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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 

８月５日、広島で集いましょう！ ２ 

「元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾！被害者を追悼し海兵隊の撤退を求める県民大会」 

に参加して  矢ヶ崎響さん ４ 

熊本被爆二世・三世の会からお礼状 ６ 

 ノ―モア・ヒバクシャ訴訟 東京地裁でまたもや全国全員勝訴６月２９日 ７ 

 ２０１６年３月末の被爆者データが公開されました ８ 

 ビキニ事件は終わらない・・・そしてフクシマ  山下正寿さん ９ 

 原発賠償京都訴訟第１５回口頭弁論の報告  上野益徳さん １３ 

ヒバクシャ・ピースマスクプロジェクト  山根和代さん １５ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 「沖縄戦全記録」「沖縄の新聞は本当に『偏向』しているのか」 石角敏明さん １６ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １７ 

SCRAPBOOK／ 被爆２世が提訴へ 援護法の適用求め、初の集団訴訟（朝日新聞） １８ 

 広島とカープ 復興の軌跡 西区・泉美術館 初Ｖなどの写真展開幕（中國新聞） １８ 

 原爆の絵 あの日継承 基町高生ら 証言基に３５点描く １９ 

編集後記  １９ 

行事カレンダー  ２０ 

被爆体験の継承 ４４  被爆者救護にあたった３姉妹の被爆体験 Ｍ・Ｉさん 

６月１９日沖縄県民大会  写真提供 矢ヶ崎響さん 
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８月５日(金)、広島で集いましょう 
 

広島・長崎の８月が近づいてきました。 

毎年この時期、原水爆禁止世界大会への参加や原爆犠牲者慰霊式・平和記念式典への参

列などで、たくさんの人が広島・長崎に集まります。被爆二世・三世の人たちも例外では

ありません。昨年の場合でも、京都「被爆２世・３世の会」会員が１０人も、様々な目的

で広島に赴いていることが明らかになっています。二世・三世も含めて多くの人たちが広

島・長崎に集まるこの機会を生かして、全国の被爆二世・三世の交流会をもってはどうか

と提案があり検討を進めてきました。 

その結果、８月５日(金)午後５時３０分から、次ページに紹介する企画『全国被爆２世・

３世交流と連帯の夕べ』を行なうことになりました。広島県被爆二世・三世の会、岡山「被

爆２世・３世の会」、京都「被爆２世・３世の会」三者が共同して実行委員会を構成し、

主催、よびかけをするとりくみです。 

被爆者医療と二世・三世健診にも長く携われてこられた広島共立病院副理事長の青木克

明先生に基調講演をお願いしました。京都の「会」から毎回会報を送って交流している各

地の二世・三世の会にも参加のよびかけをしています。原水禁世界大会の参加者にもお知

らせと参加のよびかけを行なう予定です。尚、韓国の被爆二世・三世の会である「韓国患

友会」にも参加を案内しました。今年の参加は日程上難しい状況ですが、メッセージをい

ただくようお願いをしました。 

 

８月のこの時期、広島に行かれる方は是非この交流会にご参加下さい。全国の二世・三

世のみなさんと学び合い、意見交換し、交流を深めましょう! 

この交流会のためだけに広島に行くことはなかなか難しい(現実問題として宿泊の確保

も困難)ですが、もし行ってみようという方がありましたら大歓迎です！ 

会場は広島市社会福祉センター、広島赤十字病院を目標にして、その近くです。 

 

８月５日、広島で集いましょう！ 
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第１回 

 

原水禁世界大会や平和記念式典に全国から２世・３世のみなさんが参加されるこの機会を生かし

て“交流と連帯の夕べ”の開催を企画しました。２世・３世の運動を交流し合い、学び合い、共通

する課題での力をあわせたとりくみを話し合っていきたいと思います。多数ご参加下さい。 

日時：２０１６年８月５日（金） 

１７：３０～２０：３０ 受付 17：００～ 

場所：広島市社会福祉センター 

       広島市中区千田町１丁目９－４３   ℡０８２－２４３－００５１ 

主催：全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ実行委員会 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なスケジュール 

＊基調講演：青木克明 広島共立病院副理事長 

～被爆二世健診と多発性骨髄腫検査について～ 

＊各地の報告と交流など 

・被爆者の高齢化での運動の引き継ぎと、独自の要求

や運動について話し合いましょう 

資料代 

５００円 

○市内バス：広島駅、紙屋町から広島港方面行き  

・広島市社会福祉センター前バス停下車（徒歩 1 分） 

 ・南鷹野橋バス停下車（徒歩 10 分） 

○市内電車：広島駅、紙屋町、西広島駅から宇品行き 

 ・鷹野橋電停下車（徒歩 10 分） 

 

【実行委員会】 

広島被爆２・３世の会  ０８２－２９６－００４０（広島県被団協内）古田 

京都被爆２・３世の会  ０７５－８１１－３２０３（京都被爆２・３世の会）平 

岡山被爆２・３世の会  ０８６－２４４－４５２６（岡山県原水協） 平井 
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「元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾！ 

被害者を追悼し海兵隊の撤退を求める県民大会」 

に参加して 

矢ヶ崎響さん（北区） 

 

