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各地の２世・３世の活動を交流し、元気と希望を分かち合う 

第３回被爆２世・３世交流と連帯のつどい（５月１９日～２０日）の報告（速報版） 

１３府県から６３人の参加 
 

第３回目となる「被爆 2世・3世交流と連帯のつどい」を５月１９日(土)～２０日(日)、京都市内の聞

法会館(西本願寺の宿)、キャンパスプラザ京都等で開催しました。１３の府県から６３人の参加でした。 

 

■日本被団協事務局長・木戸季市さんのお話し

「被爆７３年目を迎えた被爆者運動の課題と

２世・３世への期待」 

1日目(５月１9日)の前半は、日本被団協事務局

長の木戸季市さんに「被爆７３年目を迎えた被爆

者運動の課題と 2 世・3 世への期待」と題してお

話ししていただきました。木戸さんは、まず「自

己紹介を兼ねて・私の被爆体験」から始まり、次

に「日本被団協の二世・三世問題に関するとりく

みの紹介」と続き、最後に「日本被団協の運動と

課題」という構成で 1時間１５分に渡って熱弁を

ふるっていただきました。 

木戸さんは 5歳の時、長崎市旭町の自宅(爆心地

から２㌔)にいて、母親、すぐ上の姉と一緒に被爆

されました。家族は両親と 8 人兄弟姉妹の 10 人

家族でしたが、その内 6人が被爆者です。原爆投

下の翌日（８月１０日）稲佐山の防空壕から浦上

川沿いを北上して長与村まで避難しました。その

途中で目にした光景を、同じ８月１０日に撮影さ

れた写真と 8 月 10 日を描いたスケッチで紹介し

つつ、長崎の街と人々を襲った惨状を語られまし

た。 

●３度被爆者となる 

木戸さんの体験のお話しで印象的なのは「私は

３度被爆者になりました」という件です。第一は

もちろん１９４５年の８月９日。二度目は１９５

２年に連合国による占領時代が終わり被爆者の

ことが広く語られ、知られるようになった時。１

２歳になっていた木戸さんはこの時初めて自分

が被爆者であることを認識しました。そして三度

目は１９９１年に岐阜県原爆被害者の会を結成

し、被爆者運動に携わるようになった時。原爆と

は何か、被爆者とは何かについて、多くの被爆者

運動の先輩のみなさんから教わることになりま

した。 

「日本被団協の二世・三世問題に関するとりく

みの紹介」では、２０１１年にまとめられた現行

被爆者援護法改正要求に二世に関わる要求が位

置付けられたこと、２０１２年には日本被団協内

に二世委員会が設置されたこと、その後、二世組

織の実態調査や健康実態調査を進めてきている

こと等が報告されました。被爆二世組織の全国的

状況の一つとして全国被爆二世団体連絡協議会

(全国二世協)の存在についても触れられました。 

「日本被団協の運動と課題」では、日本被団協

結成前の被爆者が遺棄されていた時期のことか

ら、被爆者団協の結成、６２年の運動へと闘いの

歴史が語られました。そして最後に日本被団協の

運動の課題として①核兵器廃絶の課題、②原爆被

害への国家補償の課題、③原爆症認定制度の抜本

的解決の課題、④日本被団協を維持し活動を守る

課題の４点が挙げられました。 

●今被爆者の間で「自分たちの子（２世）の生い

立ち、幼児の頃のことをきちんと書き残す、語り

残していこう」という声の広がり 

被爆 2世・3世との関係では今被爆者の間に「自

分たちの子（2 世）の生い立ち、幼児の頃のこと

をきちんと書き残す、語り残すようにしよう。そ

れが被爆者である親の責任だ」という声が広がっ
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ていると紹介されました。被爆者と力を合わせて

2 世の実情、課題を明らかにしていくことが重要

だと強調されました。 

お話しの最後に、私たちの要求をめぐっては困

難な状況もあるが、新しい希望の芽も現れつつあ

ると強調されました。「被爆 2世・3世の会」も含

め、「ヒバクシャ国際署名」のとりくみや、ノー

モア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会などにも

多くの若い人たちが参加してきています。そうし

たいくつもの新しい芽が、やがて大きな力となっ

て社会を動かす、日本の国を揺り動かすようにな

っていって欲しい、それが 2 世・3 世のみなさん

への期待です、とまとめられました。 

木戸さんのお話しの詳細は別途まとめて紙上

再現する予定ですが、本当に示唆に富む内容豊か

なものでした。 

 

■被爆体験継承のとりくみ実例紹介 

1 日目の後半は２世・３世による被爆体験を語

り継ぐとりくみの実例を紹介し合う企画を持ち

ました。 

●広島市被爆体験伝承講話の実演 

最初は、「広島県被爆二・三世の会」の古田光

恵さんによる広島市被爆体験伝承講話の実演で

す。「広島県被爆二・三世の会」は「被爆の体験

は被爆者に代わって語ることであっても VTR な

どでは言い表せないものがある」として、広島市

の被爆体験伝承講話事業に積極的に参加してき

ました。古田さんは第 1期生として 6年前から研

修を受け、3 年間の研修の後合格認定、今各地で

伝承講話を行っています。 

今回はやや時間を短縮しての講話でしたが、原

爆の実相の説明の後、１２歳の女学生だった時被

爆された池田精子さんの体験、そして古田さんの

お父さんの体験を語られました。パワーポイント

も使わず、メモもなしで、池田さんやお父さん本

人になり切った、聞く人の持つ想像力に呼び起こ

す語り口に、参加者は深く感動しました。 

●岡山「被爆２世・3 世の会」の被爆者証言記録

ＤＶＤの上映 

もう一つは岡

山「被爆２世・3

世の会」が被爆実

相継承活動の一

環として製作さ

れている被爆者

証言を記録編集

した DVDを上映

し、参加者全員で

鑑賞しました。タ

イトルは「私の被

爆体験～一人の

卒業生も出さなかった学校で～」で、１７歳の時

広島電鉄家政女学校在学中に被爆された豊田富

士子さんの証言でした。被爆者から直接体験を聞

くことのできる機会が少なくなっている今、貴重

な証言として聞き入りました。 

長時間の撮影に協力された豊田さん、編集に携

わられた岡山のみなさん、背景に流れるピアノ演

奏など、多くの皆さんの協力で出来上がっている

ＤＶＤであることも感慨深いものがありました。 

 

■龍谷大学大宮キャンバスで夕食懇親会 

１日目はこの後、近くの龍谷大学大宮キャンバ

ス生協食堂に会場を移して、夕食を兼ねた懇親会

を行いました。広島や長崎の被爆につながりを持

つ者同士が各地から集い、語り合う機会となって、
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楽しく有意義なひと時を過ごすことができまし

た。歴史の薫り高い龍谷大学キャンパスの佇まい

や、国宝の西本願寺唐門なども鑑賞することがで

きました。 

 

■２日目の分科会で活発な意見交換 

２日目（５月２０日）は会場をキャンパスプラ

ザ京都に移し、午前中いっぱいの時間を使って、

二つの分科会に分かれて活発な話し合いを行い

ました。 

●「被爆２世・３世の健康問題と対策について話

し合う」分科会 

「被爆２世・３世の健康問題と対策について話

し合う」分科会には１９人が参加しました。 

話し合いのための参考として、昨年のこの交流

会でも同じ分科会が開催され被爆２世・3 世の健

康実態の実例がたくさん出されたこと、岡山市の

開業医・三田茂医師が著わされている論文「『新

ヒバクシャ』に『能力減退症』が始まっている」

が紹介されました。前日の木戸季市さんのお話し

でも「被爆者の間で「自分たちの子（２世）の生

い立ち、幼児の頃のことをきちんと書き残してい

こう」という声が広がっていることも話し合いの

参考になりました。 

分科会では参加者全員一人ひとりから自己紹

介を兼ねて、自身の幼い頃からの健康実態・状態

をありのままに出し合うようにして進められま

した。幼児の頃から鼻血をよく出していてそれも

半端な量ではなかった、幼い頃は乗り物酔いがひ

どかった、普段は元気でも運動した後はすごい湿

疹が出ていた、疲れると甲状腺が腫れる、１０代

の頃は結婚も出産も諦めていた、子どもを３８歳

で亡くした人、出血が止まりにくい、子どもたち

にも同じ症状がある等々様々な実例が数多く出

されました。福島県から京都に避難している参加

者もあり、福島での原発事故被災者の深刻な健康

実態も紹介されました。 

あらためて被爆２世・３世の健康診断の重要性

が強調され、また、症状によっては三田医師の診

断を受けるなどの提案もされました。時間の関係

で話し合いは途中で切り上げることになりまし

たが、最後にこうした具体的な実例をもっと幅広

く出し合い、まとめていくことの必要性を確認し

合いました。 

 

●「被爆の体験と証言をどう継承し普及するか話

し合う」分科会 

「被爆の体験と証言をどう継承し普及するか

話し合う」分科会は２２人で行いました。参加者

全員が、前日の伝承事業の実演、岡山のＤＶＤ、

京都の被爆体験の文章化への感想と、被爆者であ

る親、祖父母の具体的な被爆体験の紹介、そのも

とで自身がどう関わってきたかを出し合ってい

きました。 

高校時代から続けている平和活動、１９９３年

から平和公園の碑めぐりガイドを始めたこと、岐

阜で３人のメンバーで「２世の会」を立ち上げ、

いろんなネットワークで親の体験を伝承してい

る、父親の被爆体験を聞くことを拒否して後悔し

てたこと、尾道で９条の会や教科書を考える市民

の会の活動、広島伝承者７期生として研修中、フ

ランス語で被爆体験を伝えるとりくみ、母のこと

を朗読劇にして話している、パワーポイントなど

で語り部活動、２０年間外国人ガイドの仕事をし
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ていて可能な限り広島への案内に努力、祖父（国

