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すべての国の政府に核兵器禁止条約の調印・批准を求める「平和の 

波」行動 ９月２６日（火）「ヒバクシャ国際署名」宣伝行動 

京都タワービル前 

 

１０月６日（金）ＩＣＡＮにノーベル平和賞授与決定 
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２０１７年ノーベル平和賞にＩＣＡＮが決定されたことにあたって 
 

２０１７年１０月６日 

京都「被爆２世・３世の会」世話人代表  平 信行 

 

 

２０１７年ノーベル平和賞に「ＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国際キャンペーン」が選ばれました。素晴らし

い決定です。 

 

今年７月７日に採択された国連の核兵器禁止条約の実現に積極的な貢献をしてきたことが選ばれた

理由です。ＩＣＡＮに関係されてきたみなさまに心からのお祝いを申し上げます。また、この決定は、

ＩＣＡＮと力を合わせて核兵器廃絶運動をすすめてきた広島・長崎の被爆者、それに連なる被爆２世・

３世、そしてさらに核兵器廃絶のために力を尽くしてきた世界のすべての人々への評価でもあると思い

ます。私たちも共に喜びを分かち合いたいと思います。 

 

核兵器禁止条約は核兵器の非人道性を告発し、史上初めて核兵器を法的に禁止した条約です。国連加

盟国の６０％にあたる１２２の国の圧倒的多数の賛成で採択され、核のない世界をめざす国際世論の発

展が結実したものでした。ＩＣＡＮへのノーベル平和賞は、核兵器禁止条約の人類史上の歴史的価値を

認めるものです。同時にまた、今日の核兵器廃絶の緊急性と重大性の事態を指摘し、一層の運動強化を

世界によびかける意味も持っていると思います。 

 

今回のＩＣＡＮへのノーベル平和賞を重要な契機として、世界のすべての人々、文字通りすべての

国々が核廃絶に向かった大きな歩みを始めることを願い、期待するものです。特に日本政府に対しては、

被爆者のみなさんの７０年を超える年月の願いに今こそ応え、ノーベル平和賞という世界が示した意思

に謙虚に学び、核抑止論の放棄と核の傘からの脱却、核兵器禁止条約に調印する政策へと転換すること

を強く望みます。 

 

私たちも『被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名』のとりくみなど、核廃絶に向けた運動を一層力強く

押し広め、遠くない日の核兵器完全廃絶の時をめざしていきます。 
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Welcoming the Good News on the Nobel Peace Prize in 2017  

Awarded to the ICAN 
October 6, 2017 

Nobuyuki Taira 

President of the Kyoto Association of the 2nd and 3rd Generation of Hibakusha 

 

The Nobel Peace Prize in 2017 was awarded to the ICAN: International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons.  This is a wonderful decision.   

The reason for the award is that the ICAN actively contributed to making the Treaty 

on the Prohibition of Nuclear Weapons which was adopted at the United Nations on 

July 7 this year.  I would sincerely like to express my heartfelt congratulations to all 

the people who have beeb involved with the ICAN.  This decision of the award 

recognizes important works not only by the ICAN but also by hibakusha (survivors) in 

Hiroshima and Nagasaki, their 2nd and 3rd generations and all the people who have 

been doing their best for the abolition of nuclear weapons in the world.  We would like 

to share the joy with them.  

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons denounces the inhumanity of 

nuclear weapons, and it is the first treaty to legally ban nuclear weapons in history.  It 

was adopted by 122 countries which are about 60 percent of all the member nations of 

the United Nations, which was the result of the rise of international public opinion 

aiming at the world without nuclear weapons.  The Nobel Peace Prize to the ICAN 

recognizes the historical value of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in 

human history.  It also points out the urgency and importance of the abolition of 

nuclear weapons appealing the importance of strengthening the movement against 

nuclear weapons.   

We hope that all the people in all the countries will start taking more steps forward 

to abolish nuclear weapons taking this award to the ICAN a good and important chance.  

We strongly hope that the Japanese government will respond to all the hibakusha’s 

wishes for the abolition of nuclear weapons over 70 years, learn modestly from an 

intention of the Nobel Peace Prize, abandon the theory of nuclear deterrence, free 

Japan from nuclear umbrella and change its nuclear policy by signing the Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons.  

We will promote our movement more for the abolition of nuclear weapons such as a 

signature campaign calling for banning and eliminating nuclear weapons in the not so 

distant future.  

(Translated into English by Kazuyo Yamane) 
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ＩＣＡＮノーベル平和賞に私もひとこと 
 

 

■京都「被爆２世・３世の会」のみなさん こん

ばんは 

２０１７年ノーベル平和賞に「ＩＣＡＮ＝核兵器

廃絶国際キャンペーン」が選ばれました。 

私からのメッセージを添付します。 

平 信行さん（南区） 

 

■メッセージをありがとうございます。 

被団協でなかったのはちょっと残念ですが、英語

と日本語の壁も感じます。 

ニュースで見てこれまで一緒にがんばってきた

皆さんがコメントを求められている姿に一緒に

もらったような嬉しい気持ちになります。 

ともあれ、市民運動はこれからですね。もしよろ

しければ、アボリションのメーリングリストにも

「２世・３世の会」のメッセージを発信いたしま

しょうか？ 

有地淑羽さん（京田辺市） 

 

■平さんのメッセージがとても良いので英訳し

ました。 

オスロのノーベル平和センターの方（ＩＮＭＰ： 

平和のための博物館国際ネットワークの理事）か

らメールが来て、授賞式のために準備をしている

ので参考になる資料がほしいそうです。 広島平

和記念資料館からは被爆した物を送ってもらえ

ると思いますが、被爆二世・三世からのメッセー

ジということで、京都「被爆２世・３世の会」の

メッセージをこれからノーベル平和センターに

送っておきます。 

オーストラリアのシドニー大学などからもメー

ルが来始めていますので、海外の方に送りたいと

思います。また被爆者の証言の英語版（ノーモア

ヒバクシャ記憶遺産を継承する会のＨＰにあり

ます）のＤＶＤも、ノーベル平和センターへ送る

予定です。 

京都「被爆２世・３世の会」のＨＰにメッセージ

の英語版も載せると、海外の方に読んでもらえる

かと思います。 

先ずはお知らせです。 

山根和代さん（右京区） 

 