米軍関係者による暴行殺人事件が、またも、起

こってしまった。「ウォーキングに出かける」と

メールして出かけたまま行方不明だった女性は、

元海兵隊の軍属によってレイプされて殺された

のだ。 

小さな島には過重すぎる基地負担を、沖縄はこ

れまで何度訴えてきただろう。沖縄で起こった凶

悪事件は、復帰後だけでも５７４件だという。そ

のうち特に強姦事件は事件化されるものは氷山

の一角にすぎず、闇に葬り去られた事件はどれだ

けあるだろうか。事件の詳細がわかり犯人が特定

されたとしても、地位協定による差別的扱いで軽

すぎる刑になったり本国に帰ってうやむやにな

ってしまったりすることが多い。 

事件を知った時、ウォーキングが趣味の高校時

代の同級生と、中学校時代に元海兵隊の英会話講

師にストーキングされた友人の顔が思い浮かん

だ。被害者は自分だったかもしれない、自分の大

事な人だったかもしれない。これは沖縄県民共通

の思いで、それだけ危険が日々身近にあるという

ことだ。 

事件発覚から２週間ほど、この件について考え

ると涙がボロボロこぼれ、言葉にできない悔しさ、

悲しさ、憤りを抱える状況だった。

本土に住んでいる私は沖縄で起

こっていることについて知らせ

なければいけないという焦燥感

もあり、街頭の抗議行動に出はす

るものの、言葉が出ず、ただ立ち

尽くして抗議のプラカードをあ

げるのみだった。 

居てもたってもいられず、日帰

りで沖縄に行き県民大会に参加

した。県民大会に参加するのは１

９９５年の少女暴行事件を皮切りにこれで４度

目だが、今回はこれまでの県民大会とは雰囲気が

全く違っていた。これまでの集会はあちこちで鳴

り物が響いて歌や抗議の声が上がっていたが、今

回は静かな怒りと悲しみで満ちていた。参加者の

顔も悲痛な面持ちが目立ち、じりじり焦げ付く日

差しの熱線は心の痛みを表しているようだった。 

大会の冒頭は古謝美佐子による「童神（わらび

がみ）」。生まれた子どもをいつくしみ幸せに育つ

ことを祈る歌だが、追悼の歌になるとあまりにも

辛く、会場はすすり泣きに包まれた。登壇者の発

言では、「被害者を守ることができなかった」と

いう自責の念、基地被害をこれで終わりにするた

めに海兵隊の撤退を求める事などが出された。中

でも印象に残っているのは、被害者と同じ２０代

の女性による「安倍晋三さん、本土にお住いのみ

なさん、この事件の第二の加害者はだれですか？

あなたたちです。」という涙ながらの発言だ。何

度も何度も声をあげても届かず、基地負担は減る

どころか新基地建設の強行も進んでいる。それを

支えている本土の無関心に、心の底から憤っての

言葉だ。本土に住んでいる私たちは重く受け止め

なければならない。 
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ここ本土で、沖縄の痛みを自分の事として感じ

て実際行動に出てくれる人を一人でも増やすた

め、沖縄の実情を知っている人は一緒に頑張って

いただきたい。大会のプラカードにもあったが、

沖縄の「怒りは限界を超えた」。基地被害をこれ

で終わりにするために、あなたの力が必要です。 

 

追記： 

この事件の後、沖縄では、県議会議員選挙と参

議院選挙の大きな二つの選挙で基地反対派が勝

った。それにもかかわらず、参議院選挙の投票日

の翌日から、高江では米軍ヘリパッド建設のため

の資材搬入が住民の反対を押し切って始まった。

たった１４０人ほどの小さな集落に、本土からも

含め機動隊が１０００人も押し寄せて工事を強

行する。しかも、あの事件を受けて、米軍犯罪を

抑止する名目で配置された防衛局の警備員が、高

江の工事強行を反対する住民を弾圧するために

使われるという。こんなひどい話があっていいの

だろうか。 

強い力が弱い者の安全を奪い、財産を奪い、時

には生命さえも奪っていく。沖縄の現状（＝日本

の現状）は、戦争そのものである。 

 

 

 

 

 

 

７月１３日（水）の夜は京都「被爆２世・３世の

会」の７月例会でした。今回は会員の矢ヶ崎響さん

から「元米兵による暴行殺人事件抗議・沖縄県民大

会・参加者の声」と題した報告が行われました。矢

ヶ崎さんは沖縄県出身です。彼女は６月１９日の県

民大会に参加して大会参加者をビデオカメラ取材し、

その映像によって沖縄の人たちの生の声を私たち本

土の人間に伝えるとりくみを行なっています。本当

に草の根の手作りの活動です。 

今回は５人の方の生の声の紹介でした。被害者追

悼のために喪章をつけて参加されている方。ネット

で歪められた情報が流されていることへの悔しさ

（お金をもらって集会に参加しているとか）。自分

の思いをきちんとメモにまとめて参加している人。

以前は沖縄の基地を他県に分散移転する意見には

（被害の拡大となるから）反対だったけど、これだ

け被害が続いて沖縄の悲しみが本土の人たちに理解

されないと、考えも変わってくると言う人。２１年

前にあった少女暴行事件、今回の犠牲者はその頃に

生まれた人だ、何も変わってこなかった、変えるこ

とができなかったことの悔しさ、悲しさ、被害者を

守ることのできなかった辛さと申し訳なさを語る人。 

矢ヶ崎さんの報告によると沖縄県民大会や大規模

集会は不幸にも過去何度も開催されていますが、今

回は、とても６万５千人もの人が集まっているとは

思えないほど静寂に包まれた中での催しだったそう

です。それだけ沖縄の人々の悲しみと怒りの深さが

伝わってきます。矢ヶ崎さんの報告に私たち例会参

加者も涙を堪えることができませんでした。 

矢ヶ崎さんの報告がもっと多くの人たちに伝わる

ようにしなければと思います。私たちも沖縄の現状

を多くの人たちに知らせ、基地のない沖縄と日本を

実現する運動を強めなければと思います。そして京

都にある私たちの「会」として、京都の米軍基地（経

ヶ岬Ｘバンドレーダー）に強い関心を持ち、撤去を

求めていく必要性を思います 

平信行さん（南区）の 

ｆａｃｅｂｏｏｋ 投稿より 
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２０１６年 ７月１１日 

京都被爆２世・３世の会会員ご一同 様 

 

熊本被爆二世・三世の会 

      会長  青木 栄 

 

御   礼 
 

 

日々、被爆者の皆様と共に活動を続けておられる貴会の活動に対して、同じ被爆

二世として心より敬意を表します。 

 さて、二の度の熊本地震に際して、貴会の会員の皆様が集めていただいた支援金

をお送りいただきまして誠にありがとうございました。ずいぶんとお礼を申し上げ

ることが遅くなり、申し訳ありませんでした。幸い、私どもの会員、被爆者の方に

人的被害はありませんでしたが、自宅が被災された方は数多くおられる状況です。 

熊本地震から早３か月ほどが経過しようとしています。前代未聞の２度にわたる

大地震とその後も延々と続く余震、それに加えて６月中旬以降の大雨も重なり、さ

まざまな不安や心配が重くのしかかり、復旧復興の光がなかなか見えない日々でし

た。 

そのような中にあって、貴会におかれましては見舞金を早々にお届けいただき、

誠にありがとうございました。結局、今年度は私どもの会の総会開催を中止せざる

を得ませんでしたが、１０月１日（土）、２日（日）両日に全国の被爆二世・三世

の方々に呼びかけて「被爆二世交流会」を熊本の地で開催し、合わせて吉田敬三さ

んの「被爆二世の肖像」写真展も同時開催したいと考えています。ぜひお時間が許

せば、熊本にお越しいただき、少しずつではありますが復旧復興に向けて歩んでい

る姿を見ていただければ幸いに存じます。また、改めてご案内を差し上げますので、

その時はよろしくお願い致します。 

 

まだまだ先の見えない不安を抱えた中での生活を強いられそうです。しかし前を

向いて歩いていくしかおりません。この間のご支援に対して感謝申し上げ、引き続

きご指導をいただきますことをお願いいたします。 

 

 

４月２３日の２０１６年度総会の会場で熊本地震救援募金をよびかけ、それを熊本被爆二世・三世の会

に送らせていただきました。そのお礼状を下記のようにいただきました。 

まだまだ厳しい状況が続いているようです。引き続き応援をしていきたいと思います。 
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ノ―モア・ヒバクシャ訴訟 

