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京都「被爆２世・３世の会」のホームページを立ち上げました。 

ＵＲＬは http://aogiri2-3.jp です。 
 

■私たちの思い、活動を広く知っていただくため、有効に活用していきましょう。 

■みんなの意見を絶えず出し合い、よりよいホームページにしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
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 

１１月２７日学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合わさるもの」 ２ 

 被爆２世が見たチェルノブイリ原発事故から３０年の現地の状況（米重節男さん） ３ 

第３３回日本環境会議沖縄大会での報告「原発と地球人・地球環境の生存権」 

（守田敏也さん） ７ 

厚生労働省交渉・被爆二世についての要請と回答（神奈川県原爆被災者の会２世支部） ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 

「沖縄・憲法の及ばぬ島で」「沖縄の乱・燃える癒しの島」（石角敏明さん） １２ 

「戦後補償裁判・民間人たちの終わらない戦争」(平信行さん) １３ 

映画「この世界の片隅に」・映画「小さき声のカノン」 １４ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １５ 

SCRAPBOOK／ 核巡るマーシャル諸島の提訴、国際司法裁判所「審理権限ない（朝日新聞） １６ 

 ＜ビキニ水爆訴訟＞原告「なぜ実態隠す」 国への怒りあらわ（毎日新聞） １７ 

 米軍訓練住民不安根強く 福知山射撃場、防衛省が説明会（朝日新聞） １７ 

 「広島と同じ痛み」 ドクさん平和公園訪問 １８ 

編集後記  １８ 

行事カレンダー  １９ 

被爆体験の継承 ４７  長崎で被爆して、今思うこと 谷口チリ さん 
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ラボール京都 

東電福島第一原発事故被災者の健康と 
広島・長崎の被爆二世健康実態調査報告 学習講演会 

 

福島の被曝、そして 

広島・長崎の被爆の重ね合わさるもの 

 

■三田茂医師のお話し ＆ 

◇三田茂医師 × 守田敏也さん（フリーライター）のトーク 

■１１月２７日（日）午後１時３０分～４時３０分 

■ラボール京都 ４階第８会議室 （中京区四条通御前西北側） 

▼資料代 ５００円 

 京都「被爆２世・３世の会」は昨年「被爆二世健康実態調査」

を行いました。今回の企画で私たちはこの成果をみなさんと共

有したいと思っています。 

 三田医師は福島原発事故で被災した子どもたちなど３，０００

人以上を診療してこられた医師で、東京都小平市から岡山市に

移転されています。私たちはその三田医師に「被爆二世健康実

態調査」の結果の読み解きをしていただきました。 

 今回、三田医師をお招きし、首都圏のたくさんの子どもたちなどを診られた経験からつかまれ

てきたこと、調査の読み込みを踏まえての、原発事故被災者の問題と重ね合わせたお話をして

いただきます。 

 講演後に私たちの会員であるフリーライターの守田敏也さんと三田医師との対談で問題をさ

らに深め、みなさんと一緒に今何をなすべきかを考える場としていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三田茂医師プロフィール 

東京都生まれ。小平市で先代から続く三田医院で長く診療を行う。福

島原発事故後、被曝影響が懸念される首都圏の子どもたちを中心に３，

０００人以上の甲状腺や血液の検査を行い、必要な診療を続けてきた。

この過程で被曝の深刻な実態をつかむとともに同様の検査の実行を多

くの医師に訴えてきた。２０１４年４月に先代から５１年続いてきた

医院を断腸の思いで閉じて岡山に移転・開業。自身や家族の防護だけ

でなく人々に避難を促すための転地でもあった。その後も精力的に全

国から訪れる人々の診察を続けている。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1477119393/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1fLVZGM1IzNl9VSS9VaWFnWmxGVEFRSS9BQUFBQUFBQUFtOC9WS2l6TUNZZTZZNC9zMTYwMC9waG90by5qcGc-/RS=^ADBOUFs.3JphvuXRvBKQlbB9p0wzzE-;_ylt=A2Rivb8gvAlYbw8ALRSU3uV7
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原発問題住民運動全国連絡センターと日本ユ

ーラシア協会本部が企画した「チェルノブイリ原

発事故から３０年―実態と現状をたどる旅」に応

募参加して、９月２８日から１０月６日まで、全

国からの応募者３６人で行ってきました。参加者

は、原発反対の運動や福島被災地支援、原発裁判

などにかかわっている人、議員、学者など多彩な

人々で、専門的で非常にまじめな旅でした。 

この企画は、チェルノブイリ原発事故から５年

ごとに調査団を派遣してきたのですが、前回２５

年目は東日本大震災で東電福島第一原発の事故

となったため、派遣されておらず１０年ぶりの調

査団となりました。 

前回までは、チェルノブイリ原発事故のような

ことを日本で起こさないため、教訓を日本の運動

に生かすという趣旨での調査団でした。しかし、

残念ながら日本で懸念した事故が起こってしま

ったため、今回はチェルノブイリ事故後の経験・

教訓を日本で生かすために学ぶと、伊東達也団長

が挨拶されたことは印象的でした。今回の調査団

の主たる目的が過去の団とは変わったことが、い

まの日本の課題を物語っています。 

 

行先は、ベラルーシとウクライナの２か国の１

６か所で、主には次の所です。 

【ベラルーシ】 

① 被ばくした子どもの保養施設「サナトリウム希

望２１」を訪問（ミンスク市から北へ約４０ｋ

ｍ付近） 

② べルラド放射能安全研究所を訪問（ミンスク市

近郊にある民間の研究所） 

③ 避難区域の３０ｋｍ圏から１ｋｍ外の廃墟と

なった村の跡を視察（ホイニキ地区郊外） 

④ ベラルーシ国立放射線生物学研究所を訪問（ゴ

メリ市内） 

⑤ ホイニキ郷土歴史資料館を見学（チェルノブイ

リ原発事故の関係資料を展示） 

【ウクライナ】 

① ラブチッチ市（事故後に作られた原発労働者が

居住するための計画都市）の視察、同市内にあ

るチェルノブイリ事故に関する資料を展示し

ている博物館見学。 

② ３０ｋｍ圏内で廃村になった地区内に残る廃

墟の幼稚園を見学、消防署や事故処理の記念碑

など視察。 

③ チェルノブイリ原発構内に入り、事故した４号

炉、建設中のシェルターを視察。 

④ チェルノブイリ原発のために建設された計画

都市で、事故で廃墟となった旧プリピチャ市街

を視察。 

⑤ ウクライナ国立放射能医学研究所付属病院を

訪問（キエフ市内） 

⑥ 国立チェルノブイリ博物館を見学（キエフ市内） 

調査・見学した概要 

（１）チェルノブイリ原発はウクライナだが、３

０ｋｍ圏はベラルーシ国内にも及ぶほど国境近

くにある。ロシア国境からは約１５０ｋｍ。事故

は旧ソ連時代に起こったが、秘密にされ、住民に

は知らされなかった。ソ連が解体して情報が出て

きた。３か国に分離してからの対応は一様ではな

い。被災者の救済と支援、事故対策などを定めた

被爆２世が見たチェルノブイリ原発事故から３０年の現地の状況 

米重節男さん(向日市) 