鉄職員）の被爆体験記を読んで避難ルートを歩き

追体験、リハビリも兼ねた絵を描くようになり被

爆者の肖像画も、被爆７１年の時に広島市被爆教

師の会でＤＶＤ制作、広島市の伝承事業のとりく

みの経験等々。その他にもたくさんの感想と経験

が出されました。 

各人の発言に基づいて、２世・３世としてこれ

からさらにどう被爆体験・証言を伝えていくか、

現状の問題や課題、これからの方向性について活

発な意見交換が続けられました。様々に意見が出

される中で、初めて参加した人からは「なんだか

とても気持ちが楽になる、みんなが兄弟のように

思えた」と感想を述べる人もありました。 

 

■「京都で平和を考えるために訪ねるべき場所」

のオプショナルツアー 

２日目の午後、最後は「京都で平和を考えるた

めに訪ねるべき場所のオプショナルツアー（自由

参加）を行って今回の「交流と連帯のつどい」を

締めくくりました。ツアーコースは２つ設定し、

一つは立命館大学国際平和ミュージアム、もう一

つは京都の霊山護国神社です。 

立命館大学国際平和ミュージアムは言うまで

もなく、立命館大学の「平和と民主主義」の教学

理念を具体化する教育・研究機関として、また社

会に開かれ、発信する社会開放施設として１９９

２年に開設されたものです。実物資料６５０点、

写真資料５５０点など広く戦争と平和に関する

資料が収集展示されています。初めての訪問とな

るみなさんを中心にツアー参加しました。現地で

は国際平和ミュージアムのボランティア団体「平

和友の会」のみなさんに丁寧な案内をしていただ

きました。 

京都霊山護国神社は明治維新への過程で散っ

た長州藩士たちの魂を招いて設立された招魂社

を起源とする神社です。明治維新政府はその後東

京にも招魂社を設立しこれが１０年後に「靖国神

社」と改名されました。したがって京都霊山護国

神社は東京の靖国神社の原型とも言える神社で

あり、靖国神社に掲げられる思想がアジア侵略戦

争の源流となりました。神社の山腹には夥しい長

州藩士の墓碑と陸軍将兵の墓石が立ち並び、冷気

と静寂を伴う一種異様な空間が形成されていま

す。参加者はその墓碑・墓石群の間を歩きながら、

戦争の歴史への問いかけと、そして平和を守る思

いを深くしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヒバクシャ国際署名を大きく広げる京都の会」１周年 

学習と交流のつどい 
と き：２０１８年７月１４日（土） 

     １３時３０分～１６時 

ところ：京都テルサ東館 中会議室 

核兵器禁止条約の採択から1年がたちます。 
この間、「ヒバクシャ国際署名を大きくひろげる京都の会」が発足し、 
署名運動に取り組んできました。日頃の活動の報告や交流の機会を持 
ちたいと思います。 
また、ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダーの林田光弘さんをお 
招きしました。全国的な活動などについてもうかがいたいと思います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1527606515/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NoaW1pbnNoYWthaS5uZXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMTEvQzRDZUdwVFVNQVFNanR2LmpwZw--/RS=^ADBumgO3Twmj0EPqUn8jcRcEZPFHPA-;_ylt=A2RimE9yGwxbiTYAFxSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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京都「被爆２世・３世の会」２０１８年度総会に出席しての感想とお礼 

原発賠償京都訴訟原告団共同代表 福島敦子さん 

 

■支援する会共同代表でもある平さんが役員を

務める京都「被爆２世・３世の会」の２０１８年

度年次総会が先の 4月２２日に行われました。判

決を終え、発言の機会をいただきましたので感謝

の意を込めて参加しました。遅ればせながら感想

をお伝えしたいと思います。総会の前に、亡くな

った石田さんという会員さんへの黙とうから始

まりました。石田さんは総会後の打ち上げなどで

何度かお話する機会があり訴訟団に思いを寄せ、

強く応援してくださった方でした。 

■総会の報告は主に平さんから。主に 4つの強調

したいこととして、①放射線被ばくの世代を超え

た影響を正面に据えて、当事者の問題として取り

組んでいく。特に「被爆二世実態調査」という健

康問題に対する取り組みをさらに深く掘り下げ

ていくこと ②①の世界への発信などつながる

取り組みをしていく ③戦争への危険性を阻止

し、核の廃絶を目指す ④京都や全国、世界の被

爆２世・３世とつながりあうネットワークの拡大

として、国際的な反核サマーキャンプへの参加や、

我々訴訟団の救済と支援に引き続き取り組んで

いくと心強い発言がありました。 

 

■高橋博子さん（名古屋大学大学院法学研究科研

究員）による記念学習講演「アメリカ公文書から

迫る原発と核兵器推進体制の闇：ＡＢＣＣと核開

発」がありました。単刀直入に、先生が記した本

を紹介します。必携です。『核の戦後史』木村朗・

高橋博子共著（創元社）、『封印されたヒロシマ・

ナガサキ』（凱風社） 

高橋先生は、戦後（現在もそうですが）次々に

公文書の焼却を進める日本とは違い、徹底した文

書管理の米国の開示資料を集めて、核の戦後史を

原発に通ずる背景を詳しく解説してくださいま

した。 

・１９４５年８月６日、トルーマン大統領は世界

に向けて「原子爆弾に関する声明」を発表。（「広

島に投下された新型爆弾は原子爆弾である」とい

う内容で、原爆投下から１６時間後、世界に発信

報じたのはほとんどが連合国だったためアメリ

カによる原爆投下を批判する国はほとんどなく、

日本軍の大本営は「国民の心理に強い衝撃を与え

る」などの理由から７日午後３時３０分に「新型

爆弾」によって広島が「相当の被害」を受けたこ

とだけを発表。 ＨＵＦＦＰＯＳＴ情報） 

・１９４５年８月１０日、日本政府が原爆を「そ

の性能の無差別かつ残虐性において、従来かかる

性能を有するがゆえに使用を禁止せられる毒ガ

ス」以上に残虐な国際法に反する兵器として、ス

イス政府を通して米国政府に抗議←現在に至る

までこれが最初で最後とのこと。 

・１９４５年９月５日「デイリー・エクスプレス」

の配信記事。原爆病（Ｔｈｅ Ａｔｏｍｉｃ Ｐ

ｌａｇｕｅ) 原爆投下から３０日後もけがを受

けていない人々であっても「原爆病」としか言い

ようのない未知の理由によって、いまだに不可解

かつ悲惨にも亡くなり続けている。 

・放射性物質の軍事利用（マンハッタン計画） １

９４３年５月１２日グローブズ少将（責任者）の

要請で放射能毒性小委員会が発足。放射性兵器の

開発に取り組む。１９４３年８月６日には、「放

射性物質の使用についての小委員会報告書」の中

で 、わずか１００万分の１グラムの肺への蓄積

でも致命的と把握していた。他にも、化学薬品と

放射性物質との違いや放射性兵器の特性、残留放

射線の影響を原爆投下前から把握！ 

・１９４７年 広島・長崎に米国軍合同調査団に

よる原爆医療調査を引き継ぐ形でＡＢＣＣ（原爆

傷害調査委員会）発足。広島・長崎の出生調査や、
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思春期の多感な子どもたちの生殖機能の調査な

どを研究、子ども達の成長への被爆の影響を示し

た。（ＡＢＣＣ業績報告書２０―５８ １９５１

―１９５３「広島原爆被爆児童の成長及び発育 

３か年の研究」） 

・ＡＢＣＣの研究資金を提供←米国原子力委員会

生物医学部門 

このほか、ＡＥＣすなわち米原子力委員会がＡ

ＢＣＣの研究継続を発表、「次なる世界大戦に対

する準備としての研究に有効」 国連科学委員 

会、世界保健機構、と傘下に収めていく・・・・

は、崎山先生の専門家証人・反対尋問での崎山先

生の発言に通じていますね。「ＩＣＲＰも放影研

もみんなつながっているのです。」「あなたがた科

学者なら進歩していくものでしょう？何を古い

文献について論じているのでしょうか。」崎山先

生一人に対し、権威を集めた国、東電側の３人の

証人。クライマックス！今でも思い出し熱くなり

ます・・・ 

２審では、崎山先生の発言を深く掘り起こしてい

く必要性もあるのだろうと思うよい講演会でし

た。平さん、ありがとうございました。みなさま、

ここまでお読みくださりありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６２） 

「原告の被曝は決して低線量ではありません！」 

第七民事部証人尋問で郷地医師が内部被曝の危険性、重大性を詳しく証言 

２０１８年５月１３日（日） 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は年明けの１月

２３日（火）、宮本義光さんが勝訴判決（大阪地

裁第７民事部山田明裁判長）を受けて以降、３月

２９日（木）第７民事部の弁論、４月１６日（月）

第２民事部の弁論を経て、５月１０日（木）、第

７民事部の次の原告の本人尋問・医師証人尋問の

日を迎えた。３月２９日は今後の証人調べの日程

調整だけだったし、４月１６日も裁判長交代に伴

う弁論の更新手続き中心だったので、中身に踏み

込んでの実質的な審理はほぼ３ヶ月半ぶり、久し

ぶりの法廷となった。 

第７民事部の原告は４人、その内の一人、苑田

朔爾さん（７６歳、神戸市在住、前立腺がんを認

定申請）の尋問がこの日の法廷だった。苑田さん

は２０１６年７月、法廷に立って意見陳述し、自

らの被爆体験とその後の闘病の人生を訴えてい

る。あれから２年、やっと証人尋問の日を迎える

までに至ったわけだが、一刻を争う被爆者の身体

のことを思うと、ここまでの時間を課してしまう

認定行政の実態にあらためて憤りを感じざるを

得ない。 

今回の法廷は８０６号法廷。３５席の傍聴席は

満席となり、それでも席が足りない。急遽臨時の

席が追加されて、午後２時開廷となった。入廷す

る裁判長を見て、裁判長が交代していることを初

めて知る。１月２３日に画期的な判決を下した山

田明裁判長に変わって、新しい裁判長が何事もな

かったかのように着席。閉廷後入口の掲示を見る

と裁判長の名前は松永栄治とあった。 

この日は前半が苑田朔爾さんの本人尋問。担当

の中道滋弁護士によって主尋問が進められてい

った。被爆者健康手帳の交付申請はすべて母親の

手で行われたこと、原爆が投下された時は３歳で

かすかに残っている記憶は柱時計が床に落ちて

いたこと、後に母親から聞かされた原爆投下時の
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具体的な出来事の一つひとつ、１週間後に田舎に