■山根様、「ＩＣＡＮのノーベル平和賞受賞にあ

たって」のメッセージ、早々に英訳をしていただ

きありがとうございます。 

私たちのホームページにも、日本語版、英語版セ

ットで掲載したいと思います。 

今朝の京都新聞でもこのニュースは大きく報道

されました。 

そして、京都原水爆被災者懇談会・世話人代表の

花垣ルミさん、京都「被爆２世・３世の会」の米

重さんと私（平）も取材を受け、それぞれコメン

ト記事が掲載されました。掲載された記事を添付

します。 

特に米重さんのコメントは一面の真正面に掲載

されびっくりしました。 

平 信行さん 

 

■最高です(^^)/ 

被団協が選考漏れになったのは残念ですが、受賞

者が言っているように、この受賞は被爆者がとも

に受賞したものです。 

これで禁止条約の批准と発効にむけて大きな弾

みになります。 

井坂博文さん（北区） 

 

■貴重な情報をありがとうございます。 

ノーベル平和賞を決定する機関に久々に良識が

働きましたね。 

ＩＣＡＮへの授与は想定外でしたが、大きな風穴

があきました！ 

私たち２・３世含め核廃絶実現のために努力して

きた全ての人びととともに肩をたたき合い、握手

をし、最上級の「おめでとう！」の言葉をかけ合

いたいと思います。 

メッセージはいつもながら、名文で素晴らしいで

す。共感します！ 

私たちの会もメッセージを出し、１５日に開催の
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総会・総会記念のつどいで紹介する予定です。京

都の「会」の文章を参考にさせていただきながら

起文します。 

これからは、核保有国はもちろんに日本政府の核

政策を転換させるべく強烈に頑張っていきまし

ょう！！ 

加百（かど）智津子さん 

（岡山「被爆２世・３世の会」） 

 

■ＩＣＡＮにノーベル平和賞 この受賞に対し

て、日本政府は一切コメントをしていない。 

文学賞の時は、即反応していたのに！ 

滝本健さん（吹田市） 

 

■「２世・３世の会」のメッセージを共感を持っ

て拝見させて頂きました。 

このたびの受賞が核なき世界へと導く光となる

ことを願っております。 

榊原恵美子さん（尼崎市） 

 

■ＩＣＡＮのノーベル平和賞受賞は、京都新聞記

者からの☏で知りました。 

それで感想を求められたので、思いつくことを述

べたものです。 

京都新聞記事は平さんの報告で知りました。電子

版で見ると写真も掲載されていました。 

記者さんはうまくまとめた記事にしています。 

幾人かの人から新聞記事を見たとメールが来て

います。 

実は今、被爆者である母親の病気で９月初めから

鳥取市に滞在しており、京都新聞はまだ見ていま

せん。帰ってから見ることになりますが、こちら

の地方新聞でもＩＣＡＮの受賞と日本の被爆者

の運動の果たした役割、日本政府が核兵器禁止条

約に反対する態度の問題など、大きく報じていま

す。 

京都新聞から平さんの紹介でと電話があった時

間には、平和賞が決まったことはまだ知りません

でした。 

ＩＣＡＮと聞いて、２０１４年ウイーンでのＩＣ

ＡＮが主催の社会フォーラムに出席したときの

ことが思い起こされました。この時の報告は、「２

世・３世の会」会報№２６（２０１４年１２月２

６日付）に掲載されています。それで、日本では

余り知る人が少ないのではないかと思われるＩ

ＣＡＮについても、この経験があったので、受賞

については理解できました。その後、ノーベル賞

の委員会のコメントやＩＣＡＮ事務局のコメン

トを読むと、被爆者と核兵器廃絶に向けて運動し

ているすべての人々の受賞だと言っているのを

見て、うれしさが倍増しました。 

日本政府は、この平和賞には無視の態度ですが、

国民が許さないと思います。 

すでに、５３ヵ国が署名をし、３ヵ国が批准した

と報道されています。一日も早い発効が求められ

ます。 

さらに、この受賞が核兵器廃絶に向けての歩みを

早めるものと確信するものです。 

折しも日本では総選挙です。核兵器禁止条約を批

准せよと迫る候補者を一人でも多く、議員に選び

たいものです。 

米重節男さん（向日市） 

 

■京都新聞記事、私も見ました。米重さんと平さ

んの記事が載っているのを見て、自分のことのよ

うにうれしくなりました。これで日本政府を条約

調印に追い込みたいですね。  

井坂博文さん 

 

■みなさま 

以前米重さん、吉田妙子さんなどにピースマスク

の制作でご協力をいただき、その後広島で展示さ

れました。 

今回ノーベル平和賞授賞式で展示するものにつ

いて、ノーベル

平和センター

から問い合わ

せが来ていま

すので、そのピ

ースマスクの

展示を推薦し

ました。 

現在それが可能かどうか検討されることになり

ました。実現すると嬉しいですね。 

山根和代さん 
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■ピースマスクの展示も実現すれば嬉しいこと

です。山根さんの活動にお礼申し上げます。 

平和賞の授賞式に展示というのは、まさに良い企

画だと思います。世界中の被爆者、２世～４世の

マスクが作られていますので、世界に展示するこ

とができれば、平和賞と核兵器廃絶への大きなア

ピールになると思います。是非とも実現するよう

願います。 

米重節男さん 

 

■京都新聞には、小西建男さんや「小西訴訟」を

支えて来られた尾藤先生のコメントなど・・・。

京都新聞ならではの記事と本当に嬉しかったで

す。 

花垣さんのコメントももちろんでした。 

田渕啓子さん（南区） 

 

■平和賞授賞式での展示するもの・・・について

ですが、 

被団協やその他運動団体のあゆみをまとめられ

た本・絵本にするため書かれた絵などもあります

ね。 

今年の京都の戦争展で「原発・核兵器に向き合っ

た市民運動の歴史」というパネルをつくりました。

そのパネルの「原発と歴史」の部分を取った「核

兵器にむき合った市民運動の歴史」に作り直して

データーでお送りすることは可能です。 

英訳は必要ですが、写真のパネルの説明なので短

いです。 

有地淑羽さん 

 

■ノーベル平和センターの展示担当者の方から、

今後展示物作成をするので協力をしていただい

てありがたいと連絡がきました。 

有地さんが提案されている「核兵器にむき合った

市民運動の歴史」も、とても良いのではないかと

思います。ＩＣＡＮでは国際的なネットワークの

動きがわかりますが、日本の市民運動の歴史はと

ても重要だと思います。 

もし宜しければ、そこだけでもデータを送ってい

ただけますと、ノーベル平和センターに紹介する

ことができます。 

山根和代さん 

 

