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石田信己さん ありがとうございました 
 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」会員で世話人であった石田信己さんが１

０月２６日（木）永眠されました。６８歳の若さでした。 

みなさんから石田信己さんを追悼するメッセージを寄せていただきま

した。みなさんの石田さんへのお礼とお別れの言葉を紹介します。 

 

 

 

 

■平 信行さん（南区） 

石田信己さん 

ありがとうございました。 

石田信己さんと私たちとの出会いは２０１３

年の４月、京都「被爆２世・３世の会」が誕生し

て半年後のことでした。以来４年半、石田さんに

とって最晩年となってしまったこの時は、私たち

にとっては石田さんと共に過ごすことのできた

本当に豊かな時間でした。 

石田さん自身は被爆２世ではありませんでし

た。その石田さんが京都「被爆２世・３世の会」

の輪に加わってきたことには二つの理由があり

ました。 

一つは、石田さんの母方の叔父さんが広島で被

爆しておられ、６０歳を待たずして被爆者特有の

白血病で亡くなられていること。さらにその数年

後、叔父さんの娘さん（石田さんにとっては従姉

妹にあたる被爆２世）が幼い二子を連れて叔父さ

んの後を追い、悲しい別れをされていることでし

た。父親の原爆被爆に原因があったのかどうか、

真実は分からないままでした。しかし、石田さん

は生涯そのことを忘れ去ることができず、胸中深

く闇のようなものを抱え続けてきました。２世・

３世のメンバーと一緒になって運動にとりくみ、

そのことで何かを明らかにしていきたい。そのこ

とが被爆２世・３世の「会」に参加する強い衝動

となっていました。 

もう一つは、石田さんは、日本と朝鮮半島の

人々の友情と連帯を市民レベルで作り上げてい

きたいと強く望み、実際にその懸け橋となって奮

闘していることでした。出発点は、戦前の日本の

植民地政策、侵略戦争の過ちを正していくことか

ら始まります。中でも朝鮮半島における被爆者と

被爆二世の問題は大きな存在となっていました。 

いまだに「日本は世界で唯一の被爆国」などと

言われることがあります。それは大きな誤りです。

被爆者の１０％を占める７万人は朝鮮半島から

日本に渡っていた人々でした。戦後朝鮮半島に帰

国した被爆者は無理解と差別と抑圧の下に置か

れ、凄まじいまでの過酷な生と死を余儀なくされ

ました。どうして７万人もの朝鮮半島出身の人々

が原爆の閃光を浴びなければならなかったのか。

なぜ朝鮮半島の被爆者たちは戦後も長く棄民の

ごとく扱いをされなければならなかったのか。今

にもつながるこの歴史的課題を私たちに突き付

け、鋭い問いかけをしてきたのは石田さんでした。 

犠牲となった朝鮮半島の被爆者・被爆二世を追

悼する韓国の平和祈念大会に石田さんは一人出

席し、メッセージを謳い上げ、その始終を私たち

の例会や会報で報告してきました。２０１４年５

月から１年間、『あまり知られていないヒロシ

マ・ナガサキの被爆事実～韓国・朝鮮の被爆者～』

と題したレポートを７回に渡って会報に詳述し、

朝鮮半島の被爆者と被爆二世の問題を告発して

きました。石田さんが例会や会報で紹介してきた

出版物も、韓国・朝鮮の被爆者の実態を解き明か

すものがほとんででした。 
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石田さんがやってきたことは情報の提供や知

