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 ビキニ環礁水爆実験から５８年目を迎えた２０１３年３・１ビキニデーに、全国から１，８００人が参加 

 大会実行委員会は「広島・長崎、ビキニ、

福島の核被害を体験した私たちが歴史を

切り開く力を発揮しなければならない」と

訴えた。 

 

 

 

 

 京都教職員組合女性部の“清水寺６・９行

動”は１９７１年から始められ、この４月９日

（火）１，１００回目を迎えました。 

（写真は１９７７年頃のとりくみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

燃え尽くす長崎の街を縦断して帰りついた私の被爆体験  中野士乃武さん ２ 

 ふるさとに米軍基地はいらない  「２世・３世の会」会員・吉田さゆみさん（京丹後市） ６ 

一日も早い核兵器廃絶を！ 京教組女性部の清水寺６・９行動１，１００回！ ８ 

２０１３年３・１ビキニデーに参加してきました  佐々本好信さん ８ 

会員紹介／奥田美智子さん・畠中孝敏さん・吉田さゆみさん・市田里佳さん ９～１０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １１ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 米軍関係者、最大で１００人配置 京丹後・レーダー計画（京都新聞） １１ 

 原爆症訴訟の意義学ぶ 東京で勉強会 「フクシマも注目」（中国新聞） １２ 

 放影研に対し公開質問状 被爆者側に立った研究を（中国新聞） １２ 

 【オスロ会議】核廃絶への確かな一歩に（高知新聞） １３ 
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燃え尽くす長崎の街を縦断して帰りついた私の被爆体験 

中野士乃武さん 

２０１３年２月２６日（火）証言 

京都「被爆２世・３世の会」で聞き取り、文章化 

 

 

原爆投下の昭和２０年（１９４５年）、私は１９歳で

した。国鉄門司鉄道局の長崎駅構内で、電力関係

の事務所の経理事務をしていました。 

警察署長だった父は昭和１９年（１９４４年）に亡く

なっており、４人兄弟の長兄も佐世保にいて昭和１

４年（１９３９年）支那事変で戦死していました。残さ

れた家族は母と２人の姉と自分と妹の５人で 、その

うち、当時、出来
で き

大工
だ い く

町
まち

にあった実家には母と次姉

と妹と自分の４人が住んでいました。 

 

８月９日の朝、私は長崎駅の一つ北にある浦上

駅に、当時１５，６歳だった若い職員２人を連れて在

庫調べに行きました。仕事が終わって帰ろうとしまし

たが、次の汽車まで時間があるので、３人で歩いて

帰ることにしました。 

浦上駅と長崎駅の中間にある銭座
ぜ ん ざ

町
ちょう

付近まで帰

ってきたとき空襲警報が鳴り、近くの防空壕に避難

しました。爆心地からは１．８キロのところです。警報

はすぐに解除されましたが、上を向くとまだＢ２９が

飛んでいるので、すぐにもう一度防空壕に戻りまし

た。防空壕は山の裾に横穴を掘ったようなもので、

中では２０人くらいが体育座りのような格好で避難し

ていました。 

 

５分もしなかったと思うのですが、もの凄い閃光を

目に感じました。次に強烈な爆風によって身体が防

空壕の中の壁のあっちこっちにたたきつけられまし

た。その後２．３分は放心状態になっていたのだろう

と思います。記憶がありません。 

やがて焦げくさい臭いが立ちこみ始めたので出

口の方に行くと、焼けただれた服装でお化けのよう

な格好をした人たちがたくさん防空壕めがけて入っ

て来ました。そのときは意識しなかったのでが、焦

げ穴だらけの薄着、下着一枚のような女の人もいま

した。「何があったのか」と 3人で、入って来る人とぶ

つかりあいながら外に出てみると、防空壕に入る前

にあったはずの景色が何もないのです。家も建物も

すべてがなくなり、ぺしゃんこになってくすぶってい

ました。 

 

こんな時には人は自然と山の方に向かって避難

しようとするものなのか、私たちは長崎の街の東方

後ろにある金比
こ ん ぴ

羅山
ら さ ん

めがけて登って行きました。道

は家屋でふさがり、木材が燃えて熱かったのを覚え

 “原子爆弾被害の本当の姿を語り伝えよう”は、「被爆２世・３世の会」の原点であり、中心の活動課題

です。２月から被爆体験の聞き取りを始めました。被爆者から実際に語られた実相、体験を会報でも随

時紹介していくことにいたします。 

 初回は、長崎で被爆された中野士乃武さんの体験です。 
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ています。私達の後について４，５人の人も一緒に

