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２０１８年 絆を広げて希望の年に 
会員のみなさんからの新年のメッセージ 

 

 

■前を向いて頑張りたい 

井坂博文（北区）さん 

２０１８年、あけましておめでとうございます。 

年末は妻と一緒に広島の実家に帰り、大晦日は朝

から恒例の町道から家に上がる道の端と溝の掃

除と墓掃除に。 

 妻と弟と三人で溝から枯れ葉をすくい上げて、

一輪車で旧畠に運ぶ。最初は談笑しながらが、途

中から腕と腰と膝がだるく痛くなり、途中から

黙々とひたす

ら運んだ。運

ぶ途中にも風

が吹くと土手

に溜まってい

る枯れ葉が落

ちてくる。 

妻と「福島

の除染作業も

こんな感じな

んやろな」と

言いながら、

夕方にはやっ

となんとかやり終えた（╹◡╹） 

墓掃除も終えて、墓に眠る親父（被爆者）やお

袋と先祖のみなさんに挨拶し、疲れた身体を風呂

で温めて、紅白歌合戦を観ながら晩ご飯。ゆく年

くる年の除夜の鐘を聞きながら新年を迎えた。 

さて、実家の田んぼは父が亡くなった数年前か

ら休耕田。集落の世帯も高齢化と家に住む後継者

もおらず、昨年よりすべての家が少し離れた農作

業請負の有限会社と契約してコメを作ってもら

っている。我が家も二反ほど契約しているが、残

りの田んぼは草が生え荒れたままだ。 

このままだと近い将来、限界集落になってしま

うのではないかと不安になる。かと言って京都に

いる私の立場からすれば、五月連休・盆休み・年

末に帰って草刈りとくだんの作業をするくらい

しかできない。 

今の国のノー政と貧困な自治体行政では末端

の農家の未来は見えない。 

重たい課題を胸に京都に戻り、また日常の生活が

始まる。しかし下を向いているばかりでは何も始

まらない。前をむいてがんばりたい。 

 

２０１８年度年次総会のお知らせ 
■日  時 ２０１８年４月２２日（日） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 

■記念講演 朴 沙羅さん（神戸大学大学院国際文化学研究科講師） 

 東アジアの本当の平和をめざしていくために、そのベースとして、日本と朝鮮半島の

人たちとの関係が作り出してきた歴史を学びたいと思います。 

 そして、「北朝鮮問題」などを梃子にした憲法改悪、核兵器抑止論を乗り越えていく

運動を考え合いたいと思います。 
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■親鸞聖人の「恩徳讃」 

吉田妙子さん（北区） 

「しんらん交流館」で原野さんの作品展の当番

をしていて、嬉しいことがありました。子どもの

頃、熱心な安芸門徒の祖母のしつけでしょうか、

ご飯を食べる前に必ず唄わされた歌がありまし

た。それが親鸞聖人の「恩徳讃」というお経で、

「如来大悲の恩徳は身を粉にしても報ずべし、師

主知識の恩徳も骨をくだきても謝すべし」という

ものであることを教えていただきました。いかに

メチャクチャ唄っていたか（笑）というのも６０

数年ぶりにわかりました。 

最近、同世代の死に触れるたび、自分に残され

た時間もそう長くはない、またそう思った方がい

いと思うようになりました。ならばどう生きるか、

ちょっと真剣に考える年になりそうです。「徳を

積む」という言葉がやたら頭に浮かぶのは、親鸞

聖人のせいかもしれません。今年もどうぞよろし

く。 

 

■一日も早く核兵器をなくすために 

堀 照美さん（上京区） 

今年は、平和憲法を守り、日本を戦争ができる

国にしないためにできることをやっていかなく

てはと思っています。 

一度も会ったことがない、伯母は、あの日爆心

地のすぐ近くで帰らぬ人となりました。おなかに

は赤ちゃんがいたそうです。彼女も新婚の夫も、

どこでなくなったのか見つけることができませ

ん。写真だけ、４年前に追悼館に納めました。今

年も母と一緒に、元旦に供養塔にお参りをしてき

ました。 

核兵器禁止条約の実行と、世界中から 1日も早

く核兵器をなくすこと！なんとしても、実現しま

しょう。 

■安倍独裁を許さん！ 

畠中孝敏さん（南区） 

あけましておめでとうございます。 

昨年の暮れから風邪をひき２０１８年を迎え

ました。元旦、石清水八幡へ初詣、登りはケーブ

ルカーでお参りし、帰りは徒歩で下りました。な

んと、２日朝から両足の脹ら脛が猛烈に痛くなり

ました。それから２～３日座って立つのが大変で

した。昨年はどうもなかったのにと、日頃の運動

不足を棚に上げて思っていました。それから、８

階からエレベーターは使わずに徒歩で下りるよ

うにしています。（登りは、したりしなかったり） 

そんな年末年始で個人的には体力作りに努めた

いと思っています。 

 さて、今年は京都府知事選挙「候補者が決まっ

ていないのが残念？！」ですが、勝利して安倍「独

裁」を打ち負かす“狼煙”にしたいものです。 

そこで一句 

“今年こそ 安倍「独裁」を 許さん犬
けん

” 

字余りでした。「広島弁“許さんけぇ”ですかネ」 

今年もよろしくお願いします。 

 

■新しい会員が増え続けていく 

平 信行さん（南区） 

２０１７年７月７日、国連で核兵器禁止条約が

採択されました。人類史上初めて核兵器は違法で

あると宣言されました。これを成し遂げたのは、

世界の決して大国とはいえない、しかし圧倒的多

数の国々とそれを支えた市民運動の力でした。核

保有大国の介入、妨害、脅迫はすさまじいものが

あったと聞きます。しかし人類の未来を切り開こ

うとする世界はそれらに屈することなく、逆に

“ならず者”大国を包囲し、核廃絶に向けた大き

な一歩を築きました。世界の新しい歴史を切り開

く大道はどこにあるのか、もはや大国主導で世界

が動かされる時代ではない、そのことが誰の目に

もはっきりと示された時だったと思います。私た

ちもその大道を歩む一員でありたいと思います。

そうあろうとすることに誇りをもって、２０１８

年度に挑んでいきたいと思います。 

２０１７年の京都「被爆２世・３世の会」は新

しい会員を８人迎えました。会員がそれだけ増え

ただけではありません。新しいメンバーを通じて、
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アメリカの核と戦争被害の深刻さを学び、パレス

チナや中東の真実を知り、日本国内においても社

会の中で苦しむ人々の実態に近づく機会が広が

っていきました。私たち京都「被爆２世・３世の

会」は、被ばく影響の実態を明らかにし、自らの

健康とよりよい人生を実現していくことが原点

です。そのためには、まだまだ明らかにされてい

ない、あるいは間違って伝えられている核や戦争

被害の真実に迫り、あらゆる被害者と手を結び、

すべての被害の救済をはかっていくことが不可

欠のこととして求められます。元より私たちの力

は限られたものではあります。しかし、めざす方

向は絶えず核と戦争被害根絶の真正面に向け、歩

みは地に足をつけて一歩一歩確実に。そんなとり

くみを２０１８年度も積み重ねたいと思います。

そしてさらにまた新しいメンバーを迎えられる

２０１８年度にも。 

 

■世界の流れを前に進める日本政府に！ 

井上哲士さん（左京区） 

あけましておめでとございます。 

核兵器禁止条約が採択されて迎えた最初の年。

今年こそ、核兵器のない世界を大きく前進させる

ために決意を新たにしています。 

ノーベル平和賞を受賞したＩＣＡＮのベアト

リス・フィン事務局長を迎えての国会議員との討

論集会が年明けに開かれました。与党などが「核

抑止力」を強調したのに対し、日本共産党の志位

委員長は「戦争被爆国が抑止力を続けていいのか」

と指摘し、条約への日本の参加を求めました。こ

の議論に対し、フィン事務局長が「核抑止力は神

話だ」と断言したのが印象的で、終了後にしっか

り握手しました。 

世界の流れは明確。日本政府こそがこの流れを

前に進める立場になるように、今年も大いにがん

ばります。 

 

■今年も『被爆二世三世の会』ファースト 

奥田美智子さん（左京区） 

明けましておめでとうございます。 

今年も『被爆二世三世の会』ファーストでやって

いきたいです。 

立ち止まった時は、 

「石田さんなら、どう言うかな？」 

を考えます。 

天国よりご指導ください。 

 

