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４月２７日（土）午後 

「２世・３世の会」２０１３年度 

年次総会を開催しました。 

（ラボール京都） 

 

 

 

 

 

 

 

午前中は 

京都原水爆被災者懇談会の 

第５１期総会が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別 冊 
 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

京都「被爆２世・3世の会」２０１３年度年次総会開催報告 ２ 

韓国の２世運動を支える姜済淑さんと懇談 ５ 

 復興や収束とは程遠い浪江町の現在 （福島訪問レポート） 米重節男 ６ 

二度と戦争させないために～そのための言葉と行動を  川越潔子 ８ 

会員紹介／高見春美さん、馬場始延さん ９～１０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １０ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ １９４５年死亡８万８，９７８人 被爆者調査第７期確認 （中国新聞） １２ 

 東京被爆二世の会 ２１日発足 （毎日新聞） １３ 

 ＮＰＴ再検討会議 共同声明 日本賛同せず （中国新聞） １４ 

 米高校生に非核訴え 広島の被爆者ら ＮＹで講演 （中国新聞） １４ 

行事カレンダー  １５ 

京都「被爆２世・３世の会」２０１３年度年次総会議案書 

私の被爆体験  家族８人全員のいのちとからだを傷つけた原子爆弾 川越潔子さん 

私の被爆体験  大村海軍病院で救護にあたり被曝した私の体験 森 美子さん 
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京都「被爆２世・３世の会」２０１３年度年次総会開催 

京都「被爆２世・３世の会」は結成後初めてとなる年次総会を４月２７日（土）午後、ラボール京都にて、正会

員・賛助会員合わせて３０人の参加で開催しました。前半は学習講演会、後半は議案の提案と参加者の意見

交換を行い、これからの課題と方針を確認しました。以下、総会の様子をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習講演の講師・山根和代さんは「２世・３世の会」