識の教授だけではありません。韓国の厳しい現実

の中でも雄々しく立ち上がり、被爆者と２世・３

世の生存権、生命権を求めて闘っている韓国の被

爆者と二世たちを私たちに紹介し、お互いの人と

しての温もりを感じあえるような関係も作って

きてくれました。 

韓国・朝鮮の被爆者の実態を知ることは、原爆

被爆を被害の側から見るだけでなく、日本の国が

犯した加害の側からも捉えていくことにつなが

ります。そのことで初めて被害問題のすべてを理

解することができ、真実に迫っていくことができ

るのです。石田さんが私たちに問いかけ、投げか

けてきたことは、そのことであったと思います。 

私たちはまだ決して十分とは言えないまでも、

被害とともに加害の側の問題にも合わせて向き

合い、原爆被害を問い続けようとしています。朝

鮮半島の人たちと手を携えて、被爆２世・３世の

問題を解決し、問題の根源である核廃絶を実現し

ていこうとしています。この姿勢を持つことがで

きるようになったのも、その道を切り拓いてきて

くれた石田さんのお陰でした。 

今私たちは、韓国の被爆二世のみなさんにも毎

月の会報を送り続け、必要に応じてメッセージの

交換もしています。私たちの韓国訪問時には交流

の機会も持ってきました。朝鮮半島だけでなく、

視野を世界に広げ、世界中の核被害者たちと手を

つないでいこうともしています。 

もし、京都「被爆２世・３世の会」に石田さん

の存在がなかったら、私たちはこれほど歴史的な

認識を持ち、世界的な視点をもって被爆者運動、

被爆２世・３世の運動にとりくむことはできてい

なかったでしょう。これほど確信をもって運動を

進めることもできていなかったでしょう。私たち

の目を歴史と世界に開かせてくれた石田さんに

心から感謝しなければなりません。 

今年８月、韓国では初となる原爆資料館が陜川

(ハプチョン）に竣工、オープンしました。私た

ちがこの原爆資料館を訪問する時は、絶対に石田

さんと一緒でなければならなかったのです。２０

１５年に出版された絵本『終わらない冬』の日本

語版に続いて、次は韓国の被爆者（１世・２世・

３世）を描いた絵本の日本語版発行を石田さんは

固く決意していました。私たちとの約束でもあり

ました。病気のことを心配しつつも、これらのこ

とは石田さんの手によって確実に実行されるも

のと、みんなその気になっていました。石田さん

自身まったくそのつもりであったはずです。 

あまりにも急なお別れとなってしまいました。

陜川(ハプチョン）の原爆資料館訪問のことも、

韓国被爆者の絵本発行のことも、石田さんは誰に

も託すことのできないまま逝ってしまいました。

石田さんの遺志となったこのことは、私たち京都

「被爆２世・３世」がしっかりと受け継ぎ、必ず

実現し、石田さんに責任をもって報告しなければ

なりません。そして、そのことを通じて、朝鮮半

島の被爆者、被爆２世・３世のみなさんとのより

深い絆を築き上げ、力を合わせて、核被害者の完

全救済と核被害の根絶をめざしていくことを、石

田さんに約束しなければなりません。 

石田さんは食道がんに始まるいくつものがん

を発症し、食事制限など厳しい生活を余儀なくさ

れていました。しかし、私たちの前に現れる石田

さんは決してその深刻さを深刻に語ったりはし

ませんでした。自らの病気を努めて客観的に見つ

め、自分の内臓図を絵に描いて、あたかも主治医

であるかのような振る舞いで私たちに解説して

くれていました。昨年まで東南アジア諸国への車

椅子寄贈ツアーにも参加していました。毎年の夏

の恒例の鮎釣りに今年も何度か出かけていまし

た。９月２６日からの京大病院への入院も予定通

りのことで、これまで何度も繰り返してきた石田

さんなりのがん対処療法のはずでした。 

２０１７年の年頭で石田さんが挙げた目標の

一つは、マルクス生誕２００年の２０１８年を超

え、エンゲルス生誕２００年の２０２０年までは

今の健康を維持するというものでした。正常な体

ではないという自覚は持ちつつも、まだまだやら

なければならないことがたくさんある、その強い

意志が石田さんの体調を支えていたのでしょう。 

そのような石田さんの姿、人柄、暮らしのペー

スに、私たちは“いつもの石田さん”を見続けて

いました。 

その一方で、石田さんの毎日が壮絶な闘病の
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日々であったことに、私たちは思いを馳せなけれ

ばならないと思います。長く辛い闘病生活だった

はずです。健康とはほど遠い状態でも身体と体調

を維持しつつ、ぎりぎりのところでなんとか折り

合いをつけながら、“やるべきことを”やってき

ていたのではないでしょうか。 

襲い来る病魔、進行するがんの症状による不安

との闘いも尋常なものではなかったでしょう。 

それを思うと、よくここまで頑張ってこられた、

尽くしてこられた、そして生きてこられた、と思

うのです。 

ここまで生きてこられた、私たちに多くのこと

を教えてくれた“石田信己さんの人生に乾杯！”

です。 

本当にお疲れ様でした。ゆっくりとお休み下さ

い。 

石田さんは、人々を虐げようとする者に対して

激しく抵抗する熱を持ち、虐げられる人々に対し

ては優しい温もりのある手を差し伸べる、両方併

せ持つ人でした。私たちは石田さんの遺してくれ

た熱と温もりをこれからも感じ続け、抱き続けて

やっていきます。 

私たちはこれからも石田さんと共にあります。 

ありがとうございました。 

 

■守田敏也さん（左京区） 

１０月２８日お別れ会でのあいさつ 

石田さん 

これまで本当にありがとうございました。 

石田さんの生き方はものすごくかっこ良かった

です。 

かっこ良く生きるということはこういうことな

のだということを目の前で示してくれました。 

世のため、人のため、石田さんは生涯、駆け抜け

られたのだと思います。 

階級闘争のため、人民のため、闘い抜かれたのだ

と思います。 

しっかりと石田さんが歩んだ道を受け継いで、僕

も石田さんのようにかっこよく生き抜きたいと

思います。 

石田さんはエンゲルスが好きでしたね。 

僕が「石田さんはエンゲルスボーイなのでしょ

う？」と言ったら、「ほうか？その意味が分かる

か？ほんなら言うてみ？」そんな風に石田さんは

言われました。 

それで僕は、いま石田さんのこの棺の上に『資本

論』が乗っていますけれどもその『資本論』をマ

ルクスが書く時に経済的にも疲弊してどうしよ

うも立ち行かなくなったことに対しエンゲルス

が本当は自分の研究をしたかっただろうに家業

を継いでマルクスを支え抜いたことを語りまし

た。 

すると石田さんは

「おお、分かって

るやないか」と言

ってくれました。 

実はその『資本論』

を書く時にマルク

スはいろんな不祥

事も起こしている

のですね。 

いまここで言うの

は場に合わないか

も知れませんけれ

ども、石田さんは

その１つ１つをとりあげて、「マルクスはなあ、

こんなんしよったんや。でもエンゲルスはそれを

全部支えてなあ」とおっしゃってました。 

石田さんはイギリスに行って、エンゲルスのお墓

に詣でて来たのですよね。 

そのこともとても嬉しそうに話してくれました。 

いまちょうどこの遺影で笑われているようなこ

の顔でそのときのことを話してくれました。 

エンゲルスは晩年になってマルクス主義が有名

になったときに 

「これはマルクス主義ではなくて、マルクス・エ

ンゲルス主義ですよね」と言われて、「いや違い

ます。これはマルクス主義です。自分は第二バイ

オリンを弾いたに過ぎません」そう言いました。 

そのことも石田さん。本当に嬉しそうに僕に話し

てましたよね。 

僕が知っているのは石田さんは単に日陰で支え

るというのではなくて、エンゲルスの生き方の方
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が絶対にかっこいいんだと思っていたことです。 

その時にもとてもよくそれが伝わってきました。 

石田さんはそしてその思いの通りに仲間に対し

て、人々に対して、本当に下支えするように生き

ながら、しかし心の中で「この俺の生き方が一番

かっこいいんだ」と確信を持って歩まれたのだと

思います。 

そんな石田さんに本当にたくさんのことを教わ

りました。 

同時に石田さんとはマルクスや『資本論』や価値

論をめぐってずいぶんマニアックな会話をしま

したね。 

もうそれができないなんてとても悲しいです。 

でも石田さん。僕も石田さんの背中を追いかけて

終世、石田さんの笑っている遺影のこの顔を僕の

心の中に留め置いて石田さんとともに生き抜き

ます。 

そして僕が最後に倒れて石田さんのところに行

った時に、石田さんに「おお、あんたもよう頑張

ったなあ」と言ってもらえるように生き抜きます。 

石田さん 

本当にどうもありがとうございました。 

 

■井坂博文さん（北区） 

私の友人である石田信己さんが急に亡くなり、２

８日、お別れ会があり参列しました。参列者から、

井上吉郎さん、守田敏也さん、平信行さんが、お

別れの言葉を述べられました。どれも素晴らしい

内容でした。 

正直言って、あまりに突然のことで、未だに心の

整理がつきません。 

石田さんは、府学連委員長を務めた私の大先輩で

あり、昨年の府学連再建５０周年つどいを一緒に

取り組み、再建当時の貴重な資料を立命館平和ミ

ュージアムに寄贈した時もご一緒でした。 

石田さんは、韓国被爆２世３世の運動を取り組み、

京都被爆２世３世の会にも参加し、日本と韓国の

被爆者の架け橋となって、絵本「終わらない冬」

の発行など活躍されました。 

石田さんは、日本共産党員として政治活動にも熱

心で、二年前のいっせい地方選では左京区市会の

冨樫候補の本部長を務め、僅差で落選した時は、

我がことのように悔しがっていたのをよく憶え

ています。 

石田さんは、鮎釣りが好きで、この夏にも「いっ

ぱい釣れたし持っていくわ」といただいたばかり

でした。 

石田さんは、生き方も着こなしもオシャレで、格

好よかったです。 

石田さんは、とにかくよく本を読み、議論好きで、

特に朝鮮半島やアジア民族の歴史と現在に造詣

が深く、「井坂君な、知っているか。こういうこ

となんやで」と、いろんなことを教えていただき

ました。まだいっぱい教えていただきたかったで

す。 

思い出すたびに涙が出てきます。「安らかにお眠

りください」と言ってもあの世で安らかにはして

いないでしょう。石田さんの分までがんばります。 

 

