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歴史的な米朝首脳会談の開催と合意を心から歓迎します 

２０１８年６月１６日 

京都原水爆被災者懇談会世話人代表 花垣ルミ 

京都「被爆２世・３世の会」世話人代表 平 信行 

 

 

２０１８年６月１２日、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の金正恩国

務委員長が会談し、“朝鮮半島の完全な非核化への強固な揺るぎない決意”と“朝鮮半島の永続的で安

定した平和体制構築の約束”を中心とした歴史的な合意、宣言がなされました。長年に渡って敵対関係

を続けてきた両国が、朝鮮半島の非核化と平和体制構築をめざして友好関係に転換していくことは、世

界の歴史を変える画期的なことであり、私たちはこの合意を心から歓迎いたします。 

一年前、両国の関係、朝鮮半島をめぐる情勢は極度な緊張状態にありました。しかし、軍事力による

威嚇や攻撃で問題解決しようとする態度は徹底して排除、克服され、あくまでも対話と交渉を重ねるこ

とによって事態は乗り越えられてきました。話し合いの持つ“力”に依拠し、平和的解決のために払わ

れてきた多くの国々や人々の努力に敬意を表します。 

今回の合意を出発点とする非核化や平和体制構の目標達成には、これからの両国の誠実で真剣な持続

的努力が必要とされます。私たちはそのことを強く期待し、熱い視線を送り続けていきます。 

朝鮮半島の非核化、平和体制構築は朝鮮半島の人々の上に平和と安全をもたらすだけでなく、北東ア

ジア全体、さらには地球上のすべての人々の平和と安全にも深くつながっていくものです。したがって

今回の合意の目標実現に向けたとりくみは、アメリカ、北朝鮮両国だけでなく、関係する国々、国際機

関、そして市民運動含めた国際的な世論と運動も、重要な役割を果たしていくことが求められます。私

たちは傍観し、評論する立場にはありません。自らのこととしてとりくみを強めていく姿勢が必要です。 

朝鮮半島の非核化にあたっては、昨年採択された国連の核兵器禁止条約の理念としくみが十分に生か

され、条約に基づいて実行されていくことを求めます。核保有国を含むすべての国が今回の合意履行を

機会に「核抑止」政策を放棄し、核廃絶に転換していくことをあらためて強く訴えます。特に日本政府

には核兵器禁止条約に率先して参加し、朝鮮半島の非核化に積極的に働きかけていくことを求めます。 

日本政府：安倍政権は、「北朝鮮脅威論」ばかりをしきりと強調することによって、それを口実に軍

事費を増強し、核兵器禁止条約に背を向け、Ｊアラートなどによって国民の危機感を煽りたて、さらに

は憲法９条改定（自衛隊明記）まで計画してきました。しかし今回の合意によってその根拠はことごと

く崩れ去りました。これまでの姿勢を根本からあらため、朝鮮半島問題の平和的解決促進に積極的役割

を果たし、日本との国交正常化を実現する政府となっていくことを強く求めます。 

北朝鮮における日本植民地時代の被害者・犠牲者は何ら解決されることなく今日に至っています。北

朝鮮との間の植民地時代の清算もこれから正しく誠実に行われなければなりません。そのことも含めた

日朝両国間の懸案問題が包括的に解決されてこそ、懸案である拉致問題も解決していくことができます。 

私たちは日本政府に求めるばかりでなく、私たち広島・長崎の被爆者とそれに連なる人々を含めた市

民団体自らも、市民レベルの交流によって問題解決に向けた役割を担いたいと考えます。 

私たちはそのために、微力ではあっても力を尽くしていくことを決意するものです。 
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２０１８年６月６日(水)例会の報告（要旨抜粋） 

 

「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」をふりかえって  

私たちのことは私たち自身の手で掴みとっていこう！ 
 

６月６日の例会では１９日～２０日の「被爆２世・３世交流と連帯」について感想と意見を出し合いま

した。以下、例会での発言の要旨を抜粋で紹介します。 

 

 

Ｏ・Ｍさん 

 広島の古田さんの被爆体験伝承講話はすご

く良かった。被爆者の方が古田さんに乗り移

ったかのようなお話しでとても印象的で、感

動した。 

 古田さんは二人の被爆者の方の体験を伝承

しているとのことだったが、もう一人の方の

講話もすごく聞きたい。一度京都の例会にお

呼びしてもいいのではないか。 

 

Ｓ・Ｍさん 

 交流会には初めての参加だったが、みなさん

の体験などを聞いていると、同じような境遇

の人がたくさんおられて、こういう場面に居

合わせたのは初めてだなあと思って、みなさ

んのバックグラウンドと自分のそれとがオ

ーバーラップして、すごく居心地がよくすご

く共感した。 

 一世(被爆者)の方が亡くなっていく中で、２

世・３世が声をあげていかないと風化が進む。

関西をくくる形で大きく声をあげていくこ

とが必要ではないか。私は「ＤＮＡ的に２

世・３世でなくても入会できる」というのが

いい。このようなことを内輪だけで話してい

くのではなく、広く関心を持つ人たちにも広

げていこうとする姿勢がいいと思う。 

 

Ｋ・Ｋさん 

 １０数年前、ＮＨＫのドキュメンタリーで広

島の２世の若い女性の語り部活動立ち上げ

が放映されたことがあり、すごく良かった。

ひょっとしたそれは古田さんではなかった

かと思った。 

 古田さんのお話はすごくインパクトがあっ

た。被爆された方ご本人が直接話されるのと

は違った、２世らしいお話しの良さがあった。

そこにはこれから２世としてやるべき姿が

表れていたのではないか。もし私が被爆体験

の継承をやるとすれば、ああいうスタイルが

望ましいと思った。 

 