来ました。 

山への入り口の所で、女の人が「この子がおかし

い、何とかして下さい、助けて下さい」と叫んでいま

した。 

 

山の中腹まで来たとき、建物の下敷きになってい

た男の人がものすごい力で私の足首をつかまえて

引っ張り、「水を下さい」と訴えてきました。私は気が

転倒しそうなほど恐怖感を覚えましたが、「すぐ持っ

て来るから、待ってて下さい」とその場をごまかすウ

ソをつき、その男の人の指を一本ずつ一本ずつひ

きはがしました。 

 

もう少し行くと４、５人の兵隊さんが倒れていて「兄

さん、水をくれんか」「木陰あたりに引っ張ってくれ」

と助けを求めてきました。山の小高いところに高射

砲陣地があり、そこに配属されていた兵隊さんたち

だったと思います。ここでもとりあえずいい加減なこ

とを言って、私たちはその場を去りました。 

 

小高い山の頂上で３つぐらいの子どもが横たわっ

たお母さんにしがみついて「おかあちゃん、おかあ

ちゃん」とワーワー泣いていました。頂上付近で一

休みしていると、下から下からどんどん人が登って

きました。 

その後、「泣いていた子どもを誰かがかかえて連

れて行った」というのを聞いてほっとしました。６０歳

くらいの女の人が「私はキリスト教徒なのにキリスト

教信者はみんな死んだ」と言っていました。 

 

山のさらに奥の方に逃げて行くうちに夜中になり

ました。また爆弾が落ちるかもしれないと思い、近く

にあった古畳をかぶってその夜は野宿をしました。

夜間、山の東南の方角を見ると家が見えました。あ

っちには爆弾は落ちてないんだと思ったのを覚え

ています。 

翌朝、山を大きく迂回して長崎市北方の長与村
な が よ む ら

に降りて行きました。 

 

当時、長与村には国鉄長崎管理部の事務所が

疎開していました。そこで「長崎の旧市内は残って

いるらしい」という情報を得ることができました。実家

のある出来
で き

大工
だ い く

町
まち

は旧市内です。諫早
いさはや

から通勤し

ていた若い職員とはここで別れ、私は一人で線路

づたいに南へ歩き、家に向かって帰ることにしまし

た。 

 

長与村から旧市内までは、丁度爆心地の松山町

を中心にして半径３キロの距離の北の端から南の

端まで（合計６キロ）となります。街は南北に流れる

浦上川を中心に細長い谷のようになっていて、川の

西側には三菱造船や三菱製鋼、三菱兵器などの

軍需工場が連なっていました。国鉄と市内路面電

車が南北に並行して走っているところでした。 

原爆投下の翌日、言語に絶する惨状の爆心地と

長崎市街の中心を縦断するようにして、歩いて帰り

ました。 

 

この途中、私が見たのはまさしく原爆の地獄絵そ

のものでした。 

路面電車は熱線で焼け焦げており、倒れて横倒

しになった電車もありました。牛や馬がたくさん死ん

でいました。当時、牛はお百姓さんが長崎市内の

肥えを運ぶのに使っていたものです。馬は日通が

兵器工場など軍需産業の運搬用に使っていまし

た。 

線路沿いの道も、浦上川も死者でいっぱいでし

た。線路の土手で死んでいる人、浦上川にうつぶ

せになって死んでいる人が溢れていました。長崎駅
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はもはや駅舎はなく、ホームの屋根だけが残ってい

る状態でした。旧市内も飛び火で火災が起こってい

ましたが、消防団の消火活動で食い止められてい

ました。 

夕方、やっと家にたどりつきました。母たちは、

「生きとったか」と喜んでくれました。 

  

原爆投下直後は駅の仕事がなかったので、その

後すぐに島原に嫁いでいた姉のところに１か月ほど

身を寄せることにしました。身体はだるかったので

すが、下痢や発熱のような症状はありませんでした。

百姓仕事を手伝いながら、ゆっくり静養したのがよ

かったような気がしています。同僚たちは、原爆投

下後３日目から死体の片付けや死体を焼く仕事に

命令でかり出されていました。ほとんどの同僚が３０

歳までに亡くなったと記憶しています。 

 また、金毘羅山へと一緒に避難した２人の若い職

員も、２人とも３０歳までに亡くなったと聞いていま

す。 

 