■姜 済淑さん（韓国） 

石田先生 

１０月２６日、韓国人車椅子障害者旅行支援を

終えてから、関西空港から京都へ行き、石田先生

の最後をお送りした日のことがうそのようです。 

先生が亡くなられたとは今でも信じられません。 

苦しくても常に明るくされていた先生を忘れら

れません。 

石田先生と初めてお会いしたのは２０１０年

に３人で韓国現地調査に来られたときでしたね。 

現地調査を少しでもお手伝いできたらと、ソウル

にいらしたとき仁寺洞の食堂で初めてお会いし

た３人の方のうち残念なことにお二人が旅立た
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れました。 

去る９月、京都大学病院に入院なさったときお話

したのが最後となりました。 

一緒にお見舞いに行った久米先生が梨をむいて

差し上げたのを美味しそうに召し上がり、明るく

お元気そうなようすだったのでこんなに早くお

別れするとは思いもしませんでした。 

石田先生は本当に温かい方でした。 

いつも社会の弱者問題に関心を持ち、世の中が平

和になるように実践した方です。 

韓国の原爆被害者問題、特に疎外された２世問題

に関心を持ち、‘韓国の広島’と呼ばれるハプチ

ョンで韓国人原爆被害者２世とお会いになり、５

月には「釜山民主公園」で開かれる「韓国原爆被

害者２世友の会」の初代会長だった‘故金ヒョン

ニュル追悼祭’に参加され、いつも「京都被爆２

世・３世の会」のメッセージを伝えられました。 

冬には私がベトナムなど東南アジアへ車椅子

を送る活動にも協力してくださいました。体がし

んどくても障害者のためにソウルとカンボジア

へ寄贈する車椅子を自ら持ち込んでくださった

先生の姿を忘れることができません。 

そして私が書いた「終わらない冬」の日本語版

出版のために周りの方達と実行委員会を立ち上

げて日本軍‘慰安婦’問題を知らせるのに尽力さ

れた石田先生の数々の平和の種もまた忘れられ

ません。 

石田先生、ありがとうございました。 

どうか安らかにお眠りください。 

人生の後輩として石田先生の深い志を引き継い

でいきます。 

 

■竹下さとみさん（中京区） 

あまりにも突然のことで驚いています。 

例会での石田さんのお話や、石田さんとみなさん

のやりとりは、毎回とても楽しみであり、自分の

視野の狭さを思い知る機会でもありました。 

もっとお話が聞きたかったです。 

寂しいです。 

 

■佐々本好信さん（右京区） 

石田さん、短い期間でしたので学ぶことが足りま

せん。ただ生ある限り闘う事をしっかりと承りま

した。安らかにお眠り下さい。 

 

■谷口公洋さん（城陽市） 

笑顔の石田さんを思い出します。1 人 1 人の意見

を丁寧に受け止めて下さる方でした。 

息子の精神の病にも気を遣って下さり、貴重な本

もいただきました。 

ご病気はお話の中で知っていましたが、こんなこ

とになるとは思いませんでした。本当に残念です。 

今後も石田さんの誠実さを思い出しつつ、石田さ

んの笑顔に報いるべく、勇気を出して今後も活動

していくつもりです。 

 

■古田京子さん（八幡市） 

とても悲しく寂しいです。 

２４日に長女が出産して、あらためて命が繋がる

のを実感し、平和であってほしいと強く思ってい

たところでした。 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

■河野康弘さん（右京区） 

石田さんのご冥福をお祈りします。 

石田さんにご紹介いただいたピアノを再利用す

ることができました。 

部落問題研究会にあったグランドピアノです。 

ピアノは再生していただき四条河原町の『ミュー

ジック＆カフェ・キルシェ』というお店で蘇って

います。 

１０月２２日に、そのピアノのお目覚めコンサー
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トのご案内を石田さんにメールしましたが、返事

が無くてどうなさったかな、と思っていたところ

に訃報が届きました。 

ピアノのことを心配してくださっていたので本

当に申し訳ない思いです。 

キルシェで、石田さんを偲んでピアノ演奏できた

らと思っています。 

 

■米重節男さん（向日市） 

石田さんの訃報を聞いた時、突然のことで本当に

驚きました。 

１０月の例会の日に、奥田美智子さんから治療の

影響で体調がよくないとは聞きましたが、まさか

との思いです。まったく残念な気持ちです。 

石田さんとは、２世３世の会を発足させたときに

初めて知ったのですが、その後の例会などで癌に

ついてならわしに聞けと言われて、いろいろと教

えてもらいました。 

その後、いろいろな場面で一緒に行動したことで、

その人柄をより知ることができました。 

折しも私の母親が二度と話すことができない状

況と、石田さんのことが重なって、思えばもっと

早く聞いておけばよかったのにということもあ

り、また鮎釣りにも一緒に行って名人の腕を勉強

させてもらうべきだったなどと、もはや叶わぬこ

とが巡ります。 

鳥取の地か らご冥福をお祈り申し上げます。 

 

■石角敏明さん（長岡京市） 

あまりにも早すぎます。鮎釣りをされている時

の姿は「かっこいい」のに。 

毎月の例会で、独特の口調で「～なんですねー」

とか「ほんまにそう思うか」と言いながら、アド

バイス・教えて頂いたこと数々ありました。例会

の場で参加者の論議が白熱化すれば、スマートフ

ォンを取り出し「インターネットで調べると、こ

うなっているよ」と、気軽に動いて調べてくれま

した。 

そういえば「会」の規約を改正するきっかけを

作って頂いたのも「石田さん」でした。でも、会

にとってというか我々にとって、一番大きなこと

は「韓国」の被爆者との交流でした。これから、

もっともっと、というときに逝ってしまわれると

は。もっともっと教えてほしかった、交流をした

かった。 

 

■山根和代さん（右京区） 

先日は石田信己さんのお別れ会に参加させてい

ただきましたが、ちょうど所属する研究所の研究

会があり、最後まで参加できませんでした。 

石田さんとはあまりお話したことはありません

が、京都府学連に関わっていらっしゃったと知り、

いつかお話をしたいと思っていました。 

しかし残念ながら亡くなられ、本当に残念です。 

韓国の被爆者とのつながりもとても貴重で、石田

さんの功績はとても大きいと思っています。 

お別れ会で石田さんのことをさらに知り、三人の

お別れの言葉は感動的で涙が出ました。ご冥福を

お祈りいたします。 

 