■平和教育の充実を 

山根和代さん（右京区） 

２０１７年７月７日には国連で核兵禁止条約

が１２２か国・地域の賛成多数により採択された

が、全核保有国は不参加であり、なんと日本も不

参加であった。しかし ICAN がノーベル平和賞を

受賞し、２０１８年にはこの状況をどう変えてい

くのかが問われている。 

核兵器の本当の恐ろしさを知っているのは被

爆者であるが、高齢のために以前のように証言活

動がむつかしくなってきている。そのような中で

どのようにして核兵器の恐ろしさを伝え、核兵器

廃絶のために何ができるのかを考えることが問

われている。被爆二世は被爆者の体験を知り、自

分の言葉で他の人々に働きかけていくことが必

要になってきていると思う。 

私が関わっている平和のための博物館・平和資

料館では、平和センターや図書館、美術館、歴史

観なども含まれている。 

国内では「平和のための博物館市民ネットワーク」

があり、通信「ミューズ」と英語版 Muse の編集

や英訳に関わっている。（詳細は、安斎科学・平

和事務所の HPを：http://asap-anzai.com/）ま

た海外では INMP （平和のための博物館国際ネッ

トワーク）の通信の編集や翻訳をしている。

（https://www.inmp.net/ ）今年も微力だが、

平和博物館を通した平和教育の推進を通して、核

兵器廃絶のための世論形成に貢献したいと考え

http://asap-anzai.com/
https://www.inmp.net/


京都「被爆２世・３世の会」会報№6３   ２０１８年 1 月２５日 

５ 

ている。 

 

■旅立った母の被爆体験をまとめます！ 

米重節男さん（向日市） 

２０１８年は核兵器禁止条約が発効する年にな

ることを願います。実現すれば、第一次世界大戦

終了が終わって１００年目にあたる今年は、その

意味でも画期的と思います。そのために、自分に

出きることは何かと考えていた正月ですが、１月

８日早朝に被爆者の母親が静かに息を引き取り

ました。 

母は昨年９月１日に満９２歳の誕生日を、子・

孫・ひ孫で祝ってもらった直後の９月４日に入院

し、脳幹梗塞と診断され丸４か月を越えて新年を

迎えての永眠でした。この間、私は鳥取市で生活

し、毎日のよう病院に通って母の最期を看取るこ

とができました。 

昨年５月には西本願寺本山に参って葵祭も見

学し、８月には広島に墓参りと元気に一人で歩く

こともしていただけに、いきなり口も目も体も動

かせない状態になり、延命措置は医師からは医学

的には意味がないとの判断がだされました。この

ようなことがいきなり来るとは思ってもいなか

ったことで、口がきけなくなったのは悔やまれま

す。 

母の被爆体験を聞き取り下書きしていたので、

さらに詳しく聞きたいと思っていただけに残念

です。この記録は、ひと段落したらまとめて会報

に出したいと思います。 

１月１０日の葬儀は子・孫・ひ孫らが見守る中

で、安芸門徒らしく生前に本山で頂いた法名をも

って、御仏のおわす西方浄土へと旅立ちました。 

 

■「２世・３世交流会」を成功させましょう！ 

石角敏明さん（長岡京市） 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、国連での「核兵器禁止条約」の採択、

「ＩＣＡＮ」のノーベル賞受賞とうれしいニュー

スがあり、私的には、地域で色んな活動に参加し、

「初」ということも経験できた年でもありました。 

今年は、５月に「２世３世の全国交流会」が京

都で開催されるが、先ずこれを成功させたいと願

う。そして、昨年から具体的に関わりだした「地

元」の活動計画を着実に成功させたいと思ってい

ます。２月・３月は「福島原発事故」関連の企画

があり、４月は知事選・５月は全国交流会と予定

は決まっているが、どこまで出来ることやら。皆

さんのお知恵を拝借しながら、取り組んでまいり

たいと思っております。健康には「気」をつけて、

皆さんの足を引っ張らないように注意しながら、

今年もどうかよろしくお願いします。 

 

■「２世・３世の会」会報を支えに！ 

馬場始延さん(八幡市) 

仕事をしていた時とは違った忙しさで毎日が

あっという間に過ぎていきます。例会にも一度も

出席できないままに過ぎてしまいました。そんな

日々でも会報を支えに気持ちだけは保ち続けて

いるつもりです。ありがとうございます。 

昨年は国連で核兵器禁止条約が採択され、また

核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）がノー

ベル平和賞を受賞したことは大きな喜びであり、

励みになります。運動の先頭にはいつも被爆者が

あり、被爆者の訴えが世界を動かしたと胸がふる

えました。コツコツと署名を集め、宣伝をする草

の根の運動の大事さとその草の根の端っこに連

なっていることにわずかな誇りを持っています。 

今年はいっそう大事な年になりそうですね。

「ヒバクシャ国際署名」と「安倍９条改憲ＮＯ！」

３０００万署名を持ち、さらに広げていかなけれ

ばと思っています。憲法は絶対に変えさせない。

憲法を守ることこそが子どもや孫たちへの最高

のプレゼントです。 

健康に気をつけ、元気に地道に、多くの人と一

緒に頑張れたらいいなと思います。そして、今年

こそは広島をゆっくりと訪ね、父のことを少しで

も知ることができたらと思っています。今年もよ

ろしくお願いいたします。 

 

■母の健康を願いつつ 

谷口公洋さん（城陽市） 

「この正月は、実家に帰り母親（９０歳）と過

ごしました。最近出版された長崎の被爆写真集を

購入し、当時の様子を聞かせてもらいました。母

はまだ元気で記憶もしっかりしています。被爆地

の三菱造船所幸町工場の写真もあり、その横には



京都「被爆２世・３世の会」会報№6３   ２０１８年 1 月２５日 

６ 

捕虜収容所があった事など話してくれました。 

今では数少なくなった直接の被爆体験者とし

て、さらに長生きして欲しいと心から思っていま

す。それまでに核兵器廃絶の動きが進む事を願い

つつ・・・。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。」 

 

■食べて元気な活動と平和で穏やかな生活を 

花岡和子さん(京田辺市) 

昨年突然左足が痛くなり、病院へ行くと座骨神

経痛でした。背骨が変形しているのが原因だそう

で、しばらくリハビリを続けて治ったのですが再

発のおそれがあるようです。体重を減らすことも

大事なようです。毎年減量を目標とするのですが、

食事は美味しく、酒も飲むとなるとなかなか難し

いです。 

昨年の国会で主要農産物種子法(米、大豆、麦)

が今年の 4月から廃止と決められ、日本の農業が

ますます心配です。 

近所に広島で被爆された方がいらっしゃって、

時々遊びに行っています。広島にいる時は直接被

爆者の方とじっくり話をすることがなかったの

で、辛かっただろうなと胸が痛みます。でも今は

現実を認めながら強く生きておられるのに励ま

され、こちらが元気をもらっています。広島カー

プの話では盛り上がるので今年も優勝してほし

いなと願っています。 

食べて元気になる活動と、平和なおだやかな生

活が続くよう、今年も仲間と続けます。 

 

■世界に愛と平和と革命と 

守田敏也さん(左京区) 

みなさま、あけましておめでとうございます。 

毎年のことなのですが、連れ合いの実家の富士宮

市で新年を迎えました。 

元旦の霊峰富士の姿をお送りします。 

作年末に京都民報の取材を受けて、今年の抱負を

メッセージボードに書いて欲しいと言われたの

で「世界に愛と平和と革命を」と書きました。(あ、

この写真も添付しておきます） 

なぜって世界はもう革命を起こすしかないと思

うからです。ぜひとも革命を起こしたいです。 

ただし流血の闘争のもとにではなく愛と平和の

もとにです。 

みんなで世直しを進めましょう。 

ということで今年もよろしくお願いします。 

 

■母の健康とボランティアガイドと被爆体験

のフランス語訳と 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

みなさん、本年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。今年が核兵器のない世界の実現に向けてさら

に前進する年となりますように！ 

私の母も今年で９３歳、昨年肺炎を患った時には

本当に心配し、母の存在がいかに自分にとって大

きいかを思い知らされました。その母も秋以降、

徐々に健康を回復し、この正月には私と娘夫婦で

作ったおせち料理やお雑煮をたっぷり食べてく

れました。今は元気いっぱいです。 

今年の目標も第一に母の健康、そして引き続き平

和ミュージアムでのボランティアガイドと被爆

者証言映像の仏訳に力を入れることです。６人目
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のサーロー節子さん、７人目の母の証言翻訳に続

き、今年は８人目の方の仏訳挑戦となります。核

兵器のない世界を目指して、私も自分なりにやれ

ることから取り組んでいきたいと思っています。 

 

■あらためて原爆の真実を学びます 

木全満知子さん(和歌山県橋本市) 

平成３０年、新しい年が来ました。母が命終す

る時、「私には一つ思い残すことがある。それは

あなたと一緒にしたいことがあったけど、できな

かったことがある」と言いました。一緒にしたい

こと・・・?それは何だろうと一生懸命考えまし

た。ある時、ある出会いにより、それは『広島の

原爆のことを人々に伝えたかった』ことだと分か

りました。その思いを受け継いでいきたいと思っ

ています。今年もよろしくお願いいたします。 

原爆のこと、１００年先まで伝えたい。母親は

被爆者、私は被爆二世、私の子どもは三世、孫は

四世。被爆百世となるよう、二度目の被爆一世を

作ることがないように祈ります。 

今年はあらためて、原子爆弾の理論、構造を勉

強していきたいと思っています。原子爆弾の及ぼ

す健康被害と影響、広島の原爆と現代の医学につ

いて、勉強したいと思っています。 

 