避難していく途中爆心地近くの大きな川（浦上川）

で水遊びをした思い出、避難先の祖父の家で激し

い下痢に襲われた体験等々、国の主張との間で争

点となっていると思われるようなポイントに重

点をおいて質問がされていった。主尋問の中では

苑田さんの戦後の深刻な健康障害、襲われ続けて

きた病魔が明らかにされた。被爆前はとても元気

な腕白坊主だった苑田さんが被爆後は母親から

「心配ばかりかける子や」と言われるほど病弱な

子に一転。中学２年の時急性腎臓炎にかかり１年

間休学。５０歳の時に頸椎症の手術、７０歳の時

前立腺がんが見つかりステージ３の診断、翌年全

摘手術。その後も脳梗塞を発症、脳腫瘍もあると

言われ、甲状腺機能低下症の診断も受けている。

前立腺がんの手術後は日常生活にも困難を来す

ようになり、深刻で辛い日々が続いている。 

反対尋問も多くは訴状に書かれていることや

苑田さんが意見陳述で述べてきたことをあらた

めて確認するような内容で行われた。苑田さんは

記憶にないことは記憶にない、分からないことは

分からない、とはっきりとした受け答えで終始対

応した。反対尋問の中で、国側代理人から終戦当

時は食糧事情も悪く生活環境（衛生状態）も良く

なかった、それが下痢の原因ではないのかと言わ

んばかりの質問があった。原爆症認定訴訟で言い

古されてきた「食糧事情と衛生環境による」下痢

発症説だ。いまだにそんなことを主張しているの

か、と少々呆れながら聞いていた。 

主尋問、反対尋問の後、裁判官からの追加質問

は一切なかった。代理人の尋問ですべてすっきり

と理解できたということなのか、原告の証言にあ

まり関心が持たれていないのか。この裁判長は７

２年もの歳月を苦しい病魔との闘いで過ごして

きた被爆者に寄り添おうと言う姿勢があるのか

ないのか、気にかかるところだった。苑田さんは

裁判長からは何度も「着席して尋問に答えてもい

いですよ」と促されたが、結局最後までしっかり

と起立したままで答え切った。最後に苑田さんは

「私は被爆者であるためにこのような病気にか

かり、苦しんできました。裁判長には被爆者の気

持ちを理解していただき、そして正しい判決をし

ていただきますよう求めます」と訴えて尋問を締

め括られた。 

尋問の後半は医師証人尋問で、東神戸診療所の

郷地秀夫所長が証言台に立ち、担当の濱本由弁護

士によって主尋問は進められた。これまでにも郷

地先生の証言は何度も聞いているが、従来と比べ

ても今回はさらに特徴的な証言であったように

思う。証言はまず残留放射線被曝の危険性、内部

被曝の重大性の説明から始められた。残留放射線

には三つの種類があり、外部被曝と内部被曝とが

あること、その外部被曝と内部被曝は被曝の形態

が異なること、外部被曝は体全体を均一に被曝す

ることを全体に放射線量を計算しているが内部

被曝は均一な被曝はしないので均一なものとし

て計算すること自体が根本的に誤っていること、

鎌田論文による内部被曝の実態証明、原爆や原発

など体内に取り込まれたウラニウムが不溶性粒

子となって長期間細胞を被曝し続けること等々。

内部被曝放射線の危険性についてあらためて教

授されているような証言が続けられた。さらに苑

田さんの被爆の実態に即して苑田さんが浴びた

被曝線量が相当なものであることが明らかにさ

れていく。爆心地から４㌔離れた距離は放射性粒

子が最も多く降り注いだ地域で最も危険な一帯

だった可能性がある、黒い雨が降ることによって

被曝線量は桁違いに増える、８月１５日頃でも長

崎爆心地付近の放射線量は尚相当高かったこと

が証明できる、特に身長の低い子どもの場合被曝

線量は一層高まる、国は苑田さんの被曝線量を０．

３㍉グレイと主張しているがその根拠はいい加

減なものだ、外部被曝と同じ均一な被曝として見

ていることがそもそも誤っており、不溶性の放射

性粒子による内部被曝の被曝線量はそれよりさ

らに数桁増える等々。その後も証言は急性症状の

評価、申請疾病と放射線の起因性、要医療性へと

続いていく。 

特に、「苑田さんの被曝は、決して低線量では

ありません」の一言が強く印象に残った。思えば

私たちも「低線量（１００㍉シーベルト以下）被

曝であっても人体に与える影響は大きい、しきい

値はない」と考えたり、言ったりすることがよく

あった。それ自体も外部被曝の均一な被曝を前提

とした考え方に囚われていたのかもしれない。内

部被曝の人体に与えるダメージの深刻さを考え
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ると、文字通り「低線量ではない」と言い切るこ

とこそが最も適切で、実態を正しく表しているの

だと思った。 

反対尋問は、郷地先生の主尋問答弁に一つひと

つに対峙する、疑問を呈するような形で行われた。

例えば、放射性降下物は高台により多く影響する

というがその根拠は、大人より子どもの方が放射

性物質を吸収しやすいという科学的知見は、放射

性物質が体内臓器に吸着する経緯は、下痢の原因

が放射線被曝であるとする根拠は等々。全体とし

て、郷地先生が否定し批判するところの「均一な

被曝を前提とした線量基準」にあくまで基づいた

尋問でしかない。他原因との関係についての質問

に対しては、「苑田さんの場合、前立腺がん発症

に原爆放射線以外の原因がないとは言えない。し

かしいろいろ原因があったとしても、原爆放射線

の影響も断然あり、しかもその影響が一番大きい

と思われる。そうである以上苑田さんの原爆症認

定は認められなければならない」と明快に答えら

れた。 

郷地証人に対しても裁判官からの追加質問は

一切なかった。郷地先生は最後に、安倍首相は広

島や長崎の平和祈念式典などでは迅速な認定に

努力するなどと言っているが、裁判の実態を知っ

ているのか、直接法廷に来て裁判を傍聴して実態

を知ることが必要ではないか、被爆国としても被

爆者を守るためにも責任をもって認定制度の改

革をしなければならない、そのことを強く訴える、

といって証言を終えられた。 

閉廷後いつものように大阪弁護士会館に会場

を移して報告集会が催された。今日証言された苑

田さん、郷地先生それぞれから挨拶と感想が述べ

られ、参加者一同から労いの拍手が贈られた。中

道弁護士、濱本弁護士からも今日の尋問のために

準備されてきた様子が紹介された。今日の傍聴に

は郷地先生の東神戸診療所からも３人の方が駆

け付けられ、それぞれから感想が述べられた。最

後に藤原精吾弁護団長から次のようなまとめの

あいさつが行われた。今日の尋問は本当によく準

備された法廷だった。文句のない進行だったと思

う。今、官僚のセクハラ事件や旧優生保護法被害

者の訴えが問題となっている。これらは被害を受

けた人々が勇気を持って声を上げることによっ

て明らかにされてきた問題だ。「私が黙っていた

ら将来また同じ過ちが繰り返される。二度と同じ

被害者を作り出してはならない」という被害者の

強い思いから始まったことだ。声をあげてきた被

爆者も二度と被爆者を生みだしてはならないと

いう思いでノーモア・ヒバクシャを闘ってきた。

その思いが核兵器禁止条約の採択など核兵器廃

絶の運動にも結実している。そういう意味でもこ

の裁判の重要さをあらためて痛感している。 

次回の法廷は来週５月１６日（水）、同じ第７

民事部で引き続き医師証人尋問が行われる。来月

６月２日（土）には「２０１８ノーモア・ヒバク

シャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」が開催さ

れる。法廷の傍聴も、勝利をめざすつどいも最大

限の参加で成功させていこうと確認しあって報

告集会を終了した。 

尚、１月１６日（火）の控訴審判決で認められ

なかった３人の原告（中岸勝さん、Ｔ・Ｉさん、

原野宣弘さん）については、３人とも上告され、

いずれも最高裁第３小法廷の係属となったこと

が報告された。 

 