■隅田百合子さん（左京区） 

貴方から、芯の通った生き方を見せていただきま

した。いつも適切なアドバイスをいただきました。

貴方の心を少しでも受け継いで生きたいと思い

ます。ありがとうございました。ご冥福をお祈り

いたします。 

 

■井上哲士さん（左京区） 

石田さんは同じ学区のご近所に住まわれてお

り、妻も地域の活動でお世話になっていました。

亡くなる数日前に地域の方と訪ねた時に随分弱

っておられて心配をしていたところでした。残念

でなりません。 

 幅広い見識とつながりを持っておられる石田

さんからは教えてもらうことも多くありました。

私は、国会では、「在外被爆者に援護法適用を実

現させる議員懇談会」の世話人を務めていること

もあり、在韓被爆者や二世との交流のことなどで

よく声をかけていただきました。 

今年の春には、顔を型取りした和紙のマスクを

展示する日中韓の若者対象の「東アジアピースマ

スクプロジェクト」から生まれた、被爆者や二世

の１００人による「ヒバクシャ・ピースマスク」

の取り組みを紹介して下さり、初めて石膏で顔型



京都「被爆２世・３世の会」会報№６１   ２０１７年１１月２５日 

８ 

をとることを体験しました。 

いつも平和や人権に心配りをされていた石田

さんの思いをしっかり胸に刻んでいきます。 

 

■矢ヶ崎 響さん（北区） 

私が二世三世の会に入会したのが２０１５年な

ので、たった２年ほどの短いお付き合いでしたが、

石田さんは私にとって、こんなふうに年を重ねら

れたらいいな、と思う尊敬する人でした。 

「終わらない冬」の出版に至る経緯や全国を売り

歩いた話を聞いて、大きな事をさらっと楽しそう

に実践されていて、本当にすごい方だな、と思い

ました。 

日本の政府が「最終的かつ不可逆的」に解決など

と、慰安婦の方々に大変失礼で反省の色もないこ

とを言っている中、石田さんは政府によってびり

びりに破かれた信頼関係をしっかりと民間レベ

ルでつなげ修復されていました。 

本当の意味で世の中を前に進めているのは、石田

さんのような方だろうな、と思っていました。 

もうお会いできないのが残念でなりません。 

生まれた子どもを石田さんにお見せしたかった。 

ご冥福をお祈りします。 

 

■奥田美智子さん（左京区） 

石田さんとは、被爆２世３世の会が出来た頃に

は、顔と名前を知っているくらい、でしたが、３

年ほど前の例会後の懇親会で話す機会があり、Ｈ

１９に８０歳で亡くなった私の父のことをよく

知ってくださっていたのがきっかけで、話がはず

むようになりました。 

最近の２年ほどは、主夫の石田さん、という側

面でのお付き合いも、多かったように思います。

具体的には、彼の煮た万願寺トウガラシと、私の

作ったチリメン山椒や、夏には彼の釣ってきた鮎

とゴーヤやキュウリを交換したりと、季節感あふ

れるオバサン交流をしていました。 

また、月に１度、２世３世例会の時には、守田

さんと私を乗せて送迎して下さって、その道中の

会話がとても濃い話題が多く楽しかったことが

昨日のことのように思い出されます。 

最後にゆっくりとお話しが出来たのは、１０/

２１(土)でした。１０/２２(日)の選挙は台風が

来そうなので、左京区役所に期日前投票に行こう

と誘って下さいました。今回の選挙、何だかよく

わからない状態で解散、すっかり投票意欲を失っ

ていた私に、 

『選挙は棄権したらイカン‼』 

と、一喝。一緒に行くことになりました。 

それから５日後。まさか、そんなに早く逝って

しまわれるとは思ってなかったので、残念で悲し

く、悔しいです。まだまだ、たくさんお話しがし

たかった。 

石田さん‼そちらへ行った節には、エンゲルス

のお話しして下さいね。 

 

■吉田妙子さん（北区） 

石田さんが亡くなってからずっと「死んだ男の残

したもの」のメロディ―が頭からはなれず、気が

ついたら口ずさんでいます。谷川俊太郎作詞、武

満徹作曲のベトナム戦争時の反戦歌・・・「なん

でかな」と思いながら、日を過ごしていたのです

が、最近、ふと思い出しました。いつだったか、

二世三世の例会が始まる前に石田さんがこの歌

のＣＤを流したことがあります。その時は、「な

んとなつかしい歌を流すのかしら」と思っていた

のですが、今となっては「なんでかな」と思わず

にはおれません。ご冥福を心からお祈りします。 

 

■田渕啓子さん（南区） 

９月３日のオマール忌で会ったのが最後となり

ました。とてもとても残念でなりません。石田さ

んの分も頑張らなくっちゃ！！ですね。 

石田さんのご冥福を心からお祈りいたします。 

 

■井上吉郎さん（北区） 

１０月２８日お別れ会でのあいさつ 

石田信己さんは４５年ほど前、彼は大学卒業後、

アルバイトで僕の勤めていた職場に現われた。彼

は、僕の学生時代のことを語り、親近感を示した。

その後、京都の中小企業者がつくっている団体に

職を得て、仕事を始めた。彼の前歴（学生時代、

彼は京都府学連委員長などを務めた）を秘匿する

つもりはなかったが、深くはつきあわないように

した。 
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８０年代、共通する知人宅で新年を寿ぐ会を持つ

ようになったとき、二人は常連のメンバーであり、

少なくても年に１回は盃を交わし、談論する仲に

なった。彼は、持ち前の知識欲と異論の持ち主で

あることを隠すことのない人だった。気持ちの良

いつきあいが始まった。 

２００６年、脳幹梗塞に侵され、岡山県倉敷市の

病院に入院しているとき、彼は、連れ合いを車に

乗せてわざわざ京都から見舞いに来てくれた。第

１号の見舞客だった。知る人の皆無だった僕には、

「助けびと現れる」ようだった。気管切開でノド

にカニューレを装着していた僕は言葉を発して

謝意を伝えられなかったが、目で伝えた。この数

年は、京都府学連再建５０年を記念する行事など

でしばしば会うようになった。読書という共通す

る楽しみをともにして、意見もまじわし、「僕の

死ぬまでに返してくれたら良いので」との「約束」

で本を貸したこともある。２ヶ月前のことだった。 

 

■金 錦淑さん（韓国） 
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１０月１３日（木）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（被爆二世）と答弁・回答（厚生労働省）の概要（要旨） 
 

神奈川県原爆被災者の会二世支部から提供いただきました。転載で紹介します。 

 

 

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（被爆二世）と答弁・回答（厚生労働省）の概要（要旨） 

 