東京地裁でまたもや原告全員勝訴 ６月２９日 
 

■広島・長崎の被爆者が原爆症の認定を求めて訴

えているノ―モア・ヒバクシャ訴訟で、６月２９

日（金）東京地裁（第２次）の判決があり、６人

の原告全員が勝訴しました。東京地裁は昨年１０

月２９日の第一次判決（原告１７人）に続く全員

勝訴です。 

 国・厚生労働省は２０１３年１２月１６日に原

爆症認定の新しい審査方針を決定し、爆心地から

の距離や被爆地に入った時期を重要要件に認定

基準を狭く厳しく設定しました。そして被爆者の

被爆状況や病気の状態など考慮することなく、国

の定めた基準から僅かでも外れている場合は徹

底して却下処分にしてきました。今回の判決を含

めてこれまでの一連の司法判断は、こうした国の

掲げる「科学的知見」は不確かなものであり、実

際に遠距離で被爆した人や後々になって被爆地

に入った人でも重い病気を発症している現実を

直視しなければならないとしてきました。放射性

降下物による内部被ばくの影響も十分考慮すべ

きとしています。国の定める距離や時間は「目安」

に過ぎず、不確かな「科学」をたてに被爆者を切

り捨ててはならないと裁判所は断罪しているの

です。 

■２００３年以来続く原爆症裁判の判決はいよ

いよ明瞭に積み重ねられてきており、司法の判断

と行政との間のかい離をますます大きくしてい

ます。被爆者は国に申請しても認められないが、

裁判に訴えれば認められる。まるで「認定して欲

しければ裁判しろ！」とでも言われているような

現状です。しかし、誰もが裁判できるわけではあ

りません。裁判できる人は認定されるが、そうで

ない人は泣き寝入りしなければならない。こんな

不公正・不公平はあってはならないことです。 

被爆者の年齢はますます高くなり平均でも８

０歳を超えました。重い病気で苦しんでいる人も

少なくありません。今回の判決を受けた原告の一

人もすでに他界され、ご家族が裁判を承継された

人でした。国は裁判所の下している厳しい判決を

真摯に受け止め、早期に認定制度の抜本的改正を

行なうべきです。これ以上高齢の被爆者を裁判に

よって苦しめたりすることなく、問題の抜本的解

決をはからなければなりません。 

■近畿のノ―モア・ヒバクシャ訴訟は現在２１人

の原告が闘っています。裁判は地裁、高裁と、最

高裁にまで及んでいます。近畿でも全員勝利する

よう運動をさらに強めていきます。世論にも訴え、

裁判の勝利と認定制度の抜本的改革の実現をめ

ざしていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東京地裁(第２次)判決 勝訴原告の概要 

   年齢 被爆地 被爆状況 申請された病気 国の主張・争点 

Ａさん ８０歳 長崎 ４.２㌔ １２日入市 慢性心不全 狭心症であって心筋梗塞とは異

なると主張された、被爆の程度も 

Ｂさん ８４歳 長崎 ３．０㌔ 黒い雨など 心筋梗塞 被爆の程度が低いとされた 

Ｃさん ８０歳 長崎 ３．０㌔ 前立腺がん 経過観察を治療なしとされた 

D さん ８５歳 長崎 ３．０㌔ ２日後入市 甲状腺機能低下症 被爆の程度が低いとされた 

E さん 故人 広島 ３.６㌔ 黒い雨 胃癌、大腸癌、肺癌 被爆の程度が低いとされた 

F さん ７８歳 広島 ２.２㌔ 甲状腺機能低下症 被爆の程度が低いとされた 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№４５    ２０１６年 ７月２５日 

８ 
 

■被爆者数   

区分 平成２８年 前年差 

１号 直爆 １０７，９１１人 －５，７７４人 

２号 入市 ３９，７７１人 －２，７５８人 

３号 救護等 １９，１１４人 －８９９人 

４号 胎内 ７，２２４人 －６８人 

全国合計 １７４，０８０人 －９，４３９人 

京都府 １，０２０人 －４５人 

 

■各種手当等支給 

 医療特別 特別手当 健康管理 介護手当 家族介護 

 手当  手当  手当 

全国合計 ８，５１１人 １，６２２人 １４５，７４０人 １６，４１４人 １６，１９６人 

京都府 ４７人 １３人 ７７３人 １２７人 ６５人 

 

■被爆者数の推移 

年度 被爆者数 前年差 

１９８０年 ３７２，２６４人  

２００４年 ２７３，９１８人  

２００５年 ２６６，５９８人 －７，３２０人 

２００６年 ２５９，５５６人 －７，０４２人 

２００７年 ２５１，８３４人 －７，７２２人 

２００８年 ２４３，６９２人 －８，１４２人 

２００９年 ２３５，５６９人 －８，１２３人 

２０１０年 ２２７，５６５人 －８，００４人 

２０１１年 ２１９，４１０人 －８，１５５人 

２０１２年 ２１０，８３０人 －８，５８０人 

２０１３年 ２０１，７７９人 －９，０５１人 

２０１４年 １９２，７１９人 －９，０６０人 

２０１５年 １８３，５１９人 －９，２００人 

２０１６年 １７４，０８０人 －９，４３９人 

 

２０１６年３月末の 

被爆者データが公表されました 
 

 厚生労働省から平成２８年（２０１６年）３月末日現在の被爆者関連資料が公表されました。 

 全国の被爆者数（正確には被爆者健康手帳所持者数）は昨年より９，４３９人減少して１７４，０

８０人となり、１８万人を下回りました。昭和３２年（１９５７年）に被爆者手帳の制度が始まっ

て以来最少の人数となりました。 

被爆者数の最も多かったのは昭和５５年（１９８０年）の３７２，２６４人ですが、その後減り続

け、年々減少幅が大きくなってきています。 

 京都府の手帳所持者数は１，０２０人となり、昨年より４５人の減少です。 

 全国の被爆者の平均年齢は８０．８６歳、昨年より０．７３歳の上昇となりました。高齢化が一層

進行しています。 

 医療特別手当の支給される認定被爆者数は全国合計で８，５１１人です。昨年より２３８人減少し、

依然として被爆者数の５％にも満たない（４．８８％）厳しい状況が続いています。 

 京都府の認定被爆者数は４７人で昨年より２人多くなっています。 

 介護手当・家族介護手当の受給者は全国合計で３

２，６１０人（平成２７年度受給延件数）、昨年よ

り減少しています。京都府も１９２件で昨年より

減少です。介護手当・家族介護手当の受給は都道

府県によって大きな差があり、今後十分に検討し

ていく必要があります。 
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ビキニ事件は終わらない・・・そしてフクシマ 
山下正寿さん