2年前の平成23年（２０１１年）に亡くなった妻とは

職場結婚でしたが、妻も長崎駅構内で事務をして

いて被爆しています。金比羅山の更に東方の西山

貯水池の方まで避難していました。 

 

戦後、私は国鉄の長崎管理部というところで仕事

をしていましたが、昭和３０年（１９５５年）、線路や駅

舎をつくる建設部門に異動となり、西明石・吹田間

の線路複線化の仕事の関係で大阪事務所に転勤

し、その時から京都の宿舎に住むことになりました。

その後、新幹線が開通し、関西地区の保守担当に

転職。労務、総務の責任者として組合交渉の窓口

の仕事をすることにもなり、５６歳で定年退職しまし

た。国鉄がＪＲに分割民営化される前の時代のこと

です。 

その後民間企業で６９歳まで働きました。 

 

京都原水爆被災者懇談会と関わり始めたのは６

６歳の時です。被爆の影響は「孫にも出るぞ！」とい

った２世・３世に関わる風評を長崎で聞いたり、神奈

川県の進んだ二世施策を知って、当時の懇談会の

総会で代表の永原誠氏に「懇談会は被爆二世のこ

とを考えていないのか」とくってかかりました。その時、

故岩崎謙護さんから「文句ばかり言ってないで自分

でも世話人になれ」と言われたのがきっかけで、以

来今日まで世話人をさせてもらっています。 

 

５０歳で胃がんが見つかり、その後胆嚢炎で手術

もしました。1年に１回は精密検査するなど健康管

理には努めてきました。現在は糖尿病などをかかえ

ていて治療継続中です。 

３人の子どもや、孫、ひ孫に私と妻の被爆の影響

がありはしないかと、考えるととても心配です。 

 

以上 

 
 
← 
８月１０日朝、爆心地
方向から長崎駅方
向へ向かう人々 
 
 
 
 
 
 

→ 
８月１０日昼頃 

救護を求める市民 
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爆心地 

長与村 

▲金毘羅山 

銭座町 

浦上駅 

長崎駅 

出来大工町 
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※Ｘバンドレーダーは、８ギガ～１２ギガヘルツの

高い帯域で、遠方にある小さな物を鮮明に探知

することが出来る弾道ミサイル防衛に特化した特

殊なレーダー。出力は米軍との関係で明らかに

されていない。人体の影響が無いように、周辺の

数百メートルには「ハザード・エリア」が設定され

る。丹後での説明には周辺６㌔と返答。飛行禁

止区域が設定される。経ヶ岬上空には、飛行航

路がないので最適と選定された。Ｘバンドレーダ

ーは、イージス艦、ＰＡＣ３等で構成されるひとつ

のＢＭＷシステムの中で機能し、ミサイルの航

跡、軌道計算が行われる。米軍のＸバンドレーダ

ーは、日本（青森県津軽市車力駐屯地）、カター

ル、イスラエル、トルコに配備されている。 

 

ふるさとに米軍基地はいらない！ 
２０１３年３月３１日 

京都「被爆２世・３世の会」会員 吉田さゆみ（京丹後市） 

日本共産党京都５区国政委員長 

 

 ２月２２日の日米首脳会談で安倍首相は、ＴＰＰへ

の参加と京丹後市の航空自衛隊経ヶ岬分屯基地に

経ヶ岬に米軍基地の建設とＸバンドレーダーの配備

を約束してきました。この事を知ったのは２月２４日の

新聞報道でした。地元にとっては「寝耳に水」・・・、

防衛省が京丹後市と京都府に要請に来たのは、２

日後の２６日でした。周辺の伊根町、宮津市、与謝

野町には、市長や町長の抗議で要請に行くというお

粗末な態度でした。「市長は相談を受けていたの

か？」、住民説明会での質問に、市長は「首脳会談

の前日に、電話で候補地にあがっていると連絡はあ

った。」と答えました。 こんな重大な問題を、市にも

住民にも知らせず勝手に決めても良いのか！怒りが

広がっています。 

 