２０１８年度に入って各地のノーモア・ヒバク

シャ訴訟の判決が続き、しかも被曝の実態に基づ

いた被爆者救済の判決が連続している。 

 １月１６日（火）大阪高裁／３人の甲状腺機

能低下症の原告が勝訴／３人とも国の積極

的認定基準より遠距離の被爆だが認定 

 １月２３日（火）大阪地裁／労作性狭心症の

原告が勝訴／国の積極的認定基準にはない

疾病を認定 

 ２月９日（金）広島高裁／白内障の原告が勝

訴／国の積極的認定基準より遠距離で被爆

だが認定 
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 ３月７日（水）名古屋高裁／要医療性の要件

を否定されていた２人の原告（慢性甲状腺炎

と乳がん）がいずれも勝訴／経過観察も医療

行為であることが認められる。 

 ３月２７日（火）東京高裁／６人の原告全員

が勝訴／国の積極的認定基準にはないバセ

ドウ病、脳梗塞（２人）を認定／国の基準よ

り遅い入市（８月１１日広島入市）だが認定

（多重がん）／国の積極的認定基準より遠距

離の被爆だが認定（心筋梗塞２人） 

行政と司法の乖離はいよいよ極まってきてい

る。被爆者は裁判に訴えれば認定されるが、同じ

状況・状態でも裁判に訴えなければ認定されない、

認定行政の許し難い不公正な実態が露わになっ

ている。認定を得るには裁判に訴えるしかない、

しかし誰でも裁判できるわけではなく、ましてや

平均年齢８１歳を超えた被爆者にはもはやとて

も困難なことになっている。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の進行状況と結果を

背景に、そして被爆者の置かれている今日の状況

に基づいて、４月１８日（水）、「裁判の全面解決

と原爆症認定制度の抜本的改善を求める院内集

会」が開催された。会場は参議院議員会館会議室。

全国から被爆者、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の原

告、弁護団、支援の人々、日本被団協のみなさん、

合わせて１３０人が集った。２００３年の集団訴

訟以来の歩みをふりかえり、ノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟の現況、特に２０１８年度に入ってから相

次いでいる画期的な判決の特徴が報告された。各

地の被爆者、原告から闘いの状況、思いの表明、

訴えがなされた。その上で、原爆症認定制度抜本

的改革のために２０１２年に公表された日本被

団協の提言を確認しつつ、その前段階として、法

の改定以前にもできる当面の認定基準改善の要

求を提出することが提案され、参加者全員で確認

された。目的は認定基準の内容を少しでも早く前

進させて高齢化し重い病気に苦しんでいる被爆

者を一人でも多く救済すること、長い期間に渡っ

て裁判を強いられている原告を一日も早く解放

するためだ。当面の改善要求の内容は、一連の判

決で下されきた水準に合わせるものとされ、言わ

ば、“行政は司法に従え”という要求だ。具体的

には、判決で認められた狭心症、甲状腺機能亢進

症、脳梗塞なども積極的認定基準に加えること、

直爆を約３.５ｋｍ以内に拡大すること（白内障

は除く）、入市条件も１００時間以内２ｋｍ以内

と１００時間経過後２週間以内の２ｋｍ以内に

１週間以上滞在に拡大すること、総合認定にも柔

軟な対応を求め、要医療性要件には経過観察も具

体的に明記すること。 

当面の要求は「裁判の全面解決と認定制度の改

正に関する要請書」にまとめられて、この日の集

会の場で各政党を代表して参加された国会議員

に手渡して要請された。参加のあった政党は日本

共産党、自民党、立憲民主党、民進党、希望の党、

公明党、社民党で、維新の党を除くほぼ全政党か

ら１５人の国会議員の参加があった。それぞれの

議員から激励と決意表明のあいさつがあったが、

特に野党の共同ヒアリングの課題にして厚生労

働省との詰めた交渉をしていきたいとの発言に

私たちも勇気づけられるものがあった。 

原爆症認定を得るために、認定制度そのものを

変えるために、被爆者はやむを得ず集団訴訟を闘

い、それに続くノーモア・ヒバクシャ訴訟も闘っ

てきた。そして被爆の実態に基づき被爆者の訴え

に寄り添う司法判断を勝ち取ってきた。しかし、

これ以上の裁判を新たに提訴し、司法の場でさら

に闘いを続けていくことは実際問題として難し

くなっている。現在係争中の裁判を徹底して闘い

抜き、確実な勝訴判決を勝ち取っていくことと、

それも力にして、政治の力も得て要求の実現、制

度の改革をはかっていくことが今強く求められ

ている。 

被爆者のもう一つの悲願である核兵器廃絶は、

昨年の核兵器禁止条約の採択、朝鮮半島の非核化

をめざす歴史的な会談など、世界とアジアは大き

く動き出してきている。日本国内でも真っ当な政

府を作り出していくことと平和憲法を守り抜く

課題が極めて重要な局面を迎えている。核兵器の

廃絶と日本の平和憲法を守り抜く運動とを結び

つけながら、原爆症認定制度抜本改革をめざして

いきたい。 
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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（６３） 

第７民事部・２人の原告が９月２７日（木）結審に！ 

６月２日（土）「全面勝利をめざすつどい」を必ず成功させよう！ 

２０１８年５月１７日（木） 

 

５月１６日(水)、先週に引き続きノーモア・ヒ

バクシャ近畿訴訟大阪地裁第７民事部（松永栄治

裁判長）の医師証人尋問が行われた。今回の証人

尋問の対象となる原告はＫ・Ｓさん（９１歳、京

都市在住、申請疾患は狭心症）。２０１０年に白

内障と狭心症と二度も認定申請したがいずれも

却下され、２０１５年に提訴された。２０１６年

２月には元気な姿を法廷に見せて自ら意見陳述

されたが、その後相当に体調を悪くされ、今は本

人尋問も難しい状況になっている。 

そのＫ・Ｓさんを診て、医師意見書を書かれた

河本一成医師（あさくら診療所所長）が今回の証

人として証言台に着かれた。 

主尋問は担当の諸富健弁護士。いくつもの客観

的データに基づいて心疾患と放射線との有意な

関係を証明し、放射線被曝からの狭心症発症機序

が心筋梗塞と同様であること、Ｋ・Ｓさんの被爆

状況や急性症状から放射線起因性が明らかであ

ること、定期検査や投薬治療の状況から要医療性

のあること等が、しっかりと準備された内容で丁

寧に証言されていった。被告国側が主張する他原

因論に対しても一つひとつ反論を加える形で証

言がなされた。Ｋ・Ｓさんの高コレステロール血

症は正常値であること、仮に高コレステロール血

症だとしてもそのことで放射線起因性は否定さ

れないこと、血糖値も正常でその影響はないこと、

高コレステロール血症・高血圧・高血糖自体に被

爆の影響を認める論文が存在していること等々。

国側は高齢であることまでを他原因にしている

が、Ｋ・Ｓさんは１８歳という若年で被爆し、４

０歳という若さで白内障を発症、腹部動脈瘤も罹

患している。この事実からも放射線起因性が否定

されることにはならないと明快に述べられた。 

国側の反対尋問は、これまでのノーモア・ヒバ

クシャ訴訟で何度も繰り返されてきたワンパタ

ーンの質問をまだ同じようにやっている、そんな

印象を強く持たせるものだった。証人は物理学や

疫学、統計学などについての学位があるのか、相

当量の放射線量とはどの程度の線量をいうのか、

下痢の原因が被爆だという根拠は何か、どんなに

低線量被ばくでも発症すると考えているのか、安

定狭心症と不安定狭心症の違いは何か、他原因は

一切関係していないというのか、等々だ。傍聴し

ている私たちでも質問内容やそのストーリーが

想定できそうなほどだった。被爆者、Ｋ・Ｓさん

の具体的な被爆の実相、体験してきた病苦のあり

様には一切触れない、上から目線のあてがわれた

理屈と論理だけに基づいた質問に終始した。それ

でも河本医師は一つ一つの質問にきちんと答え、

最後は、いろいろ他原因を挙げられても、それで

も放射線の影響を排除することはできないのだ

と断言された。 

先週の法廷では裁判官からの質問は一切なか

ったが、今回は右陪席裁判官から簡単な質問が行

われ、Ｋ・Ｓさんの体型や仮にＫ・Ｓさんの治療

が放置されていたらどうなっていたかなどが尋

ねられた。 

 

閉廷後はいつものように大阪弁護士会館に移

動して短時間の報告集会がもたれた。河本先生か

らは法廷で証言することは大変だけど、そのこと

で被爆者の医療のこともしっかりと勉強する機

会になると挨拶された。まだまだ原爆の影響、被

爆の影響は解明されていないことが多く、被爆者

のみなさんのためにこれからも一緒に頑張って

いきたいとの決意も披露された。諸富弁護士から

はゴールデンウィークも返上して河本先生と一

緒に尋問の準備をされてきたことが紹介された。

今年１月２３日勝訴判決を受けた宮本義光さん

も狭心症だった。宮本さんの勝訴判決例も随分力
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になっているとの報告だった。 

今回も最後は藤原精吾弁護団長のまとめで報

告集会は締め括られた。その中で５月１５日（火）

にあったノーモア・ヒバクシャ長崎訴訟の判決結

果に触れられた。判決のあった長崎訴訟の原告は

１人で、白内障の要医療性が争点だった。判決は

経過観察中の原告に要医療性を認めず訴えを退

けた。不当な判決で重大な問題だ。要医療性問題

は３月７日の名古屋高裁判決で２人の原告が逆

転勝訴判決を得て、しかし国はその内の１人だけ

を上告するという暴挙に出た。要医療性評価は重

要な問題になっているのではないか。長崎の裁判

も第二審で正当な判決となるよう期待していき

たい。私たちも今年に入って全国でいい判決の連

続してきたことに安心せず、引き続き気を引き締

めて頑張っていきたい。ノーモア・ヒバクシャ訴

訟の圧倒的な勝訴判決を背景に認定制度の抜本

的改革を必ず実現していこう。そのためにも６月

２日の「全面勝利をめざすつどい」の成功をと訴

えられた。 

 

大阪地裁第７民事部の原告は４人。その内の２

人―先週の苑田朔爾さんと今回のＫ・Ｓさんは証

人尋問が終了した。この２人の次回の弁論は９月

２７日（水）と決まり、その日が最終弁論、結審

となることが予定された。そうなると年内にも判

決の可能性が出てくる。後の２人についても次回

弁論期日は７月３１日（火）と決められたが、そ

のあたりで証人尋問日程も具体的になるのでは

ないかとの見通しであった。 

尚、第２民事部の方は、国家賠償請求だけを訴

訟維持している２人を含めて原告は７人。次回の

弁論期日は６月２０日（水）となっている。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１８年 ６月 ２日（土）１４：００ 大阪グリーン会館 全面勝利をめざすつどい 