太平洋核被災支援センター事務局長 

 

 

２０１１年３月１１日の東日本大震災。私は、

福島第一原発事故のニュースに釘付けになりな

がら、「これはおかしいな」とすぐに思った。「ビ

キニ事件に似ている」と強く感じた。ニュースは

何もはっきり言わなかった。今、原発ではどのよ

うな現象が起きているか。メルトダウンは起きて

いるのか、いないのか。放射線量はどうなってい

るか。それは、人間の体にどのような影響を与え

るか。ああ、これはビキニ事件の時のやり方が悪

用されるかもしれないと感じた。ビキニ事件は、

大きな力によって６０年近くも隠され続けた。同

じように、その力は、福島の事故を隠す可能性を

感じた。 

 

当時、私は東京のある病院で治療を受けていた。 

入院しながら、この事故が長期化すること、福

島が孤立させられる可能性があること、そして事

故をめぐる話がそのうち、わからなくされてしま

う恐れがあることを感じていた。 

そこで病室に森康行監督（映画「種まきうさぎ」

の監督）にきてもらった。 

私は森監督に「福島の若い人たちが未来をどう

見つめていくかという映像を今、残しておく必要

があるのではないですか」と伝えた。 

「種まきうさぎ」の撮影が始まった。登場して

いるのは本当に普通の高校生たちである。しかし、

高校生たちは撮影された半年間に大きく変化し

ていった。私も、まさかマーシャルにまでいくと

は思わなかったが、彼ら・彼女らは、「６０年後

の福島をみたい」と、いった。そこで見た現実と、

島民のエネルギーを受け、高校生たちは福島の現

実をどのように自分のものにして、それを伝えて

いくのは自分たちだと、変化していく。 

 

ビキニ事件から６２年が経った。どうしてその

全容が隠されてきたのか、ずっと考えてきた。情

報コントロールがあったことはわかっているが、

それだけではない。この壁は何だろうか。ただご

とではない「何か大きな力」が働いていることを

実感してきた。 

国は情報を開示しない。それどころか「なきも

の」にしてしまう。 

かつて、高知県の山原健二郎議員が、国会で質

問した。しかし国は「資料がない」、「追跡はでき

ない」、「解決済みだ」と答弁し続けた。 

アメリカに資料があるはずだと考えた私はＮ

今年４月２日（土）、核兵器廃絶ネットワーク京都を中心にした実行委員会主催で「被ばくと平和を考

えるフォーラム『山下正寿さんと種まきうさぎ』」が開催されました。プログラムの一つとして太平洋核

被災支援センターの山下正寿さんによる講演「『ビキニ事件は終わらない・・・そしてフクシマ』が行わ

れました。その講演録を以下に紹介します。 

尚この講演録は京都反核医師の会ニュースからの転載です。 
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ＨＫ広島、高橋博子さん（当時、広島市立大学）

の協力を得て、アメリカの国務省で資料を見つけ

た。被災船５００隻、脱毛や歯茎から血が出たと

いうような、船員の症状の記録も見つかった。厚

生省が国会で「ない」と答弁し続けてきた人体の

影響の記録であり、隠され続けてきた資料である。

この資料は、日本の外務省からアメリカ大使館へ

渡り、国務省へ届けられていた。当時のアメリカ

が慰謝料を払うためにといって、日本政府に資料

を出させたのだった。これが日本では開示されず、

アメリカに届いていた。 

私たちはこれをもとにして、一昨年の１１月、

ＮＨＫを通じ外務省に資料公開させた。そして、

厚労省との交渉に入った。 

厚労省に対しては、国会議員を通じてヒヤリン

グし、嘘をつけなくした。外務省の公開した資料

を見せて「これは厚労省の資料だ。出しなさい」

と要求した。とうとう厚労省も「探してみる」と

いう話になった。 

しばらくして厚労省から連絡があり、「資料は

省内にありませんでしたので、外を探してみます」

という。「外って何のことか」と思ったが、厚労

省は茨城県に倉庫を持っていたのである。 

倉庫から、段ボール二箱分の資料が出てきた。 

当初、私たちの窓口になっていた厚労省の総務

課長補佐はまじめに対応してくれていたのだが、

第２次安倍内閣が発足し、塩崎厚労大臣が就任す

ると総務課長補佐が異動し、後任の課長補佐に代

わると対応が変わってきた。 

新しい課長補佐は、「記者会見はいつするのか」

などと聞いてきた。私は「それはあなた方に関係

のない話だ」と答えた。８月にＮＨＫがビキニ事

件のドキュメンタリー報道したことを気にして

いるようだった。 

外務省が開示した資料では医師の検査結果（血

液、尿など）診断書が黒塗りされていた。別に個

人の名前も書いてあるわけではないのに、どうし

てなのか。これまで６０年も隠し続けておいて、

やっと出したと思ったら黒塗りである。国会議員

も黒塗り資料に厚労省を詰めた。 

そうしてやっと１３０ページくらいの資料が

出てきた。 

書かれていた医師の検査結果に、初期症状や血

液検査について記されており、最後には「引き続

き追跡調査をする」と書いてあった。国というの

は、肝心かなめの資料を隠すのだと強く感じた。 

農水省の方は最初、大臣がいきなり「謝罪」し

てしまった。その大臣はすぐに辞めてしまい、そ

の後農水省から出された資料のほとんどは役に

立たないがらくたばかりだった。しかし、重要な

資料が「中央水産研究所」の図書館にあるとわか

った。協力者を募り、資料１１００ページをカメ

ラで接写した。さらに、静岡県の清水市にある「国

際水産資源研究所」にいき、元データをとりにい

った。それは、１９５４年３月から５月にかけて、

もっともたくさんの灰が降った時期の操業記録

だった。 

そこには、「第八順光丸」という名の、注目し

てきた船のデータもあった。 

この船舶は、海上保安庁の記録では危険区域か

らずっと遠い航路を通っていたことになってい

た。しかし、これはおかしい。なぜならこの船は

煙突が３万カウントも汚染されている記録があ

ったからだ。 

遠洋漁業している人たちは、毎日無線で報告す

る義務がある。操業記録をみると順光丸はビキニ

近くを通過していた。データに基づいて、事実を

つかんでいくことが大事である。 

当時政府が出した調査船による第１次俊鶻丸

調査がある。これは、科学者が協議し、専門分野

別に意見を出しながらマーシャル海域に入って

調査したものだ。 

俊鶻丸は６月１２日、ビキニから６０キロの汚

染された海域に突入し、調査を始めた。放射能に

よる海洋汚染が著しく、水しぶきすらも危ない。

調査員は完全防備で臨んだ。調査の結果、汚染さ

れたプランクトンを食べた魚が危ないこと、とり

わけ「カツオ」の内臓が危ないことがわかった。

しかし、カツオは検査から政治的判断から外され

た。カツオの肝臓などは特に危ないはずで、それ

を食べた人は確実にいたはずで、その人はどうな

っただろうか。 
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地図をみると、第五福竜丸のすぐ下に第八順光