汚染図 中央の濃い部分がチェルノブイリ原発 
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チェルノブイリ法は３か国で同じ法律を制定し

て実施している。しかし国によって経済的困難や

政治構造の違いもあり、補償や支援措置などの打

ち切り、範囲縮小などの問題も出ている。同法第

１３条では事故の責任は国にあると明記されて

いる。 

（２）チェルノブイリ原発は１～４号炉が稼働し

て、５号炉を建設中だった。事故で建設を中止し

て放棄した。現在は、すべて停止している。４号

炉は石棺と呼ばれる状態にして放射線を抑えて

いるが、劣化が激しく対策が必要となった。かま

ぼこ型のカバー（シェルター）で封じ込める。今

年１１月に完成する。非常用電源はベラルーシか

ら送電する。 

（３）３０ｋｍ圏は全員退避地域。廃村にした村

はベラルーシのホイニキ地区で５１村、ウクライ

ナで４０村ある。ベラルーシでは無人地帯を保護

区の公園にして動植物の生態の変化を研究する。 

（４）ウクライナの３０ｋｍ圏には、高齢者が避

難先から戻って暮らしている、サマショールと呼

ばれる人が住んでいる。高濃度の汚染地に自給自

足の生活をしている。居住禁止地帯だが黙認状態

で、当初は約１０００人が住んでいたが、今は約

３００人。調査団から２人の人が、別行動でサマ

ショールを訪ねて交流した。 

（５）事故の処理に従事した人（リクヴィダート

ル）は６０万人を超え、旧ソ連全土から動員され

た。そのうち、ウクライナが約２２万人いる。事

故の炉の処理に直接あたった人だけでなく、後方

での支援や住民避難などにかかわった人々も認

定されている。この人たちがいたから、被害がこ

の程度で済んだとの思いがあり、その意味でウク

ライナはチェルノブイリ法を完全に守っている

との説明があった。 

（６）ウクライナ国立放射能医学研究所・付属病

院は、事故後半年後に設置された。２０１６年１

０月で３０周年を迎えた。科学研究と被曝者の治

療を統合する政策をとっているとして説明があ

った。 

① 放射能に関する研究 

② 放射線の実験。臨床放射線学研究所の機能 

③ 被曝者の健康調査や衛生・医学治療 

設立に関しては、広島・長崎の専門家に大いに

世話になったと。ここの研究結果からＩＣＲＰが

放射線被曝の許容量値を１／５０に引き下げ、現

在の２０ｍ㏜／年に変更した。 

健康障害の原因が判明するのには、長期の時間

がかかる。ウクライナでは事故から１０年後に科

学的因果関係が判明した。リクヴィダートルに関

する科学データがまとまったのは２０１４年で

２８年かかった。 

右奥チェルノブイリ原発４号炉 ８.２９μ㏜ 

ホイニキ地区郊外の廃村にある元貴族の館址 

ウクライナ放射能医学研究所付属病院で話を聞く 
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病気治療と科学研究を混同しないことが大切。

治療はすぐに対策をとること。放射能の影響とは

切り離して対応することが必要。 

因果関係は放射線だけでなく他の要素との複

合的なものと考えている。放射線量、ストレス、

生活環境の要素が考えられる。 

ここでの話は大変興味深い内容のものがあっ

た。被爆２世が抱えている問題意識とも共通する

ものを感じた。もっと詳しく聞きたかった訪問先

だった。 

（７）ベルラド放射能安全研究所は、事故直後に

情報が発表されないので、自分たちでベラルーシ

全土での放射線量の測定をして汚染マップを１

０年かけて作成した。さらに、被曝の影響を軽減

する研究、そのための薬品や測定器の開発などを

しているが、民間機関のため費用不足で、運営が

困難になっている。 

 ベラルーシという国の制約がある中でも、かな

り正確な話が聞けた。民間で制約のある中で、政

府がすべきことを代わってしている研究所だと

わかった。 

（８）子どもの保養施設はベラルーシ全国に９カ

所が設置されている。「サナトリウム希望２１」

は国際機関の援助で作られ２２周年になる。日本

からも複数の団体の支援を受けている。５㏊の敷

地に、学校、リハビリ施設、スポーツ施設、食堂、

宿舎などがある。汚染地帯の子どもが、２４日間

のプログラムですごす。対象となる子どもは６歳

から１６歳まで。一人年に１回の割でローテーシ

ョンを組み、入所する。子どもの健康改善が図ら

れる、保養の効果は大きいが、国は統計を出さな

い。 

 福島の子どもの保養・転地療養活動は、ここの

経験に学んでいる。被曝から生き延びるために必

要な取り組みだと感じた。 

（９）廃炉作業で働く人が暮らす計画都市スラブ

チッチ市は、原発から約４０ｋｍの所に事故直後

に全ソ連の８共和国からの支援で建設された街。

建物は各共和国の特色を出した物になっている。

約２５０００人が暮らす。建設当時は「父はソ連

邦、母はウクライナ、子はスラブチッチ」とうた

われた。 

日本の原発推進派は、この街を福島復興のモデ

ルとして雑誌などで紹介している。 

（１０）チェルノブイリ事故に関する資料を展示

した博物館・資料館は、全部で５カ所を見学した。

サナトリウム希望２１の資料展示室、ホイニキ地

区の郷土歴史資料館、スラブチッチ市のチェルノ

ブイリ博物館、ウクライナ国立チェルノブイリ博

物館、ウクライナの３０ｋｍ圏内にあるチェルノ

ブイリ事故関連資料展示館。日本の福島の資料も

展示してある館もあった。 

べルラド放射能安全研究所が作った移動測定所 

サナトリウム希望２１で保養中の子たち 

計画都市スラブチッチ市の街並み 
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（１１）廃墟となったプリピチャ市は、原発から

