  

 ２１ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（１１時・大阪高裁） 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 
京都原水爆被災者懇談会総会（１１時・ラポール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」２０１６年度総会（１３時３０分・ラポール京都） 

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火 チェルノブイリ原発事故（１９８６年） 

 ２７ 水  

 ２８ 木 沖縄デ―／サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年） 

 ２９ 金 昭和の日                               キンカン行動 

 ３０ 土 ベトナム戦争終結（１９７５年） 

 