日時：１０月１３日（木）１１：００～１２：２２ 

場所：参院議員会館 

出席者：日本被団協・・・被爆者・相談員等約５０名、被爆二世約２０名（神奈川県原爆被災者の会二

世支部・２名）、計約７０名 

    厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室・・・蓑原室長、清水・村井 各補佐、 

若松係長、あだち係員、計５名 

 

日本被団協 厚生労働大臣あて要請書 項番６．被爆二世について 

① 『実態調査を実施し、②希望する二世には手帳を交付し、③健康診断に多発性骨髄腫のみなら

ず、すべての癌検診を加え、健診期間も検討してください』 

について、 

 

■厚労省側の答弁・見解等要旨（蓑原哲弘室長） 

① について 

放射線影響研究所（以下放影研）が、７７，０００人（被爆二世と非被爆二世の比較）を対象に、

死亡率、がんの発生率増加等に関する疫学調査などを５０年以上に渡って行ってきたが、増加傾向

等、親の被爆によると考えられる放射線の遺伝的影響があると言う調査結果は得られていない。 

 また、同じく放影研において、毎年、１万人以上を対象とした『健康影響調査』を行い、高血圧、

糖尿病等生活習慣病に関する検診や、前立腺がん、子宮頸がん等の発生率についての調査をしてき

たが、これにおいても、同様に、親の被爆に関連したリスクの増加は、現時点では認められていな

い。したがって、現行どおりの調査をひき続き行っていくこととしたい。 

② について 

 現状においては、被爆していても被爆者手帳を取得する以前に死亡していたり、何らかの事情に

より手帳を取得していない被爆者もいること等にも配慮し、その子どもである被爆二世も健診を受

診できるよう柔軟に対応を行っている。これをもし、あえて国が『手帳』を発行するとなると、親

（被爆者）の被爆者手帳の確認等厳格な要件確認が必要とならざるを得なくなる（したがって現状

が妥当と考える）。 

③ について 
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（前述のとおり）放射線の遺伝的影響により、がんの発生率が上昇するという科学的知見は得ら

れていない。また、健康増進法に基づき、医療機関等で実施している（自費・有料の）一般的『が

ん健診』を受診することで解決されるものと考える。 

健診期間については、各都道府県の実態について調査し、被爆二世が健診を受診しやすくするた

めに何ができるかを検討したい。 

 

■上記回答（答弁）を踏まえての日本被団協出席者（被爆二世）からの意見、要望、質問 

 等 

※以下、各発言者（質問者）の発言（質問）内容に沿って、その要旨を記述しています。 

 

 (答弁の中で)「７７，０００人対象の５０年間の追跡調査」と言われているのは、比較対象とする

『非被爆二世』を含んだ人数であるから、調査した被爆二世はその約半数でしかない。また、調査

対象とされている『被爆二世』も、『黒い雨』の問題なども含めて、必ずしも現状の調査上での『被

爆二世』の規定範囲が妥当とは言えない。精査する姿勢で臨んでほしい。 

 放影研も、「遺伝的影響は、今のところ認められない」とは言っているものの、「影響がない」と言

ってはいない。厚労省もこの点を踏まえて、実態調査を行ってほしい。 

 

 （被爆二世には被爆体験伝承者として被爆体験伝承事業に取り組んでいる者が増えてきている。さ

きほども、伝承事業の予算を確保するお考えを示された。） 

（※広島市の伝承者養成事業の現状について）被爆二世は、ボランティア精神で取り組んではいる

ものの、個人的負担も大きく、この面での支援体制が充実するよう配慮をお願いしたい。 

また、海外派遣の際も、現状、１名と限られているが、もう少し増やしてほしい。 

 

 厚労省が被爆二世に対して医療費補助等の施策を実施しない理由において、いつも放影研のデータ

を根拠としている。 

しかし、遺伝的影響があると考えられる具体的な事実があるのだから、その事実を直視して、対策

を検討してほしい。 

例：広島市と長崎市が、昭和４７年～４９年、被爆者とその家族についての健康状態等に関する調

査を行っている。 

長崎市の調査では、昭和４７年、被爆二世の死亡者数・・・４０８名（２７歳未満）、４８年・・・

１３９０人（２８歳未満）、４９年・・・７３３人（２９歳未満）であった。 

昭和４３～４４年、被爆二世の白血病が多発した（『被爆５０年広島市原爆被爆者援護行政史』）。 

このほか重い病気で苦しんでいる被爆二世もたくさんいる。 

そのような事実を踏まえ、病歴も含めた実態調査を行い、対策を検討し、実施してほしい 

 

 前回（今年６月）の交渉において、多発性骨髄腫についての健診項目を昨年度から（希望者に対し

て）設けたのは、健康増進法に基づき、医療機関等で実施している（自費・有料の）一般的『がん

健診』に、多発性骨髄腫の検査が通常含まれていないことに配慮したものであるという説明があっ

た。また、現在、厚労省が健診を実施している主な根拠が「健康に不安を感じている被爆二世が多
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くいることに配慮したもの」であることも、再三説明されてきている。 

その論旨に沿うならば（本来は『すべての癌健診を加える』ことが要請内容であるが）、最低限、

前立腺癌と甲状腺癌の検診だけでも、まずは実施してほしい。 

その理由：この二つの癌については、①『不安を感じている』被爆二世が多い とともに、 ②原

爆医療に長年従事されてきている医師の方の臨床事例（調査）等においても多くの発症が見受けら

れる旨の見解が示されている。 

 

 健診が１年度にわずか２～３日しか実施されていなかったり、人数制限も厳しい、あるいは実施指

定医療機関も少ない県（自治体）があり、受診しにくい被爆二世も多い。これについて、厚労省は、

実態を調査・把握し、被爆二世が受診しやすくなるよう自治体への指導・改善を図ってほしい。 

 

 神奈川県では『被爆者のこども健康診断受診証』が発行されている。これにより、直接医療機関に

健診申し込みができ、健診を受診しやすい状況にある。 

このようなものを国で発行してほしい。どうしても国でできないのならば、発行されるよう各県に

通達してほしい。 

 

 健診結果について、少なくとも全国の男女別受診人数、精密検査受診者数くらいは公表してほしい。 

 

■上記についての厚労省の答弁・見解等要旨（蓑原哲弘室長） 

 

 健康調査（放影研等）、疫学調査等について 

被爆二世の高齢化に伴い有意差が見受けられるかどうかなどについても考慮し、放影研と連携・協

力しつつ、精査、注視していきたい。 

 

 健診を受診しやすくするために 

各自治体の状況や事情を聴取・把握し、改善策を検討したい。 

 

 健診項目の改善について 

持ち帰り、検討事項としたい。 

 

 伝承事業について 

予算確保を検討中であるが、広島市、長崎市

とも相談しながら、伝承者が活動しやすい環

境にしていきたい。 

被爆二世の伝承者の実態については、充分把

握できていないので、今後の検討課題とした

い。 

以上 
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２０１７年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜と  き＞ １２月２３日（土・祝）午後１時～３時 