Ｓ・Ｍさん 

 広島市伝承講話のしくみなどのお話しを聞

いたけど、最初の一期生と今の六期生とでは

全然状況が違うらしい。一期生の頃はまだ被

爆者の方もたくさんおられて被爆体験もい

っぱい聞けた。六期生の今は、被爆者の方が

亡くなられたとか、病気で出て来れないとか、

体験を聞くことが難しくなっており、一期生

の頃と同じようには勉強できなくなってい

る。６年間のギャップがあって、そのギャッ

プはかごく大きいとのことだ。 

 実はその後で私も伝承講話を申し込んだ。 

 

Ｍ・Ｔさん 
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 全体として２日間に渡った交流会はとても

良かった。内容の非常に充実した交流会だっ

た。木戸さんのお話しも全体として非常に良

かったし面白かった。 

 木戸さんのお話しの中の被爆２世の健康被

害について、一世が自分の子どもたちの健康

状況を記録することが必要、と言われたのは

重要なポイントだなあと思って聞いた。幼い

頃のことは親の方がよく知っているわけで、

自分のことでも３歳ぐらいまでは記憶がな

いわけで、今の内にそういう聞き取りをして

おくべきだ。２世が集まって話し合って見え

てくることもあるけれど、木戸さんの提起は

本当に重要だと思った。 

 私も古田さんのお話しは本当に素晴らしい

と思った。私のやっている軍隊慰安婦問題も

そうだが、あらゆることが同じように、当事

者たちがどんどん亡くなっていっている。そ

の時、当事者たちの思いをどう受け継ぐか、

特に体験をどう受け継いでいくか、どこでも

話し合われている。アウシュビッツの博物館

でも語り部を受け継ぐ活動がやられてきた。

アウシュビッツでは日本人の中谷さんも案

内して話されているけど、彼の場合は被害者

になり変って話すスタイルではなく自分の

解釈で話すやり方をされている。いろいろな

形で、次の世代が受け継いでいく、大切な試

みだと思う。 

 私の母親は東京大空襲の奇跡的な生き残り

だが、東京大空襲は一晩で１０万人も焼き殺

されたほどの出来事なのに、全然記録されて

いない。ああいうこともちゃんと語り継がれ

ていくことが大切だと思う。 

 「健康問題と対策」の分科会は、２世・３世

が集まって語り合う中から、それぞれが忘れ

ていた記憶、目を向けてこなかったことを、

お互いの中から掘り出していくことを念頭

に開催した。今回はＤＶＤ収録もしたので、

それを基にきちんと文字化して、それを読ん

でもらって、そこからまた新しい記憶を見い

出して、それを繰り返すことで、私たちの手

で歴史を再構成していくようにする。そうい

うことを物凄く大切なこととしてとりくん

でいる。文章化された分科会報告を必ず読ん

で、自分の体験と照らし合わせて、さらに上

書きして、もっともっと確かなものに近づい

ていきたい。 

 今回、ＤＮＡ的には被爆２世ではないと思っ

ていた参加者が、幼い頃の健康状態があまり

にも符合するので、自分の生い立ちをもう一

度よく調べてみようと思い立った人もいた。 

 自分たちの手で自分たちのことを掴みとっ

ていこうとする、非常に重要な交流会だった

のではないか。 

 

Ｋ・Ｋさん 

 自分の健康は本当に大丈夫なのだろうか？

と思ったことがある。私は小学生になった頃

初めて自分には兄のあったことを知らされ

た。生まれてすぐに亡くなっていた。そのこ

とは箝口令のようにしてそれまで言われて

いなかった。放射能を持って生まれてすぐに

亡くなったのかもしれない。あの頃は被爆者

は結婚できないとか、子どもが正常に生まれ

ないとか、いろいろ言われていて、井伏鱒二

の『黒い雨』を読んだり、映画を観たりして

すごい恐怖を感じた。 

 私はこの歳まで病気知らずできたけど、家系

として共通するのは甲状腺障害。姪や甥にも

甲状腺障害がいて、私も３～４年前の健康診

断で初めて甲状腺が腫れていると診断され

た。その時の医者に母親が被爆していること

を言ったが、関係は分からないと言われた。 

 生まれてすぐ亡くなった私の兄のように、何

も言われずにそのままにされてきたケース

はたくさんあるのではないか。単なる死産と

片付けられて。 
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 子どもの頃感じていたことと、今感じている

ことと、その間の真ん中が抜けているけど、

一つひとつフィードバックしてくることが

ある。小説に描かれていることや、周りから

聞いていること、結構ぼんやりとした記憶と

して残っていること、そういうことを色々考

えている時にうまく「２世・３世の会」と出

遭えたように思う。 

 

Ｉ・Ｔさん 

 健康問題について交流したのはまだ２回目。

去年やって、今年もやろうということで開催

した。やればもっといろいろな状況や課題が

出てくる。自分は２世・３世ではないと思っ

ていた人が幼い頃同じような経験をしてい

て、もう一度親に確かめようというようなこ

ともあった。やればやるほどいろんな問題が

明らかになってくる。来年以降ももっと引き

続いて継続していかないといけない。 

 

Ｔ・Ｎさん 

 ふりかえり総括をする時、来年以降どうする

かも考えながらやる必要がある。 

 健康問題と対策については、いろいろ出され

てきた具体的事例を、いきなりデータベース

化しようなどということではないが、それに

近いようなイメージを持ってやっていく必

要があると思う。一人ひとりが明らかにして

きた事例を具体的な事実として積み上げて

いく意識が必要。そこにドクターの参加も検

討し、位置づけをしていくとか。 

 ２日目の分科会には福島から京都に避難し

て原発賠償訴訟を闘っている人も参加して

いた。福島原発事故で被災し避難している人

たちも身近な存在だ。原発賠償訴訟は京都だ

けでなく、関西（大阪）、兵庫、岡山、広島、

愛媛でも闘われている。こういう人たちとの

関係をもう少し考えていくことも必要では

ないか。やり方の工夫は必要だが、お互いの

実態をクロスさせて考えていくことが必要

だと思う。 

 全国から毎回参加される方が続いている。京

都で開催したお陰で近畿地方からの参加者

も広がった。この広がりの状態をこれからも

生かしていきたい。そうは言ってもまだまだ

広がり切らなかったところもあるので、そこ

をどう広げていくか、つながっていくか考え

たい。 

 