会員で、現在立命館大学准教授、今年４月からは国

際平和ミュージアム副館長にも就任されています。第

一回平和博物館国際会議出席を機会に、以後『平和

学』を専門に研究されてきました。世界の平和博物館

もつぶさに見学、研究されており、今回は各国の４０以

上の平和博物館について画像も交えながら紹介して

いただきました。 

 以下、紹介された博物館や運動のいくつか（ごく一

部になりますが）の事例です。 

■イギリス：帝国戦争博物館 

第一次世界大戦を記念して設立された博物館で武

器などの展示もあるが、同時に第二次世界大戦時の

徴兵忌避者、平和運動に携わっている人々の談話も

録音で聴くことが出来、平和教育の実践を担ってい

る。 

■イギリス：ピースギャラリー 

１９８１年グリーナムコモン村の女性による反核運動、

米軍基地巡航ミサイル配備反対運動を展示。２０年間

に及ぶ闘いで遂に基地撤去を実現した。日本の米軍

基地反対運動にもつながる問題。 

■フランス：カーンの平和博物館 

ノルマンディー上陸作戦の地に建設。戦争の証言

と記憶を次世代に継承することが目的。第二次世界

大戦総合博物館といえる大規模なもの。 

■オーストラリア：戦争記念館 

戦争に関係する様々な展示の中で、戦争捕虜の実

態について展示している数少ない施設。捕虜収容所

の再現など。 

■オーストリア：抵抗資料館 

ナチ占領による恐ろしい結果を伝え、明日の平和

のための展示。「ファシズムは死んでいない！」とネ

オ・ファシズムの台頭を警告した展示が印象的。 

■ドイツ：反戦博物館 

戦争の宣伝と実態の対比を、死傷者の写真によっ

て示している。ヒロシマ・ナガサキの写真も展示。 

■ドイツ：抵抗記念センター 

ファシストが犯した罪、ナチに抵抗した軍人、自由

主義者、社会主義者、共産主義者、キリスト教徒、労

働者など様々な人々による抵抗運動を展示。 

■オランダ：アンネ・フランクの家 

１９６０年：アンネ・フランクの家が博物館として開館。

第二次世界大戦とナチズムだけでなく、今日の問題

（ネオ・ナチズム、反ユダヤ主義、人種差別など）も展

示。あまりにも有名で入館には長蛇の列。 

■イスラエル・パレスチナ 

イスラエルとパレスチナの和解をめざす平和博物館

が計画されたが失敗。（１９９５年） しかし両国の共同

したＮＧＯ組織により平和のための活動は進められて

いる。 

■韓国：平和博物館センター 

「すみません、ベトナム運動」：韓国はベトナム戦争

で米軍に加担した歴史がある。ベトナム戦争真実委

員会は２０００年６月からベトナム戦争の被害地域に平

和歴史博物館建立計画を作成。２００３年から市民募

金運動を開始した。 

その他にも多数の貴重な事例紹介がありましたが

割愛します。 

この他、平和博物館の国際ネットワーク、国内の「平

学習講演 

世界と日本の平和博物館 
原爆投下の展示など 

立命館大学・国際平和ミュージアム 

山根和代さん 
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和のための博物館・市民ネットワーク」も紹介されまし

た。 

講演の最後に以下のようなまとめがなされました。 

① 日本の平和博物館は「被害の展示」が中心で、過

去の侵略戦争の「加害の展示」は極めて少ないの

が実情。あらためていくべき大きな課題。 

② 海外の博物館ではヒロシマ・ナガサキの惨禍はほ

とんど触れられていない。核兵器廃絶の重要さを

訴えるためにも、どう発信していくかこれから考え

ていく必要がある。 

③ 「２世・３世の会」がとりくんでいる被爆体験の聞き

取り活動はとても重要。海外の被爆者ともネットワ

ークを作って運動を広げていく必要がある。 

●あなたも海外旅行の機会には是非、その国の平和

博物館を見学してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１３年年次総会に提案した議案は別冊に掲載

しました。ご覧下さい。 

 参加者のみなさんの意見交換の概要を抜粋で紹

介します。 

■「２世・３世の会」入会の思い 

 長崎で被爆した母から話を聞きながら育った。母

の思いを心に留めながら、高校教師として平和

のことを語ってきた。昨日は授業で生徒達に「明

日は『２世・３世の会』総会に行ってくる」と言って

きた。 

 父は何も話してくれないまま逝った。手帳は持っ

ていたけど絶対に病院には行かなかった。父なり

の思いがあったのだと思う。その思いを受け止め

て、私なりにできることをしていきたい。 

■「会」の輪を広げていきたいけど 

 近くの２世の人に入会のお誘いに行ったけど「何

もできないし、何も言わないで」と断られた。一緒

に活動できるようにするにはどうすればいいか、

みなさんの経験を聞かせて欲しい。 

 私も同窓会で２世の人を誘ったけど「難しい」と言

われてそのままになった。 

■大切にしたい親・祖父母の被爆者手帳 

 「２世・３世の会」に入ったおかげで過去の親の被

爆者手帳の写しを取得することができた。手帳は

親の健康診断結果も記録されており重要。保存

する運動を広げたい。 

 手帳はその人の生きた証。絶対に残すように訴

えていこう。京都では運動の結果、数年前から返

却不要になっている。 

 母が亡くなり遺品の整理をしていたら初めて見る

父の手帳が出てきた。「２８歳で被爆、３８歳で手

帳取得」となっていた。私にとってはとても衝撃的

で胸に迫るものがあった。 

■原発対策も 

 原発事故によって放射能が放出され拡散された。

目に見えない放射能はどこでどれだけ広がって

いるか分らない。細胞を傷つける放射能は子や

孫にも影響する。全国どこでも、スーパーや自治

体などで簡単に、きちんと汚染状況が調べられる

機械の設置を求めていきたい。 

 映画『放射線を浴びた［Ｘ年後］』でも放射能汚染

の広がりを告発していた。 

■学校の平和教育の現状 

 会報№６の中野さんの被爆体験を読んで、「父も

議案の提案と意見交換 

賛助会員：久永叔さんから「２世・３世の会」のため

にこのようなタペストリーを贈っていただきました。 
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こういう体験をしたんだろうな」と思いを深くした。