３ｋｍの所にある。１９７０年原発建設に合わせ

て作られた街で、当時はソ連でも最新の設備を備

えた街だった。約４８０００人が暮らしていた。

モスクワへは鉄道が、キエフへは川を水中翼船が

通っていた。 

 事故で全員避難して無人の街となり廃墟とな

っている。大通りには樹木が生え育ち、バラは野

生に戻り、鹿の糞がいたる所に落ちている。不思

議と虫と鳥を見かけることがなかった。 

（１２）全体を通して感じたのは、原発事故の怖

さと、被害の大きさ。次の原発事故を起こさない

ためにも、即時に廃棄だと改めて実感した。 

 ベラルーシとウクライナの対策や取り組みは

全部ではないにしても知ることができた。しかし、

ロシアはどうしているのだろうか。旧ソ連の国の

被曝者がいるはずだが、それはどうしているのだ

ろうか。疑問が残った。 

 チェルノブイリと日本の共通点と異なる点も

指摘されている。しかし被害の実態は長期になる

ことは共通しているし、生き抜くために必要なこ

とを考えるのが、個人レベルでの闘いになると思

った。その意味では、肥田俊太郎医師の「被爆者

は生き残ることが闘いだ」という言葉が想い起こ

された。 

 今回の旅の詳しい報告は、順番に報告します。 

 

ベラルーシとウクライナ、両国について 

（１）ベラルーシは現地の言葉で「白いルーシー」

の意味。ルーシーはロシア正教のこと。ロシアと

いう言葉もルーシーが語源。白は方角やきれいと

いう意味がある。 

国として独立したのは、１９１７年のロシア革

命後のこと。それまではポーランド・リトアニ

ア・ロシアの領土の一部として、領域はしばしば

変わってきた。国土は平原地帯で最高でも３００

ｍ程度。平地が５００ｋｍ以上続く土地柄。現在

もソビエト社会主義を継続している独裁大統領

の国家。コルホーズ、ソホーズ、ＫＧＢ、レーニ

ン像も健在。国民の基礎的生活は安定している様

子だが、国民は自由にものが言えない状況。 

 ミンスク市はベラルーシの首都。独ソ戦ではド

イツ軍による攻撃で壊滅。戦後、市を廃止する案

もあったが再建した都市。 

 チェルノブイリ原発事故では、ウクライナより

も汚染被害がひどい。リトアニア国境近くに中国

製の原発を建設中だが、不具合で中断している。

建設に関しては政府の一方的な決定で、国民の意

見をきくことはなかった。 

（２）ウクライナはロシア発祥の地。キエフルー

シーと呼ばれていた。いまのロシアはキエフ大公

国の辺境の地方でしかなかった。モンゴルの襲

来・支配やリトアニア・ポーランド・トルコなど

に攻められ、国が消え１７世紀にはロシアの一部

となった。ロシア革命後にウクライナ共和国が復

活した。ウクライナ人はロシアより自分の方が元

祖と思っている。キエフ市は京都市と姉妹都市で、

９００年代からの古都。モスクワよりもはるかに

古い街。ソ連解体後、資本主義化が進みヨーロッ

パ志向。現在はロシアと戦争状態。モスクワとの

航空路線が途絶えている。クリミアは元来ロシア

領土だったのを、フルシチョフ時代にウクライナ

領に変更した。 

 原発は旧ソ連時代から国内に４か所にある。 

 

 今回のツアーは、成田からアラブ首長国連邦の

アブダビに飛び（１２時間）、そこで乗り換えて

ベラルーシのミンスクに飛んだ（５時間）。ウク

ライナのキエフにはミンスクから空路で１時間。

今回、ミンスクから陸路でウクライナに入国した。

帰路は、キエフから空路でミンスク～アブダビ～

成田の行程。往復で丸２日以上の時間がかかり遠

い国を実感した。 

以上 

旧プリピチャ市の観覧車下 １.１６μ㏜ 
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第３３回日本環境会議沖縄大会(２０１６年１０月２１日～２３日)での報告（要旨） 

原発と地球人・地球環境の生存権 
守田敏也 

（フリーライター・京都在住） 

 

 

〇環境倫理学の 3つの課題 

 「原発と地球人・地球環境の生存権」というタイトルから、誰も

が思い起こすのが環境倫理学でしょう。原発問題はこの領域から捉

え返した時に、その本質が最もよく見えてくるとも言えます。そこ

でまず冒頭で、よく言われる「環境倫理学の３つの課題」について

触れておきたいと思います。加藤尚武著『環境倫理学のすすめ』（丸

善ライブラリー）を参考にしてみましょう。（同書 pvi） 

 「Ⅰ 自然の生存権の問題－人間だけでなく、生物の種、生態系、

景観などにも生存の権利があるので、勝手にそれを否定してはなら

ない。 

 Ⅱ 世代間倫理の問題－現代世代は、未来世代の生存可能性に対

して責任がある。 

 Ⅲ 地球全体主義－地球の生態系は開いた宇宙ではなくて閉じ

た世界である。」 

 これに原発問題をかぶせてみるとどうでしょうか。原発事故は私たち人間に深刻な放射線障害をもた

らすだけでなく、あまたの動植物に壊滅的な打撃を与えます。生態系も激しくかく乱されてしまいます。 

 また放射能汚染は、直接には遺伝という形で未来世代に深刻な影響をもたらす可能性があるとともに、

環境悪化においても、未来世代の生存可能性を著しく阻害してしまいます。 

 さらに私たちを取り巻く生態系は閉じた系であるがゆえに、どこかの原発事故で放出された放射能は、

崩壊を繰り返して無視できるまでに環境中から消えていくまで、常に生態系の中を循環し続けます。主

な汚染原因であるセシウム１３７の場合で、約１０００分の 1 になるまで３００年かかってしまうし、

猛毒と言われるプルトニウム２３９では、半分になるまでだけで２万４千年もかかってしまいます。こ

のように環境倫理学から考えたときに、原発はもっとも許容できないテクノロジーであることが鮮明に

見えてきます。 

 

〇地球人は近代自由主義を越える必要がある 

 同時に私たちは克服すべき多くの思想的課題を持っていることにも突き当たります。 

 問題なのは第一に近代人間中心主義です。人間をのぞく世界のすべてを精霊の宿らない単なる物質と

してとらえ、加工対象としてきたことです。結果的に動物たちなどあらゆる生き物を生かすも殺すも自

由と捉える残酷な思想が成り立ってしまいました。 

 第二に今ある世代の合意のみによって成り立っている民主主義が見直される必要があります。エネル

ギー分野では顕著です。自然資源を現代世代の同意だけで使い切ってしまっていいのか。あるいは放射

能のゴミに顕著なように、未来世代にエネルギー使用の負の側面だけを送ってしまって良いのかという
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ことが問われなくてはなりません。 

 第三に、世界を開放系と考えるがゆえに、無限の生産力の発展を夢見るとともに、工場廃液を川や海

に流し続けてきたあり方が戒められる必要があります。とくに近代経済学が無限の成長を求めて、海や

大気など、誰の所有物でもないものを「自由財」として扱い、どう使うのも自由、汚すのも自由として

きてしまったことを捉え返さなくてはなりません。 

 もはやこのような近代のあり方を克服する方向性を採らなければ地球の未来がないことに覚醒し、人

間中心主義、民主主義、自由生産主義の限界を越えていくべきときなのです。 

 

