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２０１７年 新しい年も力を合わせて 

会員のみなさんのメッセージ 

 

 

■志は高く、行動は地に足つけて 

平 信行さん（南区） 

昨年暮れ、初対面となる被爆２世の方複数名か

ら相次いで、「被爆２世への医療支援制度はない

ものか」との問い合わせをいただきました。健康

障害に苦しんだり悩んだりされていて、京都に

「被爆２世・３世の会」ができていると聞いての

相談でした。残念ながら京都にはまだ満足のいく

制度はないと答えざるを得なかったのですが、厚

生労働省の行なう現行の被爆二世健診のことも

ご存知なく、２０１６年からそこに多発性骨髄腫

検査が追加されたことも当然知られていません

でした。 

このような被爆２世、３世はたくさんおられる

のだと思います。これに対して京都「被爆２世・

３世の会」の活動は昨年何度か新聞報道もされ、

私たちのホームページもアップされました。健康

に不安を持ち、どこかで何かを求めている２世・

３世の人たちと私たちが触れあう機会は広がっ

ているように思います。被爆２世・３世同士が連

絡を取り合い、顔を寄せ合い、力を出し合う、相

互に助け合う、私たちの「会」の原点はそこにあ

ることをあらためて確かめ、いつもそこに立ち帰

った活動を、２０１７年は一層強めていきたいと

思います。 

昨年２０１６年は、４月の総会で、ビキニ環礁

水爆実験被災者の掘り起こしを進める川口美砂

さんからお話しを聞き、太平洋核実験被害の実態

をより深く知ることができました。１１月の学習

講演会では、三田茂先生の膨大な診療実績に基づ

いた講演とトークによって、原発事故被害の詳し

い実態について迫っていくことができました。あ

らゆる核被害者の完全救済に向け、私たちの活動

もその一旦を担う、そこにも私たちの「会」が存

在する意味のあることを気付かせる１年だった

と思います。 

会報前号（№５０）でも紹介しましたが、「放

射線被ばくの世代を超えた影響によって、正常な

誕生さえ許されなかった人たち、健康とはほど遠

い状態で生を終えなければならなかった人たち

は決して少なくない、今生きている私たちは

Survivors（生き残った人々）」というフレーズは

現実のことなのだと、十分に想定させる事実に昨

年秋連続して遭遇してきました。私たち２世・３

世の本当のことは誰にも分っていない、明らかに

されていない、闇に閉ざされたままなのだという

ことを実感しました。 

そこを解き明かしていくことが、相互扶助組織

としてのすそ野を広げていくことになり、あらゆ

る核被害者の救済に役割を果たしていく基本に

なるのだと思います。 

２０１７年は、盧溝橋事件や上海上陸作戦、南

京大虐殺事件など私たちの国が中国の人々に襲

いかかった忘れてはならない年の８０年目です。

歴史の真実を歪めることなく、犠牲となられた

人々への謝罪と追悼の念をあらためて深かくし、

本当の平和を築いていく礎としなければなりま

せん。 

２０１７年はまた日本国憲法施行７０年の年

でもあります。改憲を狙うあらゆる策動、言動を

排して平和憲法を守り抜いていく、そのことを誓

い合い、運動を強めていく年にしていきましょう。 

そして２０１７年は国連総会決議に基づいて

歴史上初めて核兵器禁止条約の締結に向けた話

し合いが開始される年です。核廃絶に向けて歴史

の歯車を大きく回転させる年となります。私たち

は「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」の

推進によって条約締結交渉に呼応し、歴史の転回

に参加していきたいと思います。 

Ｔｈｉｎｋ Ｇｌｏｂａｌｌｙ Ａｃｔ Ｌｏｃａｌｌｙ 

志は高く 行動は地に足つけて ２０１７年

も一歩々々前進していきましょう。 
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■プロモーションビデオ第二弾完成 

井坂博文さん（北区） 

２０１６年１２月に、市会議員井坂博文の動画プ

ロモーションビデオ二作目が完成しました。 

今回は「市会議員２５年、被爆２世として」と題

するテーマに特化しました。 

今こそ国連で核兵器禁止と廃絶のための国際条

約締結を実現する決意を込めました。 

２世・３世の会、被爆者懇談会、原水協、平和を

願う広島県人会のみなさんに登場していただき

ました。 

登場していただいたみなさんありがとうござい

ました。 

Ｙｕ－ｔｕｂｅでも私のフェイスブックでもご

覧いただけます。ぜひ感想をお聞かせください。 

 

■社会保障と核兵器廃絶と 

吉田妙子さん（北区） 

お正月にシクラメンの絵を３枚、描きました。

９３歳の義母も私たち夫婦も、みんなが充実した、

自分らしい人生をおくるにはどうしたらいいか、

いろんな選択を迫られる一年になりそうです。

「老健」「特養」を申し込んで数か月、入院中の

病院もそろそろ限界です。ネットで「有料老人ホ

ーム」を調べたり、入院前のような「自宅介護（義

母との半同居）」を考えたり・・・それにしても

「介護」という問題につきあたって改めて、「社

会保障ってなんなん？」「この国はどこに目を向

けてんの？」と思うことです。 

今年は、被爆者のみなさんの悲願である「核兵

器をなくす」

一歩を国際

社会が踏み

出せるかど

うかの歴史

的な年。「か

りに核保有

国が参加し

なかったと

しても、国

連加盟国の

多数が参加

して条約が

締結されれば、核兵器は人類史上初めて『違法化』

されることになる・・・」という文章を目にし、

しごく合点しています。「ヒバクシャ国際署名」

をひろげにひろげ、国連を動かす一年にしたいで

すね。 

 

■生まれてくる子を守る、私を守る、あなたを

守る 

矢ケ崎響さん（北区） 

皆様、新年あけましておめでとうございます。 

私の今年の抱負は何と言っても、子どもを無事に

産むことです。 

未だに福島原発からは放射能がまきちらされ、沖

縄では県民を踏みにじるような基地建設強行が

進められ、各地で戦争準備が着々と進められてい

る今。 

この時代に私は「母」となる。 

「命を守る」「生活を守る」対象が、一般的な人々

から具体的な一人の子にクローズアップされる。 

でも、この子を守ることは、私を守ること。あな

たを守ること。 

沖縄の、福島の、京都の。貧困の、孤独の、重労

働の、虐げられた、あなた。私。 

同じように激動の中で子どもを守り産み育てる

仲間たちとの、地に足をつけた、生活の中からの、

毎日毎日の変革。 

楽しく、温かく、しなやかで揺るがなくありたい。

あれたらいいな。 

人の痛みを自分の痛みにして、地道に、明るくた

たかう皆さんの姿が、不安もいっぱいの私の励み

です。 

今年もよろしくお願いします！ 

 

■お義父さんの苦しみを繰り返させない 

井坂洋子さん（北区） 

あけましておめでとうございます。今月２２日

に夫のお父さんの３回忌で広島に行きます。お父

さんは広島で被爆されましたが、今まで原爆のこ

とは聞いてもなかなか話されませんでした。でも

亡くなる半年位前に、田舎に行った時「あの日は

のう・・」と、突然８月６日の話をされました。

「わしは学徒動員で呉におって、友達たちが広島

に遊びに行こうと言ったけど、わしは金がのうて
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行けんかった。次の日から探しに行ったけど、誰

にも会えんかった。街中ひでえもんじゃった。み

んな皮膚が垂れ下がって。あげなむげーことはし

ちゃーいけん」と。今までは、聞いても話されな

かったので、もう忘れておられるのかと思ってい

たが、忘れてるどころか、鮮明に覚えておられた。

「あの日」のことを。認知が入ってきて「原爆の

ことは言ってはいけない」と言われてたことのタ

ガが外れたのか、亡くなる前にこれだけは伝えな

くては、と、思われたのかわかりませんが、最後

に話が聞けてよかったと思う。入市被爆、内部被

曝をし、戦後７０年、様々な苦しみを背負って生

きてこられた。自分だけ生き残った苦しみ、原爆

の地獄を見た苦しみ、原爆のことを話せない苦し

み、辛かったと思う。 

被曝の苦しみは時をこえてまた繰り返されて

いる。今、福島でも、多くの人が亡くなった苦し

み、健康被害の苦しみ、その上、被曝のことを話

すと差別をされると脅される。もうこれ以上の苦

しみを続けてはいけない。 

今年は、全ての原発を止め、原発のない社会に

したい。 

 

■被爆体験の継承にじっくり向き合って 

堀 照美さん（上京区） 

昨年１２月２９日に、大腸癌を患っていた弟が

５６歳でなくなりました。まだ、中学３年の双子

がいる弟は、全身に癌が転移した体で、最後は限

界を超え気力だけで生きていました。悔しかった

と思います。母の被爆との因果関係は定かではあ

りませんが、被爆２世とであることはリスクを背

負って生きていくことだと強く思いました。 

弟が亡くなって数日後に９０歳になる伯母を

母と訪ねました。そのとき、今までは被爆当時の

ことを覚えていないと言っていた伯母が、「あん

た（母のこと）が、よう渡らんて言ったから、私

も怖かった橋をあんたをおんぶして渡ったんよ。

枕木だけになっていて怖かったよね。」と語り始

めました。その帰り、母が、「私も思い出したこ

とや、あなたに言っていなかったことがいっぱい

ある。今のうちに話したり、書き留めたりしとか

ないけんね。」と私に祖母のこと祖父のことなど、

色々話してくれました。 

まだまだ、聞かなくてはならないことがたくさん

あります。次の世代に引き継いでいくためにも、

今年が大事な一年になると思います。じっくり向

き合っていきたいです。 

 