小学校の平和教育も以前は夏の全校登校日な

どがあり充実した内容だったが、今はとても制約

が多く縮小されてしまっている。平和教育をもっと

大切にしていかなければならない。 

 昔は学校ぐるみで「戦争展」の見学など行ってい

たが、今は校長と喧嘩しなければならないような

状況だ。 

■被爆体験の継承は今が最後のチャンス 

 「会」に入会して初めて原爆と自分のことを結び

つけて考えられるようになった。被爆者のみなさ

んも「２世・３世の会」ができて、今後を託せるよう

になりホッとされているのではないだろうか。体験

の聞き取りは、被爆者懇談会と「２世・３世の会」

だからこそできること、一緒に成功させていきた

い。今朝の懇談会総会でも早速協力したいという

方が生まれている。 

 「会」に参加して、親の被爆体験を聞かなかった、

知らなかった２世がとても多いことを知った。２世

健診など知らない人も多いはずだ。そうしたことを

広めていく、知らせていくことも重要だ。 

 被爆者は高齢化されており、体験をきっちりと聞

き取り記録していくのは最後のチャンス、今を逃

すと永遠に機会は失われてしまう。しっかりやっ

ていこう。 

 貴重な意見交換に基づいて今後の課題をまとめ

てみました。 

① 親・祖父母の被爆者手帳を大切に管理して

いくこと、また一旦返却されたものでもその

情報開示を該当都道府県に求めていくこと

を、一つの運動として提起していきましょう。 

「２世・３世の会」だけでなく、関係する諸団

体と広く提携したとりくみにしていくことが求

められます。「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産

を継承する会」でもとりくみが検討されている

そうです。 

② 福島の人達と連携し、応援し、原発の廃棄・

廃炉と、放射線対策を進めていくことは「会」

のもともとの基本課題です。「会」として何を

どうとりくむか、具体的なことをできるだけ早

く決めていきましょう。 

③ 平和のためにどのような教育がなされていく

かは将来にとってもとても大切な課題です。

今、学校教育はどうなっているのかも是非共

有していきたいと思います。そして今後「会」

として何ができるのかも研究・検討していき

ましょう。現在進めている「被爆体験聞き取り」

もそのことを念頭に進めていきましょう。 

実は「会」には学校教員、元教員の会員が

多く、心強い限りです。 

④ 被爆体験の聞き取り、継承のとりくみは軌道

にのりつつあります。年間５０人の方の聞き

取りを目標に推進していきましょう。鍵はど

れだけ多くの会員がとりくみに参加できるか

です。例えわずかの時間でもいいので、一

人でも多くのみなさんが参加するようにして

いきましょう。 

⑤ 新しいメンバーの「会」へのお誘いは、私た

ち自身が入会した時の気持ち、初心を思い

起こしながら、粘り強くすすめていきましょう。

正会員だけでなく、賛助会員の入会も忘れ

ずに追及していきたいと思います。 

 ２０１２年度活動報告、会計報告、２０１３年度活

動方針、２０１３年度予算はいずれも承認されまし

た。 

以上 
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韓国の２世運動を支える姜済淑
カン・ジェスク

さんと懇談 
 

 