２０１８年 ６月２０日（水）１５：００ １００７号法廷  地裁第２民事部 弁論 

２０１８年 ７月３１日（火）１３：１０ ８０６号法廷   地裁第７民事部 弁論 

２０１８年 ８月２７日（月）１５：００ １００７号法廷  地裁第２民事部 弁論 

２０１８年 ９月２７日（木）１３：３０  ８０６号法廷   地裁第７民事部  弁論（結審） 

 

 

 

 

 

 

原発賠償京都訴訟判決報告集会の報告 
（２０１８年４月２９日・キャンパスプラザ京都） 

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会事務局 上野益徳さん 

 

４月２９日（日）に開催した京都判決報告集会の報告です。長文ご容赦ください。 

報告集会には、連休中にもかかわらず、子どもを含め１００名近い参加がありました。京都判決につ

いては、責任論を清洲真理弁護士、因果関係（避難の相当性）を鈴木順子弁護士、損害論を白土哲也弁
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護士という形で分担して報告がありました。  

  

●責任論 

責任論については、おおよそ以下のとおりでし

た。国・東電は実際に起きたような津波は予見で

きなかったと主張していたが、判決は福島第１原

発の敷地高を超える津波が来れば全交流電源喪

失の危険があり、敷地高を超えるような津波の到

来が予見対象となるとし、２００２年２月には津

波評価技術（波源モデルを設定して到来する津波

高を計算する手法）、７月には長期評価（三陸沖

から房総沖の海溝沿いのどこでもＭ８クラスの

津波地震が起きる可能性がある）が発表されてお

り、遅くとも２００２年末には津波到来を予見で

きた。 

結果回避可能性についても、敷地＋10㍍程度の

防潮堤、あるいは電源設備の水密化や高所配置な

どの対策をしていれば事故を回避できた可能性

が高い。国は行政指導を行ない、東電が従わない

場合は運転一時停止命令を出すこともできたと

して、東電だけでなく国にも責任があると認めた。 

地裁で国の責任を認める判決が出る中で、群馬

訴訟の控訴審では、新たな主張をし始めた。まず、

求められる安全性は「絶対的安全性」ではなく、

「相対的安全性」（得られる利益の大きさと比較

し、社会通念上容認できる水準の安全性）だとす

るもの。これは、京都判決が原発事故は広範囲の

住民の生命や身体、財産等に取り返しのつかない

損害を与える可能性があり、「極めて高い安全性」

が求められると、すでに否定している考え方だ。 

もう一つは、原発の安全性の判断は高度に専門

技術的であり、規制行政庁が行なう権限行使の裁

量の幅は相当広範だというもの。これについても

京都判決は、防災の効率や財政的な制約という現

実的問題によっても、高い安全性が求められる原

発事業者や国の予見義務は免責されないとし、事

業者が利益追求のために安全性をないがしろに

するようなことがあった場合、その判断には高い

専門技術性が要求されるからこそ、国に規制権限

が与えられている、と否定している。 

そもそも国は東電に対して津波の試算を指示

しておらず、自らも専門技術的判断をしたとは認

めがたい。この解説を聞いて、私は国の新しい主

張もまったく説得力を持たないと感じました。  

  

●因果関係 

因果関係についてはおおよそ以下のとおりで

した。原告らに生じた損害について国や東電に賠

償義務があるというためには、原発事故の影響を

避けるために避難したことは社会通念上相当で

ある（避難の相当性）と認定される必要がある。 

京都判決は、原告の主張した年間１㍉Ｓｖだけ

で避難の相当性は判断できないとし、その理由と

してＩＣＲＰ勧告は１㍉Ｓｖを超える被ばくが

個人に健康影響を与えるという理由で線量限度

を設けたわけではないとした。 

また放射線管理区域等の基準は、それ以上であ

れば人体への健康影響を生じるという基準では

ないとして、土壌汚染については空間線量の値で

考慮すれば足りるとした。 

一方、政府の避難基準である年間２０㍉Ｓｖは

避難指示を行なう基準としては一応合理性を有

するが、放射線の健康影響に対する指針となるも

のではないとして、裁判所としての避難基準を提

示した。関係者の間では「京都基準」と言われて

いるそうだ。 

◆避難指示等対象区域の居住者には相当性があ

る。 

◆自主的避難等対象区域の居住者についは、㋐２

０１２年４月１日までに避難した場合。㋑事故当

時同居していた妊婦または子どもが㋐の条件を

満たし、その避難から２年以内に妊婦の配偶者ま

たは子どもの親が避難した場合。 

◆それ以外の区域の居住者については、㋑福島第

１原発からの距離、㋺避難指示区域との近接性、

㋩政府や地方公共団体から公表された放射線量

に関する情報、㊁自己の居住する市町村の自主的

避難の状況、㋭避難を実行した時期、㋬自主的避
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難等対象区域との近接性、㋣世帯の中に子どもや

放射線の影響を特に懸念しなければならない事

情を持つ者がいること、という個別具体的事情に

より判断する。 

京都判決が自主避難者の相当性を認めるかど

うかが争点だった。これまで認められなかった事

例を認めたことは、評価できる。京都に来る前に

避難したという判断も見られた。しかし、十分な

のかといえば、避難時期を区切った点は納得でき

ない。なぜ２０１２年４月１日なのか、１２月に

収束宣言があり、それ以降避難者が増えていない

などを理由にあげている。東京判決も全員の相当

性を認めたが、ただすぐに帰って来いというもの

で、１２月までしか認めない。 

控訴審でどういう方針で闘うかは弁護団とし

てまだ明確にできていないのが現状。ただ、１㍉

Ｓｖは法令上は生きており、被災した人だけが他

の地域の人と区別される理由がない。 

  

●損害論 

損害論についてはおおよそ以下のとおり。他の

訴訟では精神的損害（慰謝料）だけを請求したと

ころもあるが、京都訴訟では財産的損害（避難に

伴う移動交通費、一時帰宅費用、避難による生活

費の増加、二重生活による生活費の増加、避難生

活のための雑貨、就労不能損害、放射線検査等に

要した費用等）と世親的損害（避難に伴う慰謝料

３５万円／月、コミュニティ侵害２千万円）を主

張した。 

判決は、避難指示の有無にかかわらず、相当性

を認めた場合は実損を認定。避難指示によらない

避難の場合、期間については避難先での生活が安

定する「避難後２年」程度。当初の避難がそのま

ま続いた場合は、当初から２年間。当初の避難が

１か月未満の場合、その後、長期間滞在した場所

への移動を「避難」とし、そこから２年間。当初

の避難から２年を過ぎての移転は相当性を否定。 

慰謝料については、自主的避難等対象区域は妊

婦・子どもは各６０万円、それ以外の者は各３０

万円と認定。就労不能が認められたケースはまと

まった賠償額となっているが、何といっても慰謝

料の金額が低い。現在、控訴理由書を検討中だが、

被保全権利（包括的生活利益としての平穏生活権）

の性格を再度強く主張し、慰謝料の水準について

事実に基づく主張・立証を行なっていく。 

  

●原告の思いと決意 

その後、質疑応答、休憩をはさんで、原発被害

者訴訟原告団全国連絡会の佐藤三男事務局長か

ら連帯のあいさつを受けたあと、原告２人が判決

を受けての思いを語りました。 

避難の相当性を認められなかった原告は、判決

を受けたあとは「この４年間は何だったのか、こ

の裁判に参加してよかったのか」と心が折れそう

になり、もうやめたいと思ったが、心配してくれ

る人たちに励まされ、あきらめずに闘っていこう

と思っている、と決意を語りました。 

もう１人の原告は、報告集会で回ってきた認容

額一覧表を見て、「避難が認められた」と思った

ら、涙が止まらなかった。賠償金が認められたこ

とは慰めになったが、妹たちは棄却された。子ど

もたちの健康や暮らしをこれ以上壊したくない。

反省も謝罪もせずに反論してくる大きな相手に

負けないよう高裁でもしっかり主張していきた

い、と語りました。 

そのあと、会場に来ていた原告５人が壇上に上

がり、ひと言ずつ決意表明をして、集会を終えま

した。 

 

 これから舞台は大阪高裁に移ります。京都在住

の方は遠くなりますが、引き続き傍聴を含めご支

援をよろしくお願いします。大阪在住の方も、ぜ

ひ傍聴席を満杯にするのに力をお貸しください。
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「被爆２世」というアイデンティティ～入会のご挨拶にかえて 

坂上良（さかのうえりょう）さん 

 

 今年３月、立命

館大学国際平和

ミュージアムの

平和ツアーに参

加し、夕食会の自

己紹介で被爆２

世であることを

語ったところ、鳥

羽洋子さんにお

声掛け頂き、本会

に入会させて頂

いた。会の存在は

ミュージアムの会報を通じて知っていたが、ご縁

は思わぬ所で繋がり、広がって行く。 

  私は浄土真宗本願寺派（西本願寺）の僧侶で、

布教使をしている。全国のお寺に招かれ、仏様の

お話（法話）をするのが本業だが、その合間に西

本願寺のガイドと参拝者の相談に応じている。是

非一度、西本願寺のガイド案内にもご参加頂きた

い。(無料です) 