＜ところ＞ ラボール京都ホール 【京都労働者総合会館】 
（京都市中京区四条御前） 

プログラム 団体、実行委員会から見舞金・プレゼントの贈呈 

 津軽三味線の演奏・子どもたちのうた・その他 

 サンタクロースからの贈り物など・・・ 

★被爆２世・３世のみなさんも是非ご参加ください。 

（準備の都合上、ご参加の方はご連絡をお願いいたします） 

201７年被爆者を励ます集い実行委員会 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原爆の惨禍、 
生きてきた証、 
そして 
平和の願いを絵に託す 

― 原野宣弘作品展 ― 
 

２０１８年 
１月１０日（水）～１月２２日（月） 
真宗大谷派（東本願寺）真宗教化センター 

しんらん交流館 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６１   ２０１７年１１月２５日 

１４ 

 

 

 

他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■辺野古にて、那覇にて 

河野康弘さん(右京区) 

１１月１１日（土）、Ｔシャツ一枚で風が気持ち

いい那覇市にいます。 

昨日は矢ヶ崎克馬さんの米軍ヘリ炎上事故の放

射能測定報告会を聞きました。 

風下４３０メートル地点の土壌汚染が５００ベ

クレル/ｍ２。 

すごく高くびっくりしましたが矢ヶ崎さんのお

話しによると自然放射能レベルで心配は無い、と

の事でしたが、あまり理解できていません。 

今日は辺野古バスで辺野古訪問してきました。 

搬入も無く静かな日でした。ニューヨークから来

られていた女性とお話ししました。 

息子さんが海兵隊で沖縄に駐留、イラク戦争に参

加なさったそうです。９.１１を見て海兵隊に志

願して平和な世界にしたいと思って参加した戦

争でしたが帰還後精神疾患を患いカウンセラー

にケアしていただいている状態だそうです。 

真面目な若者が被害者になっています。一般人に

は戦争で、いい事が何も無いと思います。 

帰りの辺野古バスでの沖縄の元気なオバァから

のメッセージをお知らせします。 

「金正恩より怖いのが安倍。沖縄の基地問題、福

島の原発放射能問題、こんな酷い首相はいません。

みんな声をあげてください。沖縄タイム、琉球新

報もネットで観れますから、ぜひ観てください」

でした。 

これから那覇空港近くでホームコンサート。 

私にできる事。真摯に音楽を奏でます。  

 

■視覚障害者のみなさんと「平和を訪ねる広島の

旅」 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

遅ればせながら、１０月２０日は、京都「被爆

２世・３世の会」の５歳のお誕生日おめでとうご

ざいました。 

私たちの総会にメッセージを頂きながら、そちら

の「結成のつどい」の日程を把握しておりません

で失礼しました。申し訳ありませんでした。京都

から頂きましたメッセージは、あまりにも嬉しい

内容でしたので、総会資料に、また、記念のつど

いのプログラムに付けて配布させていただきま

した。 

記念のつどいでは、会で作製しました被爆体験

ＤＶＤの初上映は好評でした。後日送らせていた

だきます。平和公園ボランティアの若者（２４歳）

のスピーチは、彼を突き動かした動機や経過、原

爆を伝える想いなどが爽やかにまっすぐに伝わ

りました。スカウトした（？）私の目に間違いは

なかったようです（笑） 

医療生協医師によるバイオリンコンサートは、

洒脱なトークも有り、「悲しい酒」や「川の流れ

のように」「桜」（森山直太朗）等などのメジャー

な曲からクラシックまで･･･会場は和やかで優し

い雰囲気に包まれました。今年もやりました！地

元ＴＶ局が取材に訪れ、夕方のニュースで放映し

てくれました。 

さて、２１～２２日は、全国視覚障害者友の会

「平和を訪ねる広島の旅」からのお誘いで、台風

接近の最中に行ってきました。メンバーは、全盲

の方、弱視の方、盲導犬連れの方は北は岩手県か

ら、南は福岡から参加。私たち晴眼者（というら

しいです）がパートナーとなって、総勢４０数名

の 1泊 2日の旅でした。 

岡山の全盲の方が事務局をしておられ、とても

パワフルで愉快な方で、また、社会的にもしっか

りと問題意識を持っておられ、「この世界の片隅

に」の舞台＆呉基地が、非核の求める会のガイド

による企画がメインでした。呉は陸からと船から

海上自衛隊の実態を見るというもので、間近に巨

大な潜水艦を見たり、弾薬や石油などがアメリカ

のために備蓄されている実態を知り、アメリカの

戦略に日本が組み込まれていることが恐ろしい

ほど窺えました。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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行程中、被爆ピアノコンサートもありました。

懇親会では、私の母の被爆体験や 2世としての想

いを話す機会を用意してくださって嬉しいこと

でした。視覚障害者の方と実際にふれあうのは初

めてでしたが、皆さん、明るく、優しく、とても

パワフルで自立して生きていらっしゃる姿に心

から感動しました。戦争になれば障害者がまず犠

牲になるからと平和の取り組みにも熱心なので

すね。貴重な経験でした。 

雨の中の宮島散策もやりましたよ。どなたから

も中止しようの声はなくて。そのようなところか

ら私たちの会に声がかかるのも嬉しいことで、私

を含めて会から 3人がパートナーとして参加しま

した。繋がることは貴重です。 

 

■京都からの会報ありがとうございます。 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

会報で紹介されていました著書の「ヒロシマか

らの言葉」は早速書店に注文しました。言葉は本

当に大きな影響力を持ちますし、運動をすすめる

上では自分自身も磨かなければと日頃から感じ

ているものの力不足を感じることでもあります

ので、是非読みたいと思います。 

西村八郎さんの自己紹介記事は短い中にもご

両親やご自身の生い立ちなどについての苦悩の

一端が想像されて胸に迫りました。よい仲間を迎

えられましたね。５月にお会いできるといいなあ

～。 

５年間のふり返りを写真でされているので分

かり易いですね。このアイディアは私たちが５周

年を迎えるときには、参考にさせて頂きます。 

 