Ｓ・Ｍさん 

 被爆一世の人たちが存在していた事実は物

凄く大きいこと。その人たちが亡くなってい

くことは原爆被害、核の被害そのものが風化

し、無かったことにされてしまいかねない気

がする。２世・３世の会が起ちあがって、頑

張っていく時。原発事故被災者ともつながっ

ていく必要がある。同じ健康被害が起きてい

る可能性もある。門戸を広くして、消し去ら

れないように踏ん張らないと。 

 

Ｍ・Ｔさん 

 「被爆二世健康実態アンケート」はもう一度

やった方がいい。前回、今回の「交流と連帯

のつどい」で出されたこと、話し合われたこ

とも紹介して、それを読んでもらって、自分

の記憶をもう一度辿ってみてもらう。他の人

たちの体験を読んだ上で、あらためて自分の

経験を思い出したり、気付いてもらう。そう

した方法で２回目をやると、ものすごく掘り

下げたとりくみになっていく。    以上

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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・浦田沙緒音さんのト―クと、参加者の意見交流 
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「原発と晩ごはん」守田敏也さん講演会の報告 

石角敏明さん（長岡京市） 

 

６月１６日（土）、「原発と晩ごはん」というテーマ

で、さよなら原発長岡京市民の会が中心になって、「守

田敏也氏」の講演会を開催しました。約「９０名」の

参加でした。守田氏の講演は、高浜・美浜原発は、重

大な欠陥を抱えており、事故は起こりうる。そして「長

岡京」は福井県の県庁所在地より近距離にあり、浜岡

原発からでも２３０キロも離れていない、という指摘

にみなさん少しビックリ（高浜・大飯からの距離は知

っていたが）。福島原発事故で起こっている被ばくによ

る健康被害、三田医師の「能力減退症」についての主

張・東京の電車内で人が倒れる、という具体的な話は、

自分たちにあまり関係がないと思っておられただけに、ショックだったようです。被ばくの問題につい

ても、「原爆投下は人体実験だった」「アメリカの水爆実験での被ばく問題」等、幅広く話をされました

が、皆さんがショックを受けられたのは「ドラえもんの動力が原子炉」である、ということでしょうか 

そして、災害からの「命の守り方」では、「危険・事故」から「自分」の身を護るため「何をすべき

か・どう考え行動すべきか」を、具体的事例に基づきながら「避難の原則」を示されました。ハザード

マップの危険について指摘をされた時は、皆さん頭の中に「長岡京のハザードマップ」を描かれたので

はないでしょうか。特に乙訓は昔、水害に苦しめられた地域ですから。 

そして「原発と晩ごはん」というテーマでの話では、アメリカの食料事情・フードスタンプの現状を

話されました。又ジャンクフードの持つ恐ろしさを「白砂糖」「マクドナルド」を例にあげ指摘され「肥

満」に注意を、と呼びかけられ、しかし「やせすぎ」もダメ、と食べ物について購入する時に「どのよ

うな注意が必要」か話されました。それでは「長生きする秘訣は？」という問いには、会場から「肉を

食べる」という声も出ましたが、日本人で長生きされている人は「食事の量は腹八分目、年を取ると七

分目が一番よい」と教えて頂きました。そして「お金のかからない健康術」では、「ゆっくりしっかり

かんで」と、参加者の年齢に合わせた？話もされ、ある参加者は「原発の話だけでなく、食べ物のこと

まで、幅広く勉強されている凄い人ですね」と感想を述べられていました。 

「原発事故」の恐ろしさから「食料問題」そして「健康で長生きするための秘訣」まで幅広い講演で

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 

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、全国的な活動などについてもうかがいます。 

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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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６４） 