丸がある。６回の核実験の時近くにいた船、危険

な海域にいたのは、第五福竜丸だけではなかった。

何よりも人体への影響を掴み、証明する必要があ

る。 

広島県医科大学の放射線医学の星先生にお願

いしてチームを結成してもらった。放射線の影響

を調べるのに、「歯の検査」は重要である。奇跡

的に手に入った船員の抜歯を検査した。分析して

もらうと、３１９ｍＳｖの放射線を浴びた可能性

があることがわかった。さらに驚いたことに、こ

の歯は外側と内側で影響に違いがあった。これは

β線の影響だと推定された。 

船員は荒波で潮を被る。検査した抜歯は、たま

たま笑ったときに外へ出る歯だった。外側から強

く放射線を浴びた可能性が高い。 

血液検査での染色体異常も確認された。 

こうして、労災申請に９月２２日、踏み切った。

しかしやってみるとこれは大変な作業だった。亡

くなられた方の死亡診断書すらスムーズには出

てこない。当時の医師の診断書も出ない。６０年

の年月は大きかった。 

しかし、何とか苦労して集め、これから審査に

入ることになっている。 

しかし、安倍政権は情報を抑える立場の内閣で

ある。労災申請だけでは跳ね除けられる可能性が

ある。私たちは国家賠償請求を同時進行すべきと

判断した。 

国は、６０年もの間、資料を持っていたのに出

さなかった。そのために救済は遅れた。国家が直

接関与し、アメリカとの関係を優先し、漁民への

補償を切り捨てた、犯罪的な事件である。 

さらに国は、第五福竜丸の事件が明るみに出て

以降も、マーシャルでの操業を禁止すらしなかっ

た。国・水産庁が止めるべきだった。 

今、原告になっていただく人を募集している。

遺族の方は、本当に普通に暮らしている人たちで

ある。原告になることはハードルが高いだろうと

考えていた。しかし、みんな書類にサインをして

くれる。遺族の人たちはものすごく怒っていた。

苦しみ抜いて亡くなっていった家族の姿を、遺族

の人たちは心に刻みつけていた。「お父さんはな
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ぜ、あんなに苦しんで死なねばならなかったの

か」・・・と、亡くなった船員たちの悔しさを受

け継いでおられた。 

 

最後に、ビキニのことを福島でどう生かしてい

くのかについてふれたい。 

求めるべきはまず、徹底した情報開示である。 

それから、子どもたちの「歯」を調べること、

血液検査を実施すること、特に、原発労働者の

方々は真っ先にせねばならないだろう。国や福島

県をあてにせず、私たち自身がチームをつくるこ

とが必要だ。科学的な、決定的な証拠。これを権

力は恐れている。 

私は教員だったから、よけいにそう思うのだが、

今も福島県の教育委員会は本当にひどい。浜通り

の高校生が避難する。すると県は避難した子ども

たちと在校生を合わせないという対応をする高

校があったと聞いた。これが教育だろうか。 

震災以前から、学校格差を生み出してきた教育

が、今もあることを忘れてはならないと考えてい

る。 

学校教育の目標は、自分の頭で考え、討論し、

他人の意見を聞き、自分の考えに取り入れ、自ら

の主体性を形成するものだ。 

１８歳選挙権がついに始まった。自分の問題と

政治を重ねて考え、自分の進路にも生かす。こう

した教育が大切だと思う。 

映画「たねまきうさぎ」の青年たちが見せてく

れたように、福島原発被災から核兵器廃絶の課題

まで、足元の地域の学習課題と結んでいく実践が

必要だと思う。 

（了） 

 

 

 

 

 

 

高知地裁でビキニ国家賠償訴訟の初弁論 原告「核被害隠しだ」 
（２０１６年７月１日 高知新聞） 

１９５４年の米国のビキニ水爆実験を巡って、周辺で操業していた高知県内の漁船の元漁船員ら４５人が

国を相手に、被ばく線量に関する公文書を２０１４年まで開示しなかったのは違法だとして、元船員ら１人

につき２００万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が７月１日、高知地裁（石丸将利裁判長）で開

かれた。国側は争う姿勢を示し、９月末までに反論書面を出すとした。 

核実験のあった海域には、死者の出た第五福竜丸のほか、高知県などの漁船が多く操業していた。福竜丸

以外の船員らに対する被ばく線量の追跡調査を行わず、文書も公開してこなかった政府の対応を、司法がど

う判断するか注目される。 

弁論で原告側は、ビキニ実験の被害実態を長年調査してきた太平洋核被災支援センター（宿毛市）の山下

正寿事務局長（７１）が意見陳述に立った。 

「閃光（せんこう）が走り、暴風の後、水平線が盛り上がり、キノコ雲が現れた」「船員たちは白い灰を手

でかき集めたりしていた」という高知県の元船員の証言を紹介。この後、全員がひどい下痢になり、元船員

は吐血し肝がんで死亡したと述べた。 

文書開示までの経緯を「厚生労働省は『ない』と言い続け、米公文書

館で発見され、国会で追及されてやむなく開示した。地球規模の汚染を

もたらした水爆実験の被害が第五福竜丸だけで済むはずがない。日本現

代史上まれに見る核被害隠しだ」と強い口調で訴えた。 

これに対し、国側は訴えの棄却を求める答弁書を陳述。「事実関係を

調査中」とし、９月末までに提出する書面で、訴状に対する認否や反論

内容を明らかにするとした。 
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６月２９日（水）／原発賠償京都訴訟第１５回口頭弁論の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

参議院選挙の真っ最中、しかも雨とあって、傍

聴参加者が相当減るのではないかと危惧してお

りましたが、徐々に人が増えて抽選番号リストバ

ンドの配布が始まってそれほど時間が経たない

うちに配布数が１００枚を超えたという報告が

入ってきました。抽選だ！いつもより記者席が多

く取ってあったため、２０名ほどの人が抽選に漏

れ、弁護士会館での模擬法廷の方に行っていただ

きました。 

 

雨の中、お越し下さったみなさま、本当にありが

とうございました。 

 

法廷では、前回持ち越しに なった準備書面３

８，３９については「陳述した」と確認。原告側

は準備書面４０（損害）、４１（土壌汚染）、４２

（国の求釈明への回答）の３つを提出し、そのう

ちの４１について鈴木順子弁護士がプレゼンを

行ないました。 

 