■安倍内閣の一日も早い退場を 

畠中孝敏さん（南区） 

あけましておめでとうございます。 

２０１６年一番の喜びは広島カープがリーグ

優勝したことです。出来れば日本シリーズも決め

てほしかった。（今年の楽しみにとっておいてく

れたのかな？！）１９７５年球団創設２５年目の

リーグ初優勝をアパートでテレビ観戦していま

した。結婚した年でした。優勝の瞬間涙ぐんでい

たことを思い出します。（一人で） 

赤旗しんぶんに「これはひどい ウソ・偽りの

安倍政治」が安保・外交・憲法について特集され

ていましたが、嘘つき安倍には、読めば読むほど

腹立たしくなります。今年は衆議院選挙も予想さ

れるようです。市民と野党共闘の力で、こんな内

閣は一刻も早く退場してもらいましょう。 

酉年で一句 

安倍政治 鷽
う そ

とまやかし 鷺
さ ぎ

ばかり 
老年“医”学会が高齢者「６５歳以上」を「７

５歳以上」に引き上げるべきと発表しました。６

５～７４歳は「准高齢者」だそうです。年齢は１

０～２０年前に比べて５～１０歳は若返ってい

るらしいです。今年６８歳、まだまだ頑張らね

ば！！ 

 

■「麦のように強く」 

月下星志さん（南区） 

田中、菊地、丸、新井、鈴木、松山、安部、石原、

黒田。 

２０１６年９月１０日、東京ドーム。広島カープ

のセ・リーグ優勝試合のスタメンに名を連ねたの

は、カープに指名され、カープに育てられた「生

え抜き」の９名。お金のない、いわゆる「地方球

団」は自前で選手を育てて闘うのみ。「中央」の

「人気球団」は、お金に物を言わせて選手を集め

る。「地方」で育てたものをお金で奪い、「中央」

にあって困るものを「地方」に押し付ける。原発

や米軍基地がそれを物語る。それでも「地方」の
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「雑草軍団」は与えられた環境で闘い続ける。闘

い続けた先には栄光輝く。圧倒的不利な状況でも

決して屈しない。マンガ「はだしのゲン」の主人

公ゲンは言う「くやしいのぉ」。世の中、悔しい

ことだらけ。原作の中でゲンの父は言う「ふまれ

て強く大地に根をはり、まっすぐに伸びて実をつ

ける麦になるんじゃ。」踏まれても踏まれてもま

っすぐ伸びる麦のように、悔しくても与えられた

環境で闘うのみ！そこに栄光は輝く！２０１７

年も闘い続けよう！悔しさの先に待つ栄光を信

じて！２０１６年、カープの優勝に希望を見た。

２０１７年、なおそこに希望を見る。未来は明る

い。共に闘おう！ 

 

■社会人丸２年、一層がんばります！ 

池田 灯さん（南区） 

昨年は吉祥院病院の電子カルテに伴い、２月よ

り準備、本格稼働等かなり慌ただしい１年でした。

日々発生する大きな問題から細やかな問題まで

病院職員一同全力で取り組んできました。 

今年は一定の落ち着きを見せ始めた電子カル

テを、患者さんが安心して医療を受けられるよう

さらに強化していきたいと考えております。 

また今年は外来業務の中で特に格差の問題に

目を向けて行きたいと思っています。昨年は稼ぎ

が少ないので高い検査はしないで欲しい、友の会

の会費を払えないので脱退したい等々、経済的に

苦しい患者さん、利用者さんを多く目にしました。 

日々の業務で忙殺されるのではなく、そのよう

な人たちに民医連職員としてどのように関わっ

て行くべきか、この点についてより深く、周りの

職員と協力して取り組んで行きたいと考えてい

ます。 

社会人になって丸２年を迎え、４月より働く環

境が大きく変わることになりました。より一層気

を引き締めて、１２月には良い１年だったと振り

返られるように精進して行きたいと思います。 

 

■核兵器廃絶へ、日本政府の姿勢の抜本転換を 

井上哲士さん（左京区） 

新年おめでとうございます。 

 今年は、核兵器禁止条約締結の交渉が３月から

始まる画期的な年となります。この間の国会で、

岸田外相に対し、被爆国政府としてこの条約締結

に賛成して積極的役割を果たせと求め、国連総会

での議決前日にも被爆者の皆さんの声を示して

委員会で迫りました。にもかかわらず、日本政府

が反対したことに激しい憤りを感じています。 

 核兵器を「違法」のものとするこの条約の制定

は被爆者の皆さんの悲願でした。２００５年、２

０１０年のＮＰＴ再検討会議に連続して参加し

ましたが、国連本部での被爆パネル展、各地での

被爆者の皆さんの被爆体験のお話が多くの国々

の参加者を動かしました。特に２０１０年の会議

で、国連本部近くに積み上げられた日本国内の核

兵器廃絶署名をＮＰＴ会議議長が直接受け取り、

事務総長も演説で触れたことには被爆者と市民

の声が世界を動かしていると実感しました。 

 「命ある間に核兵器のない世界を」と世界に被

爆者が呼び掛けた署名を実らせるためにも政府

に姿勢の抜本転換を求めていきます。 

 今年もがんばりましょう。 

(１月１３日記 参院議長一行訪問団の一員とし

てモロッコにて) 

 

■今年もよろしくお願いします 

本田久美子さん（左京区） 

あけましておめでとうございます。 

昨年は、京都市長選という貴重な経験をし、多

くの宝物を得ることができました。これからも自

分のできることをやっていこうと思います。今年

もよろしくお願いいたします。 
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■広島の旅行案内と、整理整頓 

奥田美智子さん（左京区） 

いつも大変おせわになっています。 

また、今年も引き続きよろしくお願いします。 

さて、抱負というか、目標・希望が２つありま

す。 

一つ目は、今年の年度末に帰国することが決ま

った、ウイグル人元留学生の女性と一緒に広島を

旅行することです。３月までは、神戸の大学で非

常勤講師として勤める予定ですが、家庭の事情で

帰国が決まったようです。彼女の強い希望もある

ので、春迄に実現したいと思っています。相談に

乗ってください。 

２つ目は、日常的に最近物忘れが多くなり、「あ

れがない！これがない！」と、探し物に時間をと

られ疲れてしまいます。今年こそ！家の中をキチ

ンと整理整頓して、快適な生活を送りたいもので

す。 

 

■ここ数年を上回る活動を計画 

守田敏也さん（左京区） 

あけましておめでとうございます。 

昨年は約１１０回の講演を行ないました。各地

からお声掛けいただき、中でもコープ自然派さん

から１６回も呼んでいただきました。 

今年もあちこちを駆けます。１月７、８日には

コープ自然派のみなさんと伊方原発の視察ツア

ーに行ってきます。２月には４度目の群馬講演ツ

アーに赴きます。これらを皮切りに、原発再稼動

反対、被ばく防護の促進のため奮闘します。３月

末から４月にトルコ、７月末にドイツに再び訪問

します。日本からの原発輸出を止める中で世界の

反核反原発運動の発展に少しでも貢献してきま

す。 

５月末には広島で被爆２世・３世の交流会にも

参加します。原爆の被爆と原発事故の被曝のつな

がりをさらに明らかにします。 

本作りも行ないます。「明日に向けて」の内容

を次々と書籍にと思っています。我が師、宇沢先

生が説かれた社会的共通資本の理論を今こそ展

開せねばとも痛感しています。その他、原子力災

害対策の推進・拡大など様々な領域でここ数年を

上回る活動を実現します。 

欲張りかもしれませんが、一生懸命に頑張りま

す。どうかよろしくお願いします。 

Ｐｏｗｅｒ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ！ 

■少しずつ勉強していきます 

隅田百合子さん（左京区） 

昨年は、父の被爆体験、母の戦争体験を、イン

ターネット上に残していただきありがとうござ

いました。 

今まで私は自分の中だけに被爆２世を抱えて

いましたが、今年はいろんな人の話を聞き、少し

ずつ勉強したいと思います。 

 

■２０１７年を迎えて 

石田信己さん（左京区） 

 本年は現憲法が施行されて７０年の節目の年、

同時に資本論第一巻初版本が資本制社会の有り

様の根本を歴史と科学の視座をもって問いかけ

１５０年になる転換期とすべき年とも思ってい

ます。来年はその著者であるＫ・マルクス生誕２

００年、二度目の東京オリンピック開催準備で騒

擾の感がぬぐい去れない本年の３年後はその盟

友、Ｆ・エンゲルス生誕２００年です。 

 昨年の抱負をふりかえるに我が身を「枯れ木」

に自ら揶揄しましたが、本年はこの２０２０年１

１月２８日（この月日はエンゲルス生誕日）にむ

けて今一つ捻り鉢巻きをまき付ける年としたい

と思っています。 

 昨年２月、三度目となった半月ほどのメコン諸

国訪問を終えた際、急激な体調変化に襲われ今日

に至り「悪疾」と共生の日々です。昨年の抱負課

コープ自然派京都での講演会 
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題を依然として継続するにしても、まずは何をも