闇は光に勝てない、嘘は誠に勝てない、真実は沈まない、私たちは諦めない！ 

「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・全面勝利をめざすつどい」に９０人！  

２０１８年６月４日（月） 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の最初の提訴者

（２００８年７月９日）から丁度１０年目を迎え

る６月２日（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」が大阪グリーン会

館を会場に開催された。被爆者、原告、弁護団、

支援の人々あわせて９０人が集まった。 

昨年の「つどい」開催は国連の核兵器禁止条約

をめざす第２会期直前で、ホワイト議長案も既に

発表されていた時だった。日本原水協の高草木代

表理事の講演に、歴史的事態の進行に胸の高鳴り

を覚えながら聞き入った。あれから１年、核兵器、

被爆者をめぐる状況は大きな変化を生み出し、希

望の光を見るようになってきた。７月７日史上初

めての核兵器禁止条約が遂に採択された。１０月

６日には日本被団協と共に世界の核廃絶を訴え

てきたＩＣＡＮへのノーベル平和賞授与が発表

された。平昌オリンピックを機に朝鮮等半島の南

北交流が始まり、今年４月２７日は南北首脳会談

が実現。６月１２日の米朝首脳会談も目前に迫っ

てきた。朝鮮半島の最大の課題は非核化。朝鮮半

島の非核化と北東アジアの平和と安定化はもは

や誰も止めることができない奔流となってきて

いる。原爆症認定も、今年に入ってから大阪、広

島、名古屋、東京と被爆の実相に基づいた、被爆

者の願いに沿った画期的判決が相次ぎ、集団訴訟、

ノーモア・ヒバクシャ訴訟で積み重ねられてきた

被爆者運動の歴史の集大成を築き上げる時を迎

えている。みんながこの１年の大きな変化、事態

の進展を感じながらこの日の「全面勝利をめざす

つどい」に集まることになった。 

プログラムの一番目は日本被団協事務局次長

の和田征子さんによる記念講演。演題は「草の根

の運動が歴史を動かした―核兵器禁止条約の採

択、そしてこれから」で、お話しは①母が伝える

被爆証言、②被団協の設立から核兵器禁止条約採

択まで、③核兵器禁止条約の内容、④バチカンで

の国際会議、⑤そしてこれから の構成で進めら

れた。 

和田さんは１９４３年、爆心地から２.９㌔の

長崎市中心地で生まれ、１歳と１０ヶ月の時に被

爆された。お母さんから聞かされた、伝えられて

きた長崎の人々と被爆地の惨状を生々しい画像

とともに語られた。戦後の歴史では、１９４６年

１月２６日の国連総会第一号決議が原子兵器撤

廃のための提案を行う委員会設置を求めるもの

であったこと、１９５４年ビキニ水爆実験被災を

契機に原水爆禁止運動と被爆者運動が始まって

いったこと、１９７７年８月２日開催の「被爆の

実相とその後遺・被爆者の実情に関するシンポジ

ウム」（７・７シンポ）の果たした重要な意味が

詳しく語られた。核兵器禁止条約については、議

長草案で示された４つの基本方針（既存の国際文

書を補う補完性、「抜け穴」を許さない強化、簡

潔かつ非差別性、将来のことを念頭に置いた柔軟

性）から説明され、そのお陰で条約本文一つひと

つの持つ意味をより深く理解することにつなが

っていった。 
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和田さんは昨年１１月１０日～１１日、バチカ

ンでの国際会議「核兵器のない世界と統合的軍縮

への展望」に出席されており、その内容と様子も

報告された。会議では「すべてが結びついている」

とする暫定的結論がまとめられたとも紹介され

た。武器としての核兵器だけでなく、開発に要す

る資金、労力、エネルギー、教育や環境等々人が

平和に生きるための様々な権利が核によって蔑

にされている実態。この問題解決のために共に頑

張りましょう、対話して行動しましょう、と呼び

かけられた。会議では和田さんもスピーチされ、

和田さんに贈られた大きな拍手は被爆者全体に

贈られた激励の拍手だったと感動的な様子も紹

介された。 

和田さんは最後に「そして、これから」と題し

てこれからの私たちの運動について次のような

訴えをされた。核兵器廃絶の運動をここまでやっ

てこれたのは、三度目の核兵器の使用を許さなか

ったのも私たち草の根の運動の力と成果だった。

核抑止力論はすでに破綻し、核を持たないことこ

そ最大の抑止力であることが明らかになってい

る。核を保有する国々、その政府だけでなく国民

に対しても一層働きかけを強めていき、具体的な

変化を作り出していこう。そのために被爆者はさ

らに被爆の実相を伝えていく。ヒバクシャ国際署

名などの署名運動も強めていきたい。“一人ひと

りの魂に届くような言葉”でもって働きかけてい

きましょう 

休憩を挟んで二つ目のグログラムはシンガ

ー・ソングライター川口真由美さんのミニコンサ

ート。川口さんのうたごえは昨年の「つどい」で

も披露され、大変好評だったので今年も是非とい

うことになったようだ。熱唱は今回も参加者を力

強く励まし、いっぱいのエネルギーがもたらされ

た。特に最後に唄われた韓国の歌は胸に強く響く

ものだった。この歌は、客船セウォル号沈没事故

に際して当時の朴槿恵政権に対する抗議の歌と

して生まれ、その後韓国の朴政権打倒大運動の広

がりと共に韓国国民を励まし続けた歌だと紹介

された。最後のフレーズは、今の日本の、民主主

義も憲法も破壊してしまおうとする策動とそれ

を許さない運動の状況ともピタリと重なり合い、

私たちをも大いに励まし、勇気づけられるものだ

った。 

“闇は光に勝てない、嘘は誠に勝てない、真実は

沈まない、私たちは諦めない！” 

三つ目のプログラムとして弁護団事務局長の

愛須勝也弁護士から「ノーモア・ヒバクシャ訴訟

の到達点と課題」が報告された。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の全国の提訴者は今

日まで１２１人だった。この内、地裁の勝訴が５

６人（敗訴２４人）、高裁の勝訴が６人（敗訴７

人）、最高裁での上告棄却・不受理が２人、自庁

取り消しによる認定が２５人に至っている。現在

引き続いて裁判を争っている原告は３５人まで

となり、内訳は地裁１７人（大阪１１人、長崎６

人）、高裁１３人（東京１人、広島１１人、長崎

１人）、最高裁（第三小法廷）５人（大阪３人、

名古屋１人、広島１人）となっている。 

今年に入って各地で画期的な判決が相次いだ。

１月１６日の大阪高裁では甲状腺機能低下症の

３人の原告に勝訴判決が下された。国はこの近畿

訴訟控訴審に焦点を当てて甲状腺機能低下症に

ついての司法判断を覆そうとあらゆる手立てを

講じてきたが、それをはねのけ国の野望を挫いて

の勝訴だった。この判決の持つ意味は大変大きか

った。続く１月２３日の大阪地裁第７民事部では

労作性狭心症の原告１人が勝訴した。判決理由は
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全面的に原告側主張に基づいたものだった。その

結果は３月２７日の東京高裁判決での狭心症疾

病の判断にも、その後の近畿訴訟審理にも大きな

影響を与えている。２月９日には広島高裁で白内

障の放射線起因性、要医療性を認める判決が下さ

れこれも全国に大きな影響を与えてきた。３月７

日の名古屋高裁では要医療性を争点としていた

２人の原告がいずれも逆転勝訴判決を得た。そし

て３月２７日東京高裁で６人の原告全員が勝訴

判決を勝ち取った。国は心筋梗塞などについてこ

の東京の控訴審に焦点をあてて全力を集中して

きたがそれらはすべて退けることになった。東京

高裁は狭心症も含めて、バセドウ病や脳梗塞など

厚生労働省の定める積極的認定疾病以外の病気

についても広く放射線起因性を認めた判決で、そ

のことの持つ意味も大変大きいものだった。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟、原爆症認定制度改