韓国には「韓国原爆２世患友会」という被爆２世の

組織があります。この「２世患友会」の運動を支え、韓

国における平和運動を推進している姜済淑（カン・

ジェスク）さんと、京都「被爆２世・３世の会」

世話人会とで交流・懇親する機会を得ました。（４

月２７日）以下、姜さんから寄せられたメッセー

ジの一部を紹介します。 

韓国被爆者の背景 

韓国の被爆者は、戦前の日本による強制連行（狭

い意味の直接的な連行だけでなく、日本人による土

地収奪によって生計のため日本に移住せざるを得な

かった多数の人達含めて）が背景にあります。広島・

長崎の被爆者の１０％、約７万人が朝鮮人被爆者であ

ると言われています。韓国では原爆被害者問題は長

く社会から疎外され、放置され、差別されてきた歴史

があります。そのため多くの被爆者が後遺症と貧困の

中で生活を送ってきました。 

被爆者・２世運動を切り開いてきた金亨律（キム・ヒョ

ンユル）さん 

韓国の２世運動は「原爆２世患友会」前会長金亨律

（キム・ヒョンユル）さんによる献身的な活動が大きな貢

献をしています。彼の母は６歳の時広島で被爆。彼は

原爆症による先天的な重度の病気によって日常生活

も困難な中、国家権力の暴力による人権侵害を訴え、

生存権と生命権を求めて努力を重ねました。彼の努

力は「韓国の被爆者と２世の実態調査」（2004年）に結

実し、その結果は国家人権委員会による「原爆被害

者２世の基礎現況および健康実態調査」によって公

式発表されました。一般の人と比べて被爆２世の病気

発症率が明らかに高いことが示されました。実態調査

に基づいて２世のための特別法制定運動が始められ

ました。その過程で彼は短い生涯を終えています。

（2005年） 

運動の中心に特別法制定運動 

韓国の2世のみなさんは今、この特別法制定を中心

にした運動をとりくんでいます。特別法の内容は、「被

爆者・2世の実態調査」、「被爆者・2世への経済的支

援」、「医療の支援」、「再び原爆被害が出ないよう後世

に訴える平和記念事業と平和教育」等で構成されてい

ます。 

東北アジア平和のための韓日連帯：３つの提案 

① 「韓国の広島」として知られる陜川(ハプチョン）と広

島、長崎を踏査し、韓国、在日、日本の被爆者達

の証言を聞き、交流する共同企画と運営。 

② 戦争犯罪の責任を問い、被害補償を支援する韓

日の研究者、弁護士、国会議員、関連団体のネ

ットワーク作り。 

③ 東北アジア平和のためのネットワークを作り、

原爆被害者問題、非核化問題、平和憲法問題、

日米同盟問題などを含む韓日平和教育教材を

作成。多くの平和教育の機会を提案、提供。 

 

 

 

 

姜済淑さん 

 

 

 

 

東北アジアの平和のためにも今、共同、連帯がとて

も重要になっています。今回の懇談をきっかけに、今

後のとりくみを検討していきたいと思います。 

日本語訳のある関係ホームページＵＲＬ 

http://cafe.daum.net/hapcheonANPF 

http://cafe.daum.net/hapcheonANPF
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復興や収束とは程遠い浪江町の現在 

福島訪問レポート 
米重 節男 

 