ってしてもそれなりの「健康」を維持するが大前

提となっている今、この条件確保が第一義的「抱

負」と言わざるを得ません。 

 その上で本年、新たに自らに課したい希望的抱

負は昨年来の課題とともに、 

①メコン諸国の歴史を俯瞰できる学習、 

②この数年間希薄となっていたＤＫ学習を改め

て行い三巻７・３・７篇を概観し、冒頭の節目の

年との関係で新たに生まれた「疑問」探索は草稿

集に立ち返る努力をする、 

③今シーズンの鮎釣りは最低１０回は釣行し夏

場に大前提の「体力確保」をめざす、 

 といったことが本年の抱負でしょうか。 

 当会の運動・活動には皆さまとともに後塵とな

りながらも頑張ります。 

 

添付した写真はマルクスとエンゲルスが１８４０年

代後半、おそらくは「経済学批判」の構想をめぐり

学び、若き日に口角泡を飛ばしたであろうマンチェ

スター、ビクトリー駅前のチータム図書館の書見台

（アルコーヴォ）。当時、図書館は日中であれ薄暗く

自然光を利用し蔵書を読むことのできる一角が設け

られていた。０６年に単身、訪英した際に撮った写

真です。 

■今年は健康増進、体力強化  

橋本尚樹さん（左京区） 

新参者（ＨＰ担当）の橋本です。皆様、今年も

よろしくお願いします。 

 昨年は人生初めての入院を経験しました。ひと

月と一週間ほどの入院となりました。身近な人に

心配をかけ、家族にも職場にもかなり負担をかけ

てしまいました。病気というものの大変さ、健康

の大事さを実感した年でした。 

 今年は、今まで以上に健康に気をつかい、平均

体重よりかなり下回った体重も運動による筋肉

の増加（ヘルパーが仕事ですが、移動もバイクで

イスに座って待機することが多いので慢性的な

運動不足なのです）で増量し、体力をつけたいと

思います。 

 

■ＮＹ被爆親鸞銅像への道 

佐々本好信さん（右京区） 

これからの目標、ニューヨークにある被爆親鸞銅

像への道をテーマに、行動したいと思う。 

 

■世界平和博物館ガイドブックの更新 

山根和代さん（右京区） 

昨年は被爆者に関する情報を、アメリカの二つ

の大学で調査することができました。ペンシルベ

ニア州のスワースモア大学にあるピースコレク

ションというアーカイブと、オハイオ州ウィルミ

ントン大学平和資料センターの二つです。 

２０１７年４月には、北アイルランドのベルフ

ァストで国際平和博物館会議が開催されます。そ

れに向けて世界の平和博物館のガイドブック（２

００８年に冊子として発行。英語版と日本語版）

の更新をする予定です。世界には２５０館以上、

日本には８０館以上の平和のための博物館が存

在しています。それらをうまく使えば、被爆の恐

ろしさや核兵器廃絶の重要性について、多くの

人々に知らせることができます。 

被爆者や被爆二世は広島、長崎だけでなく、１

９５０年代のアメリカの水爆実験や、原発事故の

あった福島やその周辺にいます。また海外にもウ

ランの採鉱や核実験、原発事故で被爆した人々が

数多くいます。グローバルヒバクシャ研究会が日

本平和学会にありますが、このような研究会など



京都「被爆２世・３世の会」会報№５１   ２０１７年１月２５日 

８ 
 

と連携しながら、日本や世界の被爆二世とつなが

っていくことが重要ではないかと考えています。

自分にできる範囲で、様々な人々とつながってい

く年にしたいと思っています。  

 

■仕事、家庭、社会的運動にも 

岸下あづみさん（右京区） 

昨年は第２子出産後の仕事復帰の年、日々慌た

だしい中でも仕事に対する向き合い方を考える

ことができた年でした。今年の抱負は「積極的」。

仕事と家庭以外の社会的な運動にももっと参加

していきたいなと思います。無理のない程度に。

あまり活動にも参加できていませんが今年もよ

ろしくお願いいたします。  

 

■祝島にもピアノコンサートをプレゼント 

河野康弘さん（右京区） 

京都に来て５回目のお正月を祇園でのライブ

で迎えました。 

音楽は人種、国境、言語、すべてを超えて人類

が仲良くなれる神様からの贈り物。ピアノを弾い

て新しい年を迎える事ができ幸せです。 

初詣は毎年お参りしている松尾大社に連れ合

い、息子と家族３人で行きました。世界中の人が

健康、平和で過ごせるよう にお祈りして、おみ

くじをひいたら大吉。 

娘は昨年８月からレソト王国のレソト大学へ

３年の予定でソト語と紛争問題の研究に行って

います。レソト王国は南アフリカ共和国の真ん中

にある小さな独立国です。レソト王国は素朴で皆

様に親切にしてもらって楽しく新年を迎えまし

た。スカイプでテレビ電話。地球の反対側とは思

えませんね。 

●昨年の報告 

１１月１７日に沖縄・辺野古、高江トラック出

前コンサートを開催しました。辺野古浜では右翼

の街宣車が来て、少し大変でしたが無事演奏でき

ました。大浦湾の気持ちい風に吹かれて静かな波

の音を聞きながらの演奏は素晴らしい体験でし

た。（写真） 

放射能問題を真摯に訴え続けておられる矢ヶ

崎克馬先生のお嬢さん 響さんが幼少の頃弾いて

おられたピアノをご主人のナオキさんがトラッ

クで運んでくださり、沢山の皆様のご協力で開催

できた事に感謝です。 

●祝島ピアノコンサート 

山口県上関町祝島「練塀蔵」に２００９年１月

に寄贈したピアノを演奏に行きます。祝島へ行く

には車の乗れるフェリーが無いので運搬用の船

に皆でピアノを積み込み小さな船でピアノと一

緒に祝島へ行ったのが昨日のようです。 

年明けに元キッチンハーナの友子さんから連

絡があり、祝島（上関町）をジャズ（音楽）で楽

しい街にしていきたいとの話がきました。 

原発の無い素敵な未来を子どもたちにプレゼン

トしようと活動されている祝島の皆様のお手伝

いをできたら、と思います。 

 

■母と一緒に『この世界の片隅に』を観ます 

米重節男さん（向日市） 

１ 映画「この世界の片隅に」を見て、学生時代

に５年間をすごした呉の街での体験や戦時中の

話などが思い起こされました。また、広島の戦

前・戦時中の様子などについて、知ることがあり

ました。 

映画の主人公は、母親と同年齢か一つ違いにな

っています。それで、ちょうど同じ時代を生きた

母が見たなら、いろいろな想いや感想・体験など

が浮かぶだろうし、聞きたいこともあるなと考え

ていました。１月１４日から母がいる鳥取での上

映が決まりました。鳥取で母親と一緒に見て、感

想を聞きながら被爆時の聞き取りもしようと準

備しています。 

２ 被爆者の訴える核兵器廃絶署名は、乙訓の被

爆者にも呼び掛けて運動を広げる機会だと受け
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止めています。このことに力を注ぎ、できれば国

連にも行って核兵器禁止条約の実現につなげた

いと思います。 

 

■「２世・３世の会」で、自分の知らないこと

をたくさん知れるのが楽しい 

石角敏明さん（長岡京市） 

戦後「７０年」と騒がれ、その戦後守られてき

た「平和国家日本」が、戦前の日本より「危ない

国」になる動きが強まっている。私たちの先輩が

築き守ってきた「平和」が壊されようとしている。

自分たちの孫が成人した時「あの時、お爺さんた

ちは何をしていたの？」と叱られないように、自

分達の行動に責任を持たないといけないと思っ

ています。今の日本「無理が通れば道理が引っ込

む」というような状況が続いている、ように見え

る。例えば今迄利用していた「バス会社」が、重

大な事故を起こしたので「他のバス会社」に変え

た、ところがその「事故の原因・責任者」が判明

しないうちに、「バス事故の修理代」の一部を負

担せよ、という請求がきた。今利用しているバス

代に修理費を上乗せする、という。今こんなこと

が起きようとしている。 

２世３世の学習会・会議に参加すると、自分の

知らないことを沢山「知ること」ができる。これ

が何よりも「うれしく・楽しみ」です。私一人で

は「何もできない」かもしれませんが、皆さんの

「力・知恵」を拝借して、小さな一歩かもしれま

せんが、少しでも運動を進めたいと思います。皆

さん「何でも」よいので、少しでも「２世・３世

の会」の活動に関わっていきましょう。今年も、

皆さんの足を引っ張らないように注意しながら、

少しでもお役にたてるように、微力をつくしたい

と思っております。よろしくお願いします。 

 

■会報が届くたびに激励されています 

馬場始延さん（八幡市） 

忙しくてあっという間に過ぎた昨年。今年は少

し落ち着いて焦らずを心がけて日々を過ごした

いと思う。 

安倍暴走政治のもとで、国民のくらしや平和、

安全、憲法、民主主義がかってない規模とスピー

ドでないがしろにされ、リニアだカジノだと騒ぎ

たてる一方で、日本全土の米軍基地化と自衛隊の

海外派兵が進んでいく。 

昨年秋には核兵器禁止条約交渉開始決議に反

対した安倍政権。被爆国民として許せない。今年

は「ヒバクシャ国際署名」を常に持ち歩き、出会

った人に声をかけ広げていきたい。ビキニデーに

は焼津へ行きたい。今月末には京建労伏見主婦の

会の沖縄平和ツアーに参加する。この目で沖縄の

現状を見て聞いて考えたい。 

声を上げ、行動し続けることを生活の中に根づ

かせたい。 

この会報が届くたび、私は何ができているのか、

がんばらなくてはという思いにさせられる。今年

もよろしくお願いします。 

 