革の闘いはいよいよ山場を迎えている。全国の弁

護団では、上告された５名の原告の最高裁での闘

いをどう勝利していくか、地裁・高裁合わせて７

人の原告が闘う長崎訴訟勝利のための全国的な

支援について、この二つのことに焦点をあてて対

策を強めようとしている。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の残された原告は３

５人。新たな提訴者はもはや難しい状況となって

いる。このまま裁判が終結していくだけとなれば、

認定制度は何も変わらず、「被爆者の死に絶える

のを待つ」厚生労働省の思う壺になりかねない。

高裁段階で勝ち取ってきた司法判断を力にして

認定基準、認定行政そのものを実際に変えさせて

いくことが今何よりも重要となっている。日本被

団協の提言された認定制度抜本的改定案をベー

スにしながらも、一連の判決に基づいて実際の認

定基準を改めさせていくこと、具体的には積極的

認定疾病の拡大、距離や入市日など被爆状況基準

の緩和、要医療性基準の見直し等々をはかるよう、

当面の改善要求を強く求めて実現していくこと

が求められている。４月１８日に行われた院内集

会では、野党合同ヒアリングを開催して厚生労働

省に対して認定行政のあり方を問い正していく

予定も明らかにされた。さらに与党も動かして全

面的な解決に向けてとりくんでいくことになる。 

今年の夏に向けて、８・６に向けて大きな動き

を作っていく必要があり、全国の弁護団もそのた

めに頑張っていく。みなさんも一緒にさらに奮闘

していこうと訴えられた。 

この日の「つどい」には現在も裁判を闘い続け

ている原告が２人、１月の判決で勝訴した人が２

人、あわせての４人の被爆者が参加されていて、

紹介され、係争中のお二人に花束が贈られて激励

された。 

最後に西晃弁護士からまとめと閉会のあいさ

つが行われた。毎年この時期に「ノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟・全面勝利をめざすつどい」を開

催してみんなの団結をはかり、お互いを励まし合

ってきた。しかし、いつまでも「勝利をめざすつ

どい」を繰り返していくわけにはいかない。一日

も早く「勝利を祝うつどい」に変わることが求め

られている。ノーモア・ヒバクシャ訴訟の本当の

山場を迎えた今、必ずそのことを実現していける

ようにしよう、というよびかけが行われた。 

３つの行動提起（①引き続く傍聴支援と最高裁

への要請署名、②厚労省に対して認定基準抜本的

改定を求めていく、③「ヒバクシャ国際署名」を

広げ２０１８年原水爆禁止世界大会を成功させ

る）を全員で確認して、この日の「つどい」を閉

じた。

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

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） 
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核廃絶、戦争反対、脱原発、武器・原発輸出反対と 

間口を広げて頑張ります！ 

庄田政江（父：福井一雄）さん 

 

今年５月の「２世・３世交流と連帯の集い」の

分科会「被爆体験の継承と普及」に参加させて頂

いた大阪市在住の庄田政江です。宜しくお願い致

します。 

皆さんの自己紹介をお聞きしながら大変共感

を覚えました。そして早速、平 信行さんに入会

したい旨お伝えしお仲間に入らせて頂きました。 

 

私の父は赤紙で徴兵され広島へ赴き、船舶の配

管技術があることから暁部隊の船舶兵として広

島の金輪島で任務に当たりました。他の若者は殆

どアジアに派兵されたそうです。 

８月６日朝、大きな爆音で驚き全員が外に出て

大きなキノコ雲をみて爆風で吹き飛ばされまし

た。火薬庫が爆発したのか、一体何が起こったの

か全く分からないまま、すぐさま救援活動で入市

し被爆しました。 

広島で目にした光景は凄まじく、真っ黒に炭化

した人や動物の遺体、給水所に首を突っ込んで亡

くなっている人達、半狂乱になって子供の名前を

呼ぶ母親などさながら地獄絵のようでした。生き

残った人は「水をくれ」と言うので分け与え、猛

火に飲み込まれないように安全な所に移動させ

て助け出しました。水を求めて川に飛び込み亡く

なった遺体がプカプカ浮いていたので川に入っ

て土手に並べたり、壊れた扉に遺体を乗せて荼毘

に付したり、毎日辛い作業が続きました。上官が

いる訳でもなく自分達でやるべきことをしたよ

うです。 

平和学習の夏が来ると私は父に広島の体験を

聞き質問しました。何を食べていたのか父に聞く

と、米はあっても炭化して食べられなくてみかん

の缶詰を見つけて食べたそうです。服は陸軍の軍

服で帽子、長袖、長ズボン、手袋をしていたそう

です。灼熱の中よく耐えられたと思いますが、そ

のお蔭で被爆も防げたのかもしれません。父は

「人が真っ黒焦げになって死ぬんやで。もう絶対

あんなことしたらあかん！」って。そして思い出

すのかいつもその後辛そうな感じでした。可哀想

やけどやっぱり聞かなあかんって私は思ってい

ました。 

 

被爆者手帳は戦後１２～３年後に申請しまし

た。母がテレビ番組を見て、救援で入市した人が

癌や白血病で亡くなっている事を知ったからで

す。元気でしたが５０代で胃がん、７０代で胆嚢

がん、８６歳で肺がんを患い亡くなりました。余

命は１年と宣告され、一時自宅に帰り喜んでいま

したが、急変して再入院。私は仕事を終えて娘と

泊まり込み、呼吸が楽になるよう看護師さんに見

つからないよう肺をマッサージしていました。朝

方疲れて父の横で寝てしまい、娘と交代で簡易ベ

ッドに横になりました。ハッと気がついたら呼吸

が弱っていたのでマッサージを始め、娘に家族を

呼んでもらい皆で看取ることが出来ました。 

看護師さんが「楽な亡くなり方をされて幸せな

方ですね」と言ってくださった時、なぜか父が救

援活動した時の方達が感謝して見護って下さっ

たのかなとふと頭をよぎり涙が出ました。 

  

私は中学生の頃からイギリスのロックが好き

で英語が得意だったので英語通訳案内士を目指

し、ようやく４０代で試験に合格し現在に至って

います。主に京都観光をしていますが、広島・長

崎の仕事があれば出来るだけ受けるようにして

います。２世の特権（？）を生かして具体的に説

明していますが、アメリカ人でもしっかり聞いて

くれる事が多いです。豪華客船でも広島や長崎に

新入会員 ・ 自己紹介 
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寄港しますし、広島・長崎が予定に入っている方