■「ろう者の被爆体験」を聴く 

平 信行さん（南区） 

１０月２４日（火）の早朝、たまたま早く目が覚

めてラジオを聴いていると、ＮＨＫラジオで「明

日へのことば／ろう者の被爆を伝え続けて」と題

したインタビュー放送が流れていました。 

仲川文江さんという手話通訳者が、ろう者の被爆

体験を手話で聞き取り、文字に訳して出版物で発

行したり、手話で伝え広めるとりくみをされてい

る内容でした。 

被爆者の中には耳の聞こえない人もいた、という

思えばあたりまえの事実に仲川さんが初めて接

した時の驚き、耳が聞こえないため情報が伝わら

ず多くの人が原爆のことについても、戦争が終わ

ったことについてすら、後年まで知らなかったこ

と、手話言語からまったく異なる文字言語への翻

訳の困難さ、ろう者は障害があるが故に同じ被爆

者でも二重にも三重にも困難を抱えてこなけれ

ばならかった体験が詳しく語られ、引き込まれる

ように５０分の放送に耳を傾けました。 

京都「被爆２世・３世の会」でも６０人からの方

から被爆体験を聞いてきましたが、視覚障害や聴

覚障害のある方の体験は一度も聞いたことがあ

りません。 

私たちのとりくむ被爆体験の継承も、より深く捉

えながら聞いていく必要があるなあ、と痛感しま

した。 

 

■来年７月絵画の個展を開催 

増田正昭さん（下京区） 

初めて個展を開くために、絵画の仲間の方がギャ

ラリーを経営しているギャラリー洛に予約に行

ってきました。来年２０１８年７月２４日（火）

から２９日（日）に決まりました。 

個展を開きたいと前から思っていましたがいざ

決まると、プレッシャーになってきました。 

ギャラリーの人たちとテーマが話題になり、被爆

２世として企画してはどうでしょうかなど話題

になりました。検討中ですが、みなさんのご意見、

助言、ご指導などよろしくお願いします。

ギャラリー洛 
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■偽装の被爆国 核を捨てられない日本  太田昌克〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「書名」からして、著者の日本という国、というより「政府の姿勢」に対する怒りがにじみ出ている。

日本の「核」を取り巻く問題は「核兵器禁止条約への不参加」「核の傘への過剰な傾斜」「核燃料リサイ

クルの政策継続」等、世界から注目する課題がある。 

でも、政府がとった政策はこれが「戦争による被爆国の政府」かと

思うものばかりである。著者は、オバマ政権が検討した「核兵器先制

不使用政策」への反対から、トランプ政権の北朝鮮政策への全面賛成

姿勢までを、鋭く批判する。現在の日本が抱える問題、例えば「４６．

９トンのプルトニュウム」をどうするのか、これは「５８６３発」の

核兵器の数量に相当するという。プルサーマル計画で原発で燃やした

「ＭＯＸ燃料」は六ケ所村の再処理工場でも扱えない、という。外国

に目をむければ「インド」に対する「原発輸出」契約でも、大変な問

題を含んでいるが、殆ど国内では報道されない。 

ドイツが今までたどった道も紹介されており、日本の今後を考える

上で参考になるかもしれない。このように、我々が、報道では「目」

にしない、恐るべき事実が取り上げられており、もっと我々が知るべ

き事が沢山ある。また、有識者の日本国民に対する期待も紹介されて

おり、救われた部分もある。著者は「日本政府の政策はこうであるべ

き」とまでは述べていないが、課題は鋭く指摘している。日本の「核

をめぐる問題」を考えるための一助にはなるのではないか。 

 

 

■核に縛られる日本  田井中雅人〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

国連で採択された「核兵器禁止条約」の前文には、犠牲者（ヒバクシャ）、核兵器の実験による被害

者の苦痛と被害に心を留めるだけでなく、先住民族の不釣り合いに大きな影響にも言及している。著者

は、「核兵器禁止条約」を巡る各国政府の動きとか、禁止条約の内容・意義を語るのではなく、核兵器

の非人道性を正面から問う核兵器禁止条約が誕生し、核兵器は全てを破壊し、究極の環境破壊である、

という認識が世界で共有されつつある中で、核兵器が、核実験がどのような影響を及ぼしたのかを、淡々

と事実を取り上げ紹介している。 

この本の根底に流れている著者の熱い思いは「核兵器は非人道的なもの」で「もう使用させてはいけ

ないもの」。そして「なぜ、日本政府は核禁止条約を調印・批准しないのか」という鋭い問いかけであ

る。「原爆投下」の問題を中心に「核兵器問題」を取り上げ、世界でこの禁止条約が採択されるまでに、

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

岩波書店 

17００円（税別） 
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どんな動きがあり、どんな問題が発生したかを紹介している。「マンハッ

タン計画」で、故郷を汚染され、放射能汚染に苦しむ先住民族の訴えをも

紹介している。核大国は「ヒバク大国」でもあったのだ。 

しかし、日本が禁止条約採択に向けて積極的に動いた形跡は何処にも無

い。著者はここにも鋭く切り込んでいる。今のままでいけば、ヒバクする

のは「戦争・紛争」による核兵器使用のため、というだけではない、「誰

でも・いつでも、ヒバクする可能性がある。それを防ぐために、今何をな

すべきか？」を、関係者の証言と発生した事実でもって、問いかけている。

肩が凝らない内容だが、書かれている事実は重い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「スピーチはやめていただけないか」平和大使の演説に圧力 

 かけた国は中国だった 外務省の公電には黒塗り 

２０１４年以降、毎年８月のジュネーブ軍縮会議で核兵器廃絶を世界に訴えて 

きた日本の高校生平和大使の演説が今年は見送られた問題で、高校生にスピーチをさせないよう日本

政府に圧力をかけていた国は中国だったことが１６日、複数の政府関係者への取材で分かった。日本

が第２次大戦の被害を強調することを嫌う中国側の思惑があるとみられる。 

政府関係者や本紙が情報公開請求で入手した外務省の公電によると、今年２～５月、昼食会などの

場で、中国側が日本側に「スピーチをやめていただけないか」などと要請。「高校生を政府代表団に

1日だけ含めるのは問題がある」などと指摘した。 

中国の軍縮大使「異議申し立てもあり得る」と日本に反論 

日本側は、被爆体験の継承を訴えて理解を求めたが、中国の軍縮大使が「会議規則違反の異議申し

立てもあり得る」と反論した。中国側の主張に同調する国が出てくることへの懸念から、日本政府も

見送りに応じたという。 

高校生平和大使は例年、日本政府が１日だけ政府代表団に登録する形で、軍縮会議本会議場でスピ

ーチを認められてきたが、核兵器禁止条約が採択された翌月の今年はスピーチが見送られた。本紙の

情報公開請求で、ある国の軍縮大使が圧力をかけていたことが判明したが、文書の国名は黒塗りされ

ていた。 

中国の思惑は？ 「歴史を歪曲」日本の動きに反発 

中国の習近平指導部は、戦後７０年を迎えた２０１５年を中心に「反ファシズム・抗日戦争勝利 

Scrap 
book 

角川新書 

９０７円（税込み） 
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７０年キャンペーン」を国内外で展開。同年９月には、北京で大規模な軍事パレードを行った。同時

に、日本が国際社会で原爆被害を訴える動きに対しては「戦争加害国としての歴史を歪曲（わいきょ

く）するものだ」と反発してきた。 

同年５月に開かれた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議でも、日本は各国指導者らに広島、長崎