〇原発・放射能との向かい合いこそが人類の新たな可能性を拓く 

 このような思想的・実践的課題が原発問題の中で突きつけられたのは先述のように原発と放射能の被

害が３つの課題にまたがるからです。スリーマイル島、チェルノブイリ、福島と続いてきた事故は、地

球上のすべての人に、はるか遠く離れた原発の事故が、自分と子どもたちの命に関わってくることがあ

ることを知らしめました。民族や国の垣根を越えて、宇宙船地球号のメンバーとして同じ課題を背負っ

ていることが突きつけられたのです。 

 もちろんこれは環境問題のすべてに共通していることですが、原発がこの問題の中心に座っているの

は生産主義の権化だからです。ビッグパワーを持てば、今はできないこともやがて可能になる。生産力

はどこまでも発展する。だから今、解決できない問題は未来へと先送りすればいいと考えられてしまう。

さらに今、起こっている矛盾は、未来には消えていくので、少々のことは我慢すべきだという発想が加

わってきました。「最大多数の最大幸福」の名のもとに、少数者の犠牲を認めてきてしまった近代功利

主義思想の限界です。 

 このように「核の世紀を越えること」の中には、近代社会が私たちに突きつけた大きな課題に挑戦し、

人類史の新しい展開に向かう可能性も秘められています。生産力の発展合戦のもとで、しばしば血みど

ろの暴力にまみれてきた人類の野蛮な前史を閉じ、優しさと友愛と共感に満ちた後史を切りひらく気概

をもって、ともにこの課題に挑みましょう。 

 

講演者略歴 京都市在住。同志社大学社会

的共通資本研究センター客員フェローを

経て、現在はフリーライターとして活動中。

福島原発事故以降、放射線防護活動に献身

し、たびたび被災地を訪れるとともに、世

界各地でも講演して原発の危険性を訴え

ている。同時に兵庫県篠山市原子力災害対

策検討委員会委員を務め、安定ヨウ素剤の

市民への事前配布を実施するなど、実効性

の高い避難計画を策定しその一部を実践

に移している。共著に『内部被曝』（岩波

ブックレット）、著書に『原発からの命の

守り方』（海象社）がある。 
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日本被団協中央行動 厚生労働省交渉（要請書提出）における 

被爆二世関連についての要請（被爆者・被爆二世）と 

答弁・回答（厚生労働省）の概要（要旨） 
 

 

 

 

 

 

各県の被爆２世のみなさまへ 

  被団協の厚労省要請行動についての報告 

神奈川県原爆被災者の会２世支部 

 

被団協による今期の厚労省要請は部屋が小さくなり、人数制限があり希望する人たちが全員は入れな

くなりました。そうしたことを知らずに神奈川２世は５人参加。何とか入れてもらえないかと頼み込み、

そのために、何人もの遠くから来られた皆さんが席を譲ってくださったこと、本当に感謝申し上げます。 

 神奈川２世は久しく、多くても４，５人ほどの定例会をし、外に出ることは代表以外あまりありませ

んでした。が、昨年、神奈川県の生活援護課から送られる「健康診断の案内」の中に２世支部の紹介文

を入れてもらえてから、入会申込が増え、役員の担い手になってくださる方があり、支部ニュース「あ

おぎり」の文章作成も引き受けていただき、「みんなでつくる支部だより」が実現しつつあります。 

そうした中で、「国際署名」の初めての街頭行動を６人で行うことができ、今度の厚労省要請にも行

って、直訴、どう答えてくれたかを直に見聞きしようということになったのです。 

被爆者の方々も厚労省には言いたいことはたくさんあったと思います。それを譲っていただきました。

本当にありがとうございました。 

以下、私たち２世についての要請と対策室長の返事をわかる範囲で書き留めましたのでご報告させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本被団協側の要請・質問等の要旨 

① 被爆二世には、若くして、がんをはじめ諸々

の病気で死亡した者のほか、現在様々な病気、

健康・体調の不良に苦しんでいる者が顕著に

見受けられる（実例をもって説明）。したがっ

て、早急に医療保障を実施していただきたい。 

② 被爆二世実態調査（とくに健康と病歴調査）

を実施し、被爆二世の現状を把握し、必要と

される対策を実施していただきたい。 

１０月１４日(金)日本被団協による厚生労働省要請行動が行われました。その時に一緒に参加された神奈

川県原爆被災者の会２世支部のみなさんから、特に「被爆二世の要望」についての要請と厚生労働省の回

答、交渉の内容について報告をいただきました。以下に紹介します。 

■ 日時：１０月１４日（木）１１：００～１２：００ 

■ 場所：厚生労働省  

■ 出席者：日本被団協・・・被爆者・相談員等・被爆二世５名（神奈川県原爆被災者の会二世支部） 

厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室・・・林室長、清水・沢口・若松各 

補佐３名、細川係長１名）、計５名 
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③ 被爆二世に対し、血清蛋白分画検査（多発性

骨髄腫）が今年度から実施されたのは一歩前

進ではあるが、決して充分とは言えず、東京

都が実施しているようながん検診を実施し、

被爆二世の健康管理やがんの早期発見に有効

なものとしていただきたい。 

④ 多発性骨髄腫の検査が受診希望者の申し出が

条件となっている一方で健診の案内に、被爆

二世は、「がん検診を受診すると有料」との記

載がある等、「多発性骨髄腫については希望す

れば原則として無料で受診できる」旨の説明

が明確になされていない。また、多発性骨髄

腫の検査が実施されるようになったことを健

診実施医療機関自体も把握していない事例が

多々ある。 

そもそも、『被爆者のこども健診』の案内その

ものさえ、多くの自治体において、せいぜい

過去に受診歴のある二世のみにしか送付して

いないのが実情である。そして現状の健診項

目では、発見できない病気や健康状態はたく

さんあり、現行の被爆二世健診を受診すると、

担当医師から、これらの項目だけではわから

ないことが多いから…と併せて有料でも別の

検査項目も受診するようアドバイスされるこ

とが通例と言える。また、勤労者である被爆

二世は、ほとんどの場合、職場で実施されて

いる健診の方が内容が充実している。 

主に以上のような二つの理由により、二世健

診の受診率が低いというのが問題の本質。そ

れを、被爆二世が健診そのものを必要として

いないからと結論づけられることは心外であ

る。 

まずは多発性骨髄腫の検査の件を含めて、健

診実施案内が被爆二世全般に行き渡るよう自

治体（医療機関への周知の件を含めて）にし

っかり指導していただきたい。 

⑤ 被爆二世健診の結果について、厚労省は集

計・分析等しているのか？有意差が認められ

るのでは…？ 

⑥ 『被爆者のこども健診受診証』が交付されて

いるのは、東京都、神奈川県…わずかの自治

体のみ。全国の被爆二世に交付していただき

たい。 

 