■被爆２世として、核廃絶と平和運動に責任 

谷口公洋さん（城陽市） 

 昨年は色々ありました。息子の二度の入院、社

会福祉士の資格取得、私立の進学高校での勤務、

障害者施設での生活援助の勤務等々。 

大変でしたが、母親が大切にしてきた被爆者活

動には出来るだけ参加するように努力しました。 

今後も、自分が被爆２世であり核兵器廃絶と平

和運動を担う責任があると自覚して活動するつ

もりです。今年が世界中の人々にとって良い年に

なりますように。 

 

■和食の良さを確認できる調理をみんなで楽

しみたい 

花岡和子さん（京田辺市） 

この年になると元気でいることが目標です。風

邪をひかずに、転ばずに、食事に気をつけること

などです。でも食事に気をつけようとしても、遺

伝子組換食品や、大量生産するために成長促進剤

が多用されている肉や卵を、見た目には分らない

まま食べることもあります。利益をあげようと食

べものをいじくりまわすのは止めて欲しいです。 

和食は免疫力をアップさせます。和食の良さを

確認できる調理をみんなで楽しみたいです。調理

もワイワイガヤガヤみんなですると笑顔がいっ

ぱいになります。味噌作りや梅仕事も仕事を止め

てやっとできるようになりました。 

一昨年の８月高槻市で行われたレクイエム「碑」
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コンサートへ行きました。昨年は広島二中の慰霊

碑にお参りすることができました。平和公園のこ

とも知らないことがまだまだあるようです。 

平和が続くように色々な活動に参加します。 

 

■母の被爆体験証言をフランス語訳に 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

 まずは、何よりも母の健康管理です。昨年のお

正月に比べると、今年はよく食べ元気になった母

ですが、やはり，年々動作が遅くなり、腰も極端

に曲がってきました。でも、お風呂に入れている

時「ああ～いいお湯～」とにっこり笑ってくれる

のを見ると、幸せな気持ちになります。今年は９

２歳になりますが、まだまだ長生きしてほしいと

願っています。 

 さて、昨年までに、６名の方々の被爆証言の仏

訳に携わりました。お一人お一人の体験がとても

貴重で、学ぶことも多く、それをどれだけ正確に

伝えることができるか悩みながら取り組んでい

ます。そして、今年はいよいよ母の証言の翻訳を

担当することになりました！昨年夏にすでに証

言ビデオはできあがり、８月６日に平和祈念館で

母・娘・私の三人で視聴してきました。親子三世

代で広島の式典に参加するのは二年目です。今年

もまた三人で広島に行き、今度は翻訳字幕付きの

ビデオを見られるよう頑張りたいと思います。 

 最後に、今年で私も教師の再任用期間が終わり

ます。でも、まだまだ教育現場に残っていたい、

引き続き生徒とともに今の社会の様々な問題に

ついて考えたいと思っています。やれることを精

一杯やり、日々をかみ締めながら生きたいと思い

ます。 

 

■原発事故被災者切り捨てを許さない 

滝本 健さん（吹田市） 

戦後７０年を過ぎて平和になったのかな？ 

世界各地で局地戦争が多発！ 

テロ、暴動が多発し大国の「覇権主義」が拡大し

近隣諸国に圧力をかけ続けています。 

これに対して私は断固反対して行きたいと思っ

ています。 

我が国は４度の原水爆の被害を受けています。 

１、広島への原爆 ２、長崎への原爆投下 ３、

第五福竜丸をはじめとする水爆実験による多数

の漁船の被害 ４、東京電力福島第一原発による

「事件」と全てが現在進行形で政府、官僚により

隠蔽され続けています。 

福島県やその周辺から多数の方々避難されてい

ますがこれも国、官僚、地方行政はこの３月に支

援、補助を減らして２０２０年には原発「事件」

がなかった事にし、目出度く東京五輪を開催とい

う弱者切り捨て政策を推進しようとしています。

これに対して反対し続けて行きたいと思ってい

ます。 

 

■原発事故被害者と人々をつないでいきます 

菊池 洋さん（南区） 

原発賠償京都訴訟において、傍聴できた人たち

は、原告たちの主張がきちんと、国、東電の作文、

主張などを圧倒的に押し返しているのを感じら

れるけど、傍聴できる人数は毎回八十数人と限ら

れています。多くの人は知りません。 

原発事故被害者と、法廷の中と、法廷の外にい

る多くの人々とを、つないでいくことが必要です。

避難されたこと自体が、そして原発事故によって

何が起こったか伝え続けてきて下さったことが、

原発事故が起こした被害と、そして、国と東電の

原発事故被害者に対するふるまい、人なんてどう

でもいいという全く人を顧みないその姿を、教え

てくれています。 

国の原発事故被害者に対する棄民政策が公然

と行われ、まかり通っています。これらを、まだ

知らない、関心の無い人が、圧倒的に多いです。 

莫大な金額はとりあげながらも、賠償と除染の実

態は伝えていないのが今の報道機関です。報道機

関の本分に立ち返って報道をするように求め続

け、はたらきかけると共に、私たちが報道機関と

なって、多く人に伝えるよう諦めず働きかけ続け

ることが必要だと思います。水滴で岩を穿つがご

としであっても。 

多くの方をつなぐため、裁判を傍聴した人一人

ひとりがまわりへ伝え広げていくことを期待し

ます。そして、原告団も、弁護団も、支援する会

も、支援する会事務局の私も行動します。 

 

以上 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５１   ２０１７年１月２５日 

１１ 
 

 

２０１６年１１月２７日学習講演会 

『福島の被曝、そして広島・長崎の被爆の重

ね合わさるもの』報告書を広げていきましょ

う！ 
 

 この学習講演会は１２月にテープ起こし・文章化を完了させ、

年末までに報告書にまとめました。今、「２世・３世の会」会

員をはじめ関係する様々なみなさんに、メーリングリスト投稿

や冊子の配布によって広げ始めています。いろんな方面からの

反響があり、感想も寄せられつつあります。感想は会報で随時

紹介していきます。 

 報告書を多くのみなさんにお届けし、広めていきましょう。会員のみなさんのつながりを通じて、原

発事故被災者のみなさんに、放射能汚染に立ち向かっているみなさんに、そして特に医療関係者のみな

さんに、率直に訴えていきましょう。 

 報告書は京都「被爆２世・３世の会」のホームページでも閲覧することができます。報告書を冊子で

お渡しする場合は一冊１００円で普及することにいたします。 

 以下これまでに寄せられている感想の紹介です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●枚方市のＴと申します。講演会に参加できず残念に思っていました。報告ありがとうございまし

た。以前からとても気になってたことでしたので今の現状がよくわかりました。 

福島の子の保養の取り組み「やんちゃっこ枚方」のスタッフで読み合わせをしたいと思います。

今後もよろしくお願いします。 

（１２月２９日／「原発事故避難者支援ネットワーク」Ｔさん） 

●この報告書を作り上げるのに、とてもとても手間が、かかったのではないでしょうか？講演会に

行った以上に収穫があり本当に頭が下がります。 

真実を沢山の方々に知って頂くとのに大変良いツールですね。 

 プリントアウトして読んだら、グラフ等もあって、関東・東京の実状が、とても分かりやすかっ

たです。今まで伝えられなかった千葉の親戚に見てもらおうと思いました。 

 それから、先ずは関東に御家族や御親戚がいらっしゃる知り合いや議員の皆様にも読んでもらい

たいと思いました。 

皆さんも関東にお知り合いがいらっしゃる方は、この機会にお知らせしませんか？ 

（１２月３０日／「原発賠償訴訟原告団共同代表」萩原ゆきみさん） 

●１月例会の皆さんの意見・感想を聞いて、再度「講演会」の報告を読み返してみました。 

三田医師は、健康実態調査アンケートを見て「この人達は体力的に強い人たちの子孫だなと思い

ました」と述べられていますが、確かに私の父親も、現役の頃は本当に病気知らずで、医者に掛か

っている記憶がありません。亡くなった後，兄妹と話をしますが、先ず皆が異口同音にいうのが「よ 
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くあれだけお酒を飲んだのに、肝臓が悪い、ということを聞いたことがない。不思議というか奇跡

に近い」ということです。しかし退職してから、急に「病気」を多発しました。被爆「４０年」を

経過してからでしょうか。先ず「食べ物を飲み込む力が急に弱くなり、胃に直接食べ物を流し込ん

でいました。胃ろうではありませんが」看護師さんの研究対象にされておりました。それが回復し

たと思えば、「呼吸器が悪い、というか肺の機能が弱い、吸気は異常ないが、吐き出す力が無い、こ

のままでは体内に二酸化炭素が溜まり、意識不明になる可能性がある」と言われ入院して、１週間

もしないうちに「意識不明」になりました。これも半年ほどで、自宅で療養をいうところまで回復

し、その準備をしているときに、意識不明になり、そのまま亡くなりました。三田医師が「好中球

が減って肺炎になる人が多い」という話をされていますが、ひょっとすると、私の父親もそうだっ

たのではと思いましたが、今となっては確認のしようがありませんが。 

６０歳前までは、本当に病気知らずで、母親と「親父は、軍隊で鍛えられてきたから、体が丈夫

やな」と話をしておりました。でも退職後は、毎年といってよいくらい、違う病気で「病院」通い

をしました。２世３世の会員の皆さんの「ご両親」は、如何ですか？確かに若い時は「体力的に強

かったかもしれないが、放射能の影響は、何時かは出てくる」と思いを強く持ちましたが、私だけ

の感想でしょうか。 

（１月１９日／京都「被爆２世・３世の会」石角敏明さん） 

●京都被爆２世・３世の会、１１．２７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』報告書はぜひご覧下さい（会のホームページに掲載されております）。首都圏におけ