不安は広がるばかり・・・・・ 

「住民への安全が確保できない限り、了承すること

は出来ない」との市長の要請により、３月１１日と１２

日に、地元宇川地域と間人地域の２ヶ所で住民説明

会がありました。関心が高く、４００名の住民が集まり

ました。私も参加しましたが、次々とだされる質問に、

防衛省の答えはすべて「安全なものです。国の防衛

のためにご理解を」しかありませんでした。「過疎地

に米軍が来てくれたら、活気が出るのではないか。

国からたくさんの予算が下りてくるのではないか。国

の決めたことだから仕方がない」と考えていた住民か

らも、「何も疑問に答えてくれない。安全だと言われ

れば言われるだけ、不安が広がる」の声が出ていま

す。３月２５日、２６日には地元袖志区、尾和区の住

民のみなさんが、Ｘバンドレーダーが設置されてい

る青森県車力基地に視察に行かれたそうですが、

京丹後市と違って、基地は人家から遠く離れていて、

自衛隊の基地内に設置されているので、条件が違

いすぎると言われていました。防衛省が安全の理由

に持ちだしているのが車力基地ですから、いかにい

い加減な態度であるかがよくわかります。 

説明会で明らかになった事 

☆Ｘバンドレーダー基地の被害と影響の不安 

 説明パンフには、「周波数は車のスピード取り締ま

り程度、健康に影響は無い」と書かれています。 

Ｑ：周波数が問題ではない。出力が問題。 

Ａ：それは軍事機密のため答えることは出来ません。 

Ｑ：もしも、人がレーダーの前に立ちはだかったらど 

うなるのか？ 

Ａ：・・・（しばらく答えず、しつこく質問すると）熱くは 

なります。しかし、立ち入ることは絶対出来ません 

http://www.kyoto-minpo.net/archives/assets_c/2013/03/20130309-01-23222.php
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から大丈夫。 

Ｑ：ドクターヘリが飛行しているが、飛べるのか？ 

Ａ：必要のある時は、米軍の許可を得て、照射をや 

める必要がある。海側からではなく、山側からはい 

るように要請する。（悪天候が多い冬期は、海側か 

らしか入れない） 

☆住民の日常生活が脅かされる！ 

沖縄の悲劇が丹後にも？ 

Ｑ：沖縄では暴行や事件が多発している。米軍や軍 

属が１６０名も来れば、事件が起きる可能性があ 

る。 

Ａ：青森県車力でも、飲酒や暴力、女性宅への侵入 

事件はあった。大半は自動車事故、国・米軍・関 

係自治体 ・地元で連絡会をつくり、友好関係を 

築いている。 

Ｑ：事件を起こした軍人が基地に逃げ込んだら、日 

本が逮捕できるのか 

Ａ：・・・・要請します。 

☆戦争の脅威はないのか？危険を否定できず 

Ｑ：イラク戦争では真っ先にレーダーや通信網が攻

撃された。北朝鮮からの攻撃の可能性が高まるの

ではないか。 

Ａ：全国には１１ヶ所のレーダーがあり、経ヶ岬のレ

ーダーのみ攻撃することは考えられない。米軍の

レーダーを攻撃すれば、対抗措置がされるので、

抑止力になり、より安全になる。 

Ｑ：それでも日本が攻撃されたら？ 

Ａ：米軍が守ってくれるので、心配しないでほしい。 

☆住民の「納得」「合意」が得られなければ、変更出 

来る？  

Ｑ：地元の合意が前提なのか。それとも強行か？ 

Ａ：様々な検討をして、最適の地と選定したので、変

更はない。日本防衛のために、理解していただき

たい。北朝鮮の状況が深刻化するので、一日も早

く配備したい。 

 