その要点は（と言いながら、少し長くなりますが）、 

◆いわゆる自主避難の社会的相当性の判断には

公衆被ばく線量限度を定めた法規範や基準が重

要である。今回、すべての原告について原子力規

制委員会のＨＰから避難元地域の避難時点およ

び現時点の空間線量を整理した。 

◆中には、その数値が１mSv／年を超えない地域

もあるが、公衆防護の法規範は空間線量だけでは

ない。弁護団は該当地域に赴き、避難元地域で土

壌を採取してきた。その結果、多くの地域で４万

ベクレル／㎡を超える土壌汚染を確認できた。こ

れは放射線障害防止法でいう「管理区域」に相当

する。 

◆放射線障害防止法は「放射線作業に従事する者

および一般国民の受ける放射線量を放射線障害

の生ずる恐れのない線量以下にすること」を基本

原則として、様々な規制をしている。放射線作業

従事者については、適切な作業環境、被ばく線量

の測定、定期的な健康診断を義務付けた上で年実

効線量限度を５０mSv／年としているのに対し、

一般公衆は年実効線量限度を１mSv／年と低く

設定されている。 

◆その理由としては、①公衆には放射線感受性の

強い子どもが含まれる、②公衆には被ばくについ

て選択の自由がない、③公衆には被ばくによる直

接的利益がない、④公衆は放射線管理の下に置か

れていないなどがあげられる。 

◆上述の放射線管理区域においては、①立ち入り

制限②放射線汚染物の持ち出し禁止③線量測定

義務④教育訓練義務⑤健康診断実施義務が課さ

れている。また飲食や喫煙も禁止されている。 

◆原告らの避難元は、そのほとんどが管理区域お

よび飲食等が禁止されるべき地域に該当する。そ

のような地域から避難し、避難を継続することは

社会通念に照らして相当な行為であり、避難と原

発事故との間には相当因果関係がある。 

◆数は少ないが、土壌汚染が４万ベクレル／年に

満たない避難元地域がある。原子炉等規制法には

「廃棄物を安全に再利用できる基準（クリアラン

スレベル）」（１００ベクレル／㎏、換算すると６

５００ベクレル／㎡）があり、このレベルを超え

る廃棄物は放射線汚染物とし て管理され、生活

環境に存在してはならないものとされる。土壌汚

染が低いところでもこのレベルを超えているの

で、放射線障害を防ぐ目的で避難し、避難を継続

することは社会的相当性を有する。 

というものでした。 

 

閉廷後は弁護士会館で報告集会を開催しまし

た。はじめに原告を代表してお礼の挨拶があり、

傍聴ポイントカードの発案者でもある福島さん

から、今回で完成したポイントカードの言葉、皆

勤した場合は「あなたの参加が国を動かす」であ

ることが発表されました。これまでの傍聴カード
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は今回で終わりますが、景品が当たった回以降の

ポイントは次の傍聴カードに引き継がれますの

で、捨てないで次回期日にお持ちください。 

 

前回みなさまのカンパを頂いて参加した５月

３０日 の福島県要請行動の報告のあと、支援す

る会の共同代表に就任された京都「被爆２世・３

世の会」代表世話人の平信行さんによる「ノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟（原爆症認定訴訟）について」

と題するミニ講演がありました。平さんは、被爆

者の現状、ヒバクシャ援護制度の歴史とその問題

点、支援活動を通して感じたことなどを限られた

時間の中で簡潔に話してくださいました。原発賠

償訴訟との関連で特に強調されたのは、①具体的

な体験事実から出発すること―被害の実相と被

爆体験を明らかにしていくことが最も重要、支援

する側も原告被爆者の体験証言を最も大切にし

てきた、原発賠償訴訟でも原告の陳述書、本人尋

問はとても重要、②広範な人々に支持され、世論

に支えられる闘い―被爆の実態、被爆の影 響、

裁判の実態をどれだけ多くの人々に知らせきれ

るか、毎回の裁判の様子を広く知らせることが必

要という点でした。最後に平さんは、「原発賠償

訴訟は原告のためだけではなく、社会が核の脅威 

から解き放たれる突破口となる裁判だ」として、

「傍聴支援も裁判所を圧倒的に包囲するぐらい

の状況をつくっていく必要がある」と強調されま

した。 

続いて関西訴訟原告とサポーターからの連帯

の挨拶、支援者の方々からの催しの呼びかけやア

ピールがあり、最後に「京都ピアノとうたの音楽

ひろば」代表の上平知子さんが、自身が作詞され

た歌「あなたへ」（作曲は重吉和久さん）を披露

され、会場に感動を与えました。この歌について

は、会場でもお配りした「民の声新聞」（フリー

ジャーナリスト鈴木博喜さんのネット新聞）の記

事（２０１６年３月２４日「ただ大切な人を守り

たい」。歌に込められた原発避難者のいま～京都

の上平知子さん作詞「あなたへ」）がよく伝えて

います。傍聴に参加できなかった方はぜひネット

検索して御覧ください。 

 

次回期日は１か月後の８月３日（水）１４時開

廷（集合は１３時２０分）ですので、ぜひご参加

ください。 

 

尚、今回は久々に午後からの開廷だったことも

あり、報告集会のあと「原告・弁護士・支援者の

交流会」を行ないました。子どもの小さい原告さ

んは出席が難しい中、原告６名、関西訴訟原告１

名、弁護士３名、支援者９名、支援する会共同代

表２名、事務局スタッフ５名の計２６名が参加し、

交流 を深めました。 

 

◆今後の口頭弁論期日◆ 

第１６回 ８月 ３日（水）１４時 

第１７回 ９月２３日（金）１０時３０分 

第１８回 １１月２日（水）１０時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

報告集会でのミニ講演会 
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ヒバクシャ・ピースマスクプロジェクト 
山根和代さん（右京区） 

 

 ６月１２日常光院でビバクシャ・ピースマスクプロジェクトを支援するパーティが開かれました。こ

のプロジェクトの三つの目的は（１）７０年にわたり被爆者の方々が核兵器廃絶への思いを世界に向け

て発信し続けていることに敬意を表し、その思いをさらに多くの人々に届ける。（２） 日増しに大きく

なる核戦争の脅威に対し、全世界の注目を集める。（３） 次世代のために、核の脅威を縮小し、根絶す

るために様々な面から議論をひきだしていくことです。 

そして日本人以外の犠牲者も含む被爆者、被爆二世、三世などすべての世代にまたがる１００人をモ

デルに１００個のピースマスクを制作し、ヒバクシャ・ピースマスクの巡回展を日本及び海外で行い、

またヒバクシャ・リビングメモリアル (Living Memorial)* を国内外の複数の場所に開設することを目

標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右から被爆者の近藤紘子さん（お父さんの谷本清さんは、ジョン・ハーシーの Hiroshima に描かれて

います。）、花垣ルミさん、被爆二世の山根和代 

 