には感謝の気持ちを述べ父のことを話すと中に

は「ポーランドから来たけど、お父さんの話に感

動したよ」ってバスを下車してからハグしてくだ

さったりしたこともあります。 お金と時間を費

やして被爆地を訪問してくれる訳なので・・・で

も、資料館を１５分位で出て来る人がいるとムカ

ッとしてドライバーさんにぼやく時もあります

が。「なんにも学ばれへんやんか！』 

 

広島や長崎の被爆の生き証人の方達が亡くな

っていく現状や、日本人全体にも風化が進んでい

くことを案じ、そうだ広島語り部伝承者になろう

と昨夏決心しました。家族にも宣言していたので、

今年５月まで待って申し込みました。３年間の研

修は長いですが、多くの方と知り合い、より深く

学べるのではと期待しています。人生最後の大仕

事です。出来るかなではなくやらなければの気持

ちでいます。 

 

核廃絶、戦争反対、脱原発、武器・原発輸出反

対と間口を広げてサーロー節子さんを目標に頑

張ろうと思います。 

また今後、「２世・３世の会」の皆さんとの交

流や活動もしたいと欲張っていますので皆さん

よろしくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■毎月第一水曜日は旧日本軍性奴隷問題の解

決を求める行動日 

守田敏也さん（左京区） 

６月６日（水）は毎月第一水曜日、旧日本軍性

奴隷問題の解決を求める水曜行動に参加しまし

た。雨でしたが始めるときに少し弱まってくれま

した。ご存知のように財務省福田事務次官は女性

記者にセクハラを行いながら謝罪もせず開き直

ったまま辞任しました。セクハラを断定したはず

の財務省はこれを正そうともしていません。さら

に麻生大臣にいたっては「福田にも人権はある」

とかなんとか、セクハラを擁護するばかり・・・。

こうした性暴力の横行はやはり戦時性暴力の捉

え返しをきちんと行ってこなかったから。真の反

省を怠ってきたから。だからこそこの社会を良く

するためにもこの問題の真の解決まで頑張りた

いです。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

中国四川省の九寨溝の滝にて 
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■歴史的な米朝首脳会談に呼応してヒバクシ

ャ国際署名行動 

井坂博文さん（北区） 

６月１２日、歴史的な米朝のトップ会談が開か

れました。合意文書が交わされ、朝鮮半島の非核

化、朝鮮半島の平和体制、そして拉致問題の包括

的解決、など今後の引き続く協議と具体化を期待

し、注目しましょう。同時並行して京都では、核

兵器禁止条約の締結を求め、ヒバクシャ国際署名

を呼びかける宣伝署名行動が河原町三条で取り

組まれました。私も原水協、被爆者懇談会、ヒバ

クシャ署名京都の会のみなさんと一緒にマイク

で、署名版を持って訴えました。反応はバッチリ。

外国人観光客や市民のかたが宣伝パネルを注目

し、署名にサインしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■７月２４日（火）から初めての個展 

増田正昭さん(下京区) 

７月２４日(火)から初めての個展を開催しま

す。その案内はがきも出来ました。「いよいよ」

と感じです。作品づくりも仕上げていかないと、

どの作品を展示するのか選択していかないと思

いながら、決断できていません。個展を開くの大

変ですね。「個展を開く」のは憧れでしたが、こ

んなに大変だと思わなかったです。皆さんのご助

言、ご協力よろしくお願いします。 

次ページに案内チラシ 

 

■平和のための京都の戦争展で広島市立基町高

校生の「原爆の絵」を展示 

平 信行さん（南区） 

「被爆体験証言者と高校生との共同制作によ

る原爆の絵」があります。これは原爆被害の実相

を後世に伝えることを目的に、２０１５年から広

島平和記念資料館と広島市立基町高校とが共同

してとりくまれてきた原爆の絵の作品です。基町

高校の創造表現コースの生徒が被爆体験証言者

から約１年をかけて詳細な体験聞き、それを絵画

に表現したもので、これまでに１１６点の作品が

制作されています。 

作品は観る者を圧倒し、写真とは異なる迫力と

被爆の瞬間のリアリティが迫ってきます。京都で

いつかこの作品の展示会を行いたいと考えてい

ましたが、いきなり原画の展示会は難しく、今年、

京都の戦争展で複製画の展示を行うことになり

ました。展示点数は１０点程度に限定。期間は７

月３１日（火）から８月５日（日）まで、会場は

立命館大学国際平和ミュージアム、主催は京都

「被爆２世・３世の会」も参加する核兵器廃絶ネ

ットワーク京都です。 

 

■鳥取県と全国の遺族を代表して平和記念式典

に参列 

米重節男さん（向日市） 

今年１月に被爆者であった母親が亡くなり、広

島平和公園の慰霊碑の原爆死没者名簿に母の名

前も記されます。母は最後は鳥取県で亡くなりま

したが、私の妹が鳥取県の遺族代表として記念式

典に参列することになりました。さらに鳥取県代

表としてだけでなく、全国の遺族の代表の一人と

して参列、献花することになりました。 

正式には「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和

祈念式」です。 
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中央経済社 

３１３２円（税込） 

市民セクター政策機構 

１０００円（税別） 

 

 

 

 
 

 

■『福島から伝えたいこと』第１集～第３集  その時、バアバは何をしていたの？ 

紹介 堀 照美さん（上京区） 

福島県立高校教職員組合女性部の発行された『福島から伝えたいこと』

第１集～第３集（各５００円）と被災地フクシマの旅実行委員会発行の大

貫昭子遺稿集『その時、バアバは何をしていたの？』（３００円）を取り扱

っています。『福島から伝えたいこと』には、子どもを産み育て教育すると

いう仕事に従事している女性教職員が、まず語り、そして子どもたちの声

を集め、避難命令で避難した人、自主避難した人、フクシマに残った人、

それぞれの苦しみを共有して共に歩み出そうとする思いがつまっています。

この冊子の編集発行に中心的に携わられた元女性部長の大貫昭子さんは、

福島の原発事故の惨事を多くの人に伝えるために各地に講演に出かけ、現

地ガイドの要としても活躍しておられました。しかし、退職されて間もな

くがんのために他界されました。６２歳の若さでした。大貫さんのパソコ

ンに残されていたたくさんの講演原稿や寄稿原稿などをまとめて発行され

たのが遺稿集です。ご希望の方は堀までご連絡下さい。 

 