■「今」を生き、「今」を楽しむ 

矢ヶ崎響さん（北区） 

小さい人と暮らしていると、この世界が素敵で

面白く、きらきらと輝くものとして目に入る。道

端の小さな花や様々な形の葉っぱ、朝の空気の凛

と冷たく清々しい感じ、道路を往来する大小の科

学技術の成果、行きかう人々の歴史を背負った佇

まい。これまで見過ごしていた物すべてが、かけ

がえのない「今」で、この小さな人と私と私たち

を包む華やかな舞台のように感じる。 

あらためて、一度しかない人生、出会う人を大

事にし、生きているこの世界の「今」を楽しみた

い。日々変化して成長していく小さな人と、繰り

返しのようで真新しい毎日のリズムを刻み、積み

重なりの中で変化していくものを楽しみたい。 

そしてそんな日々を保障する平和な社会を壊

すものに敏感に反応し、抵抗していきたい。 

具体的には、以下の四つ。 

 生活のリズムを保てるよう、計画的に段取

りよく行動する。 

 保育園の保護者と友達になる。 

 「がじゅまる教室」の成果を形に残す。 

 忙しい中だが、沖縄の状況を伝え、基地を

造らせない活動を何らかの形で続ける。 

皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■市民の熱さが世界を変える！ 

月下星志さん（南区） 

核兵器禁止条約採択、ＩＣＡＮノーベル平和賞

受賞。７２年の時間は要したけれど、被爆者の思

いが世界を動かしている。争いが絶えず、核の脅

威は増していく。核兵器はなくならないのか・・・。

そう思ってもおかしくないような現実。それでも、

多くの人が涙を流しながら、全力で声を上げ続け

てきた。小さな声が集まり、少しずつ歴史を動か

している。「可能性があれば、失敗を恐れず、全

力を尽くせ！」（元カープ監督ジョー・ルーツ）。

４３年前、ルーツ監督の熱さがカープを変えた。

変わった先には歓喜が待っていた。市民の熱さが

世界を変える。その先には歓喜がある。核廃絶の

可能性は、ますます広がっている。核廃絶！戦争

放棄！全力を尽くそう！今年も、カープの応援と

共によろしくお願いいたします。 

 

■社会人３年目、地に根をはって！ 

池田 灯さん（南区） 

 皆様あけましておめでとうございます。なかな

か活動には参加できておりませんが、皆様のご活

躍は ML や会報を通して拝見しており、日々励ま

されております。 

 私自身の昨年を振り返れば、４月より異動とな

り以前とは全く違う部署へ配属となりました。現

在の業務が自分のやりたかったこととは少しベ

クトルが外れているような気がしてしまい、なか

なか前向きに捉えることもできておりません。と

はいえいつか今の業務が「無差別平等の医療」を

実現する「糧」になることを信じて、なんとか辞

めずに過ごしています。今年は社会人として３年

目となりますが、なかなか地に足をつけて過ごせ

ておりません。少しずつでもどっしりと地に根を

張った大人になれるよう精進していきたいと思
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います。最後になりますが会員皆様にとってこの

１年が良い年になるよう心からお祈りして新年

の一言とさせていただきます。 

 

■未来に希望をもって進んでいきたい！ 

吉田阿純さん（上京区） 

明けましておめでとうございます。 

さまざまな問題を孕んだ時代ではありますが、今

ここに生かされている意味を自らに問いつつ、未

来に希望をもって進んでいきたいと思います。 

皆さまにとって、素晴らしい一年になりますよう

に。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

■日米の被爆者の絆を結ぶ２０１８年に 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ） 

昨年、入会させて頂いたシカゴ在住の宮本ゆき

です。昨年はトランプ政権一年目で、予想以上の

速さで様々な事態が悪化し、教員として教室でも

自分の力を試される年でもありました。国連の核

廃絶条約もｉＣＡN のノーベル平和賞受賞も、ア

メリカでは大きなニュースとは言えず、大変残念

でした。（ノーベル平和賞自体、それほど大きな

ニュースにならないことが多いのですが）そんな

なか、３．１１以前から核兵器と原発とが往往に

して切り離されていることに疑問を呈するため

に始めた Atomic Age（核の時代）シンポジウムの

４回目をシカゴ大学で開催することができまし

た。日本からは、福島県のニホンザルを研究され

ている羽山伸一教授（日本獣医生命科学大学）と

福島においてドキュメンタリー映画「生き物の記

録」を撮られている岩崎雅典監督とをお呼びし、

アメリカからは、ハンフォードの核施設で育ち、

健康被害に自身も苦しみつつＣＯＲＥという団

体を立ち上げた弁護士のトリシャ・プリティキン、

実験で自身も被ばくしたことで、被ばくにおける

性差を研究しているメアリー・オルセンに来てい

ただきました。そのシカゴ大学では、核連鎖反応

の７５周年記念を大々的に催し、原発推進者を擁

するパネルを開いたり、蔡國強による色とりどり

の原爆に模した花火を打ち上げたりのお祭り騒

ぎで、この出来事を記念し失望もさせられました。 

その後学会で京都に行き、平さんのご紹介で、

マレーシアの留学生被爆者、サイド・オマールの

お墓にお参りすることができました。核兵器の無

差別性と日本帝国のアジア支配の犠牲、そして犠

牲者として一括にはできない、その中にある階級

制など、様々なことを考えさせられました。 

今年は３月に長崎・ハンフォード・プロジェク

トを計画しています。長崎の被爆者の方に、長崎

原爆のプルトニウムを精製したハンフォードに

行っていただき、地元の Whitman大学、ワシント

ン州立大学等で被爆証言をはじめ、大学生との交

流、視察とハンフォードの被ばく者との交流など

です。ハンフォード核施設は、地元では（未だに）

戦争を終わらせた原爆の製造に貢献した、として

誇らしく思われており、高校のシンボルとしてキ

ノコ雲、高校のフットボールチームは Bombers（爆

撃者）という名前がつけられています。そうした

地域では、放射能障害が多く出ていても、「地価

が下がる」「イメージが悪くなる」「非国民」と言

われ、自らの健康被害を言い出せない（福島で起

きているような）構図があります。被爆者の方と

一緒に、なぜ被爆者の核兵器廃絶の声が７０年以

上も、特にアメリカで無視され続けるのか考え、

同時にハンフォードの被爆者（特にＣＯＲＥのト

リシャが大きく貢献してくれています）との絆を

深めて行くことで核兵器廃絶、放射能障害、そう

した現象を生み出すあらゆる種類の差別の撤廃

に尽力して行ければ、と思っています。 

こうした取り組みに加え、１２月には私の奉職

しております DePaul 大学の学生を２週間の広

島・長崎の研修旅行に引率する予定です。２日間、

京都にも行きますので、学生グループを見かけた

ら、私たちかもしれません。礼儀知らずでしたら、

注意してやってくださいね！ 
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ともあれ、今年はトランプ政権を支持した、あ

るいは支持している層と、いかに対話を築いて行

くか、そして、それはきっと核兵器廃絶、放射能

被害者の根絶に寄与するものと信じ、更なる挑戦

の年となりそうです。どうぞ、皆様のお知恵とお

力とを今後ともお借りできればと思います。今年

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■小さな子たちの成長する社会が平和である

ように！ 

古田京子さん（八幡市） 

皆様、あけましておめでとうございます。 

昨年７月から入会させていただきました古田京

子です。 

昨年１月と１０月に孫が生まれました。来月にも

う一人誕生する予定です。 

この子たちが成長していく社会が平和であって

ほしいと強く強く思った新年でした。 

平和を脅かすような不穏なことがひとつでも少

なくなるように願わずにはいられません。 

少しでも何かができればと思っています。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■アメリカの謝罪を求める 

西村八郎さん（南区） 

３年位前、長崎の被爆者の方が発言されていた。

アメリカの大統領は、謝って欲しい！！ 

私は、今もこの言葉が耳から離れません。 

戦争を仕掛けたのは日本でも、大量虐殺兵器であ

る原子爆弾を使用して良い理由が有りません。ア

メリカは、原子爆弾を使用した事を謝る事が、出

来て居ない為に、

未だに戦争を続

けなければ成ら

なく成って居る

のです。 

今すぐにでも、ア

メリカ大統領の

名前で、原子爆弾

を使用した事を

謝罪し、アメリカ

自身から核兵器

廃絶の先頭に立

つべきです。 

それこそが、世界大国としてのアメリカの進む道

だと思います。 

 