る福島第一原発事故後の被曝影響に着眼し、検査や診療に地道に取り組んでこられた医師、三田先

生の講演内容が詳しく掲載されています。 

三田先生は、３．１１以降、首都圏で、ぜんそく、副鼻腔炎、鼻血等呼吸器系の病気が増えてい

ると分析されていることを知り、驚きました。 

実は、私自身、３年前、突然、ぜんそくと花粉症→慢性副鼻腔炎、鼻血を発症し、治癒しないま

ま今日に至っておりました。 

つい先日、この報告書を拝読するまでは、わずかな外傷まで治りにくく、化膿しやすくなったこ

とを含めて、加齢によるものか父の被爆に伴う放射線の遺伝的影響、または双方の複合的要因かと

推測していたのですが、拝読したことにより、もしかしたら原発事故による放射線障害かもしれな

いと考えております。昨日も、脱原発関係の会合で、鍼灸師の方で、この報告書を読んだ方が、診

療をしていて最近目立つ症例について同様のことを思っていた...…とおっしゃっていました。 

私は、今、この情報を少しでも多くの皆さまに拡散、共有するように努めております。このこと

は、脱原発等の運動の質やあり方、方向性にも影響してくることだと思いますので…。 

まずはダウンロード→プリントアウト…ご覧いただけたら…と存じます。 

よろしくお願いいたします。 

（１月２０日／「神奈川県原爆被災者の会２世支部」森川聖詩さん 
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みなさん、平成２８年度の被爆二世健康診断は受診されましたか？ 

平 信行(南区) 

 

■京都府の場合は１１月１日～１１月３０日が

被爆二世健診の受診期間でした。私は１１月１７

日（木）に太子道診療所で受診しました。今年の

健診の目玉は多発性骨髄腫検査です。多発性骨髄

腫とは血液のがんと言われる病気で、今年から被

爆二世健診に新しく追加された検査項目です。と

いっても私たち受診者に特別な検査方法が求め

られるわけではなく、通常の採血がされるだけで、

後は検査技師のお仕事です。 

■健康診断個人票には確かに新しく「血清蛋白分

画検査」（多発性骨髄腫検査）の欄が設けられ、

８つの検査結果データが書き込まれていました。

検査項目名の意味もデータの評価も私たち素人

にはまったく分らないのですが、健診全体の結論

は「異常なし」ですから、多発性骨髄腫＝血液の

がんの検査も異常なかったのでしょう、と思い込

んでいます。 

■一般的には、基本的ながん検診は「胃がん」「大

腸がん」「肺がん」「肝臓がん」「前立腺がん」「子

宮がん」「乳がん」が必要だと言

われています。私は毎年京都市国

民健康保険の特定検診・人間ドッ

グ（国保ドッグ）でこれらの基本

的ながん検診をカバーしてきま

した。これに今年は血液のがんの検査(多発性骨

髄腫検査)も加えたというわけです。 

 通常一般的ながん検診には多発性骨髄腫はあ

りませんので、そういう意味でこの被爆二世健診

は値打ちのある重要な検診ということになりま

す。 

■年明け１月２３日に行われた京都府担当部局

との懇談会において京都府下の２０１６年度二

世健診受診状況を訊ねたところ１８０人程度と

のことでした。前年度が１６６人でしたので、多

発性骨髄腫検査のおかげかどうかは分りません

が明らかな増加です。 

■尚、１１月２７日の三田先生の講演を聞いてか

ら、白血球の検査結果はどうなっているかチェッ

クをしてみました。被爆二世健診の方は白血球数

４３００／mm3、国保ドッグの方は３７００／mm3

でした。そして白血球の内訳（分類）は何も表示

されていません。三田先生の指摘された好中球な

どは何も示されていない、恐らく検査されていな

いのだと思います。 

■今年の被爆二世健診から多発性骨髄腫の検査

が加わったので、そもそも多発性骨髄腫とは何だ

といろいろ調べてきました。三田先生の講演から

は白血球数合計の値ではなくその内訳、好中球の

データまで把握することに意味のあることを学

びました。私たちの健康度を測る、健康対策をし

っかりとしていく、具体的なとりくみにこれから

もこだわっていきたいと思います。 
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原発被害者の子どもに対するいじめについての声明 
 

２０１６年１２月２２日 

 

原発被害者訴訟原告団全国連絡会 

共同代表 早川篤雄 中島孝 鴨下祐也 

村田弘 森松明希子 金本友孝 

 

胸が痛むいじめ事件 

横浜市の事例をはじめとして、各地に避難して

いる原発避難者の子どもに対するいじめ事件が

報道されています。 

私たちは、この「いじめ」の連鎖に深い悲しみ

と怒りに打ちひしがれています。どのような理由

であれ、いじめは絶対に許されるものではないこ

とを訴えます。本来学校は、子どもたちが安心し

て教育を受けられる場でなくてはならないはず

です。管理が強化されているなかでも、学校は子

どもたちの成長や悩みに寄り添い、すこやかな人

格の形成を進める場であってほしいと願います。 

残念なことに、報道された原発避難者の子ども

に対するいじめは氷山の一角です。そして、子ど

ものみならず、大人の世界でも、心ない仕打ちや

嫌がらせという事態が続いているのが実情です。

全国２１か所で提訴している私たちの裁判の中

でも、以下のように、多くの法廷で、子どもや大

人に対するいじめや嫌がらせがあることが明ら

かにされています。 

・避難地から福島に戻り、新しい学校に転校、

少し新学期から遅れたために、いじめにあっ

た。その結果不登校になり、転校した。 

・福島県民と分かると差別されるので、出身地

を言えない。隠れるように生活している。 

・福島から来ましたとあいさつをしたら、あな

たとはおつきあいできませんと言われた。 

私達原発事故被害者は、このような事態が生じ

てしまう根底には、残念ながら、以下のとおり、

原発事故による被害者が置かれた現状に対する

周囲の理解が不足しているものと感じています。 

 

原発事故による避難者が置かれた現状 

原発事故による避難者は、原発事故そのものに

よる被害を受けたばかりか、国や東京電力による

誤った被害対応と、被害区域の線引きによる「分

断」、不当な「帰還政策」による被害者の切り捨

てによって、さらに苦しめられています。 

国と東京電力は事故発生の直後から、国による

避難指示の範囲と被害補償をリンクさせる「分断」

政策をとることによって、責任を曖昧にして賠償

を低額にとどめようとしてきました。そのために

被災者は、「避難するか、留まるか」という、い

のちと健康に関わる個々の判断を「賠償」の有無

という「基準」によって歪められてきました。 

その結果、被害補償の打ち切りによって不本意

な帰還を余儀なくされ、他方では避難区域外から

の避難者は、現に避難生活が続いているのに、何

の保障も得られず、困窮に陥るという事態が生じ

たのです。 

さらに、事故後５年目を迎えた昨年から、国と

東京電力は、「福島原発は終わった」「汚染水は完

全にブロックされている」という誤った説明を繰

り返して、「帰還強要」政策を強めました。 

すなわち、来年２０１７年３月には帰還困難区

域を除いた避難区域を解除し、これと合わせて賠

償と住宅支援打ち切りという、被害者の切り捨て

を強行しようとしており、福島県もそれを容認し

ています。 

他方で、帰還困難区域についても、復興支援住

宅などへの「定住」を求める政策が始まっていま

す。これらは、「もう安全だから避難など認めな

い」か、「もう戻れないのだから移住しろ」とい

う両面によって、「避難者をいなくする＝抹消す

る」ことを目論む政策と言わざるを得ません。 

その「論拠」として言われているのが「２０ミ

リシーベルト以下の放射線被ばくには健康への

影響はない、癌の発症率は、喫煙、肥満、野菜不
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足の方が高いなどという「２０ミリシーベルト安

全論」です。しかし、そのような言説は、国際的

な放射線防護学の知見に反するものであり、

ICRP（国際放射線防護委員会）の見解では、１

００ミリシーベルト以下においても、被ばくした

線量に応じた影響があるとされています。それに

もかかわらず、国と東京電力は、あたかも福島県

全土が放射能汚染から解き放された安全な地域

になった、帰らない方が悪いと思わせようとする

政策をとり続けているのです。 

その目的は、賠償責任を小さくすることと、帰

還の促進によって「復興」を進めようとすること

です。こうした意図による「復興政策」「避難者

抹消政策」のために、困難な避難生活をしている

被害者が一層困難な状況に追いやられているこ

とを、どうかご理解頂きたいと思います。 

このような政策が実施され、さらにはその内実

や被害者の置かれている実情の報道が不十分な

中で、誤解と偏見が蔓延していることから、残念

ながら、本来被害者である福島県民・原発被害者

に対し、「多額の賠償金をもらっている」とか「な

ぜ帰らないのか、わがままだ」という誤った理解

や、歪んだ見方をしてしまう風潮がつくられてい

ることも事実です。 

私達は、原発事故による被害者が置かれたこの

ような現状が周囲に十分に理解されていないこ

とが、全国で報道されているような、いじめや嫌

がらせにつながっているのではないかと感じて

います。 

 