厚労省側の答弁・見解等要旨（林俊宏室長） 

① 被爆二世の放射線による遺伝的影響、健康状

態等については放射線影響研究所（放影研）

において継続的な調査・研究が行われてきて

いるが、現在に至るまで、影響、有意差等は

認められていない。したがって医療保障は不

要と考えている。 

② 実現性の問題として人権・プライバシー等、

デリケートな部分があり、困難。また①で申

し上げたように二世の健康状態の把握・分析

等は当該本人等による主観や漠然とした症状

等の申告によるものではなく、科学的なデー

タによるべきであり、それは放影研によって

行われており、あくまでこの結果により分

析・判断するのが妥当と考えている。 

③ ①②で、申し上げているとおり、被爆二世に

は遺伝的影響は認められないと考えているた

め、がん健診までを実施する考えはない。た

だ、健康に不安をもつ二世の方が多いから…

というご希望がかねてからあったので、現行

の健診を実施してきており、かつ、さらに一

般的にがん検診には盛り込まれていない多発

性骨髄腫の検査を受診希望者に実施すること

とした。その点を評価・ご理解いただきたい。 

④ 現行の健診の実施内容等のご案内等について

は、多発性骨髄腫の検査の件も含めて（被爆

二世、医療機関双方に周知徹底されるよう）

自治体にきちんと指導していきたい。 

⑤ 健診を受ける被爆二世の方は、健康に不安が

あったり、すでに持病があって治療中だった

り、既往症があるような方の比率が高いと推

測される。したがって二世健診の結果により

二世の健康状態を集計・分析等することは科

学的結論が得られるには至らないと考える。

これは①②でも申し上げたとおりである。 

⑥ 『被爆者のこども健康診断』（被爆二世健診）

は必要を感じる被爆二世の方が自ら希望して

受診する性格のものであるとともに、『受診証』

（手帳）をあえて交付するということは、②
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同様デリケートな部分問題を伴うことも懸念 されるため、現状のままが妥当と考える。 

 

出席者から具体的に出された事例、意見など 

被爆者から 

 昭和２１年７月２８日生まれの弟 甲状腺

がんで３７０日後死亡 

 同２６年生まれの弟 胃がんなどを切除 

 妹 小学生のとき紫斑病。放影研が調査させ

てほしいと来た。断った。 

 娘をがんで亡くした。 

 放影研調査は病気になって検査に行けない

人は調べられていない。 

 親が何らかの事情で被爆者手帳を持ってい

ない場合、２世は健診や医療費助成が受けら

れない。 

 自分の地方では健診を実施する機関が民間

１か所、公立５か所と少ない現状。もっと多

く、どこでも受けられるようにしてほしい。 

 被爆者はどこにいても被爆者だ。２世もどこ

にいても２世だ。どこでも同じように援護が

あるべきだ。 

 手帳というのは証明になるだけではなく記

録として残すものになるので大切だ。 

 

 

 

２世から 

 ６０代で、頸動脈エコーを受けた際、甲状腺

異常が見つかった。がんは検査項目に入れな

いと言われるが、自覚症状がないと見つけら

れない。ぜひほかのがん検査も実施を。 

 子どもが胎内で死亡した。自身も様々な病気

で苦しんでいる。 

 ５３歳になる。肺気腫を患い、タバコを吸っ

ているわけでもないのに昨年の肺年齢測定

では７５歳の肺、今年は８５歳の肺の状況と

医師から言われた。この先１０年生きられる

だろうかと不安である。医療費助成は全国で

実施をしてほしい。 

 いつものどを腫らせたり、様々な不調で３０

代のころから抗生物質をのみながらここま

で生きてきたという感じである。この３年間

も体調が悪いが医師からは検査をしてもわ

からないと言われている。 

 放影研で因果関係がないと言っているとい

うことから出発すると何も始まらない。神奈

川や東京では医療費助成があるのに全国で

はない。２世の手帳もない。いろいろな恩恵

が全国でも受けられるようにしてほしい。 

 

 

 以上のように２世の問題について多くの時間を使って、話し合っていただきました。 

室長は新しい方に代わっており、答弁は、ほとんど前任の方と同じ内容でした。やり取りが始まる前

に、取材の方たちは室外に出るよう指示されました。 

前回「多発性骨髄腫検査」が実施されていない機関があるということを質問したので、その点を各県

に問い合わせたそうです。７割の自治体で、８割以上実施ということが分かったとのことでした。つま

りは決めたことが徹底せず、受けることができない状況があったということです。これについては徹底、

周知を図りたいということを言われました。 

 いつも突き当たる壁「放影研調査」いうのはどういうものなのでしょうか。そこで行う調査から本当

に科学的知見が得られるものなのでしょうか。私たちが要求する健康調査はどうあるべきなのでしょう

か。私たちも考えなければなりませんね。 
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高文研 

１，６００円（＋税） 

河出書房新社 

１，６００円（＋税） 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■沖縄・憲法の及ばぬ島で  川端俊一／著 