４月４日から６日まで、日本共産党向日市後

援会の７人で、後援会員から寄せられた米１１

０㎏と支援募金を持って南相馬市原町区にある

高見第１仮設住宅を訪問しました。私は南相馬

を訪れるのは６回目です。ここは２０１１年１

１月に開設された仮設住宅で、南相馬市小高区

の避難者が中心です。小高区は昨年４月に入域

できるようになりましたが、水道やガスは不通

で、汚染ガレキの処分方法も決まらず住めませ

ん。避難している人の話では、片づけなどで帰

宅すると１年間留守にしていたため家の中は

鼠・ハクビシン・イタチ・狸・猪など野生動物

の住みつき、糞だらけ、かじられ、臭いが染み

ついたなど住めない状態で、情けないと語りま

す。さらに、めぼしい家財を盗まれている家も

多くあります。仮設住宅に入居するまでの８か

月間に８回も避難場所を変わり、やっと落ち着

いたという人もありました。中には車で避難中

に津波に襲われ、ご主人を目の前で失ったとい

う老婦人も、ここに落ち着いてどうにか立ち直

ったと語ります。住人の安否を確認する人が２

人組で、窓から「元気ですか」と声をかけて回

っていました。この人たちに聞くと、市の委託

で請負っている会社の派遣社員でした。毎日ま

わるそうです。多くの人が、放射能汚染と福島

の被災が忘れられると、心配しています。 

 小高区と浪江町にまたがった海岸部に小高原発

建設計画があり、１９７０年代から東北電力が用

地を確保して気象観測塔を建てています。東北電

力は３月にやっと断念したと報道されています。

この地域は、用地を売った人は海岸近くの低地に

移転したが、津波で流され多くの人が亡くなった

そうです。反対して残っている人は高台なので、

津波の影響を受けず、塔の周辺にそのまま家が建

っています。 

 ４月から浪江町へ立入が可能となり視察しまし

た。２年間手つかずの町は、家がつぶれたまま、

津波に襲われて漁船・自動車・農業機械などが流

されたまま転がって、時が止まっています。請戸

港周辺は、行方不明の人を捜索してガレキを寄せ

てありました。ここは、消防団が救助活動をして

いる最中に原発が爆発したため、助けの声やクラ

クションが鳴るのを背にして、逃げざるを得なか

ったという話です。 

福島原発はいまだ事故中で、放射能は放出中で

収束はしていません。政府や電力会社は賠償責任

を逃れるため事実を隠そうとしています。放射能

による汚染や被曝にどう対応するのかという福島

の人々の心配事は、広島・長崎の被爆者の経験や

知見が必要とされていると感じました。われわれ

の運動もそのことを視野に入れる必要があると思

います。 
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船やタンクの転がる請戸港付近 
浪江町の１階がつぶれた商店 

誰もいない無人の町。 

晴れの日にはこの先に福島原発の塔が
見える請戸港の地区。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪江町の消防団車庫に貼ってあった看
板。住民の怒りの声。 

高見仮設住宅の隣にある南相馬市立
原町第２中学校。放射線測定装置は 

０．１８３μ㏜ 

小高原発計画地の気象観測塔（南相馬市
小高区、右側は浪江町） 



 

京都「被爆２世・３世の会」会報№７       ２０１３年５月１５日 

8 

 

 

二度と戦争をさせないために ～ 

そのための言葉と行動を ～ 自らにも問いかけて   

川越 潔子 

 

川越潔子さんに被爆体験を語っていただきました。（別冊にて紹介） 川越さんの思いは体験の述懐に止まらず、

“何故惨劇は起こったか、繰り返さないためにどうすれぱいいか”にまで及びました。その一旦を寄稿していただきま

した。 

 