深刻な被害の継続と、国と東電の明白な加害責任 

各地における被害者を原告にした裁判を通じ

て、避難区域からの強制避難者も避難区域外から

の避難者も同様に、避難生活による著しい生活阻

害による苦痛が今も続いていること、そして「故

郷（ふるさと）の喪失」という深刻な被害が生じ

ていることが明らかになっています。被災者の多

くは、懐かしい町で家庭を築き、学び、働き、地

域の暖かな交流の中で過ごしてきたのです。そう

した大切な故郷（ふるさと）に戻れないというこ

とは、人間にとって耐えがたい事態です。 

そして、現在も多くの被害者が避難生活を続け

ていますが、皆、故郷（ふるさと）を深く愛して

いるけれども、｢避難をする必要があるので避難

を続けている｣のです。誰が、深く愛している故

郷を、理由もなく離れることができるでしょうか。 

原発事故被害者が受けている甚大な被害は、国

と東京電力の過失によるものであり、法的責任を

負うことも明白です。これまでに多くの専門家の

知見によって、この事故は「想定外の自然災害」

などではなく、東京電力は津波によるシビアアク

シデントの発生を予見できたこと、従ってこの事

故を防止する手段を講じることが可能であった

ことが示されました。また、原発事業に対する安

全規制の責任を負う国も、必要な規制権限の行使

を怠っていたことが明らかにされています。 

それにも関わらず、被害者である避難者が、被

ばくを避けるためにやむを得ず行っている避難

生活について、心ない批判や理不尽な仕打ちを受

けることは、まことに残念な事態です。 

 

私たちは訴えます 

子ども社会で起きていることは、大人の社会を

映し出している鏡のようなものです。「子どもの

いじめ」は，実は誰にでも起こりうることです。

そして何よりも、被害者への「いじめ」はそれに

よって自死に至ることもある、人の命に係わる重

大な問題であり、国際人権法と日本国憲法で保障

された、基本的人権の侵害にほかなりません。原

発事故にかぎらず，すべての災害の被災者は社会

全体で保護すべきであることは国際人権法で確

立されている原則です。 

子ども達に対するいじめがあってはならない

ことはもちろんですが、これを子どもだけの「子

どものいじめ」問題として捉えるのでは不十分で

す。私たちは、上記のとおり、やむを得ず故郷（ふ

るさと）を失い、困難な避難生活を送っている深

刻な被害、あるいは今も日々被ばくの不安にさら

されている被害の実相について、多くの国民のみ

なさんのご理解を切に願うものです。それが、原

発事故を二度と起こさないための、そして被害者

への二重の侵害となるいじめを繰り返さないた

めに必要な礎になると信じます。 

みなさまのご理解と温かいご支援をお願いい

たします。 

以上 
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１月１３日（金）／原発賠償京都訴訟第２１回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

みなさま、支援する会事務局の上野と申します。 

１月１３日（金）の原発賠償京都訴訟第２１回期

日の報告です。長文、ご容赦ください。 

 

９時半に京都地裁に到着すると、すでに５０～６

０名ぐらいの方が集まっておられました。最終的

には１３０人ぐらいの方が来られたと思います。

前回と同じように、抽選に当たった方のうち「午

前中で帰られる方」を探したところ、ざっと７～

８人ほど把握したのですが、実際に昼休み休廷と

なった時点で回収できた傍聴券は１５枚でした。 

 

昼休みに弁護士会館の地階大ホールに午後から

傍聴を希望して来られた方が１３名だったので、

今回は無抽選となりました。車椅子で傍聴された

方が３名（途中でさらに１名の方が参加）おられ

ましたが、その方々の席を除いても、午後からは

空席が目立ちました。傍聴券を預けずに、そのま

ま帰られた方がおられたのでしょう。 

 

今回の原告本人尋問は、①健康被害を不安に思う

避難者の代表、②身体に障がいのある避難者の代

表、③避難を途中で諦めざるを得なかった避難者

の代表の３人がロングタイム（主尋問３０分、反

対尋問３０分）、それ以外に３人がショートタイ

ム（主尋問５分、反対尋問２０分）で行なわれま

した。因みに、３月８日の第２４回期日以降はす

べてショートタイム方式で行なわれます。 

 

共同代表・萩原さんは、実際に自分や家族の身に

生じた症状をあげ、健康不安について証言。食品

の放射能検査についても、下限値が高いことや１

００ベクレル／㎏という食品基準は低レベ ル廃

棄物として本来厳重に管理すべきものであるこ

と、チェルノブイリ法では年間１ミリＳｖを超え

る地域では移住の権利が認められていること、そ

れ未満の地域でも雇用、医薬品の支給、健診など

が保障されていることをしっかり証言しました。 

 

反対尋問では、原告が話を聞いた野呂美加さんに

ついて、東電の代理人が「専門家から批判されて

いる人ではありませんか？」と質問する場面もあ

りましたが、萩原さんは主尋問で、「山下俊一の

講演も聞いたが、根拠を示さずに『安全だ』と言

っていたので信用できない」と、被告側のいう「専

門家」の実態についてもちゃんと批判していまし

た。 

 

午前中の証言は萩原さんだけ終わり、午後からは

最初が鈴木絹江さん。鈴木さんは自身が運営して

いた施設の入所者（障がい者）の避難の大変さや

事業所を閉鎖せざるを得なかった時のつらさ、そ

して自分自身の避難に伴うさまざまな困難につ

いて証言しました。何か言いたいことはとの問い

に、国や東電の責任の取り方があいまいであるこ

とを批判し、裁判長には「人として正義と真実に

向き合えるよう、チャンスを与えてほしい」と要

望しました。 

 

それ以外の４人の原告も、それぞれの避難した経

緯を述べ、被告側代理人の反対尋問にも堂々と答

えました。そして、異口同音に「帰りたいという

気持ちはあるが、元の状態に戻るまでは帰れない」

と証言しました。夫の体調不良により福島に帰還

した原告は「私たちに避難する権利があったと認

めてほしい」と述べました。また、イギリス人と

結婚している原告は、夫が海外の情報と日本国内

での情報の違いやＥＵが輸入禁止している食品

が日本国内では出回っていることなどから、日本

で暮らしていくことに絶望しイギリスに帰って

しまったため、今はイギリスで家族で生活してい

ることを証言しました。 
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被告側は相変わらず、原告がこれまでになかった

症状が出たと証言すれば「病院には行ったか？」

と問い、「行った」と答えると「その症状は放射

線の影響だと診断されたか？」という質問を繰り

返していました。ある支援者が感想に書いておら

れたように、再尋問で「放射線の影響ではないと

言われましたか？」と問い返すことも必要ではな

いかと思いました。 

 

今回は報告集会を行ないましたが、長丁場を終え

たあとだけに、さすがに出席者はいつもの半分以

下でした。原告のあいさつについて次のような感

想が寄せられました。「『原告団メンバーの絆がつ

よくなっていて心強かった』という話を聞き、う

れしくなりました。孤独になりがちなので、いい

雰囲気の原告団にうれしくなりました」 

 

最後に感想の中から、原告への激励メッセージを

一つ紹介します。「本人尋問に立たれる原告は、

証言台に立つ前にぜひ後ろを見て下さい。傍聴席

に入れなかった人も含めて、みんなで全力で支え

ていきますから！！」 

 

次回（１月２７日）、次々回（２月１７日）は専

門家証人尋問です。次回は原告側証人、被告側証

人それぞれの主尋問が行なわれ、次々回はそれぞ

れの反対尋問が行なわれます。原告側証人は、元

国会事故調委員で医学博士・高木学校メンバーの

崎山比早子さんです。被告側証人は、①柴田義貞

（長崎大学特任教授、福島県立医大県民健康管理

調査事業特命教授）、②酒井一夫（放射線医学総

合研究所・放射線防護研究セ ンター長）、③佐々

木康人（特定医療法人・湘南鎌倉総合病院付属臨

床研究センター・放射線治療研究センター長）の

三人です。傍聴席を満杯にして崎山さんを応援し

たいと思いますので、ぜひ裁判所にお越しくださ

い。 

 

 

 

講演会のお知らせ 

市民と自治体がひらく非核・平和への道 

―「新しい非核自治体宣言」と「自由と平和の声明」の出会 
 

■日時 ３月１８日（土）１３：３０～１６：３０ 

■講演 阿部裕行さん（東京都多摩市長）「多摩市の非核平和都市宣言」 

    藤原辰史さん（京大人文研准教授）「未踏の非核思想を求めて」 

■会場 京都教育文化センターホール（左京区聖護院川原町） 

■資料代 ５００円（高校生以下無料） 

主催：核兵器廃絶ネットワーク京都 

閉廷後の報告集会 
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集英社 

１，５１２円（税込） 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■新しい日米外交を切り拓く  猿田佐世／著 