住民の正直な思いは「平和に暮らしたい！」 

先日、地元地域のみなさんの思いを聞きました。

青森県車力基地と違って、道路を隔てたすぐ前に米

軍住宅が建設され、レーダーも目の前です。「豊か

な自然と、穏やかな暮らしが壊されるのではないかと

不安」 「米軍の車両が行き交えば、子ども達を外で

安心して遊ばせることが出来ない」「自衛隊に田畑を

売るなら国の防衛のため・・・と我慢できるが、米軍に

売るのは抵抗がある」「疑問に何も答えてくれていな

い。安全と安心が確認できない限り、了解は出来な

い」「何もわからないまますすめられている。しっかり

と説明を受け考えたい」・・・・不安は募るばかりで、

出来れば静かに暮らしたい・・・・そんな正直な思い

がひしひしと伝わってきました。私の住んでいる峰山

町は、予定地から車で３５分、「戦後、進駐軍が丹後

町の基地から峰山の繁華街に来て、暴れていた姿

が蘇って来る。身震いがする。戦争への道が身近に

感じる。原発も怖いけれど、戦争も怖い。孫達のため

に、身体をはってでもやめさせたい」と、友人達が言

っています。 

 ４月１日には、井上さとし参議院議員と自衛隊経ヶ

岬駐屯基地に調査に行きます。４日、５日と青森県

車力基地の視察と、反対運動の中心になられた

方々と懇談をしてきます。安倍首相が、憲法改正、

国防軍の創設など軍拡路線をすすめる一環の米軍

基地の建設は絶対許さない！憲法９条を高く掲げ、

平和な日本へ それこそ、身体をはって阻止するた

めに頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民説明会の様子                                    現地を視察 
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２０１３年 

３・１ビキニデーに 

参加してきました。 

佐々本好信 

 

清水寺６・９行動は 1971年に始められました。毎月６日と９

日の 14時から１時間、一回の休みもなく、今なお続けていま

す。清水寺のご好意で、境内で、英語・ハングル・中国語・日

本語それから、修学旅行生用と５種類のチラシを渡し、署名を

訴えています。女性部の折った羽ばたく鶴も好評です。   

４月９日で１，１００回目をむかえました。当日は、平日では

ありますが、退職教職員や、平和を願う各団体から多数の参加が予定されています。 

今年２月に、北朝鮮は、３度目の地下核実験を行ったと発表しました。 

一方、福島第一原発事故を契機に多くの人々が原発ゼロを求めて立ち上がり、市民の声が国を変え、世

界を動かしつつあります。   

原発事故の深刻さは、核

兵器と人類は決して共存で

きないことを教えています。 

京教組女性部は一日も

早く「核兵器のない平和な

世界」を実現させるため、核

兵器廃絶で平和を願う人々

と連帯した行動を強めま

す。 
１９７９年当時の清水寺 6・９行動の様子 

 

 

分科会に参加し、「何故二世の会を立ち上げようと思ったのか」につい 

て発言してきました。その要旨は以下の通りです。 

自分の親から体験を聞いた人、聞いていない人それぞれいます。

親本人もしっかりと伝えた人、語りたくなかった人、言われなき差別や

この世の地獄を見た事を思い出したくない人、それぞれがいます。し

かし、自分の親をはじめ様々な人の体験を聞いている内に、こういう

体験は残していきたい、残さなくてならないと思うようになりました。 

原爆投下によって一瞬の内に何万人もの人々が亡くなり、人が人でないこ の世

の地獄が生まれました。焼けただれたままさまよう人の姿、ただ無言で水を求め、途中で力つき倒れた人、川

の中に頭を浸けたまま亡くなった人、火傷やけがをして必死の思いで逃げた人、様々な人がおられました。 

被爆者の体験は二度と繰り返しはいけない、日本だけで無く、どの国々に対しても同じです。 

核兵器は投下された一瞬だけでなく、被爆者のその後の人生を

つらく悲しいものに変えました。 

被爆者の方々の思い、願いは、核兵器をこの世界から廃絶する

ことです。それを私達が引き継いで行きたい、次世代にも繋げて行

きたい。この世界から核兵器が無くなるまで訴え続ける為に、二世

同志が集まって同じ思いを共有し、活動していくことが私達に求め

られていることだと信じて「２世・３世の会」を発足することになりまし

た。 

写真は全体会場での発言の様子     “ノーモア、ヒバクシャ”と訴え続けて行きたいと思っています。 

一日も早い核兵器廃絶を！ 

京教組女性部 

清水寺 6・９行動 

１，１００回！ 
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会員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥田美智子 （おくだみちこ）さん 