戦争は国が債務を解消するための経済行為です

から、まず増税に始まり歳出削減をやり、経済成長を

主張し、低金利、インフレと進んでいっていることがは

っきりと見えています。今のところ通貨切り下げには

なっていないとしてもその要素を否定はできません。 

「それで市民はどうだったか?」この聞き取り最後の

質問に、これまで持ち続けてきた ― なぜ原爆が生

き続けてきたか ― をとく糸口が示されたと思いまし

た。その質問に私たちが原爆後を整理しながら答え

ていくことで平和への道すじができると思います。米

英軍は原爆投下の直後に被災地に入り殺傷力を調

べていますが、そこに戦争の本質が見えます。「人を

殺してもやってもよいこと」 ― そんなものはありませ

ん。二度と戦争はさせない ― そのための言葉を、

行動をどれだけ持っているか ― 自分に対する問

いかけです。 

原爆が投下された後、「国も、県も、市も、町もなに

もしなかった」人々のそんな声がありました。アメリカ

は、その翌日から戦争を早く終わらせて良かった、と

言いました。戦争が終わり、混乱が少しおさまってくる

と国が急速に態度を変えてきたことは、役所などの応

対を通じて感じた人は多かったと思います。 

「誰でも困っているのだからモンクを言うな」 

「戦争だったから仕方ない」 

「自分の体の苦情ばかり言うな」 

この「モノを言わせない」を成功させたのは、考える

ことを止めたように従順な人の生き方でした。そこに

「差別と排除」の言葉を少し投げ込んだだけで人殺し

を認めさせた、とも言えます。親や兄弟や友人、町の

歴史や文化、これから生きていく土台の家 ・・・・ そ

れらが一瞬にして消されたのに、そこにあるのは怒り

ではなく、虚無だったと思います。 

よく沖縄を例にして捨て石にするなと書かれますが、

戦争は捨て石づくりです。それはどうしてつくられる

か？被爆者のこれまでを考えるとき、排除と差別の歴

史とも言えますが、差別と排除は、戦争をすすめたい

人の最も強力な手段です。 

被爆者は、現実に起きている事実を一つひとつ見

すえながら言葉を発信していかなければ・・・・ と思

います。 

昔、戦争に赤紙一枚でひっぱられた、と言われま

した。現在はおそらく紙切れ一枚とはならないでしょう

が、その代わりに格差による貧しさがあり、生きられな

い、生きにくいと多くの人々が叫んでいます。豊かに

なりたくて高い報酬を得ようと進んで戦争に志願する

でしょう。 

また社会は、その状況をつくるため自分より格下の

人間を社会のルールとしてつくり、「オマエ」と呼んで

います。この「オマエ」は、日本社会の多くの仕組み

の日常になっていて、人間は対等平等ではないとい

う空気を自然につくっていきます。また男性は自分以

外の家族を「オマエ」と呼び、女はまた夫のことを主

人と呼ぶことにためらいが感じられない場合が多いよ

うに思います。 

テロから国民を守る ― 戦争から妻子を守る ― 

立派な言葉に聞こえますが、これは軍需産業が人々

に言わせ続けたいフレーズではないか？そのフレー

ズが言い続けられる限り軍需産業の未来は安泰です。
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しかし女が夫と息子を守ると言ってもフレーズにはな

りません。その理由はただ一つ、それでは戦争は成り

立たないからです。 

生活技術的に自立できない男性と経済的に自立

できない仕組みの上で生きている女性。そこでは「個」

の確立はなく支配と従属の関係しかありません。統治

者にとってこれほどやりやすい国民はないと思いま

す。 

私の世代は民主教育で育った第一期生です。し

かし職の選択では、対等平等であろうとすれば公務

員か教職しかなく、私自身、デモシカの典型でした。

昨今、女性の扱いに変化は見えますが、より厳しくな

った現実も多く、「前近代」の一言では表現できない

男性優位の社会です。無意識の差別意識が戦争を

育てていく、 ― そのもとで原爆は生き続けると思っ

ています。 

 

以上 

 

 

会員紹介 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高見 春美 （たかみはるみ）さん 

私の母は広島で入市被爆しました。原爆投下 

直後、たくさんのおにぎりを作ったり、炊き出しを 

したりして、救援・救護にあたったことをよく話して 

いました。原爆のことだけでなく戦争のことなども、 

私が小さい頃からよく話してくれた母でした。 

母は撮影所の映画関係の仕事をしていた父と 

結婚し、京都に移り住みました。私の兄と私とが生 

まれましたが、それまで何度も流産したそうで、被 

爆してからは健康に恵まれない人生でした。最後も 

脳出血で倒れ亡くなりました。 

私は左足の薬指と小指がくっついた状態で生まれました。また、小さい頃から体が弱く、入退院を繰り

返し、父や母の心配が尽きませんでした。母の健康についても、私の体に対しても、被爆の影響を疑って

きました。 

子どもの頃から苦労の連続で、生活も苦しいことばかりでした。唯一の楽しみは、時々母と一緒に旅行

に行くことで、いまでもそれだけは楽しかった想い出として残っています。 

苦労続きの生活の中で、母は京都原水爆被災者懇談会と出会い、懇談会にはとてもお世話になって

きました。私も子どもの頃から母に連れられていつも懇談会に出入りしていました。母と一緒に被爆者援

護を求める国会請願行動や、原爆症認定裁判の傍聴にも参加してきました。 

 「２世・３世の会」ができて、また新しい人たちと一緒に何かできると思うととても嬉しく、さっそく入会する

ことにしました。体が弱いので多くのことはできませんが、母の思いを引き継ぎ、それを大切にして、私に

できることからやっていきたいと思っています。 
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■中野さんの被爆体験に驚き 