 

 

 

２０１８年度 全国被爆２・３世交流と連帯のつどい 

のお知らせ 
 

■開催日 ２０１８年５月１９日（土）午後～５月２０日（日）午前 

 

■会 場 聞法
もんぽう

会館（西本願寺の宿） 

     京都市下京区 西本願寺北 
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京都「被爆２世・３世の会」 今年結成５周年を迎えました 

 

 

 

 ２０１２年１０月２０日 「結成のつどい」開催     ２０１３年１月２０日初の会員交流会 

２０１３年２月から被爆体験の聞き取りを開始。    ２０１３年４月、韓国の二世運動を支える姜済淑 

今体験の継承者は６０人になります。         さんと懇談。その後の交流の先駆けとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年８月３日初めての学習講演会を開催。     京都二条城にも被爆アオギリ２世が植樹されて 

守田敏也さんの「原発・内部被ばく問題を考える」    います！ 

２０１２年１０月 

２０１７年１０月 
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２０１４年２月／斉藤夕香さんを招いて原発事故  ２０１４年９月／ソウルにて、韓国の２世・３世の会 

避難者の実態を学ぶ。支援活動のスタート。   を支える人たちと交流を深める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「被爆二世健診」の受診を呼びかけてきました！ 

 

２０１５年初めて「被爆二世健康実態調査」をとりくみ 

中間報告を発表。１０６人の２世から協力。 

 

 

 

２０１５年４月年次総会で『放射線を浴びた   ２０１５年９月１９日 戦争法＝安保法制強行採決 

Ⅹ年後２』の川口美砂さんと記念トーク     廃止の日まで絶対に忘れない！！ 
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絵本『終わらない冬』

の普及キャンペーン 

２０１５年１１月には

出版を祝う会 

 

 

 

 

 

２０１６年８月／初めて、広島、岡山の「２世・３世の会」  被爆二世の「ノーモア・ヒバクシャ近畿 

と協力して全国交流会（広島市にて ）           訴訟傍聴記」も継続中です。 

 

 

 

２０１６年１０月 

待望のホームページ開設 

 

 

 

 

 

２０１６年１１月／三田茂医師を招いての      ２０１７年５月／２回目となる「被爆２世・３世 

学習講演会                    全国交流会」（広島市） 
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２０１７年７月／「ヒバクシャ国際署名を大きく   ２０１７年７月７日／国連で核兵器禁止条約採択 

広げる京都の会」結成               草の根からの核廃絶運動がここに結実 

 

   ２０１７年９月３日／オマール忌        原発事故避難者の支援をとりくむ 

                          ２０１７年９月２９日／原発賠償京都訴訟結審 

                          判決は２０１８年３月１５日 

会報の毎月発行を続けてきました。           例会も毎月開催してきました。 

 

 

 

結成５周年にお祝いのメッセージをいただきました。 
 

●ご苦労さまです。会結成 5周年おめでとうございます。少し遅れてスタートした石川の会ですが、学

ぶところが多々ありました。とてもまねはできませんが、毎月の例会とニュースの発行、時々の学習会
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の開催など多彩な講師陣も含めてうらやましく思っています。昨年からは全国の２世の会交流会の開催

など引き続き、私たちを引っ張って行って頂きたいと思います。とこかで接点が持てるといいですね。

これからもよろしくお願いします。 

池田治夫さん（石川県原爆被災者友の会二世部会）  

 

●お誕生日おめでとうございます��❗⤴ 皆様の被爆二世運動の日頃のご活動と諸々の情報提供・意見発

信等に心からの敬意と御礼を申し上げます。 今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。(^-^)/❗⤴ 

森川聖詩さん（神奈川県原爆被災者の会２世支部） 

 

●結成５周年おめでとうございます！ いつも会報をお届けいただき、ありがとうございます。多くの

ことを学ばせていただき感謝しております。今後ますますのご発展をお祈りしております。 

沖西慶子さん（広島市被爆体験伝承者） 

 

●忘れてました（≧∇≦） もう５年ですか。早いものですね。選挙後の例会で選挙ご苦労さん、とセ

ットでお祝いしましょ^_^ 

井坂博文さん（北区） 

 

●榊原です。いつもメーリングリストの管理やイベントの呼びかけ、そして会報など、本当にお世話に

なっております。また、これまでの５年間のご活動に、心から、尊敬の念をお伝え致します。 

核なき世界に向けて、私もできることを続けてまいります。 

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。 

榊原恵美子さん（尼崎市） 

 

●五周年おめでとうございます。皆さんのこの５年の積み上げをすごいなあと思っています♪ きれか

らも体に気をつけて頑張りましよう♪(^_^) 

有地淑羽さん（京田辺市） 

 

●結成５周年おめでとうございます。長崎も５月に５周年でしたが、京都はすごいねとこちらでも話し

ました。京都の被爆二、三世の会の活動に敬意を表します。ますますのご活躍を！！ 

柿田富美枝さん（長崎被災協・被爆二世の会・長崎） 

 

●被爆二世、三世の会結成５周年おめでとうございます。 

被爆者の方々の声をつなぐ重責を担われ歩んでこられた貴重な年月の積み重ねですね。これからもお元

気でご活躍くださいますように！ 

二葉真弓さん（ピースマスクプロジェクト） 

 

●結成５周年本当におめでとうございます。しっかりした活動をなさっていることにいつも感服してお

ります。益々のご活躍を期待しております。反核医師の会も頑張ります。 

三宅成恒さん（核戦争防止・核廃絶を訴える京都医師の会） 

 

●粘り強い闘いに敬意を表します。 

核廃絶に向けて、ともに頑張りましょう！ 

諸富 健さん（弁護士） 
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クウェートで学ぶ 

阿比留 高広さん 

（京都外国語大学国際教養学科４回生） 

 

 