広島高等工業専門学校の生徒であった父は、教室内５０ 

人ほどいたうちの僅か２名の生存者となり、その後の６２年を 

生きました。 

１.５ｋｍ地点での被爆なので、相当量の放射線をあびまし 

たが、机につっぷした状態であったので、からだの内側と顔 

には傷がなく、割れた窓ガラスが大腿部や背中に突き刺さり、 

本人いわく、『ひん死の状態』だったそうです。数日後、父の 

被爆を知り探し回った末、見つけ出した祖父が荷車に乗せて岡山の町まで連れ帰ったと聞いていま

す。 

 うさぎ年生まれの父は、後に講演会に招かれた折には、被爆したことを隠すことなく「原爆うさぎ」と称

し、経済講演会でも話していたようです。サラリーマンから５０代になって転職し、学位取得や、大学教

授の職を得るなど、不屈の原動力は、ある意味、想像を絶する被爆体験があったから実現できたと言う

ような意味のことを時折言っていたような記憶があります。 

 悲惨な状況を嘆くだけではなく、『アメリカ帝国主義を見返してやる！』と日々陽気に努力を重ね続け

た姿を思い出す度に、今でも娘として脱帽しています。 

畠中孝敏 （はたけなかたかとし）さん 

被爆２世の会に誘われて、入会しました。 

私の父（12年前に他界）は8月6日に学徒動員で出かけた妹を捜しに

広島市内に入ったようです。８日に広島市己斐で見つけ実家に連れ戻し

荼毘に付したようです。その事を直接父から聞いた記憶はありません。父

は原爆のことについては話しませんでした。伯母等に聞いた記憶があり

ます。また、同じ入市していた方だと思いますが、父のまったく知らない

方が何人か父を訪ねてきて、入市していた事の証明をお願いにきていま

した。手帳交付には何人かの証明が必要だったようです。 

私の小学生時代は、学校で佐々木佐禎子さんの生涯を描いた「千羽つる」（だったと思いますが）を

上映していたことを思い出します。病室で余命幾ばくもない主人公が千羽鶴を折っているシーンはい

まだに忘れません。原爆は怖いものと思って育ちました。 

高校時代は広島市内に通学していましたが、８月６日８時６分には駅内放送があり、構内を歩いてい

ても、みんな立ち止まり黙祷をしていたことも思い出します。今でもやられていると思いますが、高校を

卒業してすぐに京都へきましたので定かではありません。 

青春時代に、世界大会、３・１ビキニデーへ参加したことがありますが、その後平和運動そのものに

直接関わったことはありません。「６・９行動には何回か参加したことがあります」 

思いつくままに書いてしまいましたが、仕事をしていますので、どこまでできるかわかりませんが、よ

ろしくお願いします。 

広島県大竹市出身です。 
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吉田さゆみ （よしださゆみ）さん 