田中未年子さん（賛助会員）から 

いつも会報をお送り頂き、ありかがとうございます。 

№６感動して拝読、中野様とは永らくおつきあい頂

いていながら、ご体験をお聞きしたのは初めてで驚き

ました。そして具体的なことを存じ上げなかったことを

恥じております。よろしくお伝え下さい。 

他の記事の配分もよく考えて作っておられるのに

感服・脱帽です。 

広島・長崎の原爆、沖縄戦が女学校二年生だった

私には他人事ではなく、戦後プレスコードの中で、大

田洋子さんの『屍の街』や『人間襤褸』（一部伏字のも

の）、峠三吉の詩などを読みました。これが私の平和

運動の原点で、具体的な運動への参加は結婚後の

１９５５年、第一回原水爆禁止世界大会への署名・カ

ンパ集めです。 

そして一昨年の福島原発事故 ― 「原発ノー」は、

私の中では原水禁運動と同一線上にあるものです。 

 「６・９行動」も細々続けていますが、昨年から毎月１

１日に「メモリアルデー」（原発再稼働を許さない集会）

馬場 始延 （ばばしのぶ）さん 

 父は２８歳の時、被爆しました。祖母と母からは、父

が原爆投下の翌日広島に入り、被爆したと聞きまし

た。５１歳で亡くなるまで体調がすぐれず、入院もよく

していましたが、父の口からはなにも聞かされることな

く、亡くなってしまいました。私が高校１年の冬でした。 

 今でこそ、いろいろ聞かせて欲しかった、もっと知り

たいと思うのですが、子どもだった当時の私は、考え

もしませんでした。それでも、子どもの頃、運動したあ

と身体に赤い斑点が出ると、これって父のせい？原爆 

のせい？と不安になることもありました。 

 父は私の目の前で、「子どもや年寄りが困るんじゃ、死ぬわけにはいかんのじゃ」と言いながら亡くなりまし

た。父の無念さを思うと、今でも胸がはり裂けるようです。 

 大学に入り、社会の仕組みや矛盾などを学ぶうちに、父は原爆に殺されたんだと、強く思うようになりまし

た。 

 卒業後、学童保育の指導員として３８年間子どもたちに関わる中で、本の読み聞かせを続けてきました。毎

年８月には、戦争や平和に関する本をたくさん読みました。８月６日には、広島に原爆が投下され、今もなお

多くの人が苦しんでいること、どんなに恐ろしいことなのか、父のことも含めて話してきました。それが私なり

の父の無念に報いることだと思ってきました。 

 先日母が亡くなり、遺品を整理していたら、父の被爆者健康手帳が見つかりました。大切にしまわれた手

帳は、母が父の無念さとともに生きてきた証のように思えます。 

  繰り返させてはならない、人の世が続き限り、一人の被爆者もつくらせないと、あらためて思っています。 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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としてＪＲ和迩駅で集会を持ち、金曜日夜の「キンカン

行動」にも可能な限り関電滋賀支店前集会に参加し

ています。 

なにぶんにも８０歳の坂を超え、その上大津市といっ

ても最北の僻地なので（公共交通機関は３０分に１本

のＪＲ湖西線のみ、それも風でよく運休する）、なかな

か身動きがとれません。 

 ヒロシマ・ナガサキ・オキナワ・フクシマ ― 根っこ

は一つ！ みんなが希望をもって生きられる社会を

めざして共に歩み続けましょう！！ 

 