１０月現在、私はクウェート大学の学生寮に住んでいます。日本の四国ほどの大きさの小さな国であ

るクウェートは、現在は秋に入ったにもかかわらず４０度を超える日が続く、まさに灼熱の世界です。 

私は、クウェート政府奨学金制度に応募しました。これは、世界中からアラビア語を学ぶために留学

生が集まり、９月から１年間、政府の支給する奨学金で生活に困ることなくアラビア語学習に集中でき

ます。 

私がアラビア語に興味を持ったきっかけは、単純にその文字の不思議さでした。単語がどこで切れる

かもよくわからないミミズが這った跡のようなアラビア文字。しかも現在では非常に珍しい、右から左

へと書かれる文字。変わったものが大好きな自分には非常に魅力的でした。 

それから、もう一つ、自分の学習意欲を掻き立てたのは、昨今の中東情勢です。私がクウェートに行

くというと、「大丈夫？気を付けてね」というご心配のお言葉を多くかけていただきました。中東＝テ

ロ・危険というのが多くの日本人のイメージでしょう。私もそうです。ただ、怖いというイメージを持

ちながらも平気で生活できるのは、中東世界が日本から地理的にも文化的にも遠く離れているからでは

ないでしょうか。 

中東の日々の情勢がなかなか日本に入りづらい原因の一つには、アラビア語という言語の壁が大きい

のではないかと思います。紛争の絶えない中東地域では、何十、何百という人が亡くなっても、日本で

は新聞の片隅で触れられる程度かもしれません。この少ない情報で、今の中東で何が起こっているのか

つかむことは難しいです。 

今、中東では何が起こっているの

か、現地の人々はどう考えているの

か、日本人の漠然と感じる恐怖の源

は何なのかをつかむためには、現地

で、現地の言葉で学ぶことが重要だ

と考えています。 

世界中から集まっている留学生と

ともに、アラビア語のみならずいろ

いろと学べる充実した留学を目指し

ます。 

 

 

写真は、クウェート大学の一部を外

部から眺めているところです。 
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９月２９日（金）原発賠償京都訴訟第３１回の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

９月２９日（金）の京都訴訟第３１回期日（結審）の報告です。 

 

結審とあって、支援者や各地の原告・弁護士の

方であふれ、多数の報道陣が来ていたこともあり、

１５０部用意したプレゼン資料がなくなりまし

た。第３次提訴以来のデモ行進を行ない、ホール

に入った時に一斉に沸き起こった盛大な拍手に、

原告の堀江さんは「とても嬉しく、こんなにたく

さんの方に支えられているのだとしみじみ思い

ました」と述べています。 

 

◆法廷 

 

法廷でも最初の３分間静止画像が撮影され、夕

方のカンテレ（８チャンネル）で放映されました。 

 

法廷では、原告側が最終弁論を行ないました。

最初に川中宏弁護団長が「本件訴訟の審理を終え

るにあたって」として弁護団としての思いを述べ

ました。その内容を大胆に要約すれば、提訴の１

０日前にＩＯＣ総会で安倍首相が述べた「状況は

統御されています」という虚偽の発言は今なお官

邸のホームページに載せられており、この嘘を押

し通すのが国の基本方針と言わざるを得ない。司

法もこれまでは国策の原発推進を側面から支援

してきた。原告たちは、いまや見捨てられようと

しているが、原告の要求は幸福追求権が保障され

ている憲法下（憲法１３条）では、当たり 前の

要求であり権利である。裁判所は原告らの思いを

受け止める「希望の裁判所」であって欲しい、と

いうものでした。 

 

次に森田基彦弁護士が責任論（津波に関する過

失）について述べました。その内容は、２００２

年に土木学会が策定した「津波評価技術」は、あ

る地震が起こった場合に、ある地点でどのくらい

の水位の津波が生じるかを計算する手法のこと

だが、そこでは地震に関する新しい知見が生じた

場合には、津波水位の再計算を行なうことが予定

されていた。同年に国の機関である地震調査研究

推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけて

の地震活動の長期評価について」と題する報告書

では、プレート間地震の発生確率は今後３０年以

内に２０％程度、今後５０年以内に３０％程度と

推定していた。２００８年３月、東電設計（株）

は東電に対し、明治三陸沖地震規模の地震が福島

県沖で発生した場合、原発敷地を超える津波が到

来し、４号機のタービン建屋では２メートルを超

える浸水が予測されると報告した。この解析結果

は２００２年の時点で知り得たものであり、予見

可能だった。政府事故調が提示した施設の開口部

や電気品室を水密化したり、設備を高所化する浸

水被害回避の方法、あるいは失敗学会が提示した

代替設備の準備、手順のマニュアル化などは短期

間で実施可能だった。伊方原発に関する最高裁判

決は、国に設置許可の段階で災害が万が一にも起

こらないようにすることを求めている。国には規

制権限行使（東電に結果回避を義務付ける）の責

任があった、というものでした。 

 

高木野衣弁護士は避難の社会的相当性につい

て述べました。その内容は、社会規範である「国

内法」は年間１㍉ Sｖを超える被ばくから公衆を

徹底的に保護している。年間１㍉Ｓｖを超える線
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量の地点を含む生活圏からの避難は社会的に相

当である。また、空間線量にかかわらず、立入制

限や飲食禁止とされる管理区域同様の場所、核燃

料物質によって汚染されたものとして取り扱わ

なければならない土壌が近くに存在する場所か

らの避難にも相当性がある。避難者は年間１㍉Ｓ

ｖ未満になった場合にのみ帰還を推奨されるべ

きであるとする国連特別報告者の報告もある。今

なお避難を継続していることも社会的に相当で

ある。事故は収束せず放射能汚染は続いており、

甲状腺がんの多発も指摘されている。近年の疫学

調査の多くで１００㍉Ｓｖ以下の低線量でも健

康影響は線量に比例することが明らかになって

いる。被災地の国民だけが、容認不可とされる線

量以上の場所や管理区域、汚染された土壌のそば

でくらさなければならないのか。避難という選択

は何ら不合理ではなく相当であったと判示して

いただきたい、というものでした。 

 

白土哲也弁護士は損害総論について述べまし

た。その内容は、健康に対する強い不安は原告に

共通する。専門家の知見が分かれる中、原告らが

健康被害に不安を持つことは決して不合理なも

のではない。区域外避難者は行政による実態を無

視した区域設定により、行政の援助や賠償の面で

不当な差別を受けている。避難元に家族を残した

世帯では、双方が家族一緒に暮らせないつらさを

味わい、二重生活の経済負担で家計を圧迫されて

いる。離婚を含め家族関係に も深刻な影を落と

している。世帯全員で避難している世帯も、就労

や人間関係で苦労を強いられている。障がい者や

高齢者はさらに大きな負担を強いられる。帰還を

選択した原告も、経済的な生活の再建やいったん

断ち切られた人間関係の修復は困難な上、健康不

安は避難中よりも深刻だ。損害の算定にあたって

は、被告自身が策定に関わった最低基準を下回る

ことのないよう認定すべきだ。 

 