  母は広島と呉の中間にある、安芸郡坂町（当時

は坂村）出身で、原爆投下の瞬間、横浜国民学校

の教室で閃光を見た。次の瞬間、窓ガラスが一斉

に割れたと言う。やがて線路を伝って、市内から

傷ついた多くの人達が逃れてきて、校庭に収容さ

れた。助産師だった祖母は「お母ちゃん」と叫ぶ

子ども達を抱きかかえ、「やれ、可愛いのー。お

母ちゃんじゃぞ」と呼び続けていたそうだ。幼い

母は被爆者の姿が恐ろしく、校庭の離れた場所に

あった水飲み場に佇んでいた。性別も年齢もわか

らない人が「お嬢ちゃん、お水ちょうだい・・・」

とすがりついてきたが、怖くて思わず「蹴った」

という。数日後、姉の消息を知るため祖母と共に

坂から宇品に船で入市。宇品から広島駅が見えた

という。至る所で遺体の手足を持って、まるで荷

物のように放り投げる光景が目に焼き付いてい

るそうだ。川には多くの遺体が浮かび、祖母は「見

ちゃいけんぞ！」と母の目を隠したそうだが、悲

惨な光景は果てしなく続いていた。 

  若いころの母は原爆のことを語らなかった。今

年８０歳になるが、私が子どもの頃は病弱で父の

実家の青果店を手伝いつつも、体調を崩し入院や

静養を繰り返して、精神的にも不安定だった。母

はとにかく広島を離れたかったという。思えば母

の家族には戦争の影が絶えず付き纏っていた。ペ

ギー葉山さんの「南国土佐を後にして」が流行っ

た頃、親戚を頼り高知に一人やってくる。高知市

内の喫茶店に勤めていた時、６歳年下の父と出会

い結婚するが、父の両親は、年上で被爆者である

母との結婚に反対だった。当時「原爆に遭った母

親からどんな子どもが産まれるか解らん！」と言

われたそうだ。そのため実家から離れたアパート

で暮らし、私を産んだ後、家族で広島に移り、２

人の妹が産まれた。その後再び高知に戻るが、母

は心休まることがなかった。まだまだ多くの出来

事があったが、紙面の都合上省略する。 

  １３年前に父が亡くなった頃から、自ら原爆の

ことを話すようになった。幼い頃の強烈な体験が

トラウマになっていたが、妹のところに孫ができ

たことや、私が布教使になり、人前で話す機会が

増えたことも影響しているかも知れない。２０歳

まで生きられないと言われていた母が、気づけば

兄弟の中で一番長生きしている。無病息災の夫を

思いがけず先に亡くしたことで一層「生かされて

いる」ことを実感したに違いない。 

  このような家庭環境は私の思考にも影響を与

えている。子どもの頃から、男の子が興味を持つ

おもちゃの冷たさと、とげとげしさが嫌いだった。

高知の祖父母には心底甘えられなかったが、広島

の祖母は尊敬していた。浄土真宗の熱心な門徒だ

新入会員 ・ 自己紹介 
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った祖母に連れられ寺に参り、中学生になると仏

教に関心を持つようになった。小学生の頃は大人

しかったが、中学の広島への修学旅行前に行った、

平和学習の発表が人前で堂々と語るきっかけに

なったと思う。クラスの班発表の際、一人で広島

弁で語り、その熱の凄さから、学年の発表も担当

することになる。 

  布教の場でも非戦平和について語る。教えを聞

くことは単に心の問題に留まらない。教えに出会

うことで世間の価値観の不確かさ、危うさに気づ

かされる。「浄土」は死後の世界というだけでは

ない。そこだけが強調されれば、死んだら幸せに

なれるから、今は心の内だけで仏教の教えを喜び、

身は世間の道理に従って我慢しなさい、というこ

とになる。実際、近世から戦前までは体制に忖度

してそのように説かれてきた。実はそうではなく

「私が浄土に往生する」という生き方が与えられ

ることによって、それまでの生き方が地獄を作り

出し、そこに向かっていたのだ、ということに気

づかされ、闇が闇と知らされて、今の私の生き方

が方向転換されるのだ。 

  最後に、法話の始めによく話すネタを一つ。以

前、兵庫県宍粟市の山崎インターチェンジでの出

来事。高速バスを待っていると一台のバスが到着

した。その時、私と見送りに来られたご住職はそ

のバスをボーッと眺めていた。が、横に書かれた

「臨時」の文字を見て慌てて飛び乗った。出発ま

で数分あり、ちょっと待てよ、一応行き先を確認

しようとバスを降り、前に回って確認すると、私

が行きたいのは大阪の梅田駅、そのバスの行き先

は岡山県の津山駅と書かれていた。慌ててバスを

降り、停留所のベンチに腰を掛けた瞬間、私とご

住職は顔を見合わせて「あー、なるほどな！」と

言ったのだ。つまりこれは今の我々の姿なのだと。

世界の情勢の「現実・事実」を盾に、安保法や改

憲論議を煽り立て、臨時のバスに乗せられたもの

の、気付いた時には何処に連れて行かれるか解ら

ない・・・。そんなことを感じさせられた出来事

だった。 

  現在４５歳。２世の中では若い方だと思う。早

い段階で被爆２世の自覚を持っていたが、聞いて

きたことを公に文字にしたのはこれが初めてだ。

本会に加わらせて頂くことも必然だったのかも

しれない。皆さんとの新たなご縁を大切に、少し

ずつ活動に参画して行きたい。 

 

 

 

交付されなかった父の被爆者手帳 
小林立雄さん 

 

我が家では一

軒の家で二世代

にわたり長男が

戦場に行きまし

た。私の祖父は

４人兄弟で長兄

は２６歳の時、

およそ１００年

前です、第一次

世界大戦の中国

での対独戦時、

青島で戦死しま

した。そのために三男である祖父が家督を継ぎま

した。 

祖父の長男が私の父親です。私の父親は長男で

したが、日本最初の落下傘部隊として１９４２年

インドネシアのセレベス島のカカス飛行場攻撃

に行きました。終戦直前には、江田島の海軍兵学

校で教員として敗戦を迎えました。 

私が被爆２世を意識したのは、被爆６０周年の

年の原水禁大会に参加した時、宮城の原爆被害者

の木村さんとお会いした時、親の広島でのエピソ

ードを話したら、とたんに「小林さん、あなた被

爆二世なんですね」と言われ、驚いたことです。

「手帳持ってないなら調べて申請するように」と

助言されたのでした。そこから調査が始まりまし

た。 

ヒロシマに新型爆弾が投下され、江田島の海軍
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兵学校から一日おいて次の日から連日救援のた

めに船に乗ってヒロシマにいきました。そこで見

たことは、子どものころからよく話してくれまし

たから、非常によく覚えています。救援活動とい

っても、遺体の収集がほとんどだったと話してい

ました。場所を聞いたら、「よくわからない、す

べて焼野原になっていてとてもわからない。ただ

国会議事堂に似た建物で鉄骨が出ていた建物は

覚えている。川の名前は太田川」やっと確認した

ことでした。ここまで調べるのに、およそ４年か

かりました。 

聞き取った詳細を記述し、２００９年６月に静

岡県の疾病対策課に被爆者手帳の申請をしまし

た。県の担当者が、『広島原爆戦災史』のみを参

考資料にして審査をしていたものですから、途中

で止まってしまいました。『広島原爆戦災史』に

は「海軍兵学校は救援に来なかった」と記されて

いたからです。申請から３ケ月後の９月に父親は

お風呂で溺死しました。 

私は父親の話を確認すべく、図書館、インター

ネット、メールを使い調査活動を開始しました、

ありとあらゆるところにメールを発信しました。

しばらくしてから、広島市役所担当者の方から突

然メールが届きました。広島の市議会議員の中森

さんが、私の発信したメールを読んでくれて、広

島市に調査を依頼してくださったのでした。広島

市は救助者の記録を調べてくださり、その結果、

「江田島の海軍兵学校は、救援に来ていた」とい

う新しい事実を確認してくれました。２０１０年

の４月２０日、ＮＰＴニューヨーク行動に参加す

るために出発する１０日前のことです。 

親が亡くなってしまったので、被爆者健康手帳

は交付されていませんが、私と同じような状況の

方は多数いるのではないかと思います。日本政府

は、入市被爆者に教えませんでした。この政府の

姿勢を変えることが大事と思います。同じことは

フクシマでも起こっているからです。 

人は核と共存できない。科学的にも、運動的に

も、このことを明確にして、子孫のために力を出

したいと思います。皆さんと一緒に力を合わせて、

この取り組みを進めたいと思います。 

（宮城県多賀城市在住） 

 

 

 

 

 

 

 

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。

 

 

■２０１８年総会を機会に会員に 

小林立雄さん（宮城県多賀城市） 

先日は、とても勇気をいただいた総会でした。 

来月の交流会にどうしても参加したいと思って

いましたが、科学者会議の宮城支部の総会と重な

り、常任幹事なので、ここでの総会での経験をも

っと宮城でも生かせるようにと思っています。で

すから交流会は難しいかと思います。 

総会と高橋さんの講演会は改めて、今の問題＝核

による被爆・被曝をめぐる被害者の困難がどうし

てかという解明は、改めてこれからの力になると

思います。 

福島敦子さんとのお話も私も地元で、福島へも通

っていますので私もとてもよかったと思ってい

ます。 

そして、総会の中身がとても力になるものだと思

いました。我々の周辺の理解者を引き込んでいく

ことが素晴らしいことだと思いました。京都住ま

いでないもので、少しためらいがありましたが、

参加して、活動内容と会則の「会の趣旨に賛同」

しともに活動する点が、新しい前進を作るものだ

と思います。この機会に会員にさせていただきた

く思います。よろしくお願いします。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■京都の総会の空気を奈良にも持ち帰ります 