なお詳細はファイスブックで知ることができます。平 信行さんや

花垣ルミさんはすでにピースマスクを制作されています。また現在こ

のプロジェクトの成功のためにクラウドファンディングを行ってい

ます。 

https://www.facebook.com/Peace-Mask-Project-560580413963633/ 

https://readyfor.jp/projects/peacemask 

https://www.facebook.com/Peace-Mask-Project-560580413963633/
https://readyfor.jp/projects/peacemask
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■沖縄戦全記録  NHK スペシャル取材班／著 

■沖縄の新聞は本当に『偏向』しているのか  安田浩一／著 

７月の例会で「矢ケ崎さん」が「沖縄県民集会」の模様を、怒りをもって報

告されていましたが、沖縄県民の感情・気持ちをなかなか本土の人が、理解し

てくれない、わかってくれない、という思いを重く受け止めなくては、と思い

ました。 

沖縄県民の「戦争を憎む気持ち」「基地反対の気持ち」は、沖縄が第２次世

界大戦末期に巻き込まれた“狂気の戦場”を経験した想い・経験があるからで

はないか。『沖縄戦全記録』は、１９７２年から始められた沖縄戦体験者の聞

き取りテープ１０００本から見えてきた「沖縄県民の闘い」を、ドキュメント

化し単行本化したものである。戦争中、そして戦後も国が、如何に沖縄県民に

犠牲を強いてきたのか、住民の言葉で語られている。沖縄戦で傷ついたのは沖

縄県民だけでなく「アメリカ兵」も多くが傷ついている。ここに沖縄の「平和」

に対する思いの原点があるような気がする。この事実は決して忘れてはいけな

いのではないか。 

そしてその沖縄県民を「蔑視」したような発言を、当の沖縄の２つの新聞社

が「どのように受け止め・感じた」のかを書かれたのが『沖縄の新聞は本当に

『偏向』しているのか』である。「沖縄の二つの新聞はつぶさないといけない」

という発言に怒っているわけではない、では「何に怒っているのか」「どうし

て怒っているのか」を取材現場・記者を通じて、本土の人に訴えている。 

ここにも、沖縄の人たちの思い・怒りが述べられている。政府の方針に反す

る記事を書けば「偏向している」と批判され、本土の人間からは「誤解と偏見」

で沖縄を見られ、ののしられる。ここには、「基地問題」を書きたくて記者に

なったのではなく、経済記事・芸術記事を書きたくて新聞記者になったのに「基

地問題」を書かざるを得ない記者、沖縄出身ではなく本土で生まれ育った記者

が、そして沖縄出身の新聞記者の想いが淡々と書かれている。それだけ「基地問題」が深刻である、と

いうことを「現地の立場」で「沖縄県人の目」を通して記事にしているだけなのに「偏向」している、

と非難される。「生活者目線」で記事を書くのが、「何故悪い」、「基地問題は人権問題である」という記

者の言葉。今、日本のマスコミが忘れかけている「記者としての視点・視線」がここにはある。だから

時の政府は怖いのだろうが。 

今改めて、沖縄の現状を知るのに、大変役にたった。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

新日本出版社 

１，８００円（＋税） 

朝日新聞出版 

１，４００円（＋税） 
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■これからもよろしくお願いします 

山根和代さん(右京区) 

３月に退職後、大学客員研究員ということで会

議への参加や講義を留学生に時々しています。 

またノーモアヒバクシャ記憶遺産を継承する会

の理事会に時々参加したり、ヒバクシャ・ピース

マスクプロジェクトに参加しています。 

１０月には被爆者の資料がある平和資料セン

ター（アメリカオハイオ州ウィルミンゴン大学）

へ行って、講義や平和資料センターの資料を調査

の予定です。 

ビキニ被災支援には高知に住んでいましたの

で、関わりを持っています。 

今後もよろしくお願い致します。 

 

■矢ヶ崎さんの報告、素晴らしかった 

石角敏明さん(長岡京市) 

昨日の「矢ケ崎さん」の報告、大変すばらしか

ったです。それで、というわけではないのですが、

彼女の報告に関係があるかも？と思い、本、２冊

を紹介しました。うまく表現できていませんが。 

 京都府原爆被災者の会(京友会)主催の慰霊祭が

７月３１日に行われます。私も参加できるかどう

か今のところ不明ですが、できれば参列したいと

おもっています。参列できれば、又様子を報告し

たいと思います。 

 

■とてもハードだった６月の活動 

守田敏也さん(左京区) 

６月はかつてない忙しさで、講演１５回、応援

演説３回、企画参加３回（埼玉出張を含む）、会

議参加３回（篠山含む）でした。さらに講演ごと

にパワポをカスタマイズしているので、ほとんど

夜はその作業に奪われて、「明日に向けて」もも

っとも更新できませんでした。７月に入ってから

も選挙応援なので、よくぞこれだけのことをこな

したなという感じでした。 

参院選の応援演説は心を込めて行いました。喜

んでいただけたと思います。京都市内だけでなく

ほぼ同じ内容を舞鶴、綾部でもお話しましたが、

昨夜それを「明日に向けて」に掲載しました。 

来週の会議参加、楽しみにしています。 

 