次に原告の共同代表２人による意見陳述が行

なわれました。萩原ゆきみさんは、汚染が一番低

い避難元でも低レベル放射性廃棄物（１００ベク

レル／Ｋｇ以上）の範疇に入る程の汚染された土

地で、本来なら黄色いドラム缶に入れて半減期の

１０倍の期間保管管理されなくてはいけない。そ

んな土地で生活し、 子育てするなんてあっては

ならないことだとして、裁判所に対して避難の正

当性を認めてほしいと訴えました。また、提訴し

たことで多くの人に被害の実相を知って頂けた、

と裁判に携わった弁護団や関わったすべての人

に感謝すると一方、被告国と東電に対しては謝罪

を求めました。 

 

福島敦子さんは、今夏戻ってきた南相馬市で見

た情景について、かつては鮭がのぼっていた請戸

川の川岸にフレコンバックが積みあがり、破れた

フレコンバックからは雑草が生えていると紹介。

そんな場所へ帰れという国の姿勢について、「国

民の知る権利をも統制し、目に見えるものはなる

べく『見えないように』仕向けていく。目に見え

ないものは『見えないのだからなかったものであ

るように』仕向けてく 」と痛烈に批判し、被告

席に座る人もその家族も、みんなが被ばくしては

ならない権利を持っている。原告はこの権利を訴

え続けてきたし、「命」の問題として訴えるとの

べ、最後に裁判官に対して、勇気をもって後世に

明るい展望を持てる判断を下してほしいと述べ

ました。 

 

最後に浅見裁判長は「双方の真摯な問いかけに

答えを出していきたい。協力を得て今日まで来ら

れたことに感謝したい」と異例の発言をし、４年

間にわたる京都訴訟を締めくくりました。そして、

さらに驚いたことに突然、判決日の変更を申し渡

したのです。これまで３月２９日（木）とされて

いたのを３月１５日（木）に前倒しすることにな

りました。その理由はわかりませんが、国側が人

事異動を理由に前倒しを申し出たようです。これ

は僕の勝手な推論ですが、これまでの裁判長の訴

訟指揮から見て京都の判決よりは東京の判決の

方がまだ国としてはましな判決が出るのではな

いか。だとしたら東京の判決が先に出て、それを

打ち消すような判決があとで京都で出るよりも、

先に京都の判決を出させ、東京の判決でそれを打

ち消す効果を狙ったのではないか、と。 

 

◆記者会見＆報告集会 
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閉廷後、場所を弁護士会館の地階大ホールで記

者会見＆報告集会を開催しました。壇上に弁護団

と原告団が並び、最前列に記者席を設けました。

会場に来た原告は２０名余り、そのうち壇上に登

った原告は１６名。「一人見たことない人がいる

なあ」と思って、あとで隣にいた堀江さんに聞い

たところ、その人は原告ではなかったそうです。

なぜ壇上に座りにいったんでしょうね？謎です。

会場は座れない支援者が後ろの方にびっしり。僕

は、原告の手記集『私たちの決断』の予約販売を

引き受けて下さった方への受け渡しや新たな販

売のコーナーにいたり、写真を撮ったりで忙しく、

発言についてはほとんど聞き取れていませんの

で、新聞を見てください。 

 

記者会見が終わったあと、弁護団から先日の千

葉訴訟判決の評価について報告があり、全国連事

務局長の佐藤三男さんや東京訴訟原告団長の鴨

下祐也さん、かながわ訴訟原告団長の村田弘さん、

関西訴訟原告、ひょうご訴訟原告から連帯の挨拶

がありました。 

 

三次会で鴨下さんが「壇上に原告がずらっと並

んだのを見てびっくり しました。東京では、あ

れだけの人が顔をさらすことは考えられないで

す」と言っておられました。僕もずらっと並んだ

原告団を見て感動を覚えました。 

 

◆ラストスパート集会（レセプション） 

 

午後からはキャンパスプラザに場所を移して、

「提訴から４年！ みんなの思いを集めて勝利

をめざそう ラストスパート集会」という名のレ

セプションを開催しました。ほぼ定員の８０名ほ

どが参加し、京都原告団が作成した「京都訴訟の

歩み」というスライドを見ながら、その場面に関

係した原告や事務局スタッフなどが１分間で説

明したり、その時の思いを語りました。１２名の

原告が登場しました。初めてに企画でしたが、み

んなが結構真剣に見てくれ、反応もあり、好評で 

した。 

 

こう書いているうちに原告の福島さんと堀江

さんから報告が流れているので、この辺でやめて

写真を添付して流すことにします。みなさま、４

年間の法廷闘争へのご支援、本当にありがとうご

ざいました。結審で、とりあえずの一区切りです

が、これからもできることは公正判決署名と『私

たちの決断』の販売です。引き続きご協力をお願

いします。
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寄稿―自己紹介に代えて 

 

原爆のことを伝えるのは私しかいないと 

増田正昭さん（下京区）

 初めまして 新しく入会させていただいた増田正昭です。どう

ぞよろしくお願いします． 

母は３年前に８９歳で亡くなりました。２０歳の時に被爆 疎

開で広島市のとなり市に居ましたがすぐに親の終息を探し実家

に戻り 間接被爆でした。 

どこに家が建っていたかはわからないぐらい跡形もなかっ

た・・ 

見つけることができず狂ったように何を思ったのかわからな

いが多分自分の親だと思い「その骨」をかじっていました・・と

壮絶な経験を語っていたと わたしの妻から聞かされました。決

して息子の私は直接には、一度も被爆の話一度聞かされていませ

んし、語りたくなかったのです。 

父は１５年前８０歳で亡くなりました。２３歳の時に被爆、戦場地から帰国して広島に帰って来て２

週間以内での間接被爆です。一切被爆のことは語らず亡くなりました。 

私は、広島市に生まれ１８年間暮らし 大学進学と就職を期に京都に来ました。２世の記憶としては 

小学校上がる前だと思いますが 家の前に 米軍の大きな車が迎えに来て比治山の病院に連れていか

れ 健康診断を受けたことを鮮明に覚えています。車を乗ることも当時は衝撃的で ご褒美にお菓子を

もらったこともあり 楽しかった思い出として記憶をしていましたが、平和活動など通じ事実が分かっ

たことは 米国が被爆２世への影響をモルモット代わりに調べていたこと その資料は米国に持ち帰

り被害の影響を調査したこと 決して被爆２世の健康のために行われていないことが分かり、今では怒

りと屈辱の記録として 周りの人に語っています。 

被爆者である母親が亡くなって 原爆のことを伝えるのは２世の私しかいないと微力でも伝えてい

きたいと、それから毎年原爆ドームなどの絵を描き 展示会に出展し皆さんに観てもらい、その絵を買

ってもらい、その売り上げの一部を被爆者カンパにするなどの取り組みをおこなっています。  

これからよろしくお願いします。 

 