 

■季刊社会運動 №４２９－特集あれから７年、福島の現実 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

原発事故をめぐる問題点を多方面から、誰にでもわかるように書かれて

いる。登場する人物は「後藤政志さん」を始め、運動を行っている人から

新聞記者（産経新聞！）まで幅広い。いずれも誰もが、読みやすく理解し

やすい内容であり、興味のある問題から読むことも可能である。いずれも

「運動はこうあるべきである」という書き方ではなく「今、起こっている

問題を理解、知ってほしい」という思いで書かれている 例えば、「住宅支

援打ち切り」は自主避難者の（私はこの呼び方は間違っていると思ってい

るが）生活を再度破壊することだと指摘する。記者は「故郷」に対する熱

い思いを語り、早く次の手を打って原発をなくすようにしないと、と訴え

る。後藤さんは、原発は破たんした技術である、と断定し、「原発事故」の

恐ろしさを指摘し・規制委員会のいい加減さ・避難解除問題等相変わらず

問題提起が鋭い。「甲状腺検査」の問題については、国・福島県の統計の取

り方の酷さを暴露する。国・県の主張の間違いを指摘し、甲状腺がん発生

件数を少なく見せるための国・県の手口を糾弾する。その他には「海産物の汚染問題」「再稼働問題」「集

団訴訟問題」そして「福島の再生エネルギーの現状」「ヨーロッパの脱原発の動き」を取り上げ、芸人・

記者（本人の自称）は「奴隷貿易」を習った時は「腰をぬかすくらい」驚いたが、百年後の学校で「原

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） 

緑風出版 

２０００円（税別） 

発」が奴隷貿易のような不条理として扱われるのでは、と「鋭い文章」を寄せている。妙に納得！ 

 

 

■放射能を喰らって生きる  川上武志〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

今は「止まって」いる浜岡原発での「原発下請け労働者」の実態、とい

うか作業を綴った本である。作業の過酷さ・汚染防止のいい加減さが描か

れている。原発が「稼働していようと、止まっていようと」このような作

業は全国の原発で行われているのであろう。それにしても「電力会社」の

「安全」に対する姿勢の酷さには唖然とする。これは、原発施設内部だけ、

あるいは「下請け労働者」に対してだけ、というのではないであろう。「放

射能を喰らって生きる原発労働者なんて、虫けら以下の存在」と言わしめ

る労働、安全講習が以前は「２日間」だったのが「５時間」に、「金儲け」

のためには、労働者を如何に安く使うかを考える電力会社・元受け会社。

安全を第一に考えるのではなく、効率第一を追求する姿勢、例えば、「放射

能汚染物質」は「低レベル」と「高レベル」の２種類しかなく、「高レベル」

とは「使用済核燃料」しかない、という区分けと処分方法。しかしここに

描かれている実態は「浜岡原発」だけで起こっているのではないであろう

ことは、元受け会社の職員が全国の「原発」に派遣され、移動しているこ

とから想像できる。著者は、１５年ほど前「首切り」にあい、現在もこのような状態が続いているかど

うかは、わからないが、「作業環境は十分整備され、安全に十分配慮されている」と思いたい。「がん」

の多発・鼻血が出る・「ぶらぶら病」、被爆者と同じ病気が多発している原発労働者。いつまで、日本と

いう国は、このような犠牲者を出し続けるのでしょうか？悲しくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆アオギリ２世抜かれる 京都、児童ら植樹後直後に 

京都市伏見区の向島中央公園内に「平和のシンボル」として植樹された「被爆アオギリ２世」の苗

が、何者かによって引き抜かれていることが３０日分かった。子どもたちの手で植えられた直後だけ

に、関係者らは「このようなことが起きてしまい非常に悲しい」とショックを受けている。 

 被爆アオギリ２世は、広島市の原爆爆心地から約１・３キロ離れた場所で発芽して成長し、残され

た市民に勇気と希望を与えたアオギリの種から育った。 

 障害者支援などに取り組む京都市伏見区の愛隣館研修センターとＮＰＯ法人向島駅前まちづくり

協議会が広島市から苗木２本を譲り受け、２７日開催の「向島にっこりフェスティバル」で地元の幼

児や児童ら約５０人が参加して植えた。 

 地元住民で、植樹を提案した日本自立生活センター代表の矢吹文敏さん（７４）によると、２８日

夕方に１本が根元から抜かれていた。掘った後に土が戻されており、動物の仕業の可能性は低いとい

う。２９日に愛隣館研修センターの平田義所長が伏見署に窃盗の被害届を提出した。 

Scrap 
book 

 

http://www.ryokufu.com/picturesn/1807l.jpg
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 車いすで生活する矢吹さんは「障害者は平和な世の中でないと生きていけない。年に１回は植樹し