■今年初めての個展、被爆者の肖像画も描いて 

増田正昭さん（下京区） 

あけましておめでとうございます 

まだ入会したばっかりですが、会のいろいろな取

り組みに参加して、本当に素晴らしい活動されて

いる方がたくさんいることに励まされています。

まだまだ元気な体になっていませんが無理せず

私のできることで少しでも活動していきたいと

思います。 

リハビリで小さいのころ好きだった絵を描き始

めて今年で１５年目になります。それを期に初め

て 7月に個展を開く計画をしています。 

被爆２世としてどのような内容にしていくかは、

まだ検討中です、皆さんのご意見をお願いします。

私は今、人物のテーマして 毎日絵のデッサンの

勉強に通っています。その関係もあり、被爆者方

と語り合って・・・その方の肖像画を描いて、展

示会などに発表したいと考えています。私なりの

被爆のことを訴え続けていくやり方で伝えたい

と思います。皆さんのご意見とご協力をよろしく

お願いします。 
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■今年もピースサイクリングで全国に！ 

本岡晃浩さん（左京区） 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年、京都「被爆２世・３世の会」に入会し、様々

な経験をさせていただきました。 

皆々様にお礼申し上げます。 

定例会やメールを通じて、様々な人の存在や活

動、表舞台に出てきていない事実、あるいは権力

によって隠されてきた事実など多くのことを知

ることになり、自分の無知さを省みるきっかけと

なりました。 

今年はそれらのことを踏まえた上で、自分にでき

ることを行動として、地道ではありますがやって

行きたいと思います。昨年同様、原爆の残り火を

持って全国を自転車で走るピースサイクリング

にも参加する予定です。会員の皆様もまた、一人

一人がそのように、自分ができることで明るい未

来に繋がることをされていると存じますが、今年

一年が、その飛躍の年となりますことを心よりお

祈りしております。全ての人に開かれた明るい世

界の実現。一歩ずつでも頑張って行きましょう。 

 

■チェルノブイリ法に学ぶ 

菊池 洋さん（南区） 

昨年末、放送された、 

「母たちの祈り～フクシマとチェルノブイリ～」

ＮＨＫ ＢＳ1を見て、改めて、原発事故被害に向

き合うことを思いました。 

原発事故で放出された放射性物質による放射能

汚染が、目の前に存在していることと、しっかり

向き合い、土壌や、食物などの放射能測定を行い、

状況を把握し、保養も含め、放射能防御の対策を

継続して行う。 

原発事故で放出された放射性物質により被曝し

たことと、しっかり向き合い、その影響は、様々

な現れ方があるので、根気よく、影響が現れるか

どうか、心身状態を見つめ続け、早期に適切に対

処していく。 

この姿勢を、チェルノブイリ法に、まとめ、 

チェルノブイリ法を支えに、長期間にわたる原発

事故被害に対処していっている、 

チェルノブイリ原発事故被害者と、放射能汚染地

域で生活する人たち。 

日本政府は、権力者、官僚は、自らは、放射能防

御のための法律、施策に守られたうえで、 

原発事故による放射性物質により放射能汚染さ

れた地域、被害を受けた地域には、 

その法律、施策は、適用せず、 

風が吹けば、放射能汚染された土から、ほこりと

なって舞い上がるなど、 

今も、目の前にある放射性物質からの被曝に対策

をとらない。 

自らに、原発事故の責任がおよばぬように、 

こんなことに、わずらわされたくないように、と、 

原発事故被害者を切り捨てを、着々と続け、 

目標の東京オリンピック年には、避難者ゼロなど、

を達成させようとしている。 

この日本の行為は、 

日本の原発事故被害者を苦しめるだけではなく、 

原発事故に直面しながらも、人として大切なもの

を手探りで積み上げ打ち立てた、人類の知恵であ

る。 

チェルノブイリ法を葬りさり、今の原発事故被害

者だけでなく、これからの原発事故被害者へ、ま

でも、原発事故で被害などない、健康被害などな

い、何の責任を負う必要もない。 

人として扱わない棄民政策の道を踏みかためて

行っているおしとどめる、岐路に今立っていると

思います。 

おしとどめる行動を続けたいと思います。 

 

■素敵な未来を子どもたちにプレゼント 

河野康弘さん（西京区） 

寒中お見舞い申し上げます。 

京都に放射能避難移住して６回目のお正月を祇

園でのライブで迎えました。ジャズとダンスと笑

顔の最高の年明けでした。 

昨年は核兵器禁止条約が１２５カ国の賛成で制

定されました。しかし唯一の被爆国である日本は

反対。 

人類史上最悪の福島第一原発事故で日本は非常
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事態宣言中。毎日多量の放射能を海に空に撒き散

らし私たちは日々被曝させられています。 

核が人類を滅ぼす日も近いのかもしれません。 

でも、諦めないで素敵な未来を子どもたちにプレ

ゼントできるように今年も演奏活動を続けてい

きます。 

今年もよろしくお願いします。 

 

■過ちを二度と繰り返さないための努力 

橋本尚樹さん（左京区） 

あけましておめでとうございます。 

新年も明けてすぐ、朝のバイク通勤の時、ある政

党の街宣カーが「学校などで国旗国歌を誇りをも

って掲げます」など、いろいろ流しているのを聞

きました。 

僕も小学生の頃、社会で日本の国旗を習うとそれ

を絵の中に入れたり、運動会の万国旗に日の丸を

選んで作ったりしていたものでした。 

いつだったか、オリンピックの韓国対日本のバレ

ーボールの試合をテレビで観ていました。 

当然、日本を応援していましたが韓国もすごい勢

いで攻めてきていました。一緒に観ていた父が

「韓国は日本に恨みがあるから強いんや」という

ようなことをポツリといいました。 

以来、僕の胸にその言葉がずっと残っていました。

『なぜ日本は恨まれるのだろう？』そんな疑問め

いたものとして。 

二十代も後半になって少しずつ日本が戦争責任

をそのまま放置しているとわかってきました。 

事実を認めず、過ちに対し謝罪もせず、歪んだま

まで平和という言葉を口にしている。 

『なぜ恨まれるのだろう？』は『だから恨まれる

のか』という思いに変わっていきました。 

去年の核禁止条約への日本の反対は大変ショッ

クでした。 

自他国への戦争責任の追求を怠ってきた歪みが

世界に向けて表面化したのだろうと思いました。 

未だにこの国では過ちを認めない人々がいる。事

実を捻じ曲げている人々がいる。それで一体、何

を誇ろうというのでしょうか。 

パブロ・カザルスという人の本の中に「愛国心は

自然である、だが、それがどうして国境を越えて

はならないのだ」という言葉があります。 

あやまちを二度と繰り返さないために努力し、ま

っすぐに本当の意味で日本を誇れるように一つ

ひとつ行動できるようになりたいと思います。 

それがやがて多くの壁を越えて世界を平和にす

ることだと信じています。 

 

 

 

 

 

 
 

吉田阿純さん（上京区） 

 

皆さまこんにちは。吉田（阿純）です。 

私が参加しているＮＰＯ法人アースキャラバンでは、パレスチナの子どもたちの支援を行っています。

誰かにパレスチナのことを話すとき、よく「メディアはまるで、パレスチナの人がみんなテロリストで

あるかのように伝えているけれど、本当はそれはほんの一部に過ぎなくて、とても人懐こく、優しく、

あたたかい人たちなんです。」というような説明をしていました。ところが、最近気づいたことがあり

ます。学生さんなどに「パレスチナ」というと、きょとんとした顔で尋ねられることが多いのです。 

「それって国の名前ですか？どこにあるんですか？」 

◆パレスチナを知っていますか？◆ 
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そんなわけで、今回、私が知っているパレスチナのことを書いてみたいと思います。 

 

パレスチナは、アフリカ大陸とユーラシア大陸のちょうどつなぎ目に位置する、かつて美しく広大で

あった地方の名前であり、国の名前です（注 1）。豊かな歴史と文化が根づき、オリーブが実り、豊富な

果物と美味しいワインがあり、複数の民族・宗教の人々が平和に暮らしていました。 

ところが第二次大戦後、他の国々が勝手に行った取り決めにより、イスラエルという国がこの地につ

くられることになりました。もともといた人々は突然故郷を追われることになり、摩擦と暴力によって、

暮らしも、大地も、ずたずたに切り裂かれました。 

1948年にイスラエルが建国されてから、イスラエル軍は不法な占領と攻撃を繰り返し、多くの村が廃

墟と化しました。このわずか７０年ほどの間に、パレスチナは世界地図からほとんど消し去られようと

しています。【図１】（注 2） 

注 1…国際社会では２０１２年、パレスチナの国連へのオブザーバー加盟が圧倒的多数で承認され、パ

レスチナは国家としての存在を認められました。（日本やアメリカを始めとして認めていない国もあり

ます。そのため日本での報道では「パレスチナ自治区」と呼ばれ、あたかもイスラエル内の自治区であ

るかのように報道されています。） 

注２・・・緑の部分がパレスチナ。年々狭められており、今はさらに小さくなっています。 

今、パレスチナでは毎日のように、イスラエル兵や入植者たちによって、罪のない人々が殺されてい

ます。その多くは、戦闘のない、非武装の村です。 

通学の途中で殺された子どもたち。何代もかけて大切に育ててきたオリーブの木々を切り倒された家

族。家を破壊され、やっとの思いで建て直した家を、許可を得ていないという理由で再び壊された人。

夜中に突然やってくる兵士が、理由なく子どもを誘拐していくのは日常のことといいます。捕えられた

子どもたちの置かれる状況は非常に過酷です。 
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昨年末、家に侵入してきた兵士に抗議し叩いたという罪で、たった１７歳の女の子アヘド・タミミさ