■虚像の抑止力  柳澤協二、屋良朝博、半田 滋、マイク・モチヅキ、猿田佐世／著 

１月の「会報」が

発行される頃には、

「次期」という修辞

語が取れ、「第〇代

大統領」に「トラン

プ氏」がついている

であろう。そのトラ

ンプがツイッター

で「自動車会社のメ

キシコ進出」につい

て批判し、自動車会

社の対応がマスコ

ミを賑わしているが、

これが「日本の政策」

に関することであれば、政府・マスコミはどんな

対応をしたであろう。この大統領選挙の報道は、

日本に正確に報道されていたであろうか。著者は、

「普天間移設問題」についての、日米の意識・報

道の格差に愕然とした、という。「鳩山元首相」

の「普天間基地を、できれば国外に」という発言

が、日本では反発が強いのに、アメリカ（特にワ

シントン）では明らかに「空気」が違う。あの「ア

ーミテージ」さえシンポジュームで「別の案の検

討が必要だ」と発言している。しかし、その声は

日本で報道されることはなかった。何故、このよ

うな事が起こるのか、著者は、次のように指摘す

る。現地在住の日本政府関係者やメディアなどの

日本人が、自らの推す政策を日本で進めるために

ワシントンをうまく使う。日本国内ではニュース

性がない「発言」も、ワシントンで発言すれば大

きく取り上げられる。この効果を「ワシントンの

拡声器効果」と呼んでいる。 

 この「効果」は、どのように生み出されて、日

本にどのような影響を及ぼしているのだろうか。

例えば、ワシントンで「知日派」と言われる人は

「何人」位いるのか？アメリカでは「原発産業」

は斜陽産業、と言われているが、日本の原発事業

をどうみているのか？等、如何に我々が日本政

府・マスコミにうまく乗せられていたのか理解で

きる。 

 著者は、山口二郎氏他のメンバーと「新外交イ

ニシャティブ」というシンクタンクを発足させ、

「幅広い声を日米相互に」と活動を展開されてい

る。今後の活動に期待したい。 

 

このシンクタン

クのメンバーが「虚

像の抑止力」（旬報

社）で、「沖縄米軍

基地問題」について

提言されている。内

容については「賛否」

あると思いますが、

辺野古移転問題解

決にむけて、幅広い

見方は参考になり

ます。 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

旬報社 

１，４００円＋税 
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■会報５０号おめでとうございます 

石角敏明さん（長岡京市） 

会報「５０号」おめでとうございます。 

１００号めざして、なんて言ったら怒られそうで

すが、何もお手伝いできなくて申し訳ありません。 

これからもよろしくお願いします。 

 

■みなさまの記憶に１．１７を刻んでいただけれ

ば 

月下星志さん（南区） 

いつもありがとうございます。 

年明け、広島に帰省しました。 

まだカープ優勝の余韻が残っていました。 

米重さん、パレードに行ったんですね。私はパレ

ード＆優勝報告会行きました(^^) 

やはりカープは広島の希望です。 

年末に「この世界の片隅に」を観ました。 

今までにない切り口だったと思います。 

戦後の平和教育を受けましたが、いわゆる戦時中

の「フツウ」の生活を知り、改めて「フツウ」の

怖さと共にありがたさを感じました。 

１．１７は神戸での追悼礼拝参加のため例会は欠

席します。いつも欠席ですみません。 

みなさまの記憶に１．１７を刻んでいただければ

幸いです。 

 

■『New York Times』の１月１日の記事に小泉元

首相 

山根和代さん(右京区) 

ニューヨークの友人から『New York Times』の１

月１日の記事が送られてきました。「日本の元リ

ーダーが反原発に」という題です。 

小泉元首相が、福島へトモダチ作戦で行って被曝

したアメリカ兵に会い、被曝が認められていない

彼らを救うために日本で講演活動し１００万ド

ル（１億円以上）を目指しているというニュース

です。あるアメリカ兵は、アメリカの政府も医者

も軍隊も自分の話を聞いても冷たい反応だった

が、小泉氏は違って涙ぐんで話を聞いてくれたと

述べたと報道しています。 

朝日新聞ではすでに昨年の５月１８日に報道し

ています。 

小泉氏が涙 トモダチ作戦の健康被害「見過ごせ

ない」 

http://www.asahi.com/articles/ASJ5K354LJ5KPTIL00B

.html 

日本もアメリカも被曝を認めないという動きを

改めて感じると同時に、福島の被災者、被曝者に

関する報道が少なくなっているのではないかと

思っています。 

テレビをあまり見ないので、どの程度小泉元首相

の動きについて日本で報道されているのか知り

ませんが、こんな記事がアメリカで報道されてい

ることをたまたま知りましたので、お知らせしま

す。 

 

■新年は神頼みから 

平 信行さん(南区) 

新年恒例にしている京都十六社朱印めぐりを

今年も回ってきました。１６の神社に参拝してそ

れぞれからスタンプラリーのようにご朱印を押

印していただき（有料）、回り終えると最後にそ

の年の干支のかわいい置物をいただける企画で

す。時間を見つけながら公共交通機関と徒歩だけ

の移動ですから３日がかりとなりました。普段は

あまり足を運ぶことのない京都のあちこちまで

街並みを眺めながらのウォーキングはなかなか

楽しいものです。 

１６も神社を回るとご利益も大変。健康長寿、

良縁開運、学業成就、厄除、子授け、安産、病気

平癒、商売繁盛、出世開運、学芸上達、馬の勝運

まで何でもありです。私もいつの頃からか神にす

がるようになってしまいました。 

尚、十六社めぐり最後は熊野若王子神社。その

足で山頂の新島襄・八重らのお墓に墓参します。

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

http://www.asahi.com/articles/ASJ5K354LJ5KPTIL00B.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ5K354LJ5KPTIL00B.html
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■原爆被爆後遺症の子孫への遺伝を初めて認めた慶尚南道条例 （韓国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫のチョン・ヨンヒョンさん（４８）が「コーヒーもおいしいし、 

うさぎの絵を描くのも面白いです」と、「韓国原爆２世患友生活憩 

いの場」を説明した。 

「私はコーヒーよりペペロのお菓子の方が好き」 

隣にいた妻のホ・ジンヨンさん（４８）が夫の言葉に割り込んだ。する 

とチョンさんは「黙っていなよ、私が説明してるんだ」と言い、説明を続けた。 

とつとつとした喋り方のために、何度改めて聞いても彼らの言葉を理解することは簡単 

ではなかった。しかし二人は止まることなく笑い、対話を交わした。子どもよりも純粋で仲のいい夫

婦だった。 

 この夫婦は、昨年の夏から慶尚南道陜川郡（ハプチョングン）の「韓国原爆２世患友生活憩いの場」

で暮らしている。二人の両親は１９４５年８月６日、日本の広島で原子爆弾によって被爆した原爆被

害者だ。１９６９年生まれの同い年のチョンさんとホさんは、遺伝性疾患であるダウン症候群を持っ

て生まれた。親から原爆の被爆後遺症が受け継がれたものと推定される。 

 憩いの場を運営する韓国原爆２世患友会のハン・ジョンスン名誉会長（５８）は１６日、「あらゆ

る先天性後遺症で苦しむ私たちの存在自体が明確な証拠なのに、原爆の被爆後遺症が子孫に受け継が

れるということを証明する医学的証拠がないなんて話になりますか」と無念さをあらわにした。 

日本の内務省警保局（現警察庁）が１９４５年末にまとめた資料によると、広島と長崎で原爆が爆

発した時、韓国人被爆者１０万人のうち５万人が命を失い、解放直後に４万３０００人が韓国に帰っ

た。韓国原爆被害者協会と大韓赤十字社は昨年末現在、国内に生存する原爆被爆者を約２４９０人と

把握している。 

原爆が爆発し７０年あまりが経った今、原爆被爆者問題よりも原爆被爆の後遺症を受け継ぎ、あら

ゆる先天性障害と病気に苦しんでいる被爆者子孫の問題がより深刻な状態だ。韓国と日本の政府は、 

scrapbook 
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不十分ではあるが原爆被爆者に医療・生計の支援を行っている。しかし原爆の被爆後遺症の遺伝は医