入谷方直さん（奈良市） 

改めまして、無事に本年度の総会が開催されまし

た事をお喜び申し上げます。 

奈良の解散した被爆者団体わかくさの会の記録

と被爆体験の掘り起こしをしています、入谷方直

と申します。今回は総会にお招き頂きまして、あ

りがとうございました。 

個人で少しずつ動いている私にとっては、その活

発な活動内容にただ圧倒されていました。この空

気を被爆者団体が解放してすでに１２年経った

奈良に、持って帰りたいと思います。 

また、高橋先生の貴重なお話、大変興味深く拝聴

させていただきました。 

私の活動は小さな物で、ようやく先月ならコープ

様のご支援で活動報告会が開けた状態です。個人

活動から次の段階に手がかかった位で、まだまだ

皆さんの前で胸を張ってご挨拶できるものでは

ありません。 

解散した団体の記録はどのように継承すれば良

いか、地方では数十年で消え入りそうになる記録

を百年、 

二百年先に伝える術を探る日々です。 

また私自身は、広島市の被爆体験伝承者講習に参

加させて頂いて、本年度が３年目になります。な

んとか卒業して伝承者になれるよう頑張ります。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■福留美智子さんの体験記に驚き！ 

沖西慶子さん（広島市） 

いつも会報をお送りいただき、ありがとうござい

ます。 

福留美智子さんの体験記を拝読して驚きまし

た！あの「振り袖の少女」のモデルのご家族に関

係なさる方が広島にいらしたとは！ 

松添さんの「振り袖の少女」は、松添さんの被爆

体験記で知り、その後、学生さんたちの運動を書

いた本を読み、長崎原爆資料館で松添さんの絵を

拝見しました。 

心に残る絵でした。私は、たまたま絵が描かれる

背景を先に知りましたが、あの絵なら背景を知ら

ない方でも惹き付けられるに違いないと思いま

した。 

松添さんの絵は、あの絵以外にも原爆の悲惨さを

伝える印象的なものが多く、私も長崎の被爆体験

講話を語る時に使わせていただいております。 

いま私は、縁あって広島市の伝承者と長崎市の家

族証言者という二足のわらじを履かせていただ

き活動しています。そのためここ数年は、広島と

長崎を結ぶ活動に力を入れております。 

福留美智子さんのように広島と長崎の両地に所

縁のある方は、なかなかいらっしゃいません。い

つか機会があれば、是非お話を伺ってみたいと思

います。 

貴重な情報をいただき、興奮のあまりメールを差

し上げた次第です。今後ともどうぞよろしくお願

い致します。 

 

■今鳥羽高校定時制勤務です 

谷口公洋さん（城陽市） 

総会はお疲れ様でした。 

私は現在、再任用最後の年を鳥羽高校定時制で勤

務しています。３年前にとった社会福祉士の資格

のおかげか、昨年同様保健部に所属しています。 

この１９・２０日の「２世・３世の会の交流会」

の件ですが、色々と用事が入り参加できなくなり

ました。当初は参加予定でしたが、申し訳ありま

せん。 

来年度は専任はありませんので、たぶん時間にゆ

とりが出てくると思います。今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

■福留美智子さん、いつまでもお元気で！ 

加百智津子さん（岡山県総社市） 

会報でいつも本の紹介をしておられる石角さ

んご本人に、このたびの京都でのつどいでお会い

でき少しですがお話もできたので、今後紹介され

る本にいっそう興味が湧きそうです。（楽しみに

しています(^_^)v） 

会報に掲載された「被爆７３年目を迎えた被爆

者の今と課題」は、多方面にわたり詳細に、克明

にまとめられています。京都の総会ではこのよう

なことも議題として話し合われるというレベル

の高さと熱心さに改めて脱帽です。 

これを読むと、被爆者、２世・３世を取り巻く

問題について、医療、社会的、政治的な背景、位
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置づけ等を包括したそれなりの統計・データもあ

ることがわかります。こうしたものを私たち当事

者がどう受け止め、運動に活かしていけるか、な

かなかエネルギーを要しますが、使わない手はな

いなと思います。年月が経ち、当事者の年齢や身

体的変化に対応した原爆症認定基準の改善など

も求める運動も必然であること、そして、改善要

求の前提として、“司法判断に行政が従う“、極

めて当たり前のこと（９ページに記述）という考

察は、確かにその通りですね。こうしたことも頭

に入れての賢明な運動も大切なんだなあ～と、錆

び付き始めた頭をフル回転させるべく、自分に喝

を入れました。（でも、この錆び付きはなかな手

ごわくて！） 

 被爆体験」の継承に紹介された福留美智子さん

の証言に、「ふりそでの少女」のモデルになった

福留美奈子さんのお母様でいらっしゃる福留志

なさん、そして志なさんに寄り添い続けられた、

綾部市の伊達順子さんのお名前が目にとまり驚

きました。今から２０年ほども前の８月９日に長

崎を訪れた機会に、「ふりそでの少女」像に会う

ために長崎原爆資料館屋上庭園に足を運び、そこ

で伊達さんと像の作者余江さんにお会いし、以来、

志なさんのお誕生会などにお誘いただくなど長

いお付き合いをしてきました。この度、会報を通

じて、志なさんのお身内でいらっしゃる福留美智

子さんのお話を拝読できたことは望外の喜びで

す。 

美智子さん、いつまでもお元気でいらしてくださ

い。 

 

■日系アメリカ人のヒバクシャ 

山根和代さん（右京区） 

日系アメリカ人の団体でＤｅｎｓｈｏ(伝承のこ

と）があり、そのホームページに日系アメリカ人

の被爆者のことが載っています。 

www.densho.org 

この中の 

http://encyclopedia.densho.org/Japanese%20A

merican%20Hibakusha/ 

ざっと要約してみますと、次の通りです。 

あまり知られていないが、約３０００人の日系ア

メリカ人のヒバクシャがアメリカにいた。広島に

は約１１０００人の日系アメリカ人（ハワイ、ア

メリカ本土の）がいた。２０１４年には約１００

０人のヒバクシャがいた。戦後アメリカへ帰国し

ても、原爆投下を肯定的に考えるアメリカでは、

被爆したことを話せる状況ではなかった。アメリ

カの被爆者が医療保障を求めて活動をし始めた

のは１９７０―８０年代であった。公民権運動の

影響を受けた三世が活動に関わるようになり、１

９８８年にはサンフランシスコで被爆者のイン

タビューをして記録する活動を始めた。彼らはア

メリカの政府からは何も補償がないが、日本政府

から年２回の健診といくらかの経済的援助を受

けている。このことは、アメリカの核実験で被爆

した兵士や、ウラン採鉱で被爆したアメリカ先

住!民への補償とは、対照的である。 

ちなみにこのＤｅｎｓｈｏ: Japanese American 

Legacy Project でＣｏｎｔｅｎｔ Ｄｉｒｅｃｔ

ｏｒ（編集などをする）をしているＢｒｉａｎ Ｎ

ｉｉｙａ は、私のまた従妹のパートナーです。 

彼 は 、 Encyclopedia of Japanese American 

History（日系アメリカ人の歴史百科事典）の編

集者でもあります。 

尚、厚労省の発表によると２０１６年３月のアメ

リカでの被爆者手帳所持者数は７２０人となっ

ているそうです。 

 

■初めての放影研訪問 

平 信行さん（南区） 

５月２３日（水）、広島県被団協二世部会からの

お誘いを受けて放射線影響研究所の視察に同行

させていただきました。建物の前までは何度も行

き来していますが所内に入るのは初めてです。 

参加者は約２０人。放影研理事長の歓迎挨拶の後、

３名の研究者の方から、特に原爆放射線の遺伝的

影響の調査・研究について解説されました。印象

http://www.densho.org/
http://encyclopedia.densho.org/Japanese%20American%20Hibakusha/
http://encyclopedia.densho.org/Japanese%20American%20Hibakusha/
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中央経済社 

３１３２円（税込） 

中央経済社 

３１３２円（税別） 

的だったのは、決して「遺伝的影響はない」とは

言われないこと。あくまで「現時点で影響は観察

されていない」ということに徹しておられたこと

です。 

参加者からは、「実際に病気発症している 2 世の

実態をどう受け止めるのか」、「３世の研究調査は

しないのか」、「厚労省の二世健診とは関係させて

いないのか」等々なかなか鋭い質問が出されまし

た。 

解説の後、短時間施設内を見学して、２時間３０

分の視察を終了しました。 

放影研から出されている報告書や放影研に対す

る評価・研究書なども読み込み、もう少し準備し

た上で次の機会も作りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■脱『原発・温暖化』の経済学  明日香壽川・朴 勝俊〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「脱原発」をしても経済は成長することが可能であり、原発立地地域

でも経済は十分に成り立つ、と経済学者の目で説明されている。「反原

発」といえば、「原発事故」あるいは「放射能廃棄物処理は？」という

ような本は多く出版されてきたと思うが、本書は「経済学」という立場

から「脱原発・脱温暖化」を主張する。経済学の言葉で説明されている

ので「言葉・式」が理解しにくい部分が私にはありました。内容は「多

岐」に渡っている。今まで、日本政府、電力会社が、「なぜ原発が止め

られない」のかを説明するために、取り上げてきた理由を、ドイツをは

じめヨーロッパの取り組みを紹介しながら、この説明は「間違である、

と指摘する。例えばヨーロッパでは「原発」より「再エネ」のほうが価

格的には安い、が日本では再エネは厄介者として「接続」を拒否された

り、「停電が懸念されるが、その原因は別」と、政府・電力会社が説明

してきたことを事実をもって否定している。地球温暖化防止のため「原発は必要」というが、「石

炭火力発電所」を増やそうとしている、と事実をもって糾弾する。ここには、「原発を無くせばこ

んな問題が起こるのでは」と不安に思っていることが、「何の心配もない」と書かれている。「政府・

電力会社の説明は何だったのか」と思ってしまう。そして日本で「再エネ」が普及しないのは、現

在の「電力会社と政府」に責任があると指摘し、それを改善するための方向を示す。 

 

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 

９９４円（税込） 

 