 

 

平和と明るい未来につながるために 

本岡晃浩さん（左京区）

みなさま、はじめまして。 

この度、京都「被爆２世・３世の会」に入会しました本岡晃浩と申します。父が広島の比治山で、母、

祖母が白島で被爆した被爆２世でございます。おかげさまで両親二人とも元気で、現在広島に住んでお

ります。私は今年５月より京都に移りまして、ＮＰＯ法人アースキャラバンという平和活動団体に所属

し、日々活動しております。 
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この会に入ったのは会員の守田敏也さんに定例会に誘っていただいたのがキッカケであります。私が

原爆の残り火を持って長崎から東京まで自転車で走るピースサイクルというＮＰＯの活動の道中で、滋

賀県の山奥のイベントに立ち寄った際、偶然同じ宿に泊まっていた守田さんとお会いしました。その後、

守田さんのお誘いでピースサイクルの活動を定例会で報告させていただき、入会するにいたりました。 

自分が今のような活動をしているキッカケの１つに、子どもの頃に母から聞いた言葉があります。祖

母が母に「どうして私が生き残ったのか」と言っていたと・・・。親戚、友人、同僚がほぼ全員亡くな

り、今までの日常が消えてしまった悲しさ、辛さに、そして生きている人間が苦しみを抱えながら生き

ていかなければならないことが何よりも幼心には重く、悲しかった記憶があります。その後色々な縁に

お世話になりながら、平和、明るい未来に繋がるために自分ができることをやろうと、現在の活動をし

ております。 

今回のＩＣＡＮのノーベル平和賞受賞、大変嬉しく思います。国、政府、大きな組織先導でなく、一

人一人が全ての人の明るい未来を創っていくことができると改めて感じました。私たちはみんな生まれ

も育ちも異なりますが、人の苦しみを感じて、「そのような苦しみは無くなって欲しい、もっと幸せに

生きてもらい」と願う思いは同じであり、一人一人が願いを胸に行動すればとても大きな力になると信

じております。私もその一人として行動し、またそのような次世代が増えていくよう努めてまいります。

長くなりましたが以上で紹介を終わらせていただきます。みなさま今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世として久しぶりの活動です！ 

西村八郎さん（南区）

京都市南区に住んで居ます。西村八郎です。 

昭和２８年生まれで６４才長崎市の隣町諫早市多良見町旧喜喜津村

出身です。 

父親母親が被爆認定されたのは私が小学校の頃でした。父親は、荷

車で肥え汲みの仕事をしていた様で人の嫌がる仕事をせんと生活出

来なかったと言っていました。 

原爆が落ちると、母親の兄弟や親戚の人を探しに何日も何日も長崎

の街に入ったそうです。一山越えれば長崎ですから私の生まれた集

落からも大きな爆弾が落ちた火柱が見えた、と言って山の上に登っ

た人もいたそうです。 

さて私は、二十歳少し前に、長崎青年と被爆二世の会の活動を２年

位やっていました。被爆二世としては、久しぶりの活動成ります。

宜しくお願い致します。 
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■下京平和まつりで「原爆の火」 

平 信行さん（南区） 

９月２４日（日）に「下京平和まつり」という

のがあって、要請を受けて核兵器禁止条約につい

てのミニスピーチを行ってきました。 

その「下京平和まつり」のプログラムで、奈良

の般若寺から運ばれてきた「原爆の火」の点火式

が行われました。元は福岡県星野村からもたらさ

れてきた火だとの説明でしたから、「ヒロシマの

火」と同じです。先日のアースキャラバンの本岡

さんの自転車での東京行きもそうですが、いろん

なところに「ヒロシマの火」は広がっていること

を知りました。 

 

■国際平和ミュージアムに『ヒロシマの火』英語

版の展示を検討 

山根和代さん（右京区） 

いろいろなところに「ヒロシマの火」が広がっ

ているのですね。 

国際平和ミュージアムの二階に日本語版が展

示されていますが、英語版も展示する方向で検討

しています。今回本岡さんの件がきっかけです。 

 

■被爆２世・３世の健康意識、もっと深めていく

必要が 

石角敏明さん（長岡京市） 

 「私たちの健康問題」アンケートを読んだ感想

ですが、例会でも少し論議になっていましたが、

全国の２世３世の意見等をもっと集めることが

必要ではないでしょうか？ 

例えば「生まれつき」という言葉で表現される

ように、我々が誕生した頃の医学のレベルでは、

未だ解明されていない部分があったのではない

でしょうか。そのために、親とすれば「生まれつ

き」とか「親の体質に似て」とかいう言葉で納得

していたのではないでしょうか？アンケートで

も「虚弱で貧血」「虚弱体質」「貧血がひどく通院

していた」「風邪をひいて熱を出していた」「鼻血

が出やすかった」等あげればきりがない、そして

「成年期」には病気のオンパレードと思うくらい

多くの病気。 

しかしアンケートには記入されていない人も、

回答を読めば、「私もそうだった」「私も思い当た

ることがある」という声がでてくるのではないで

しょうか。「これまで特別に考えて」と回答され

た人がおられるが、ひょっとすると「自分の体

質・病気」を「生まれつき」とか「親の体質をひ

きついだ」から等、考えておられる２世３世の方

がおいでになるのではないでしょうか。これから

も多くの人からの声を聞く必要があるように思

います。 

 

■キャサリン・サリバンさん招聘のためのクラウ

ドファウンディングにお礼 

榊原恵美子さん（尼崎市） 

先日よりご連絡させて頂いております、キャサ

リン・サリバンさん招聘のためのクラウドファウ

ンディングはお陰様をもちまして、目標額達成と

なりました。 

これも皆様のご支援のおかげ、と改めて御礼申

し上げます。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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来年のワークショップと講演会では、ノーベル

平和賞受賞団体メンバーであるサリバンさんの

核廃絶へのアイデアを皆様と共有できることを、

大変嬉しく、そして楽しみに思っております。 

ワークショップの一般参加は３０名と限られ

ておりますが、講演会は２００名程の予定ですの

で（関西では京都外国語大学にて、来年１月予定）、

ぜひご参加ください。 

 