学的に証明されていないとし、子孫たちの苦痛は認めていない。当然、何の支援も行っていない。 

韓国政府は原爆被爆者の子孫たちの実態どころか、数字も把握していない。昨年５月１９日に制定

された「韓国人原爆被害者支援のための特別法」も、１９４５年に原爆が投下されたときに広島や長

崎にいた人と「当時妊娠中の胎児」に被害者の範囲を限定している。しかし原爆被爆者の子どもが先

天性後遺症を患っているという事実を公開した人々の会である「韓国原爆２世患友会」の会員は、す

でに１３００人あまりに上る。 

 このため慶尚南道はキム・ドゥグァン知事時代の２０１２年１月、「慶尚南道原爆被害者支援条例」

を作る際、被害者の範囲に「２世、３世など子孫」を含めた。原爆被爆者の子孫を原爆被害者として

公式に含めたのは、韓国はもちろん日本など全世界で初めてだった。慶尚南道がこの条例を作ったの

は、原爆被爆者が多く住んでいるため「韓国の広島」と呼ばれる陜川郡を中心に、慶尚南道に韓国原

爆被害者の３０％ほどが住んでいるためだ。 

慶尚南道条例は、原爆被害者支援のための総合施策作りと推進、定期的な実態調査の実施、原爆被

害者福祉・健康の体系的支援計画の樹立・施行などを道知事の責務と定めている。道知事は原爆被害

者の福祉支援センターも設置・運営することができる。 

条例によって２０１３年に慶尚南道が道内の原爆被害者の子ども２４４人の健康状態を調査した

結果によると、１３．９％（３４人）が先天性奇形や遺伝性疾患を患っていることが分かった。障害

者登録率は９．１％で、全国平均（５．０％）の２倍に近かった。 

慶尚南道は今年２０００万ウォン（約１９３万円）をかけて、陜川地域の原爆被害者の被害陳述を

記録している。被害陳述書には、日本に渡った理由、日本でしていた仕事、被爆当時の状況、韓国に

帰ってきた理由、帰国後の暮らしの苦しさ、被爆以降の健康状態、子孫たちの健康状態などを書くよ

うになっている。慶尚南道と陜川郡は国費１５億ウォン（約１億４５００万円）、道費３億ウォン（約

２９００万円）、郡費３億ウォンの計２１億ウォン（約２億円）をかけて「陜川原爆被害資料館」を

建設しており、８月に資料館が完工すればここに被害陳述書を保管・展示する計画だ。 

しかし、法的な裏づけがない状況で、条例だけでは原爆被爆者の子孫を支援するにも限界がある。 

広島で原爆が爆発して７１年目の昨年８月６日、「韓国原爆２世患友生活憩いの場」が陜川郡にオ

ープンした。現在はチョン・ヨンヒョン、ホ・ジンヨン夫婦が住んでいるが、最大６人が同時に生活

できる。毎週水曜日には会員らが集まり一緒に食事をして、情報を交換するなどコミュニケーション

をする。地方自治体の支援を受け心理治療相談も行っている。だが、政府の支援を全く受けられない

まま、施設は韓国原爆２世患友会と市民団体である陜川平和の家など全額民間からの後援金で運営し

ている。運営責任を負う韓国原爆２世患友会のハン・ジョンスン名誉会長は、一銭も受け取らずにボ

ランティアをしている。 

 アン・ジェウン陜川平和の家チーム長は「現在は苦労して集めた蓄えを取り崩して後援金を使って

いるが、それも今年の暮れには底をつくと予想している。一日一日を持ちこたえているが常に不安だ」

と話した。韓国原爆被害者協会のシム・ジンテ陜川支部長（７５）は『韓国人原爆被害者支援のため

の特別法』を直ちに改正すべきだ。もう２５００人も残っておらず、高齢のために数年経てば大半は

亡くなる可能性が高い原爆被害者１世だけのための法では、原爆被害者問題を決して解決できない」

と強調した。       

【２０１７年１月１７日 ハンギョレ新聞・電子版（韓国）】チェ・サンウォン記者 
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■軍人・軍属交通事故４０件超 京丹後・米軍レーダー運用２年 

近畿で唯一の米軍基地である米軍経ケ岬通信所（京都府京丹後市丹後町）でミサイル防衛用のＸバ

ンドレーダーの本格運用が始まってから２６日で２年を迎える。京丹後市では米軍軍人・軍属による

交通事故は４０件以上に上った。１１月から福知山市での射撃訓練も始まり、住民の不安は開設時よ

りもさらに高まっている。 

 近畿中部防衛局によると、米軍関連の交通事故は１６年度だけで１５件発生し、２０１４年度から

の累計で４１件もあった。塀や車、動物との接触以外にも人身事故も３件起きている。今月１０日に

は京丹後市大宮町の道路で米男性軍属の乗用車と市民の乗用車が衝突し、計４人がけがをした。 

 市民に被害が及ぶ事故を受け、防衛省地方協力局長に事故防止を直接要請した三崎政直市長は「市

としては交通安全対策が最も重要ととらえている。（米軍関係者が）交通安全講習を受けてから運転

するのはベースの部分だ」とする。 

 これまでの交通事故で約８割は米軍関連側の運転に問題があった。府警などは米軍関係者向けの交

通安全講習を度々開いたが、効果は薄い。市によると、１０日に人身事故を起こした男性軍属は、事

故以前に講習を受けていた。市では対策として市民との事故が発生した場合に弁護士相談の支援策を

打ち出している。 

 一方、京都府によると、救急患者の搬送に使われるドクターヘリが基地周辺を航行するためにレー

ダーの停波を要請したのは計９回だった。計器が誤作動を起こす恐れがあるためで、１４～１６年度

に各３回ずつ要請していて「いずれも運航への支障はなかった」（府医療課）という。 

 また、軍人・軍属の行動範囲や基地の領域を広げる動きも出てきた。１１月下旬から陸自福知山射

撃場（福知山市）での米軍人・軍属の射撃訓練が始まり、事実上の共同使用となった。さらに通信所

の東側で米軍に新たな用地が提供された。近畿中部防衛局は「通信所に出入りする米軍車両が妨げに

ならないよう車を引き込む空間として要請があった」と説明する。福知山での米軍の射撃訓練では武

器は別車両で搬送するとしているが、実施日程を公表しないことも住民の不安をかきたてる。 

 米軍経ケ岬通信所（京丹後市丹後町）でＸバンドレーダーの本格運用が始まってから２６日で２年。

地元住民らでつくる「米軍基地建設を憂う宇川有志の会」の永井友昭事務局長（５９）＝京丹後市丹

後町＝は「通信所は単にレーダーがある場所だけでなく、大きな軍事拠点として拡大されるのではな

いか。交通事故を起こしても米軍関係者には行政罰が課されないことが事故増加を招いている。いま

だに地元住民が米軍基地関係者に直接連絡する方法はなく、問題があっても伝えられない状況だ。日

米地位協定の不平等性が露骨に出ている」と憤る。 

 京丹後では住民生活への影響が徐々に表面化している。だが、同じ府内にもかかわらず、京都市内 

では市民の関心は低い。 

 米軍Ｘバンドレーダー基地反対・京都連絡会の

大湾宗則代表世話人（７５）＝上京区＝は「京都

市内では丹後の基地の存在がほとんど知られて

いない状況で、街頭でビラを配っても受け取って

くれない。今後も集会や周知活動を地道に続けて

京都に基地がある現実を府民全体にもっと知っ

てもらう必要がある」と話している。 

【２０１６年１２月２５日 京都新聞】 
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▼１１月２７日の三田先生を

招いての学習講演会の報告書

は「会」のホームページ掲載、

関係するメーングリストへの投稿など

を行なってきました。これがＳＮＳの効果なのか、

私たちの想像を越えたところにまで拡散されて

いて、思いもかけないみなさんに読んでもらって

いるようです。寄せていただいた感想は随時この

会報でも紹介するようにしていきます。ネットで

も、冊子でもさらにさらに報告書の普及に努めて

いきましょう。 

▼横浜市で明らかになった原発事故避難者の子

どもへのいじめ事件。世の中から隠れるようにし

て生きることを余儀なくされた多くの広島・長崎

の被爆者のいたことと重なり合います。原爆、原

発事故は人々の心の奥深くを傷つけ、絆をも断ち

切る、ある意味最も残酷な被害なのではないかと

思います。問題の根本的解決のために原発被害者

訴訟原告団全国連絡会の発せられた声明を掲載

しました。 

▼年末年始４人の方が新規入会されました。「２

世・３世の会」も時々新聞報道されたり、ホーム

ページも立ち上げたりして、存在が知られるよう

になってきたことも背景にあるかと思います。

「会」を必要とされている方はもっともっとある

でしょう。社会に向けた情報発信をしっかりと行

ないながら、会員の輪もさらに広げていきたいと

思います。尚、新規入会のみなさんには次号以降

の会報で自己紹介をお願いしていきます。（平） 

■恐怖や避難の困難、原告が訴え 京都地裁、東電事故賠償訴訟 

東京電力福島第１原発事故による京都府内への避難者ら５８世帯が東電と国に損害賠償を求めた

集団訴訟の第２１回口頭弁論が１３日、京都地裁（浅見宣義裁判長）であった。２回目の本人尋問が

あり、原告６人が被ばくの恐怖や避難生活の困難さなどを訴えた。 

 福島県田村市から京都市西京区に避難している鈴木絹江さん（６５）は病気のため車いす生活で、

ヘルパーによる介助が必要といい、障害者の避難の難しさを語った。事故直後は新潟県にヘルパーの

付き添いで避難し、移動にリフト付きのバスなどを用意しなければならなかった。避難所では薬が切

れて体調不良に苦しむ仲間もいたという。 

 田村市では、障害者へのヘルパー派遣事業などを手がけるＮＰＯ法人の理事長を務めていたが、放

射能への恐怖から京都での避難生活を選んだという。「（障害者が）親亡き後も仲間と暮らす社会をつ

くるのが夢だったが、途中で断念しないといけないのは言葉にできないほどつらかった」と涙ながら

に語った。また、障害者にとって住み慣れた地域を離れることは「新たな環境で差別や偏見と向き合

う不安がある」と述べた。 

 福島県から京都市に避難中の母親は、子どもに甲状腺ののう胞が見つかり「絶望的になった」と話

した。国や福島県が事故による放射能との因果関係を否定することに「関係がないという結論だけが

押しつけられている」と不満を訴えた。 

【２０１７年１月１３日 京都新聞】 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

２ １ 水  

 2 木  

 ３ 金 節分                               キンカン行動 

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 6・９行動 

 ７ 火  

 ８ 水  

 ９ 木 6・９行動／清水寺１，２００回記念（１４時・清水寺） 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土 「建国記念の日」不承認２・１１京都府民のつどい（１３時３０分・京都アス二―） 

 １２ 日 
レ―チェル・カーソン関西セミナー「ビキニ水爆実験とＸ年後」 

（１４時・ヒロセビル） 

 １３ 月  

 １４ 火 バレンタインデー 

 １５ 水  

 １６ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １７ 金 
原発賠償京都訴訟第２３回期日（９時３５分集合・京都地裁） 

キンカン行動 

 １８ 土 尹 東柱の想いを今につなぐつどい（１３時３０分・日本基督教団宇治教会） 

 １９ 日 
京都マラソン 

「戦争法廃止！」を求める京都・１９日行動（京都市役所前） 

 ２０ 月  

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日 ２．２６事件勃発の日（１９３６年） 

 ２７ 月  

 ２８ 火 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部（１１時・大阪地裁） 

２０１７年３・１ビキニデー１日目（１３時・静岡県） 

 