■地図から消される街  青木美希〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

あの事故から、７年２ヶ月が経った。ここに書かれていることが、「過

去」のことであり、現在は解決・改善していると信じたいが、今国会で

問題になっている「偽装」「隠し」が、原発事故現場で起こっていること

を、新聞記者が「怒り」をもって、告発している。国の除染事業の「手

抜き除染」の現場を押さえ記事にし、その後の国の対応についても鋭く

追及し、手を緩めない。避難先で「いじめに」にあった親子に話を聞き、

学校・教育委員会に対応を問いただす。自主避難者への「住宅打ち切り」

についても、避難者の声に耳を傾ける。ここには、被災者・避難者に寄

り添う記者の姿勢・怒りがにじみ出ている。しかし、このような事態・

出来事が「どこのマスコミで」報道されてきたか？読んだ「記憶」が無

い。あの事故から「７年」が経過したが、「復興」「再稼働」を最優先す

るために、「被災者」は置き去りにし、東電を救うために「帰還」を推し

進める政府の政策が背景にある。出てきたデータを自分たちの都合の良

いように改竄する、そして議事録は隠す。今の森友・加計学園問題にみ

られる姿勢がここにも表れている。読み進めるにつれ、「怒り」「悲しみ」の感情が湧きあがってく

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■この世界の片隅に 

 ドラマ版すず役に松本穂香 夫役は松坂桃李 

 ＴＢＳ「日曜劇場」で７月スタート 

劇場版アニメもヒットしたこうの史代さんのマンガ「この世界の片隅に」の連続ドラマ版のヒロイ

ン・すず役を、女優の松本穂香さんが務めることが、分かった。３日に緑山スタジオ（横浜市青葉区）

で行われた会見に、役衣装で登場した松本さんは「このドラマを見た方がそれぞれ大切なものを考え

るきっかけになる作品になればいいなって思います。戦中のお話ということで正直、大変なこともあ

ると思うのですが、すずさんのように明るく前向きに精いっぱい楽しんで、最後まで頑張りたいと思

います」と意気込んだ。 

すずの夫・北條周作役に俳優の松坂桃李さんが決まったことも発表された。数々のヒット作を生み

出してきたＴＢＳ系の人気ドラマ枠「日曜劇場」で、７月期に放送されることも明らかになった。松

本さんは今回がゴールデン帯（午後７～１０時）の連ドラ初ヒロイン。ドラマの脚本は、松本さんも

出演していたＮＨＫの連続テレビ小説（朝ドラ）「ひよっこ」などで知られる岡田惠和さん、演出は

ＴＢＳ系の連続ドラマ「カルテット」「逃げるは恥だが役に立つ（逃げ恥）」の土井裕泰さん。作曲

家の久石譲さんが、民放連ドラでは約２４年ぶりに音楽を手掛ける。 ・・・・・ 

「この世界の片隅に」は、「漫画アクション」（双葉社）で連載され、２００９年に「文化庁メディ

ア芸術祭」のマンガ部門優秀賞を受賞したマンガ。戦時中、広島・呉に嫁いだ１８歳のすずの生活が、 

Scrap 
book 
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■アメリカで「原爆と人間」展 デイトン国際平和ミュージアム（オハイオ州） 

日本被団協の「原爆と人間」パネルが、「平和のための博物館国際ネットワーク」理事の安斎育郎、

山根和代両氏の手を経て米国オハイオ州のデイトン国際平和ミュージアムに贈られ、２月から４月展

示されました。マイケル・カルター館長からの報告です。 

展示の開会式ととても感動的でした。２月２４日の午後７時から開始され、約５０人が参加。私が

バイオリン奏者とベース奏者と共に音楽を演奏し、展示の重要なメッセージのために、しずかな雰囲

気が生み出されました。 

音楽の後、カート・ミヤザキ博士を紹介しました。日系アメリカ人市民連盟の理事でもあるミヤザ

キ氏は、第二次世界大戦下の日系アメリカ人について話しました。 

基調報告者はロン・カツヤ博士でした。カツヤ氏は、以前デイトンの日系アメリカ人市民連盟代表

で、アジア系アメリカ人協議会の会長です。力強い講演に参加者は深い思索をするようになり、カツ

ヤ氏と多くの参加者は、イベント終了後も長い間話し合いました。 

展示の公開日以降、何百人もの訪問者があります。展示を通して多くのことが討論され、現代にお

ける核兵器の危険性と現実について新たに知る機会となっています。 

私たちはこの展示物を送って下さった日本被団協と山根和代氏に大変課感謝しています。 

ミュージアムの活発な活動についてはウェブサイトをご覧ください。（翻訳：山根和代） 

（２０１８年５月６日 日本被団協しんぶん） 

戦争の激化によって崩れていく様子が描かれた。コミック

スの累計発行部数は１２０万部を突破しており、劇場版ア

ニメが１６年に公開され、ロングヒットを記録。女優のの

んさんがすずの声優を担当したことも話題となっ

た。 ・・・・・ 

ドラマは今月８日にクランクインし、広島や岡山ロケも

予定。７月から毎週日曜午後９時に放送される。 

（２０１８年５月５日 毎日新聞） 

■栃木県被団協が解散 関東初「役員減り運営できず」 

日本被団協の「原爆と人間」パネルが、「平和のための博物館国際ネットワーク」理事の安斎育郎、 

栃木県原爆被害者協議会（県被団協）が１９日、解散した。１９５８年の設立時から核兵器廃絶と

被爆者救済を訴えてきたが、会員の高齢化が進み、継続を断念した。日本被団協によると、都道府県

単位の団体では奈良、滋賀、和歌山に続く解散で、関東では初めてという。 

県被団協はこの日、宇都宮市で総会を開き、被爆者６人を含む役員全８人が出席した。中村明会長

（８７）が「頑張って原爆反対を訴えてきたが、役員も減り、運営していく力がもうない」と説明。

「結成から６０年で幕を引く」とする解散宣言を全員で採択した。 

県内の学校などから今なお体験証言の依頼があるため、今後は証言を収録したＤＶＤを貸し出すこ 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼５月１９日・２０日の「被

爆２世・３世交流と連帯のつ

どい」。今回３回目の開催です

がそれでも初対面同士の参加者は

少なくありませんでした。夕食懇親会で、分科会

で、自己紹介はやはり親の、祖父母の被爆状況か

らになります。そしてそれは８月６日や９日のあ

の日のことだけでなく、私たち（２世・３世）を

勇気をもって産み、育ててくれた親、祖父母の戦

後の生き様への深い思いにもつながるものでし

た。親、祖父母の被爆体験と、今を生きる私たち

を結びつけて語り、考える人が多くありました。

▼参加者の中には親の体験を詳しくは聞いてこ

れなかった人もあります。同じ２世・３世の語る

幼い頃の健康上の問題に自身の共通性を重ね、こ

れを機会にあらためて親の体験を明らかにして

いこうと決意した参加者もありました。「交流会

に参加してなんだか気持ちが楽になった。みんな

が兄弟のようだ」と感想を述べた初めての参加者

もありました。▼「交流と連帯のつどい」の詳細

報告は別途作成してみなさんにお届けします。

（平） 

とを確認。毎夏、市内で営んできた原爆犠牲者の慰霊祭については、平和団体などと対応を協議する

ことにした。 

県被団協の会員は現在８０人余り。６０年代半ばには約４００人いたという。広島で入市被爆した

中村浩事務局長（９０）はあいさつで「核兵器は地球の破滅につながる。廃絶を見ずに解散するのは

残念だ」と声を振り絞った。 

来賓として参加した日本被団協の田中熙巳（てるみ）代表委員（８６）は「重要な仕事をしてこ 

られただけに、解散は残念。全国では、被爆者が

減っても家族や支援者が事務を担っている地域

もあり、可能な限り各地で活動の継続を追求した

い」と話した。 

日本被団協によると、都道府県単位ではほか

に、山形の団体が自然消滅し、徳島の団体が脱退

した。  （２０１８年５月２１日 中國新聞） 

 

Piece of Peace『ちっぽけなりにできること』企画案内 
＊ 開催日：2018年7月15日（日）午後2時開場 2時30分開始~4時45分終了 

＊ 会場：ひとまち交流館 

＊ 内容 

ヒロシマ・ナガサキから７３年。チェルノブイリから32年。福島第一原発事故から７年。 

アトミックエイジ（原子力時代）を生きている私たちは、戦争兵器から平和利用へと、

原子力の使用目的が変わっても、その本質は変わらないことを知っています。 

核がもたらした非人間的なアトミックエイジに永遠の別れを告げて、地球市民として未

来を描くために、私たちは何が出来るのか、ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダ

ー・林田光弘さんと第９５回ピースボートおりづるプロジェクトユース特使・浦田沙緒

音さんの、それぞれの経験を元に考え、意見交流する場をつくります。 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

６ １ 金 キンカン行動 

 2 土 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい（１４時・大阪グリーン会館） 

 ３ 日  

 ４ 月  

 ５ 火 
大飯原発差止訴訟第２０回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

世界環境デー 

 ６ 水 
京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都会議室） 

６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 キンカン行動 

 ９ 土 ６・９行動 

 １０ 日 新潟知事選挙投開票日 

 １１ 月 入梅 

 １２ 火 米朝首脳会談 

 １３ 水 日本被団協２０１８年度総会 

 １４ 木 
日本被団協２０１８年度総会 

サッカーワールドカップロシア大会開幕 

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日 父の日 

 １８ 月  

 １９ 火 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・京都市役所前） 

 ２０ 水 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部弁論（１５時・大阪地裁） 

通常国会会期末 

 ２１ 木 
２０１８年国民平和大行進京都入り（１２時３０分・山科ラクト公園） 

夏至 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 
沖縄慰霊の日 

新安保条約発効（１９６０年） 

 ２４ 日 第６３回京都母親大会 

 ２５ 月  

 ２６ 火 ２０１８年国民平和大行進・精華町→奈良県に引き継ぎ 

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土  

 