んが連れ去られ、軍事裁判にかけられています。彼女は、幼いころから家族とともに非暴力抵抗運動の

先頭に立ってきたことで知られており、今回の不当逮捕に対し、世界中の注目・批判が高まっています。

（注３） 

注３・・・「Avaaz」という、世界の人権や環境などの問題に対する署名のサイトで、タミミさんの解放

を求める署名が呼びかけられています。今も彼女の家族や親戚が次々に捕えられたり、殺されたりして

おり、一刻を争う状況です。国際社会の注目は力になります。可能であれば、ぜひ署名にご協力をお願

いいたします。（検索ワード「Avaaz - Free Ahed Tamimi」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、イスラエルの兵士や入植者たちは、どれだけ残虐な方法でパレスチナ人を殺しても、ほとんど

罪を問われることはありません。事件はニュースにも取り上げられないか、事実と異なる報道がなされ

ます。イスラエル人の多くが、自国の行為の実情を知らないばかりか、パレスチナ人を、せん滅すべき

テロリストと信じ込んでいるのはそのためです。 

１８歳になると、イスラエル人の男女には兵役が課せられます。兵役の期間に、無抵抗のパレスチナ

人への暴力や殺戮を命じられ、それまで信じてきた「正義」とのあまりのギャップや自らが行った残虐

な行為のために、精神を病む若者も決して少なくありません。（しかし、兵役を拒否すればこんどは自

分が投獄され、周囲の非難にさらされて生きることになります。） 

ある元イスラエル兵は、こうした現状に対し、このままではイスラエルの国全体が魂を失ってしまう

と警告しています。ジャーナリストの土井敏邦さんによる『沈黙を破る』というドキュメンタリー映画

と、同タイトルの書籍が、この状況を鮮明に伝えています。重たいテーマですが、中東問題という枠を

超えて、人間そのものについて深く考えさられる、大変優れた作品です。（注４） 

注４・・・ 

映画『沈黙を破る』（監督・撮影・編集：土井敏邦、シグロ、２００９年） 

書籍『沈黙を破る─元イスラエル軍将兵が語る“占領”─』（土井敏邦、岩波書店、２００８年） 

イスラエル軍と入植者たちによって、パレスチナの人々が日常的にさらされている暴力について話を

聞くと、あまりに常軌を逸しており、堪えがたい思いがします。 

ところが、兵士がこのように暴力と支配の快楽のなかで理性を失っていくのは、イスラエル人に限っ

たことではなく、“占領”において普遍的なことであるのだといいます。イラクやアフガニスタンにお

けるアメリカ兵や、かつての日本がそうであったように・・・ 
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戦争において「敵か味方か」というのは、おそらくあらゆることに優先される判断基準です。でも、

ふと足元を見てみると、戦時中に「味方」であるはずの、同じ国の公安や特高警察に「非国民」と呼ば

れて殺された人は数知れず、今もまた、基地の建設に反対して捉えられている人がおり、同じ学校の生

徒からのいじめで自殺する子どもたちがいます。 

おそらく「戦争」や「暴力」にとってみたら人間は、「敵」だろうと「味方」だろうと、単なる「道

具」なのです。国境が敵と味方を分けるというイメージは、暴力に理由を持たせるための幻想にすぎま

せん。だから、今パレスチナで起こっている出来事は、どこか一部の地域や、遠い国の出来事などでは

なく、人類全体の未来に関わる問題であると思えてならないのです。 

以前、村を破壊され、砂漠のテントで暮らすパレスチナの人たちに、尋ねたことがあります。 

「日本に帰ったら何か送らせてください。今、何を一番必要としていますか？」 

すると彼らは答えました。 

「自分たちのこの状況を、とにかくみんなに伝えてほしい。世界の人に知ってほしい。ただ普通に生き

る権利さえあれば、あとは自分たちでなんとでもできるから。」 

あれだけ過酷な状況にあって、誇りと希望を失わない彼らの強さと、その願いの切実さに、頭を垂れ

るしかありませんでした。とても恥ずかしいことなのですが、まさにそのときまで私は、本当に自分な

んかに役に立てることがあるのだろうかと思っていたのです。 

でも違いました。まずは知ること。それを誰かに伝えること。意思を表明すること。微力かもしれな

いけれど、まだまだできることがあります。反対に、知ってしまったのに口をつぐんでいることは、占

領に加担しているのと同じことなのかもしれません。 

大変な状況ではありますが、世界の注目が集まっている今、ひとりひとりが意思を持ち、発信してい

くことで、何か大きな変化が起こるのではないかと、かすかな希望を抱いています。【図３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事は、アースキャラバンの facebook ページで配信したものに、修正を加えたものです。関連

記事を読んでくださった平さんが、会報への寄稿を勧めてくださいました。 

もっと丁寧に説明すべきでありながら書ききれていない事項も多く、不十分ではありますが、少しで

も関心を持っていただくきっかけとなれば幸いです。末筆ながら、今回このような機会をいただきまし

たことを、心より感謝申し上げます。 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６０） 

１月１６日控訴審判決、 

甲状腺機能低下症にねらいを定めた国の攻勢を跳ね返し、一審勝訴原告全員が勝利！ 

心筋梗塞・狭心症の原告には再び他原因論の採用による不当判決！ 

２０１８年１月１９日（金） 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審Ｃグルー

プ（大阪高裁第１３民事部）の６人の原告に対す

る判決言い渡しが１月１６日（火）行なわれた。 

この６人の原告は、丁度３年前の２０１５年１

月３０日、大阪地裁第２民事部で判決言い渡しを

受けた７人の内の６人だ。７人の内甲状腺機能低

下症を申請疾病とする４人は勝訴判決となり、そ

の他の疾病の３人が敗訴となった。それまでの原

爆症認定訴訟で積み上げられてきた基本の判断

枠組みは堅持するとし、国の「新しい審査の方針」

の誤りも指摘しておきながら、しかし具体論では

甲状腺機能低下症以外の申請疾病の訴えを退け

た判決に、納得できない、判決の不当性を強く感

じたものだ。あの日は厳しい寒さと、冷たい雨の

降りしきる中での判決前集会と入廷行進だった。

身を震わすようなお天気であったことと、判決に

悔しい思いをしたこととが一緒になって脳裏に

蘇ってくる。 

勝訴した４人の内１人はそのまま判決確定と

なったが、３人は国側が控訴し、原告側の控訴と

合わせて６人がこの日を迎えた。３年間で９回の

弁論が行われた。途中で裁判長も陪席裁判官も変

わった。あっという間の３年間という気もするが、

やはり長い時間だった。原告の一人原野宣弘さん

は今日の判決を聞くことなく一昨年１１月２７

日帰らぬ人となった。元々の原爆症認定申請の日

まで遡るとその年月はすでに８年、９年を超える

人たちばかりだ。ほとんど１０年仕事と言ってい

い。高齢の被爆者に対してここまでのことを課す

のか、とあらためて思わざるを得ない。 

この日判決を受けたのは川上博夫さん（８４歳、

兵庫県加東市、甲状腺機能低下症）、柴田幸枝さ

ん（７７歳、京都市、甲状腺機能低下症と白内障）、

Ｎ・Ｍさん（７４歳・女性、神戸市、甲状腺機能

低下症）、Ｎ・Ｍさん（７８歳・男性、川西市、

狭心症）、原野宣弘さん（故人、宇治市、心筋梗

塞と労作性狭心症）、塚本郁男さん（故人、姫路

市、火傷瘢痕）の６人だ。 

いつものように西天満浜公園で事前集会を行

い、入廷行進をして裁判所に向かった。年明けか

ら始まった大阪裁判所の所持品検査に手間取り

ながら、２０２号大法廷に入り開廷を待った。午

前１１時開廷。高橋譲裁判長から判決の主文が読

み上げられた。甲状腺機能低下症を申請疾病とす

る３人は一審判決が維持され勝訴となった。しか

し狭心症と心筋梗塞、火傷瘢痕の３人は一審判決

が翻されることなくこちらも一審判決維持で再

び敗訴となった。続いて判決の基本となる判断枠

組みと一人ひとりの原告に対する判決理由が骨

子として述べられていった。 

ＤＳ０２による初期放射線の線量の推定方法

には限界がある、「新しい審査方針」の線量評価

は過小評価の疑いがある、被爆者の被ばくには内

部被ばくの可能性もある、遠距離・入市被爆者で

も有意な放射線被ばくがありうる、これが言わば

総論だが、その内容は集団訴訟、ノーモア・ヒバ

クシャ訴訟で積み上げられてきた基本の判断枠

組みをそのまま維持したものといえる。 
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次に、心筋梗塞及び狭心症の放射線被曝との関