■充電して次に向う！ 

井坂洋子さん（北区） 

ずっと休みなしだったからこの前１日休みを。

午前はシーツやタオルケットなど山のような洗

濯。そして、何日ぶりかの掃除(と言っても私が

したわけではないが)お昼は前から気になってた、

大徳寺の北の「レモン館」へ。おまかせ弁当の美

味しかったこと。甘鯛ともち米の蒸し物とズイキ

の練りゴマあえが最高。お腹いっぱいなのに、お

店の名物という、抹茶白玉を。これも最高！午後

からはこの選挙で一緒に頑張った人たちとメッ

セージのやり取り。みんな市民と野党共闘の広が

りに喜び、改憲阻止に希望をもってはる。東京都

知事選に応援に行くよという人も。 

いろんなつながりがいっぱいでき、市民と野党

共闘に希望の見えた参議院選。充電して次に向か

う。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■原発賠償訴訟報告集会でミニ講演 

平 信行さん（南区） 

６月２９日、京都に避難されている原発事故被

災者のみなさんの原発賠償京都訴訟第１５回口

頭弁論が行われました。法廷終了後京都弁護士会

館で報告集会があり、その中で３０分ほどの時間

でノーモア・ヒバクシャ訴訟(原爆症認定訴訟)に

ついてお話しさせていただきました。被爆の実態

とかけ離れた認定制度の現状、実態に基づいた運

動と闘いが放射線影響の新しい知見をも切り開

いてきたことなど、闘いの歴史と現状とこれから

について私の分かる範囲でお話ししました。 

 報告集会終了間際、この日あったノーモア・ヒ

バクシャ東京第二次訴訟の判決結果が分かり、６

人の原告全員の勝訴を報告し、会場いっぱいから

の拍手をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆２世が提訴へ 援護法の適用求め、初の集団訴訟 

被爆者の子らでつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」は１６日、国を相手に 

被爆者援護法の適用を求めて集団提訴することを明らかにした。被爆２世への援護を求める集団提訴

は初めて。訴訟は年内にも起こす見込みという。 

原告は全体で５０〜１００人程度になる見通し。被爆２世は放射線による遺伝的影響を否定できず 

健康被害への不安を抱えているのに、国は放置して

きたとして賠償を求める方針だ。全国被爆二世協の

平野克博事務局長は「何もしてこなかった行政の不

作為を問う」と話す。 

（２０１６年７月１７日／朝日新聞） 

 
広島市で開かれた「広島県被爆二世団体連絡協議会」の総会

＝１６日午後 

scrapbook 

■広島とカープ 復興の軌跡 西区・泉美術館 初Ｖなどの写真展開幕 

原爆が投下され廃虚となった広島が、広島東洋カープと歩んできた道のりを写真でたどる「復興の

記憶 カープ物語」が１４日、広島市西区商工センターの泉美術館で始まった。同美術館と中国新聞

社の主催。９月４日まで。 

カープは被爆から５年後、希望のともしびにと資金や選手確保の見通しもないまま生まれた。ピン

チはいつもまちぐるみで乗り切った。球団誕生から現在までの広島の喜怒哀楽を、中国新聞社などが

撮影した写真１０５点で振り返る。１９７５年の初優勝のチャンピオンフラッグ（レプリカ）なども

展示している。 

朝一番に訪れた佐伯区の山口勤さん（７３）は「太田川の渡しに

乗って総合球場に行っちゃあ、もぎりのお兄さんがいなくなるまで

待ってただで見とった。逆転勝ちを１度見て、うれしかった」と懐

かしんでいた。 
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編集後記 

７月１６日午後２時から、初優勝に中継ぎ左腕として貢献した渡辺弘基さんらＯＢのトークショー

を開く。期間中、球団草創期を描いた紙芝居の上演、小中学生の感想文コンクールもある。同１８日

を除く月曜休館。                    （２０１６年７月１５日 中國新聞） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼４月に発生した沖縄県うる

ま市での元米海兵隊員による

女性殺害事件。これを糾弾し海

兵隊の撤退を求める沖縄県民大会

の開催（６月１９日）。沖縄の人々の思いを是非

レポートして欲しいと矢ヶ崎さんにお願いして

いました。会報掲載の前に例会で報告会を行なう

ことになり、そちらが先になりました。そしてそ

の直後、東村高江のヘリパッド着工という暴挙が

発生し、矢ヶ崎さんは急遽そちらにも駆け付ける

という大変な事態の中で、今回のレポートは寄せ

ていただきました。表紙掲載の写真のように「怒

りは限界を超えています」。 

▼４月２日に行われた「被ばくと平和を考えるフ

ォーラム」での山下正寿さんの講演も、是非２

世・３世の会のみなさんと共有したかった記録で

す。今現在も進行中のビキニ事件の解明と被災者

救援活動。今後も継続的に情報提供していきます。 

 

▼会報をより親しみやすく、読みやすいものにし

ていくために、漫画の掲載を熱望しています。素

人作品でいいのですが、趣味、特技を生かして、

会報にほっと一息入れてもらえるような漫画の

画ける方はありませんでしょうか？募集してい

ます。この人は、という方がありましたら是非ご

紹介、ご相談下さい。(平)

■原爆の絵 あの日継承 基町高生ら 証言基に３５点描く 広島市中区 

基町高（広島市中区）創造表現コースの生徒たち３０人が、市内の被爆者

１２人から聞き取った体験を表現した「原爆の絵」３５点を完成させた。被

爆者の記憶の継承を目指す取り組み。４日、同校に１２人を招いて作品を披

露した。 

生徒２４人、卒業生、教員各３人が７５～８８歳の被爆者を分担。約１年

かけて証言を聞いたり、被爆した場所を訪れたりして構想を練った。防火水

槽で息絶える人々や猛火に覆われる街など、被爆者１人につき１～５点の油

絵を仕上げた。 

亡くなったわが子を背負って「この子に水を下さい」と叫ぶ母親―。３年 

の津村果奈さん（１８）＝安佐北区＝は、爆心地から１・５キロの今の西区の自宅で被爆した岸田弘

子さん（７６）＝佐伯区＝が避難する際に出会った親子を描いた。 

この日、岸田さんと作品の前に立った津村さんは「子どもの表情を表現するのがつらかった」と話

した。 

事業は広島平和文化センターが２００７年度に開始。０８年度に最初の作品が完成した。被爆７０

年を過ぎ、記憶の継承を急ごうとセンターが被爆者への協力の呼び掛けを強化。９回目の今回、被爆

者と作品数は過去最多となった。作品は７月末まで校内で展示後、原爆資料館（中区）に寄贈する。 

（２０１６年７月１５日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

８ １ 月  

 2 火  

 ３ 水 
平和のための京都戦争展（国際平和ミュージアム） → ８月７日（日）まで 

原発賠償京都訴訟第１６回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 

 

４ 木 原水禁世界大会・広島 

 ５ 金 
原水禁世界大会・広島  被爆２世・３世交流と連帯の夕べ（１７時３０分・広島市） 

リおオリンピック開会式                        キンカン行動 

 ６ 土 

広島原爆記念日  原水禁大会・広島                   ６・９行動 

原爆犠牲者・世界の戦争犠牲者を追悼する京都平和の集い（７時４５分・檀王法林寺本堂） 

戦争展企画・被ばくと平和を考えるつどい「ビキニから福島へ」（１３時３０分） 

『放射線を浴びたＸ年後２』上映会＆伊東監督トーク（１８時３０分・ひとまと交流館） 

 ７ 日 原水禁大会・長崎 

 ８ 月 原水禁大会・長崎 

 ９ 火 
長崎原爆記念日                             ６・９行動 

原水禁大会・長崎 

 １０ 水  

 １１ 木 山の日 

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日  

 １５ 月 「終戦」記念日 

 １６ 火 京都五山送り火 

 １７ 水  

 １８ 木  

 １９ 金 キンカン行動 

 ２０ 土 日本母親大会 

 ２１ 日 
日本母親大会    リオオリンピック閉会式 

映画『放射線を浴びたＸ年後』上映会（１１時、１３時３０分・京都教育文化センター） 

 ２２ 月 映画『放射線を浴びたＸ年後』上映会（１4 時、１９時・京都教育文化センター） 

 ２３ 火 
スターリンがシベリヤ強制抑留秘密命令を発した日 

シベリア抑留慰霊「証言映像」上映会（14 時・ひと・まち・交流館京都） 

 ２４ 水  

 ２５ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

  ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火  

 ３１ 水  

 