■母の傍で見守る毎日 

米重節男さん（向日市） 

母親が、脳幹梗塞で入院して急性期は脱して安

定となりました。鳥取生協病院に入院していたの

ですが、１か月経過して安定したので「退院」と

なり、同じ鳥取医療生協の鹿野温泉病院に転院し

ました。 

この状況で、思うのはこれが被爆者出なかった

ら経済的に大変だなとか、余りに急な事態進展で、

精神面での追随ができないところがあります。ま

た、安定とは言っても元には戻らないのですから、

あとは見守りというのが現状です。 

それにしても、一気に口もきけないことになる

とは思ってもいなかったので、「しもうた。もう

少し早く聞いておればよかったのに」と悔やまれ

る点が多々あります。 

京都新聞に載ったＩＣＡＮノーベル平和賞の

私のコメント記事を見た人から、いろいろと連絡

も来ています。１０月１９日には、向日市で演説

会に被爆２世として核兵器禁止条約・ノーベル平

和賞と選挙とのことで応援演説の要請があり、出

る予定にしています。ＩＣＡＮは、２０１４年の

ウィーン会議での体験があり、受賞との連絡を聞

いて思うところがありました。京都新聞の記者さ

んに記事はうまくまとめていただいたと思って

います。 

 

■母の被爆証言の仏訳が完成 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

１０月の例会は、中間テストの成績提出間際で、

残念ながら欠席させていただきました。母の証言

の仏訳もようやく完成し、これから校正作業に入

るところです。他言語と並んで、来春には字幕付

きでｕｐされるのではないかと思います。世界に

発信できてうれしく思います。 

核兵器禁止条約についても是非とも日本の調

印を実現させたいです。 

 

 

 

 

 
 

 

■ヒロシマ戦後史 被爆体験はどう受けとめられてきたか  宇吹 暁〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

国連で「核兵器禁止条約」が成立したが、「ヒバクシャ」が国際的にも認識され「核兵器は違法」と

規定されたが、ここに至るまで「被爆」はどのように扱われ、「核兵器廃絶運動」はどのように進展？

してきたのか、色々な資料から紹介されている。 

著者のコメントはないが、小さな取り組みも丁寧に紹介されている。「ヒバクシャ」が、社会に認識

され出したのは、「講話条約」が調印された１９５１年からである。私の認識不足ですが「原爆慰霊碑

（原爆死没者慰霊碑）」の正式名称は「広島平和都市記念碑」であり、ビキニ水爆被災後、政府の原爆

被害対策の姿勢が急速に積極的なものに変わった、という現代では考えられない事実も紹介されている。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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取り上げられている内容が非常に多岐にわたるため、記述が物足りない

と感じる部分もあるが、小さな取り組みも拾われており、資料的価値は十

分にあると思う。先日講演頂いた「スティーブン・リーバーさん」の事、

「被爆二世の会」の取り組みも取り上げられており、２世３世の会員の父

母の取り組みも、関係あることも取り上げられているかも知れない。ただ

記述が「テーマ別」になっているので、年代で理解するのが大変ではった

が。 

資料・参考文献も紹介されているが、入手できるかどうかは別にして、

その量に圧倒される。資料としても価値がある書籍ではないか、と一人納

得している。 

 

 

 

■世界の著名人が伝えていたヒロシマからの言葉  佐藤美由紀〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

ここには、オバマ氏をふくめ「２９人」の声が紹介されているが、「折

り鶴」に対する関心は、未だ残っているようだが、オバマが発した言葉

は、忘れられているのではないか。その原因は何かということを、さし

示しているのが、この本に紹介されている２８人の言葉・姿勢ではない

か。オバマの「資料館滞在時間は１０分」と報道されているが、ここに

紹介されている指導者の言葉は「資料館で原爆被害の惨状を時間をかけ

てみて」から発せられた言葉であり、心底からの叫びだからであろう。

しかし、指導者の言葉が、そのまま思想・考え方として次の指導者に引

き継がれないのは残念なことである。例えば、インドのネール首相は「私

は『ヒロシマを学べ』と世界に訴える」「原水爆の禁止運動は、今後も

ヒロシマ市民と手を取り合って邁進したい」と述べたが、その娘が、イ

ンド初の核実験を行ったのである。しかし、いずれの指導者も、自分か

ら時間を見つけて「原爆資料館」を見学している。そして，ヒロシマを

感じて考えたうえで出てきた言葉ひとつひとつが、歴史を変える力に

なっていった、とは言い過ぎかもしれないが、考えさせる言葉がある。

ここには世界の幅広い人のメッセージが載せられている。「サッカーのペレ選手」「ローマ教皇」そして

「ホセ・ムヒカウルグアイ大統領」「私は平和のメッセージを用意してきましたが、原爆資料館を見て、

私のメッセージでは言葉が足りないと思いました」とスピーチを止めた大統領も居た。それだけ「言葉」

は重く、原爆の惨状は酷い。 

 

 

 

 

 

 

 

岩波書店 ２８００円（税別） 

双葉社 

１０００円（税別） 
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■「発効へ大きな力に」交渉会議傍聴 向日の被爆２世 