■沖縄の乱・燃える癒しの島  野里 洋／著 

沖縄に渡航するの

に「パスポート」が必

要であった、という事

を知っている人は

何％？あるいは、沖縄

が戦後米軍に占領さ

れ、施政権が返還され

たのは何年？沖縄に

関するこのような事

を知っている日本人

はどれだけいるので

しょうか。今沖縄で起

こっている問題を知る

と、全く何も解決していないと思う。 

その沖縄を巡る書籍を２冊。憲法改正問題が、

急にやかましくなってきたが、現行憲法の意義・

価値が一番大切にされ大事にされているところ

が「沖縄」ではないか。１９７２年「施政権」が

返還されるまで米軍統治下に置かれ、憲法が適用

されなかった沖縄で１９６５年５月３日が「憲法

記念日」として祝日になり、復帰運動の合言葉も

「憲法のもとへかえる」と。ここには、そのよう

な運動の高まりのもと「日本に復帰すれば、憲法

の下に人権が守られる」という強い期待感が、

徐々に裏切られていく姿が描かれている。特に

「施政権」返還前の沖縄が置かれている状況、そ

してそれに対する沖縄の人たちの闘いの姿が描

かれ、「憲法」に対する強い期待感が理解できる。

日本国憲法の下に置かれないからこそ、復帰して

憲法の保護下に置かれたい、平和憲法の下で平和

に暮らしたい、という思い、しかし返還後の状況

は、ご存知の通り……。憲法の具体的な条文等は

一切出てこないが、背景には「憲法」への期待感

があるように思えるが。 

 沖縄「基地」問題へのするどい問題提起の本が

「沖縄の乱」である。日本国憲法の下へかえりた

い、という思いで運動を推し進めてきた沖縄県民

に対し、日米両政府が行ってきた対応が、厳しく

指摘されている。特に日本国政府の対応は「本当

に沖縄県民の立場に立っているの？」と糾弾され

てあたりまえである。米軍基地の名前の付け方

（沖縄の地名ではな

い）・グアムの海兵隊

員はおとなしいが、沖

縄に来ると問題を起

こす背景・決して「ノ

ー」と言わない日本政

府、具体例が多く紹介

されている。「辺野古」

移転で問題になって

いる普天間基地、その

返還が発表された時

「どこにも辺野古の

文字」はない、という

事実。ではいつ頃から「辺野古」が浮上してきた

のか？その背景・要因は？第二次世界大戦終了後

から、あの鳩山元首相の「国外か県外か」発言ま

で、沖縄の基地問題をめぐる、アメリカ高官発

言・当時の日本政府関係者の発言等を取り上げて

いる。「辺野古移転」が、本当に必要なのか？「普

天間返還」合意時の発表文等で「本当に沖縄に米

軍基地が必要か」をすべての人が考える上で、も

う一度経緯を振り返る必要があるのでは。それに

しても「日本政府」の対応はひどすぎる、という

思いが強くなる内容であった。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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ＮＨＫ出版新書 

８２０円（＋税） 

 

■戦後補償裁判・民間人たちの終わらない「戦争」  栗原俊雄／著 

紹介 平 信行さん（南区） 

アジア太平洋戦争

における犠牲者はア

ジアの国々で２，０

００万人以上、日本

人も３１０万人が亡

くなったとされてい

ます。しかし、戦争

のもたらした被害は

死没者だけではあり

ません。戦争によっ

て重い傷病を抱える

ことになった人、す

べての財産を喪失し

た人、家族を失い遺

族・孤児となって生きなければならなかった人

等々、戦争被害によって途端の苦しみと深い悲し

みを伴う人生を強いられてきた人々の数は死没

者の何十倍にもなるのではないでしょうか。 

国の意志で始められた戦争。そのために深刻な

被害を被った人々は、戦後国に対して補償を求め

てきましたが、ことごとく拒否されてきました。

行政に求めても認められず、裁判に訴えても受け

容れられることはありませんでした。日本の戦後

歴史の一部をこの本は語っています。具体的に著

されている戦争被害は、東京、大阪、名古屋など

の空襲被害、シベリア抑留被害、放置されてきた

「元日本兵」（旧植民地出身の軍人・軍属）、沖縄

戦民間人被害。放置されてきた戦没者遺骨も同様

の問題として扱われています。 

本のタイトルにあるようにこの本は、民間の人

たちが裁判に訴えてどう闘い、司法はどう応えた

かに重点をおいて述べています。そして、人々の

訴えを退けるために多くの判決が共通して示し

たものが「戦争受忍論」という理屈であることに

焦点をあてています。「受忍論」とは次のような

論理です。 

『およそ戦争という国の存亡をかけての非常

事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・

財産等について、その戦争によって何らかの犠牲

を余儀なくされたとしても、それは、国をあげて

の戦争による「一般の犠牲」として、すべての国

民がひとしく受忍しなければならないところで

あって・・・（以下略）』。分りやすく言えば、戦

争は国をあげてみんなでやったものなのだから、

たとえ被害があってもそれそれぞれにみんなが

我慢しなければならず、被害の補償を国などに求

めることはできない、というものです。 

一見もっともらしく聞こえる理屈ですが、果た

して本当にそうなのか？ 

そもそも日本の引き起こしたアジア太平洋戦

争は、「国の存亡をかけての戦争」と言われるよ

うな祖国防衛戦争だったわけではありません。日

本がアジアの国々に向けて仕掛けた侵略戦争そ

のものだったのです。沖縄地上戦も、都市空襲も、

原爆投下も、日本の侵略戦争に対する反撃の過程

で行なわれたものであり、もともとの原因は当時

の日本の為政者が作りだしたものです。 

当時、戦争という国策決定に一般国民がどれほ

ど関われる社会であったかという決定的な問題

があります。今の日本では想像すらできない、国

民からはるかに遠いところで、軍人、貴族院、宮

廷などによって実質的な国策は決定されていき

ました。教育も歪められ、言論の自由も保障され

ていませんでした。女性には選挙権すらありませ

んでした。こうした事情の下での戦争責任と、戦

争被害とは明確に区別して考えられなければな

りません。 

この本は様々な戦争被害の実情と補償を求め

る運動の歴史を辿りながら、そして、アジア太平

洋戦争が未だ過去のものではないこと、未解決な

まま残されている多くのことも明らかにしてい

ます。そして、過去の責任に向き合わない、本当

の解決を果たすことができないために、今また新

しい過ちに、新しい被害者を生みだす危険な状況

に直面していることを訴えているように思いま

す。 
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■長編アニメ映画『この世界の片隅に』 

第１３回文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞し

た、こうの史代の同名漫画をアニメーション映画化。

2015年 3月～5月に行われたクラウドファンディン

グで支援を得て制作された。第二次大戦中の広島・

呉を舞台に、毎日眺めていたものがいつしか変わり

果て、身近なものが失われてもなお前を向いて生き

ていく女性・すずの日々を描く。監督は、『マイマ

イ新子と千年の魔法』の片渕須直。アニメ化にあた

り徹底的な考証を行い、主人公たちが実在したかの

ように、映画を観る人がまるで本当にそこで暮らしていると感じられるように、人々や街の様子を描き

出している。（作品資料より） 

話題 

 原爆投下前の広島、呉の街並みが詳細に正確に再現された映像が見どころとか。 

１１月１２日（土）よりイオンシネマ桂川で公開 
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１０月１９日（水）例会での交流含む（要旨抜粋） 

 

■１５ヶ国からの大学院生が平和のための展示

やゲーム 

山根和代さん（北区） 

前回の例会に行くつもりでしたが、ちょうど１

５か国から大学院生が２０人以上国際平和ミュ

ージアムへ来て、講義や討論、展示やゲームの制

作のサポートで忙しくて、参加できませんでした。

様々な国の大学院生は異なった考えを持ってい

ますが、平和のためにどうするかという点では協

力し、創造的な展示やゲームができたので感動し

ました。 

１０月３－２６日はアメリカのオハイオ州に

ある大学で講義や交流をします。被爆者の資料の

あるウィルミントン大学平和資料センターでは

どんな資料があるのか、調査をしてきたいと思い

ます。１０月の例会にも出れませんが、よろしく

お願い致します。 

 