連性について、そして甲状腺機能低下症の放射線

被曝との関連性について述べられるが、その文章

はまったく同じで、「低線領域も含めて一般的に

肯定することはできないが」とされ、そして「低

線領域の被曝とみられるような場合であっても

個別事案の具体的事情に基づいて・・・被曝の影

響を受けたものであることを肯定できる例も相

当程度あるというべきである」と続く。 

そして各６人の原告それぞれの判決理由とな

る。しかし６人の判決理由文書は火傷瘢痕の塚本

さんを除いて他の５人はすべて同じだ。いずれも

「健康に影響があり得る程度の線量の放射線に

外部被曝及び内部被曝をしたものと認められる

が」とし、最後の結論だけが分かれる。甲状腺機

能低下症の３人は「放射線起因性が認められる」

とされ、心筋梗塞と狭心症の二人に対しては、他

の危険因子の程度が重く「放射線起因性が認めら

れない」と。 

もう一人の原告塚本さんは一審に引き続いて

要医療性が否定された。しかし塚本さんは認定申

請以後も医師の指導に基づいて食事を含む生活

を余儀なくされていて、それは明らかに医療行為

ではないかと主張されていたはずなのに、それに

対する回答も説明もなされないままの結論だけ

になっていた。 

判決を聞き終えて、報告集会会場の北浜ビジネ

ス会館に向かいながら、一体どこまで真剣に考え

られた判決なのか、と疑問を抱きながら足を運ぶ。

３年間、９回もの弁論で訴え尽くされた主張はど

こに反映しているのか？どのように検討され、判

決のどこに組み込まれているのか。文脈はほとん

ど一審判決のまま、思考停止状態で、焼き直しさ

れただけの判決のように思えてしかたなかった。 

 

今回は都合で近くの北浜ビジネス会館が報告

集会会場となった。狭い会場に揉み合うように参

加者は集った。 

愛須勝也弁護団事務局長から判決の骨子と特

徴が次のように報告された。 

① 第一は、全体として中身の薄い判決であった

こと。６人もの原告が争った裁判であるにも

関わらず判決文はわずか１０９ページ。それ

も諸資料を除いた実際の判断部分は３０ペー

ジそこらであった。争点の中身に立ち入らな

い、一審判決をなぞっただけの判決だ。 

② 次に、甲状腺機能低下症も心筋梗塞と狭心症

についても、「低線領域も含めて一般的に肯定

することはできない」ことを原則とし、但し

個別事案を見てみると肯定できる場合も例外

としてある、と判決した。これは、「低線領域

であっても放射線の影響はある」としてきた

これまでの原則に背く判決であり、従来の判

決からの明らか後退だ。 

③ 厳しく評価する一方、甲状腺機能低下症の勝

訴判決を維持したことの意味は大きい。国は

甲状腺機能低下症の司法判断を翻すため、こ

の大阪高裁の審理をターゲットに集中的な攻

勢をかけてきた。私たちが提示した証拠の論

文に対して、その論文執筆者自身に自己否定

させる意見書を書かせるような姑息な手段ま

でとられた。甲状腺機能障害学会の最も著名

な権威者を証人採用させるよう執拗に働きか

けてきたりもした。しかしこうした狙いは私

たちの徹底した闘いでいずれも跳ね返し、最

終的に全員の勝訴判決を勝ち取ることができ

た。全国的にもそのことの持つ意味は大きい。 

④ 勝訴を勝ち取ることのできなかったＮ・Ｍさ

ん、原野さんはいずれも他原因を理由とされ

た。しかしＮ・Ｍさんの「脂質異常症の程度

が重い」には具体的な根拠は何も示されてい

ない。原野さんの原発性アルドステロン症も

原野さん自身も知らなかったほどのささやか

なカルテからの情報の引用でしかない。こう

した不当な他原因論は全国的にも覆していく

努力をしていかなくてはならない。 

報告集会に参加された他の弁護士からも同様

の厳しい意見が重ねられた。今回の判決は「手抜

き判決」と言わざるを得ない。争点に踏み込まな

い勇気のない判決。低線領域の放射線の影響につ

いて、従来の司法判断の原則と例外の関係を逆転

させてしまい、総論部分でも後退している等々。 

 昨年１１月２７日、広島地裁では１２人の原告

全員が敗訴となるとんでもない判決が言い渡さ

れた。その内４人までが甲状腺機能低下症であっ

たが、甲状腺機能低下症は「４グレイ以上ないと
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被曝の影響は認められない」とする極端に特異な

判決であった。そうした判決が大きな逆流をもた

らしてくるのではないかと危惧されていたが、今

回の近畿訴訟控訴審判決で一応は食い止めるこ

とができた。しかし、「低線領域も含めて一般的

に肯定することはできない」などと記述された原

則の後退には看過できない重大な問題を孕んで

いる。これから十分に注視、重視していかなけれ

ばならない問題ではないかと思われた。 

 

心筋梗塞や狭心症の疾病原告の勝訴を勝ち取

ることができかった問題について、支援する人た

ちの運動の現状についても参加者から率直な意

見が交わされた。かっての原爆症認定集団訴訟の

頃、ノーモア・ヒバクシャ訴訟となってからの最

初の頃、大阪地裁２０２号大法廷の傍聴席は満席

にして支援を続けてきた。しかし、その支援の輪

も年々減少し、かってのような規模の支援を続け

ることが容易ではなくなっている。そうしたこと

も少なからず判決に影響していくことを十分に

認識しなくてはならない。私たちももう一度現状

を見直し、あらためてノ―モア・ヒバクシャ近畿

訴訟の支援の輪を広く強くしていくようとりく

んでいかなければならない。 

 

報告集会には３人の原告の方が参加された。３

人にお祝いと労いの花束が贈られ、そして３人の

方それぞれから挨拶が返された。勝訴となった

Ｎ・Ｍさんは申請から８年、提訴から５年と半年

かかって今日に至った。長かったという思いと、

健康状態の不安を抱えながらの毎日であったこ

とが述懐された。もう一人勝訴となった柴田幸枝

さんはそもそもの認定申請から今日まで９年も

の年月を費やされた。そのことを思い出しながら

今後もよろしくとの挨拶だった。柴田さんの住む

伏見区の同じ地域からはこの日４人もの仲間が

応援に駆け付け、この人たちに囲まれて迎えた判

決だった。もう一人の原告のＮ・Ｍさんは残念な

がら逆転勝訴判決を勝ち取ることができなかっ

た。諦めきれないけど残念、また機会があればと

も思う、どうして高脂血しょうなどという他原因

が持ち出されてくるのか理解できない、と悔しい

胸の内が率直に語られた。 

会場は原告の方全員に労いの拍手を送って、報

告集会を終了した。 

 

来週は１月２３日（火）、第７民事部で宮本義

光さん（７９歳、大阪市）の判決言い渡しを迎え

る。申請疾病は原野さんと同じ労作性狭心症だ。

他原因を理由に不当な判断を下した今日の判決

を実際上正していく重要な機会にしていきたい。 

 

京都では１月１０日から１月２２日まで下京

区のしんらん交流館において、故原野宣弘さんの

絵画作品展を開催している。不自由な体をおして、

渾身の力と思いで描き続けてきた５０点の作品

を展示し、多くのみなさんにご覧いただいている。

作品展のタイトルは「原爆の惨禍、生きてきた証、

そして平和の願いを絵に託す」だ。原野さんは脳

出血から重度の右側体幹機能障害と言語障害を

患い、その後心筋梗塞、狭心症も発症し、さらに

は胃ろうの手術も受けるなど、生活全てが闘病の

人生だった。原野さんの絵は、被爆者が懸命に生

きてきた証であり、それを体現したものだ。あの

体でよくぞこれほどの大作を、と観る者を圧倒す

る。 

若くして発症し、これほどまでに原野さんの健

康を奪い尽くしてきた病魔の数々を、どうして原

爆被爆とは関係ないと言えるのか、放射線の影響

はまったくないなどと言えるのか。原野さんの作

品を通じて被爆の実相を告発し、被爆者の人生を

訴えたかった。そして、作品展の開催を控訴審勝

利判決のお祝いの企画にしたかった。今回の判決

でそれは叶わなかったが、原野さんの絵にかけた

思いは必ず多くの人々に通じて広がり、被爆者の

完全救済と世界からの核兵器廃絶の願いにつな

がっていくものと思っている。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１８年 １月２５日（木）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

２０１８年 ３月２９日（木）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

２０１８年 ４月１６日（月）１５：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論 
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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。 