の訪問を促す文言を最終文書に盛り込むことを提案したが、中国の強硬な抵抗で実現しなかった。国

連総会が同年１２月に核兵器禁止を呼び掛ける決議を採択した際も、決議案に当初、盛り込まれた被

爆地広島や長崎の惨禍を伝える文言が中国の強い要請で削除された経緯がある。 

高校生 3人、現地のセプションに参加 

 一方、今年８月のジュネーブ軍縮会議で高校生平和大使のスピーチが見送られた代替措置として、

日本政府代表部が現地で開いたレセプションには中国の外交団も参加。高校生３人が各国外交官を前

にスピーチし、少人数のグループに分かれて各国外交団と個別で意見交換する場も設けられた。 

＜ワードボックス＞高校生平和大使とは？ 

 核兵器廃絶を求める署名を集め、国連へ提出する高校生。１９９８年、長崎の２人が反核署名を携

えて米ニューヨークの国連本部を訪ねたのが始まり。市民団体「高校生平和大使派遣委員会」が毎春、 

被爆地の広島や長崎を中心に公募で選ぶ。２０

１３年以降は外務省の「ユース非核特使」の委

嘱を受け、１４年からは夏に国連欧州本部（ジ

ュネーブ）での軍縮会議本会議場で代表者がス

ピーチをしてきたが、今年は見送られた。代替

措置として日本政府代表部主催のレセプショ

ンで、３人の高校生が各国外交官ら約６０人を

前にスピーチした。 

（２０１７年１１月１６日  西日本新聞） 

スイス・ジュネーブへの出発式に臨んだ長崎県の高校

生平和大使＝８月１９日午前、ＪＲ長崎駅前 

 

■「伊方」差し止め ４１人が４次提訴 広島の被爆者ら 

広島、長崎両県の被爆者たちが四国電力伊方原発（愛媛県伊方町）の運転差し止めを求めた集団訴

訟で、被爆者５人を含む広島や香川など１０都府県の４１人が８日、広島地裁に４次提訴した。原告

数は計２５３人となった。 

 

今回提訴したのは４０～８０代。このうち被爆者は広島県内の５人で、全原告のうち４０人となっ

た。提訴後の会見で、原告に加わった江田島市の山下徹さん（６７）は「原発事故が起これば瀬戸内

海は汚染され、環境への被害は甚大だ。原発は運転すべきではない」と話した。 

（２０１７年１１月９日 中國新聞） 

https://www.nishinippon.co.jp/feature/photo/show/252981


京都「被爆２世・３世の会」会報№６１   ２０１７年１１月２５日 

１９ 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼１０月２６日（木）、石田

信己さんが急逝されました。

訃報を聞いて誰もが驚くまった

く突然のことでした。メールなどで届

けられたみなさんの追悼メッセージを掲載させ

ていただきました。あまりにも急だったため、も

う一度声を聞きたかった、お顔を見たかったとい

う方も多くあります。後日、あらためて“石田信

己さんを偲ぶ会”を催したいと思います。 

▼２０１７年は被爆者の方で永眠された方も少

なくありませんでした。これまで被爆体験の継承

にご協力いただいた方でも７人の方が他界され

ました。あらためてお悔やみ申し上げるとともに、

被爆体験証言をお聞きし、文章にして残しておい

て本当に良かったと実感します。そしてお礼を申

し上げます。そしてさらに、頑張っておられる被

爆者のみなさんと一日でも長く時間を共にして

いきたいと思います。来る１２月２３日（土）、

今年も「被爆者をはげますクリスマス平和パーテ

ィー」が催されます。この催しに参加することを

目標に一年を頑張ってこられた被爆者のみなさ

んも少なくありません。被爆２世・３世のみなさ

んも是非多数参加して、被爆者のみなさんをおお

いに激励していただきたいと思います。（平）

■サダコの母校 学ぶ平和 来年３月 幟町小に資料室 

原爆に遭い、１２歳で亡くなった佐々木禎子さんが在籍した広島

市中区の幟町小が来年３月、校舎の一角に「平和資料室」を開く方

針を決めた。ＳＡＤＡＫＯの物語は世界へ広がり、母校への見学者

は増えている。爆心地に近い本川小と袋町小にある平和資料館に続

いて、平和学習の新たな拠点としての役割を担う。 

 

校舎１階の約３０平方メートルの会議室を改装。校内の資料を集めた禎子さんの特集コーナーが展

示の柱となる。病床で本人がセロハン紙で作った約１センチの折り鶴は４年前、兄の雅弘さん（７６）

が理事長を務めるＮＰＯ法人サダコレガシーから寄贈を受けた。さらに生前の写真が載った１９５５

年の卒業アルバムなどを並べる。 

 

禎子さんをモデルとする平和記念公園の原爆の子の像は、来年で建立から６０年になる。同小の同

級生らが中心となって始めた建立運動に関する資料も置く。 

 

歴代の教員らが残したものを地元の町内会長岡部喜久雄さん（６９）たちの協力でこの夏から整理

を始めた。島本靖校長（５６）は「来校者に平和の大切さや反戦の心を伝えたい」と意気込む。 

 

禎子さんは同小卒業前に入院し、回復を願う折り鶴を作り続けて白血病で亡くなった。その物語は

世界中で共感を呼び、平和の象徴としての折り鶴が定着。昨年は米オバマ大統領（当時）が広島に携

えた。 

 

同小教頭も務めた比治山大の森川敦子准教授（教育学）は「禎子さんが実際に学んだ学校で見ると

訴える力がある。埋もれていた資料が国内外の人の目に触れるなら意義深い」と語る。 

（２０１７年１１月４日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１２ １ 金 キンカン行動 

 2 土 
パネルディスカッション「“核兵器なくせ”にノーベル平和賞」（東京・主婦会館） 

世界初の人工的核分裂連鎖反応に成功した日（１９４２年シカゴ大学） 

 ３ 日 原発賠償京都訴訟の勝利をめざすつどい（１３時３０分・京都社会福祉会館） 

 ４ 月 人権週間 

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 太平洋戦争開戦（１９４１年）                   キンカン行動 

 ９ 土 
２０１７京都不戦のつどい（１４時・京都商工会議所）         ６・９行動 

特別国会会期末 

 １０ 日 世界人権デー（１９４８年国連世界人権宣言） 

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水 南京大虐殺事件（１９３７年） 

 １４ 木  

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日  

 １８ 月  

 １９ 火 「安保法制廃止を訴える」１９日行動 

 ２０ 水  

 ２１ 木 韓国統監府設置（１９０５年） 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 
被爆者をはげますクリスマス平和パーティー（１３時・ラポール京都） 

天皇誕生日 

 ２４ 日 ２０１７年全国高校駅伝 

 ２５ 月 クリスマス 

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日 大晦日 

 