■韓国・陜川（ハプチョン）に原爆資料館の建設

計画 

石田信己さん（左京区） 

韓国・陜川（ハプチョン）の福祉会館近くに、

郡行政による原爆資料館が建設されることにな

り、今、広島や長崎、日本各地の資料館視察が行

われています。立命館大学の平和ミュージアムも

訪問される予定。被爆者で韓国原爆被害者協会・

陜川（ハプチョン）支部支部長の沈鎮泰(シム・

ジンテ)さん、おなじみの姜済淑さんも同行され

ます。出席可能な人たちで一緒に歓迎・交流の夕

食会も持ちたいと思います。今後も韓国の人たち

と連携を深めていけたらと思います。 

 

■この夏、バイクで日本縦断、その途中で 

谷口公洋さん（左京区） 

今年の夏、長年の夢だった大型バイクで宗谷岬

から鹿児島までを走破してきました。東日本大震

災被災地の三陸会海岸も走りました。「復興」と

いう名目で物凄い公共事業がされていて、そのこ

とに多くの人たちが疑問を持っていることを知

りました。大学時代の友人が福島県の相馬に居ま

すが、彼も津波の後の公共事業に疑問を持ってい

ました。歪んだ公共事業のために、人々の間に嫉

み、妬みなどが発生し凄い分断が起こされている

ようでした。 

東北では魚介類の水揚げ日本一と言われる気

仙沼にも立ち寄り一泊しました。ひょっとしてこ

こでもビキニ水爆実験の被害者がいるのではな

いかと思い聞いてみたら、「たくさんいる」と言

われました。表立ってしゃべっていない、声を挙

げていないだけだと。もし京都の「被爆２世・３

世の会」から連絡があって、人を集めて話をして

もらえるか？と尋ねたら、もちろん協力すると言

われました。高知県で行なわれているとりくみは

いろんなところでできるんだ、と実感しました。 

 

■京都市の対原発方針を質す 

井坂博文さん(北区) 

 京都市議会決算委員会で、環境政策局（京都市

のエネルギーを担当している部局）に対して原発

問題について質問しました。この夏、政府は国民

に対して節電要請をしなかった。原発は動かなく

ても電機は足りてる、という認識はあるか？との

質問に、電機は足りてる、但し地球に優しくない

方法（火力など）でとの認識。京都市は「原発に

依存しないエネルギー社会を早期に目指します」

とはしているが何時までかは言わない。また原発

を基本エネルギー源の一つとした国のベースロ

ード宣言にも反対の意思表明はしていません。経

産省は（東電だけでなく全国の原発も対象にして）

原発廃炉費用を新電力含めて消費者負担に上乗

せしようとしているが、そうなると原発はいよい

よ高コストのエネルギーということになります。

「速やかに原発ゼロへ」それが京都市の向う方向

ではないかと追及しました。 

 もう一つ。京都市は平和首長会議に参加してい

て、この首長会議は２０２０年までに核兵器の廃

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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絶をめざし、「核兵器を使用しない国際協定」の

締結を求めて運動しています。私たちが進めてい

る「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」と

まったく同じ趣旨です。そうであるなら京都市長

も「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」に

署名すべきではないかと求めています。議員から

と言うより、被爆者や２世・３世からもこの署名

運動を、京都市以外の市町村にも広げていく必要

があります。 

 

■新電力と関電－２つの署名 

井坂洋子さん(北区) 

 新電力への切り替えは関電には結構圧力とな

っているようです。関西電力に対して今二つの署

名運動を進めています。一つは、これから新電力

に切り替える、というもの。もう一つは、原発再

稼動するなら私は新電力に切り替えます、という

ものです。第一次は１１月末で締めて関電に提出

する予定です。 

 

■米山新知事を当選させた新潟の人たち 

月下星志さん（南区） 

 先日仕事の関係で新潟に行ってきました。地元

の人たちの話では、知事選挙立候補を取りやめた

泉田知事に対しては、東京に居る家族に凄い圧力

や嫌がらせがあったのだそうです。新しく知事に

なった米山隆一氏は、今回原発再稼動を許さない

ということで当選したけど、その方針がやり抜か

れるよう県民がしっかりと見守っていくこと、支

え続けていくことが大切だと言われていました。

新潟の人たちは選挙が終わっても緊張感をもっ

て対応していくようです。 

 

■ホームページと被爆体験 

平信行さん（南区） 

新しくスタートしたホームページに「被爆体験

の継承」を掲載するため、証言いただいたみなさ

んお一人おひとりの承諾をいただくようお願い

しています。聞き取りをした時点ではあくまでも

「２世・３世の会」の中で紹介するという約束で

お話しいただいていて、広く公開するとなると事

情が変わるからです。 

今のところほとんどのみなさんから快く了解

していただいています。聞き取りをした方の中に

はその後他界された方もあり、ご遺族から「どう

ぞ（証言を）使ってやって下さい」とおっしゃっ

ていただく方もあります。一人ひとりの証言を大

切に扱わなければ、と思いを新たにする瞬間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■核巡るマーシャル諸島の提訴、国際司法裁判所 

「審理権限ない」 

核軍縮義務を果たしていないとして、南太平洋の島国マーシャル

諸島共和国が核保有国を訴えている裁判で、オランダ・ハーグの国 

際司法裁判所（ＩＣＪ）は５日、裁判所には訴えを審理する権限がないと判断

した。裁判はこれで終わる。 

 マーシャル諸島が２０１４年４月、核保有国の米ロ英仏中、潜在的な核保有国のイスラエルなど計

９ヶ国を相手どって提訴し、核不拡散条約（ＮＰＴ）６条などに定められた核軍縮の誠実な交渉義務

を果たしていない、と主張した。 

 ＩＣＪに自国への訴えがあれば自動的に応じると宣言していた英国、インド、パキスタンのみが応

じたが、ＩＣＪは、核軍縮をめぐる多国間交渉でマーシャル諸島が出した声明が特定の国を対象とし

たものではなかったなどの理由で、英国などとの間で「紛争は存在しない」と判断した。 

 法廷で傍聴した被爆者の坂下紀子さん（７３）は「ＩＣＪの決定は残念だが、ますます核兵器を禁

止する条約が必要だと感じた。賛同してくれる人たちを増やしていきたい」と話した。 

【２０１６年１０月５日 朝日新聞】 

scrapbook 
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■＜ビキニ水爆訴訟＞原告「なぜ実態隠す」 国への怒りあらわ 