 

■２世は何を訴えればいいかずっと考えていて 

門川恵美子さん（神奈川県原爆被災者の会二世支

部） 

いつも京都の会報ありがとうございます。いつも

ながらお茶飲みのみ読める内容ではないので後

回しでしたが、やっとプリントアウトして半分読

みました。それで平さんの大学生協でのお話を読

んで大変感心し、納得できました。 

被爆者のように体験を語り人の心を動かすこと

のできない２世は何を訴えればいいのだろうと

ずっと思っていました。核兵器がどういうものな

のかを説明するのは平和運動に携わる人でもで

きます。２世は身近に被爆者の苦労、姿を見てき

て、なぜそんな苦労をしなければならなかったの

か考えます。ですから体験と「理屈」の両方を話

せるんだなと思いました。だからこれからの訴え

は被爆者の証言と「核の冬」の話をセットで話す

といいんじゃないかなと。 

まだ安直な思い付きです。私たちの会の人たちと

話し合ってみます。いつも考えさせていただいて

ありがとうございます。 

言い忘れましたが、いま日本被団協の「二世実態

アンケート」の集計しているのは京都のもので、

会があることを知っている人が多くて、すごいな

と思っているのです。アンケートに回答してくれ

た人には全員会報を送ってあげたいですね。神奈

川でも医療費助成がある事さえ知らない人がい

たりしてもっと周知が必要だと思います。宮城で

はアンケート用紙発送を役所が引き受けてくれ

たということもすごい話です。静岡にも京都会報

転送しましたら喜ばれました。 

 

■２０１８年をよい年に 

加百智津子さん(岡山「被爆２世・３世の会」) 

民意がことごとく踏みにじられ、民主主義がない

がしろにされた怒濤のような２０１７年もあと

一日となりました。私の今年の思いは「悔しさ」

に尽きますが、一方、核兵器禁止条約の採択、Ｉ

ＣＡＮのノーベル平和賞の受賞という朗報がも

たらされたことでは、「喜び」となりました。 

平さんの「核兵器で私たちの平和が守れるか」の

講演内容を一気読みしました。核兵器を取り巻く

世界の現状、核の脅威、核廃絶への道筋、核兵器

のない世界のためにできること、若い世代へのメ

ッセージなどが分かり易く明快に網羅され、また、

北朝鮮問題にも言及しておられ説得力がありま

す。私も改めて勉強になりました。今後、私も出

前講座で話すときの参考にさせていただきます。 

西田哲之さんの被爆体験―自分とつないだ小さ

な子の手の皮膚がなくなっていたことを、自分の

人生の最も強い体感上の厳しさをあの時味わっ

たとお話され、「その子のことが忘れられず、い

つまでもその手の感触が私に問い続けています」

との証言に、これこそが『原爆＝人道上許されな

い絶対悪の兵器』であることが伝わります。 

西田さんは京都被爆２世・３世の会に、「我が国

の将来は皆様の双肩にかかっています。順風に乗

り、逆風に耐えてどうか頑張ってください」とエ

ールを送られていますね。私もこの言葉をしっか

り受け止めました。 

今年も大変お世話になりましたこと、お礼を申し

ます。２０１８年をよい年にしていきましょう。 

 

■被爆体験の継承冊子のお礼 

西田哲之さん（長岡京市） 

小生の被爆体験記の編集に一方ならぬご尽力

をいただき、心からお礼申し上げます。 

ご指摘の北朝鮮をめぐる状況も表裏こもごも

一筋縄では解決できぬものだけに私も憂慮して

います。 

被爆２世・３世の世代の方々にこの国の将来を

託することになるだけに、いただいたコピーを有

意義に使わせてもらいます。 

年の瀬も早くなってまいりました。どうぞ佳い

年を迎えて下さい。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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岩波新書 

７８０円（税別） 

 

 
 

 

■テロリストは僕だった～基地建設反対に立ち上がる元米兵  ＹｏｕＴｕｂｅ２４分 

紹介 吉田阿純さん（上京区） 

戦時中の日本兵の日記を読んでいた。 

徴兵された若者が、軍の上官から「指導」として狂気を孕んだ執拗な暴力を受ける。 

暴力を受けた若者は、他の国に赴き、そこで誰かに暴力をふるい、誰かを殺し、殺される。 

日本では、若者を失った家族が泣き、他の国では若者に殺された人の家族が泣く。... 

戦争の物語は、たとえリベラルなものであれ「味方」か「敵」か、どちらかの観点からしか語られない

ことも多いけれど、何かの加減で両方の立場の人をいっぺんに目の当たりにしたとき、思わざるを得な

いだろう。 

いったい誰が本当の「敵」で、誰が本当の「味方」なのかと… 

「基地内に横行する暴力が基地外に漏れ出している」（動画内コメントより） 

争いと暴力はすでに身の内にあり、それが「敵」を見つけたとき、外に向かって放出される。 

つまるところ戦争における「敵」「味方」は幻想に過ぎず、ただ、焚きつけられた暴力が、人間を媒介

に加速しながら次の餌食をさがしている

のというのが実態ではないだろうか。 

決して自分の日常から切り離された他人

事ではなく… 

負の連鎖を止めようとしている人たちの

ドキュメンタリーです。 

少し長いですが、ぜひ見てほしいと切に願

います。 

 

■東電原発裁判  添田孝史〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「想定外」という言葉が、原発事故直後、頻繁に「マスコミ」に登場したが、

本当にそうだったのか。１１月「福島」を訪問した時に「訴訟団の団長」が、

「原発事故は起こるべくして起きた、今度重大事故を起こすのも日本」と述べ

られていた。この本には早くから「津波の危険性」が指摘されていたが、東電

が如何に無視をしてきたか、東北電力と東電の姿勢の違い、国の「情報公開」

が後退してきている事実等、今迄知らされていなかった事が書かれている。他

の電力会社では、このような問題を起こしていない、と信じたいが。東電・政

府の姿勢は厳しく追及されるべきだが、「福島原発事故」は時間と共に「忘れら

れており」報道されるのは「廃炉作業」の問題ばかりである。このような状況

下で「本書」が出版されたのは、ある意味においてタイムリーであり、多くの

人が、あの事故は「想定外」ではなく、東日本大震災のためではなく、「福島原

発事故は起こるべくしておこった」ということを理解することが必要ではない

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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講談社現代新書 

８００円（税別） 

マガジンハウス 

１４０４円（税込み） 

か。本書は「前橋地裁」の損害賠償請求裁判についても、触れられている。この判決のもつ意味につい

ては、あまり目に触れたことはなかったが、東電・国の責任を追及したことは大きな意義を持つ。今後

の他の賠償請求裁判の判決を注目したい。 

 

■核兵器と原発  鈴木達治郎〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

内閣府原子力委員会委員長代理を経験した著者が、反省を込め「原子力発電

と核兵器」について持論を述べている。ここには、原発から核兵器廃絶まで、

著者の運動と結びついた鋭い分析が背景にある。「原子力発電」については、「衰

退期」に入っているとし、原発がもつ問題点を指摘している。今でも、原発推

進者が、主張する「経済性」「ＣＯ２削減問題」について、事実をもって論破し

ている。例えば「温暖化」の問題については、薬の「副作用」に例え、死の灰・

事故・核兵器の転用等、副作用があまりにも強く、場合によっては温暖化より

深刻なリスクをもたらし、命も奪いかねない、と。そして「なぜ、日本が原発

にこだわり、再処理に固執するのか」、著者は、日本が再処理や濃縮といった技

術・施設を保持することが「潜在核抑止力」につながる、と考えている、と指

摘する。そして、今騒がれている「北朝鮮の核問題」について、「核兵器廃絶運

動の歴史」を振り返りながら、解決策を提案している。核兵器廃絶は、１９４

６年第一回国連総会で決議され、被爆者からは、１９８２年第二回国連軍縮特

別総会で「山口仙二さん」が訴えをされている。又被爆者が発言に使用する「きのこ雲の下」「被爆の

実相」という言葉の重さも指摘をされている。その後の動きについては本書に譲るが、「核兵器の持つ

非人道性」は多くの人・組織が言及していることも紹介されている。このような運動が２０１７年７月

の「核兵器禁止条約」の採択に結び付いたという。８月６日・９日は「世界」にとっても特別な日であ

り、そして「核の傘」は神話に過ぎない、と指摘する。そして「北朝鮮の核問題」を解決するための方

策は「非核兵器地帯構想」を提案し、実現に向けて、若者の果たす役割がきわめて重要である、と期待

感を述べている。 

 