幼い頃、母のふるさとに行くことがあっても、父のふるさとに行くことはありま 

せんでした。「お父ちゃんの親戚はいないの？」と聞く私に、父は黙ってうつ 

むき、涙を浮かべていたことを幼心に覚えています。中学生になり、父が広島 

の出身であることを知りました。ベトナム戦争反対運動に関心を持ち始め、父 

に広島の原爆投下について聞きました。「あんなむごいことはない。戦争は繰 

り返したらダメだ。」・・・・・父が広島を語ったのは、これが最初で最後でした。 

母から、大阪に住んでいた父は、（原爆投下の）３日後に広島に行き、無惨 

な光景を目にして、ショックを受けたようだと聞かされました。私が生まれる前か 

ら入退院を繰り返し、深く心を閉ざしていた父に反発ばかりしていた私ですが、父の悔しさが活動の原点

となっています。 

憲法改悪、国防軍創設、京丹後に米軍基地・・・・・、原発の推進・・・絶対に許すことは出来ません。京

都「被爆」２世・３世の会へお誘いを受け、うれしく思っています。みなさんとの交流を楽しみに、平和な日

本、原発ゼロの日本の実現へ、頑張ります。 

市田里佳 (いちだりか) さん 

昔、祖母に聞いた話では広島に原爆が落ちた日、祖母は当時２

歳だった母を背負い市電に乗っていました。爆風で電車の窓ガラ

スが割れ、祖母は咄嗟に母を座席の下に押し込んだそうです。幸

いケガはなかったのですが、そのあと祖母は母の手をひき、市内に

居るはずの親せきを探して焼跡を歩き入市被ばくしたのです。 

母が被ばく者だという事実を知った時は、戦争が急に身近なもの

に思えただ怖くて、不安でいっぱいになりましたが、母が平和の大

切さと憲法９条のことを教えてくれて、もうあんな怖い戦争は日本に

は起きないのだと思うと幾分か心が休まったのを覚えています。こ

の記憶はその後の私をつくるうえで大きく影響してきたし、この２世

３世の会に巡り合ったのも、あの頃の私があるからだと思っていま

す。 

今年保育所卒園の息子さんと    今年祖母は９７歳。とても元気ですが、母は若い頃から病気をいっ 

ぱいしています。今も疲れやすく循環器系が悪いです。祖母と母

は同じ焼跡を歩きましたが、この身近な２人を見ている分には、やはり大人と子どもとでは放射能から受

けるダメージが違うのだと思わざるをえません。 

いまフクシマ事故から２年が過ぎても、私たちは放射能の恐怖から逃れられないでいます。２０年後、

３０年後、私の子どもは元気でいてくれるのでしょうか。それを考えると胸が締めつけられます。私の中

で、ヒロシマとフクシマは同じなのです。 

命の大切さをみなさんと一緒に考えていきたいと思っています。 
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■会報№５ありがとうございました。 

被爆体験の聞き取りやビデオでの録画は、将来平

和博物館・平和資料館で活用できることがあり、とても

貴重な活動であると思います。 

もちろんその際ご本人の許可が必要ですが、証言

を聞く場が平和博物館であると文字よりも影響力が大

きいと思います。例えばイギリスのロンドンにある帝国

戦争博物館には、ホロコースト生存者の証言が聞け

るようになっています。 

その後山口県と連絡を取り、父の被爆者手帳のコ

ピーを入手する手続きが進行中です。これも被爆２

世・３世の会に入っているからこそ可能になったのだ

と思います。 

いろいろ貴重な情報をありがとうございます。父の

病気の記録は、私だけでなく、子ども達や孫の健康

を考える際、重要ではないかと思っています。 

またすべてのヒバクシャにとっても大切なデータの

一つになるのでは？と思っています。 

 数日前国際平和ミュージアムで福島から大阪へ３

歳の子どもさんと避難されている女性がお話をされ、

そして福島で何が起こっているのかについて写真で

Ｔ・Ｙさんがお話をして下さいました。福島の原発事

故のことについて、被曝の心配について学ぶことが

たくさんありましたので、今後この会で来ていただい

てお話を聞くのも良いのではないかと思いました。 

（山根和代さん） 

 

■会報№５の花岡さんと木全さんのお写真と文章を

読ませていただき、私も少しは書かなければと思い、

ほんの少し（会員紹介）を書いてみました。 

 ４月２７日（土）の定期総会に出席したい気持ちでい

っぱいですが、母の一周忌を半年前よりその日に決

めていたため残念ながら欠席します。総会報告を楽

しみにしています。 

今年の８月６日広島または８月９日長崎の大会に（2

世・３世の会として）行ってみませんか？ 

（奥田美智子さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

■米軍関係者、最大で１６０人配置 
京丹後・レーダー計画 

 

航空自衛隊経ケ岬分屯基地（京都府京丹後市丹後町）への米軍「Ｘバンド 

レーダー」配備計画で防衛省は１１日、初めての住民説明会を同町の宇川小で開き、 

最大で１６０人の米軍関係者が配置されることを明らかにした。 

近畿中部防衛局の及川博之局長、平松友和企画部長が説明した。 

配置の人員に関し「最大１６０人程度で、企業の技術者が多数を占める」と述べた。住民生活へ

の影響について、▽米軍の隊員は基地外に住む可能性がある▽周辺地の買い取りや賃借で用地

取得する▽軍による事件・事故防止のため、国や米軍、自治体や町内会による連絡会を設けるよう

調整する▽農林水産物への風評被害防止に相談窓口を設ける－と説明した。 

攻撃目標となるとの懸念には「防衛力を強化する配備なので、抑止力が高まる。攻撃には米軍

が相応の措置をするため、それも抑止力になる」とした。 

説明会には市民約２４０人が参加した。より詳細な説明の要望や、「米軍基地化」への懸念を示

す意見が出た。１２日も午後７時半から同市の丹後地域公民館で開く。 

2013年 3月 12日 京都新聞 

scrapbook 
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■原爆症訴訟の意義学ぶ 東京で勉強会 「フクシマも注目」 
 