た場所に集まり、平和について考える機会にしようと思っていた。多くの人が心を痛めていることを

分かってもらいたい」と話している。           （２０１８年５月３１日 京都新聞） 

■被爆２～４世 反核の思い 山口市原爆被害者の会 体験継承へ冊子 

山口市原爆被害者の会は、３冊目となる被爆体験集を発行する。被爆者の減少や高齢化が進む中、

世代を超えて語り継ごうと、被爆２～４世たちの手記を多く掲載する。９月６日の「山口のヒロシマ

デー」に合わせて完成させる。 

タイトルは「核兵器のとなりで」。いまだに核廃絶を実現できていない悔しさを込めた。Ａ５判、

約１００ページの予定。再編集した被爆者の証言に加え、胎内被爆者や被爆２～４世たち１３人が両

親や祖父母から聞いた体験談や平和学習などを通じた反核平和の思いをつづった。 

このほど市内で５度目の編集委員会を開き文章の手直しやレイアウトの確認をした。 

同会は２００７年３月に１冊目（１００部）、１３年１１月には２冊目（２００部）を作った。発

行の資金にめどが付いたので昨年５月の総会で３冊目の発行を決めていた。 

これまでは被爆した当事者の体験や回

想が中心だった。編集委員長を務める永野

和代副会長（７４）＝山口市矢原＝は「被

爆者世代が発行に関わるのはこれが最後

になるだろう。今後は被爆２～４世たちで

続けてほしい」と期待する。３００部を制

作し、市内の関係機関や小中学校などに配

る。 

（２０１８年６月１５日 中國新聞） 

被爆アオギリ２世が引き抜かれた現場（京都市伏

見区向島二ノ丸町・向島中央公園） 
２７日にあった植樹式には多くの子どもたちも参加し

た（愛隣館研修センター提供） 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1529820205/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaHVnb2t1LW5wLmNvLmpwL3BpYy8xMTAvbjEvNDQwMzUyXzBfMDAuanBn/RS=^ADBuw2ie0fEfQfdgxt4k7z8l5irVOs-;_ylt=A2RinFqt4i1bq2EASi.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼６月１２日（火）、米朝首脳会

談が行われ、固唾を飲む思いでＴ

Ｖ中継に食い入りました。早速みな

さんとはかって京都原水爆被災者懇談会

との連名でメッセージを出しました。▼心ある人

なら誰もがこの歴史的会談を歓迎したことでし

ょう。そしてここに至るまでの、絶対に軍事行為

は許さない、必ず対話と交渉は可能だと信じて行

動した世界の国々、人々の英知と勇気と努力を称

えなければならないと思いました。日本政府：安

倍政権の対話否定・圧力一辺倒の姿勢と対極にあ

るものでした。特に韓国の文在寅大統領のこの一

年の行動は強く印象に残りました。▼そしてその

ことは私たち自身にも多くの貴重なことを教え

てくれたと思います。世界を構成する一員として、

東アジアの一員として私たちも自らのこととし

て、能動的に、意思をもって行動しなければなら

ないと。▼非核化の課題は昨年採択された核兵器

禁止条約が今こそ力を発揮する、役割を果たす時

だと思いました。朝鮮半島の非核化実現は、日本

の核の傘からの離脱も、アメリカ、中国、ロシア

の核廃絶にも繋がるものでなければなりません。

▼北朝鮮と日本との国交正常化も具体的な見通

しを持つこととなっていきます。私たちは私たち

なりに、市民レベルでの交流をはかり、友好を培

い、問題解決に向けて貢献していくことを想定し、

準備していくべき時だと思います。（平）

■陸上イージス、秋田で初の住民説明会 入場制限に不満も 

防衛省は１７日、陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備候補地の秋田市

と、候補地近隣の山口県阿武町で初の住民向け説明会を開いた。秋田市では、対象者が事前に案内が

届いた町内会役員や教育関係者に限られ、入場できなかった市民からは不満が出た。 

秋田市の説明会は市役所で午後４時から約２時間行われ、約１２０人が参加した。「住民の反対が

あっても押し切るのか」「攻撃目標となる恐れはないのか」などと質問が相次いだが、防衛省側は「速

やかな配備をめざし、夏以降に現地調査したい」という考えを重ねて示すにとどまった。入場できた

のは、配備候補地の陸上自衛隊新屋演習場から約３キロ圏内の町内会役員、学校・保育園関係者ら。

入場を断られた市内の６０代女性は、市役所入り口で「生活者の不安はみんな同じなのに、なぜ選別

するのか」と不満をみせた。防衛省は「今後も住民説明会を開く」としているが、次回の予定は未定

という。                        （２０１８年６月１７日 朝日新聞） 

 
住民約１２０人が参加した陸上配備型迎撃ミサイル

システム「イージス・アショア」配備に関する説明会

＝２０１８年６月１７日午後４時６分、秋田市山王１

丁目の秋田市役所  
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京都「被爆２世・３世の会」会報№６８   ２０１８年６月２５日 

１８ 

行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

７ １ 日  

 2 月  

 ３ 火  

 ４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 ６・９行動  キンカン行動 

 ７ 土 

原発賠償京都訴訟支援の会総会・控訴審に向けた学習会（１３時３０分・弁護士会館） 

２０１８年国民平和大行進京都市内網の目行進 

核兵器禁止条約国連採択（２０１７年） 盧溝橋事件（１９３７年） 

 ８ 日  

 ９ 月 ６・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水  

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土 「ヒバクシャ国際署名京都の会」学習と交流のつどい（１３時３０分・京都テルサ） 

 １５ 日 
Piece of Peace「ちっぽけなりにできること」（１４時３０分・ひとまち交流館） 

サッカーワールドカップ決勝 

 １６ 月 海の日  祇園祭・宵山 

 １７ 火 祇園祭・山鉾巡行 

 １８ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １９ 木 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・京都市役所前） 

 ２０ 金 ビキニ被災国家賠償訴訟判決言い渡し（高知地裁）                    キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日 延長国会会期末 

 ２３ 月  

 ２４ 火 増田正昭さん個展 → ７月２９日（日）（ギャラリー洛） 

 ２５ 水  

 ２６ 木 「相模原殺傷事件から２年」学習講演会（１３時３０分・コープイン京都） 

 ２７ 金 
朝鮮戦争休戦協定成立（１９５３年） 

キンカン行動 

 ２８ 土 原水禁世界大会京都代表団説明会（１３時３０分・ラボール京都） 

 ２９ 日 第５０回京都原爆物故者慰霊式典（１０時３０分・霊山観音教会） 

  ３０ 月  

 ３１ 火 
平和のための京都の戦争展開幕 → ８月５日（日）（立命館国際平和ミュージアム） 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時１０分・大阪地裁第７民事部） 

 
 