■漫画 君たちはどう生きるか  吉野源三郎〔作〕 羽賀翔一〔漫画〕 

紹介 井坂博文さん（北区） 

数日前に購入した一冊の本、「君たちはどう生きるか」漫画バージョン。

キンカン行動に参加し、年末の活動も一区切りつけて一気に読みきった。 

１９３７年、吉野源三郎さんがいまから８０年前に発刊された不朽の名作。

私も民青に入った大学時代に読み、「ものの見方、考え方」の指針になっ

た本の一つだ。少し難しいところもあるが、漫画とセットで一気に読める

（╹◡╹） 

時代や若者を取り巻く状況はずいぶん変わったが、「自分とは何か」を考

える時、おじさんがコペル君に「僕たち人間は、自分で自分を決定する力

を持っている」と語り、読者に「君たちは、どう生きるか」と投げかける

熱い思いは、80年たってもまったく色あせていない。 

読み終えて、何か熱いものが込み上げてきた。大学卒業を控えている私の

娘に勧めてみたいが、はたして読んでくれるかだろうか？どんな反応が返

ってくるか楽しみだ。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№6３   ２０１８年 1 月２５日 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■＜ビキニ被ばく＞健保協会、労災認定せず 高知の元船員ら 

 

１９５４年に太平洋・ビキニ環礁付近で米国が実施した水爆実験で被ばくし、 

健康被害に遭ったとして、高知県内の元船員らが、全国健康保険協会に事実上の 

「労災認定」を求めた集団申請に対し、同協会は２５日までに認定しないことを決めた。 

ビキニ水爆実験は５４年３～５月、計６回実施され、日本船は広範囲で被災。周辺海域で操業して

いた漁船に乗り、その後がんなどを発症したとして、昨年２月、県内の元船員や遺族１０人が申請。

更に宮城県や高知県室戸市の元船員が加わった。認定されれば「労災認定」は第五福竜丸以外で初と

なるため注目されていた。 

同協会は、病気と被ばくとの因果関係調査のため、有識者会議（代表＝明石真言＜まこと＞・量子

科学技術研究開発機構執行役）を設置して検討したが、「放射線による健康影響が現れる程度の被ば

くがあったことを示す結果は確認できなかった」とする報告書をまとめた。 

申請していたマグロ漁船「第十三光栄丸」の元船員、谷脇寿和さん（８３）＝高知県土佐清水市＝

は「納得がいかず、言葉にならない。第五福竜丸と同じく被ばくした僕たちが認められないとは」と

述べた。元船員らを支援してきた太平洋核被災支援センターの山下正寿事務局長（７２）は「報告書

では申請者側が求めた資料の検討などがなされておらず、踏み込んで調査しようとしていない」と話

している。 

ビキニ被ばくを巡っては、元船員や遺族ら４５人が慰謝料など計約６５００万円を求めた国家賠償

請求訴訟も高知地裁で行われている。 

（２０１７年１２月２５日 毎日新聞） 

Scrap 
book 

■＜慰安婦検証報告書＞韓国大統領「日韓合意は重大な欠陥」 

２０１５年１２月の慰安婦問題に関する日韓両政府合意を検証していた韓国外相直属の作業部会

報告書の発表から一夜明けた２８日、韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領は声明で、日韓合意は

「重大な欠陥があったことが確認された」と遺憾の意を表し、「この合意では慰安婦問題が解決され

ないという点を改めてはっきり明らかにする」と合意への批判的な立場を明確化した。青瓦台（大統

領府）の朴洙賢（パク・スヒョン）報道官が読み上げた。 

ただ、文氏は合意の破棄や再交渉には言及せず、「被害者中心の解決と、国民とともにある外交と

いう原則に基づき、早期に後続措置を検討」することを指示するにとどめた。これに関連し青瓦台関

係者は「合意破棄などという言葉を使うのは適切ではない。いろいろな意見を聞きながら最終的な政

府の立場を整理する」と述べ、日韓関係に悪影響を与えないよう慎重に検討する姿勢を示した。 

また文氏は対日関係について「韓日両国は不幸だった過去の歴史を踏みしめ、真摯（しんし）な心

の友となることを望む。こうした姿勢で日本との外交に臨む」と日韓関係を悪化させる意図はないこ

とも強調。「歴史は歴史として真実と原則を傷つけずに取り扱うと同時に、韓日間の未来志向的な協

力のため、首脳間の外交関係を回復していく」と述べ、歴史問題と他の協力案件は切り分ける「２ト

ラック外交」を引き続き推進していく考えを示した。 

（２０１７年１２月２８日 毎日新聞） 
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▼“２０１８年を希望の年

に！” 今年の会報１月号に

もたくさんの会員のみなさ

んから新年の抱負と決意を寄

せていただきました。決して一般化

はできない、会員のみなさん一人ひとりの個性豊

かなメッセージです。これが京都「被爆２世・３

世の会」の姿だと思います。この多様性、創造性

を大切にして２０１８年度も“絆を広げて”頑張

っていきたいと思います。▼昨年１２月９日に行

った「宮本ゆきさんを囲む会」のテープ起こしを

し、別冊の紙上再現の形で文章にしました。タイ

トルは「アメリカの被ばく者を救え！軍、戦争、

核を乗り越えて！」です。少し長文ですが、貴重

な内容がたくさん語られています。是非お読みい

ただきたいと思います。宮本さんのレポートは現

状評価、分析だけでなく、“アメリカのこれから

をどうするか”具体的な行動プランと結びついて

います。アメリカと日本の被爆者を結び合ってい

く、さらには日米の被爆２世・３世同士も結びつ

いていくことを展望するきっかけにしていきた

いと思います。（平）

■核兵器廃絶絵に託し  長崎で被爆 宇治の故原野さん、下京で作品展 

長崎市への原爆投下によって生後１０カ月で被爆し、２０１６年に７２歳で亡くなった宇治市の原

野宣弘さんが生前に描いた絵画の作品展が、京都市下京区花屋町通鳥丸西入ルのしんらん交流館で開

催されている。「平和と核兵器廃絶への強い思いを込めた作品をはじめ、愛した長崎の街並みなどを

描いた約５０点が並んでいる。 

原野さんは１９４５年８月９日、爆心地から約２ ・５計の自宅で被爆した。市内の造船所で働い

ていた父親を亡くした。 

４１歳で脳出血に襲われ、その後も数々の病魔と闘ってきた。２００８年に国へ原爆症認定を申請

したが、却下された。却下処分の取り消しなどを求めた集団訴訟にも参加している。 

手足の不自由や言語障害に苦しみ、５０歳ごろから好きだった絵でのリハビリを始めた。亡くなる

４カ月前の１６年７月には、長崎市の美術館で念願だった個展も開いている。 

今回の作品展は、遺族が京都原水爆被災者懇談会と京都被爆２世・３世の会の協力を得て開催した。

「原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和への願いを絵に託す」と題した。 

会場には油絵や水彩画、クレバスの絵が並ぶ。平和公園（長崎市）の平和祈念像をモチーフにした

「悲傷の月」、ベネチアの街並みの中心に女神を描いて支えてくれた人たちへの感謝を表したという

「旅の揚げ句に」などの大型作品が目を引く。 

多くの作品に平和の象徴のハトが登場し、故郷である長崎の風景や宇治市の寺なども描いている。 

長男の朋弘さん（４２）は「私たちには被爆の真実を語り継ぐ義務があるのだと再認識した。一人

でも多くの人に、戦争や核兵器を廃絶しなければいけないという父の思いが伝わればうれしい」と話

している。無料一２２日まで。１６日は休館。 

（２０１８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 木 京都安保法制違憲訴訟第４回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土 
節分 

第６回被爆者運動継承の学習交流会（13 時３０分・福岡県教育会館） 

 ４ 日 名護市長選挙投開票日 

 ５ 月  

 ６ 火 ６・９行動 

 ７ 水  

 ８ 木 

 

 

 ９ 金 
6・9 行動 キンカン行動 

平昌オリンピック開幕 

 １０ 土 「核兵器で平和は守れるか」講演会（14 時・コープイン京都） 

 １１ 日 
第５１回「建国記念日」不承認京都府民のつどい（１３時３０分・教育文化センター） 

建国記念の日 

 １２ 月 振替休日 

 １３ 火  

 １４ 水 バレンタインデー 

 １５ 木 
京都原水爆被災者懇談会と京都市との懇談会（１４時・京都市） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 １６ 金 キンカン行動 

 １７ 土 広瀬隆＆守田敏也ジョイント講演会（１３時３０分・コープイン京都） 

 １８ 日 京都マラソン 

 １９ 月 清掃法廃止を求める１９日行動（京都市役所） 

 ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木  

 ２３ 金 キンカン行動 

 ２４ 土 
バイバイ原発関連企画・小出裕章さん講演会（１４時・知恩院和順会館） 

講演会「３．１独立運動からロウソク革命へ」（１４時・教育文化センター） 

 ２５ 日 平昌オリンピック閉幕 

 ２６ 月 ２・２６事件勃発の日（１９３６年） 

 ２７ 火 ３．１ビキニデー国際交流会議（１４時３０分・静岡市） 

 ２８ 水 ３．１ビキニデー全体集会と分科会（１３時・静岡市） 
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