高知地裁（石丸将利裁判長）で１３日にあった太平洋・ビキニ環礁での米国の水爆実験を巡る国家

賠償請求訴訟の第２回口頭弁論では、国側が全面的に争う姿勢を示した。被災の実態への言及を避け

る弁論に、原告団は改めて早期解明を訴えた。 

 閉廷後、県庁で記者会見を開いた原告団は、口々に国側への怒りをあらわにした。原告団代理人の

梶原守光弁護士は「国が被災に関する公文書を開示せず、法律ができるまで開示義務も無かったとい

うのは理屈に合わない」とし、「原告も高齢化し、審議が早く進むように求めていきたい」と訴えた。 

 原告の１人で市民団体「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）は「米

国には被災した船員の記録が実験直後に渡っているが、日本で記録の存在が明らかになったのは６０

年がたってから」と指摘。「なぜ今になっても被災の実態を隠そうとするのか」と語気を強めた。 

 原告団代表の桑野浩（ゆたか）さん（８

４）＝高知市＝は「当時、港に運んだ魚は

（放射線被ばくの）検査されたが、乗組員

へは不十分だった。なぜ政府は被災の実態

を公表してくれなかったのか。人道的にこ

んなことが起こっていいのか」と話した。 

 次回の弁論は１２月２２日。 

                【２０１６年１０月１４日 毎日新聞】 

■米軍訓練住民不安根強く 福知山射撃場、防衛省が説明会 

米軍経ヶ岬通信所(京丹後市)の軍人.軍属が陸上自衛隊福知山射撃場(福知山市)で射撃訓練を計画

している問題で、防衛省の住民説明会が１４日夜、射撃場近くの同市室であつた。 

室自治会のほぼ全戸にあたる約３０戸から住民４０人ほどが参加。説明会は非公開だったが、同省

近畿中部防衛局や室自治会によると、米軍に対する住民の不安は強く、同省が引き続き理解を求める

ことになった。 

説明会は９日に続いて開かれた。室自治会によると、住民から事件事故への不安の声が上がり、射

撃の音に悩まされる日が増えるとの訴えもあつたという。 

同局は、訓練に使うのは拳銃と小銃で、軍人や軍属は同通信所から射撃場までバスで移動し、訓練

中は射撃場内から出ることはないと説.明した。 

室自治会長(３７)は「防衛局は(結論を)急いで欲しいの「一点張りだつたが、不安感はぬぐえず、

今後も地元集会などで協議したい」と話した。同局の伊藤吉和企画部長はそれに対し、「理解を得られ

るよう尽くしたい」と語った。 

【２０１６年１０月１６日 朝日新聞】 
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▼１０月の例会の前日、神奈

川県原爆被災者の会２世支部

から厚生労働省との交渉の報

告を送っていただきました。交渉

内容も貴重なものでしたが、交渉の場で語

られた被爆者の方、２世のみなさんの自身の実体

験が胸に迫るものがありました。「兄弟が、娘が

癌で亡くなった」「甲状腺異常が見つかった」「子

どもが胎内で死亡した」「タバコを吸っているわ

けでもないのに肺気腫を患い苦しんでいる」等々。

この事実が私たちの運動と「会」の存在の原点だ

と思います。▼２０１６年度の方針、念願のホー

ムページが立ち上がりました。私たちの活動の有

効なツールとして大いに活用していきましょう。

そして広く社会とのつながりを深めていきたい

と思います。 

▼今年８月の初めての「全国被爆２・３世交流と

連帯の夕べ」の成果を受けて、来年も是非やろう

ということになりました。今度の日程は５月２０

日（土）～２１日（日）の一泊２日、広島の原爆

ドーム近くの宿舎で予定します。要望の強い「３

世のみなさんの交流」、「これから２世・３世の会

を作ったり強めていくために」、「２世・３世の健

康問題」など、より交流と議論の深まる機会にし

ていきたいと思います。是非、今からスケジュー

ルのご予定を！（平） 

■「広島と同じ痛み」 ドクさん平和公園訪問 

ベトナム戦争中に米軍によってまかれた枯れ葉剤の影響で結合

双生児として生まれ、分離手術を受けたグエン・ドクさん（３５）

が２０日、広島市中区の平和記念公園を初めて訪れた。「広島の人々

は私と同じ痛みを抱いている。過去を乗り越え、一緒にいい将来を

つくりたい」と語った。 

ドクさんは松葉づえをつきながら原爆慰霊碑に進み、花輪を手向

けて手を合わせた。続いて原爆資料館を志賀賢治館長の案内で見

学。被爆直後の市内のパノラマ模型などを熱心に見つめた。 

広島国際会議場での記者会見では「たった一つの爆発で人々がこ

んなに苦しんだと知り、ショックを受けた」と強調。核兵器と化学

兵器について「人類を絶滅させる不道徳なものだ。私は反対だ」と

力を込めた。 

ドクさんは、結合双生児の「ベトちゃんとドクちゃん」の弟として知られる。今回は東広島市に拠

点を置く広島ベトナム平和友好協会の招きで来日。２１日午後６時半から、東広島市西条栄町の芸術

文化ホールくららで、枯れ葉剤の被害や、２児の父親として生きる今の暮らしについて語る。 

【２０１６年１０月２１日 中國新聞】 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 火  

 2 水 原発賠償京都訴訟第１８回口頭弁論（９時５０分傍聴抽選・京都地裁） 

 

 ３ 木 
文化の日 

11・３憲法集会ｉｎ京都（14 時・円山野外音楽堂） 

 

 

４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 ６ 日 
いらんちゃフェスタ in 丹後２０１６（１２時・丹後文化会館） 

６・９行動 

 
 ７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水 ６・９行動 

 １０ 木 講演会「自衛隊と経済的徴兵制」（１８時３０分・ひとまち交流館） 

 １１ 金 世界平和記念日（第一次世界大戦終わる１９１９年）                       キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日 原発事故避難者第６回公聴会（１３時１５分・呉竹文化センター） 

 １４ 月  

 １５ 火  

 １６ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・左京区） 

 １７ 木  

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土  

 ２０ 日 世界子どもの日（「子どもの権利条約」国連総会採択 1989 年） 

 ２１ 月  

 ２２ 火  

 ２３ 水 勤労感謝の日 

 ２４ 木  

 ２５ 金 キンカン行動 

 ２６ 土 
被爆者とともに「継承」を考える交流会（１４時・京都外国語大） 

映画「小さき声のカノン」上映会（１３時・伏見教会） 

 ２７ 日 

学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合わさるもの」 

（１３時３０分・ラボール京都第８会議室） 

映画「小さき声のカノン」上映会（１３時・伏見教会） 

 ２８ 月 大飯原発差止訴訟第１３回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 ２９ 火  

 ３０ 水 臨時国会最終日 

 