「核兵器禁止条約の発効に向けて大きな力になる」。被爆２世の米重節男さん 

（６８）＝向日市＝はＩＣＡＮにノーベル平和賞受賞との一報に声を弾ませた。 

今年６月、ニューヨークの国連本部で開かれた核兵器禁止条約の交渉会議に合わせ、原水爆禁止日

本協議会の代表団として現地にいた。被爆者の思いを届けようと平和行進をし、街頭で署名を集めた。 

傍聴した交渉会議では参加国の積極的な発言に驚かされた。「保有国や同調する日本のような国に

任せていては核兵器はなくならないとの思いが伝わってきた」。不参加だった米国や英国の席に、折

り鶴が置いてあったのが印象的だった。別の日には欠席した日本の席にも、折り鶴があったと聞いた。 

今年で９２歳になる母は広島市で被爆。原爆投下後に母の姉を助けに行こうとして入市被爆した。

１９６０年代に原爆ドームの取り壊し論争があった際に、「残さなければ」と強く主張していた母の

姿を覚えている。 

「唯一の戦争による被爆国」といいつつ、交渉参加しなかった日本政府の姿勢に腹立たしさはある。

保有国の反発で条約の実効性が疑わしいことも知っている。だが悲観はしていない。ＩＣＡＮとは、

２０１４年にウィーンであった会議で出会った。国を超えて核廃絶に声を上げる姿に希望を感じた。

「人々の声で国を動かしたい。廃絶までの道のりはまだ遠いかも知れないが、一緒に力を合わせて実

現したい」と話す。 

（２０１７年１０月７日 京都新聞） 

Scrap 
book 

■「国際団体受賞に意味」日米で証言 京の女性喜び 

５歳の時に広島で被爆し、語り部として日本や米国で原爆体験を伝えてきた花垣ルミさん（７７）

＝京都市北区＝は「これまでの活動でお世話になった各国の市民や支援団体に感謝している。国際的

な団体が受賞したことに意味がある」と喜んだ。 

爆心から１．７㌔の自宅で被爆した。死体の山が荼毘に付される様子にショックを受け、被爆の記

憶は長く途絶えていた。 

記憶が戻ってからも語り部として活動するには迷いがあった。２００５年に訪米した時、別の被爆

者の体験を聞いた米国の学生が、あまりの悲惨さに「原爆は戦争の早期終結のためと教わったが、被

爆者のその後を聞いたことがなかった。私たちはどうしたらいいの」と泣き叫ぶ場に居合わせた。も

らい泣きをした。語り部として体験談を残そうと決意した瞬間だった。 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（広島市）の取材を受け、証言を映像に残し、核兵器廃絶を目

指す国際署名活動にも関わってきた。核兵器禁止条約の国連採択など、明るい光が見えている。「東

京オリンピックが平和の祭典と言われるよう、日本政府も各国と力を合わせ核兵器廃絶に関わってほ

しい」と訴える。 

（２０１７年１０月７日 京都新聞） 

■京の被爆２世・３世ら 若い世代に実相伝える 

「京都被爆２世・３世の会」の世話人代表を務める平信行さん（６６）＝京都市南区＝は「被爆者

らとの協力があって核兵器禁止条約は採択された。被爆者や核兵器廃絶に向けて運動する全ての人々 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ＩＣＡＮのノーベル平和

賞受賞についてコメントし

たところ、たくさんの方から

レスポンスが寄せられました。

また京都「被爆２世・３世の会」結成

５周年をお知らせしたところ、こちらもたくさん

のお祝いのメッセージをいただきました。すべて

会報で紹介することにしました。誌上ではありま

すが、お互いの思いを語り合うこと、メッセージ

を交換することも会報の大切な役割だと思いま

す。これからも気軽に積極的にご意見をお寄せ下

さい。尚ノーベル平和賞に関係して、京都新聞に

掲載された記事をＳＣＲＡＰ欄で紹介しました。

▼会員で京都外大生の阿比留さんから留学先の

クェートの様子を投稿していただきました。レポ

ートを通じてグローバルな風を私たちの「会」に

も送り込んでもらいたいと思います。今後も随時

レポートしていただくようお願いします。▼新規

入会の３人の方から自己紹介の寄稿をしていた

だきました。３人のみなさんの父親、母親の被爆

体験の一旦、みなさんの幼い頃からの経験も綴ら

れ、深い思いをもって拝読しました。（平） 

 

が受賞した気分だ」と喜ぶ。 

被爆者の高齢化が進む中、同会では被爆者の体験談を聞き取ってホームページで公開する取り組み

を進めている。次世代に原爆の実相を伝えるためだ。 

平さんは「日本政府は被爆者の声に耳を傾け、禁止条約への参加に方針を転換してほしい」と訴え

る。 

被爆者の証言を外国語に翻訳する「被爆者証言の世界化ネットワーク（ＮＥＴ-ＧＴＡＳ）で活動

する京都外国語短期大２年の西田朱里さん（２０）＝右京区＝は「受賞を機に、核兵器や戦争の問題

に目を向けてもらえるようになる。核は人ごとではない。これからもネットワークの取り組みで若い

世代や世界中の人に原爆や戦争の悲惨さを伝えたい」と気持ちを新たにした。 

（２０１７年１０月７日 京都新聞） 

■映画「この世界の片隅に」菊池寛賞受賞 

日本文学振興会は１２日、優れた文化活動に対して贈られる第６５回菊池寛賞の受賞者を発表し

た。戦時下の広島、呉を舞台に描き、大ヒットしたアニメ映画「この世界の片隅に」（片渕須直監督）

の製作チームが、受賞６団体・個人の一つに入った。 

「この世界―」は、広島市出身の漫画家こうの史代さんの同名漫画が原作。昨年１１月の公開後、

広島などで今も上映が続き、観客動員は累計２００万人を突破。日本アカデミー賞最優秀アニメーシ

ョン作品賞、キネマ旬報日本映画ベスト・テン第１位、広島国際映画祭ヒロシマ平和映画賞などの受

賞も重ねた。 

商業ベースに乗りにくいテーマながら、製作チームはインターネット上で資金を募るなどして完成

に導き、「市井の日常を緻密な時代考証と見事なアニメーション表現で活写」したと評価された。 

（２０１７年１０月１３日 中國新聞） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６０   ２０１７年１０月２５日 

２３ 

行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 水 大飯原発差止訴訟第１７回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 2 木  

 ３ 金 
文化の日                             キンカン行動 

安倍９条改憲 NO！ 11・３憲法集会 in 京都（１３時３０分・円山野外音楽堂） 

 ４ 土  

 ５ 日 いらんちゃ米軍基地フェスタｉｎ丹後２０１７（１１時３０分・丹後文化会館） 

 ６ 月 ６・９行動 

 ７ 火  

 ８ 水  

 ９ 木                               ６・９行動 

6・９行動  １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土 世界平和記念日（第一次世界大戦終わる１９１９年） 

 １２ 日  

 １３ 月  

 １４ 火 いのち・暮らし・憲法をいかす京都１１・１４府民大集会（19 時・みやこめっせ） 

 １５ 水  

 １６ 木  

 １７ 金 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁第７民事部）    キンカン行動 

 １８ 土  

 １９ 日 「安保法制廃止を訴える」１９日行動 

 ２０ 月 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（15 時・大阪地裁第２民事部） 

世界の子どもの日（「子どもの権利条約」採択１９８９年） 

 ２１ 火  

 ２２ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 ２３ 木 勤労感謝の日 

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火 ノーモア・ヒバクシャ広島訴訟判決言い渡し 

 ２９ 水  

 ３０ 木  

 