原爆症認定訴訟について学ぶ会が、東京都内であった。原告の被爆者や認定審査の結果を待

つ申請者たち約７０人が参加し、現行の認定制度の問題点や 訴訟の意義などを話し合った。 

東京都原爆被害者団体協議会（東友会）の主催。飯田マリ子会長は「高齢の被爆者に残された

時間は少ない。実態に合った制度に変えないといけな い」とあいさつした。 

東京地裁での訴訟を担当する弁護士が講演した。約２０年にわたり訴訟に関わる竹内英一郎弁

護士は「世の中に被爆の実相を伝え続けたことが国を動 かしている」と解説。厚生労働省が２００８

年に認定基準を緩和した経緯などを振り返った。 

田部知江子弁護士は、福島第１原発事故の被災者が訴訟に注目していると指摘。「勇気を出し

て闘うことで、福島の内部被曝（ひばく）の議論にも影 響を与えられる」と述べた。 

厚労省の原爆症認定制度の在り方に関する検討会の行方も話題になった。新たな制度の創設

を求める日本被団協の委員と、見直しを主張する委員との 溝が埋まらない現状を受け、参加者か

ら「最終的にどうなるのか」と懸念の声が上がった。 

東京地裁には１１年１２月以降、０８年の新基準で認定申請を却下された被爆者２１人（うち２人は

遺族）が処分取り消しを求めて提訴。東友会によると、さらに１０人が提訴を検討しているという。（藤

村潤平） 

２０１３年３月２５日 中国新聞 

■放影研に対し公開質問状 被爆者側に立った研究を 
 

原爆投下直後の広島に降った「黒い雨」の指定地域拡大を求める広島県「黒い雨」原爆被害者

の会連絡協議会（高野正明会長）と県被団協（金子一士理事長）は２７日、放射線影響研究所（放

影研、広島市南区）に対し、被爆者の立場に立った研究を求め、福島第１原発事故の放射線影響

への見解をただす公開質問状を提出した。 

両団体の計２０人が放影研を訪ね、「雨を浴びた多くの住民が病気に苦しんでいる。被害を受け 

た地区に来て影響を調べてほしい」と訴えた。 

質問状では、放影研が残留放射線や内部被曝（ひ

ばく）の影響を過小評価していると指摘する。 

質問状を受け取った放影研の秋本英治事務局長は

１カ月以内に回答する考えを示した。 

２０１３年３月２８日 中国新聞 
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■【オスロ会議】核廃絶への確かな一歩に 

核兵器の非人道性に焦点を当てた初の多国間会議がノルウェーのオスロで開かれた。 

世界に先駆けてこの問題を訴えてきた被爆国日本にとって、会議の持つ意義は大きい。核拡散

への脅威が増す中、被爆の実態を粘り強く訴えていく必要がある。 

人類は、核兵器の使用や核実験を通し、核爆発が爆発時だけでなく、長期にわたって甚大な影

響をもたらすことを体験してきた。 

２０１０年の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議で、「人類への壊滅的な結果」への懸念が表明さ

れて以降、核兵器の人道上の問題点に焦点を当てた議論が高まっている。 

国際会議は、軍縮に熱心なノルウェー政府が主催して実現した。１２０以上の国や国際機関、非

政府組織（ＮＧＯ）と幅広い参加となったのも、核兵器の爆発の影響への懸念が地球規模で高まっ

ていることの表れだろう。 

日本からは、被爆者の治療に当たってきた医師や被爆者の代表が参加し、原爆投下後の惨状

や、生き残った人が後遺症や心理的ダメージで苦しむ実態を報告した。「核兵器は非人道的」との

認識を国際社会で確立していく上で、唯一の被爆国が体験を語り続けていくことは極めて重要だ。 

会議では参加者が「核兵器の爆発の被害は制御不能で、十分対処できる見込みはない」（議長

総括）との危機感を共有した。その一方で、ＮＰＴ体制下で核保有が認められている米国やロシア、

中国、英国、フランスは参加を見送った。 

核兵器の非人道性を話し合えば、議論はおのずと核兵器禁止条約の制定へと行き着く。５カ国

はこの流れを警戒したとみられる。世界の核兵器の９５％以上を保有するいわば「主役」を欠いたこ

とで、「核なき世界」への道筋は見通せない状況だ。 

核兵器禁止条約の制定を求める声は国際会議でも相次ぎ、次回会合をメキシコで開くことで一

致した。核軍縮への流れが後戻りすることのないよう、人道的な観点での議論を続けていく必要が

ある。 

核廃絶は、人類共通の脅威に対する唯一の安全保障だ。核保有国を参加へと促すためにも、核

廃絶への機運を高めていきたい。 

２０１３年３月７日 高知新聞 
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