■故郷を脅かす米軍機 

平信行さんから 

私の故郷は広島市から北方へ５０ｋｍ、中国山

地の山間にある北広島町というところです。緑豊

かな、本来ならとても穏やかな田舎です。母の様

子を見に、月に１度の割合で帰省しています。先

月４月５日（金）も帰省していた日ですが、正午

前、突然凄まじい轟音が頭上で響き渡りました。

慌てて外に出て空を見上げると、ジェット戦闘機

が丁度我が家の真上を通過して北東方向に向か

って飛び去るところでした。米軍機です。あっと

言う間のことでしたがハッキリと機影は確認し

ました。かなりの低空飛行でした。以前から新聞

報道で知ってはいましたが、実際に遭遇したのは

初めてです。一緒にいた母親は、時々物凄い爆音

を聞くことがあり、怖い思いをすることもある、

と言っていました。 

中国山地は岩国を基地とする米軍機の低空飛

行訓練地域になっています。凄まじい爆音は、保

育園児を怯えさせたり、家畜に影響を与えたり、

ひどい時には農家の建物に被害を与えたことも

あります。 

北隣の島根県では５市町村による米軍飛行訓

練に対する対策協議会が作られています。北広島

町議会でも昨年６月、全会一致で低空飛行訓練と

オスプレイの岩国基地搬入に抗議する決議が可

決されています。中国山地はオスプレイの飛行訓

練ルート（ブラウンルート）も計画されています。 

米軍機の傍若無人、我が物顔の振る舞いに遭遇

すると、一体この国の主権者は誰なのか？との思

いをあらためて強くします。アメリカから押し付

けられたのは「憲法」ではなく、日米安保条約で

す。 

 

（写真は島根県で撮影された

ものですが、私が見た米軍機低

空飛行もこのような感じでし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私のふるさとはこの辺りです 私のふるさとはこの辺りです 
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■１９４５年死亡８万８，９７８人 被爆者調査 広島市、第７期確認 

広島市が近く公表する第７期被爆者動態調査で、米国が広島に原爆を投下 

した１９４５年８月６日から同年末までに死亡したことが確認された被爆者数は 

８万８，９７８人であることが２５日、分かった。前回の第６期調査（９５～９８年度） 

で重複していた人を除いた結果、９６１人減った。 

９９年度から進める第７期調査で、原爆投下当日に亡くなったのは５万３，６４４人と確認。前回よ

り１７４人多い。翌７日～１２月３１日の死亡者数は３万５，３３４人で、前回より１１３５人減った。 

市が７９年度に着手した動態調査は広島で被爆した一人一人を確定する作業で、国や県、市な

どが調べたデータを統合して進めた。広島大原爆放射線医科学研究所（原医研、広島市南区）が

３年前から協力。前回の結果をコンピューターで詳細に調べ、同一人物とみられる重複分を整理し

た。 

広島原爆による 19４５年末までの死没者を広島市は７６年以降、「１４万人プラスマイナス１万人」

としている。これは当時の広島、長崎市の専門家会議が国勢調査に当たったり、広島に駐屯してい

た軍関係の資料を調べたりして導き出した数字だ。 

一方、動態調査では調査のたびに増減し、最も多かった第４期調査（８８～９０年度）で９万１１６４

人。「１４万人プラスマイナス１万人」を大きく下回る。 

調査に携わった原医研の大谷敬子助教（データ解析）は「書類がある人は網羅できたが記録の

ない人も多い」と、一家全滅の事例、被爆後に広島を離れた外国人や軍人が多数漏れている可能

性を指摘。「今後、新たな資料が出てくるとは考えにくい。確認可能な人数はこれ以上増えないの

ではないか」とみている。（田中美千子）  

＜広島市の被爆者動態調査の推移＞ 

時期 （年度）         １９４５年末までに死亡が確認された被爆者（人） 

第１期（１９７９～  ８１）   ７８，３４９ 

第２期（  ８２～  ８４）   ８５，７３５  

第３期（  ８５～  ８７）   ７７，５７６ 

第４期（  ８８～  ９０）   ９１，１６４ 

第５期（  ９１～  ９４）   ８８，８５０ 

第６期（  ９５～  ９８）   ８９，９３９  

第７期（  ９９～２０１２）   ８８，９７８ 

（２０１３年３月２６日 中国新聞） 

scrapbook 
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■東京被爆二世の会:２１日発足… 
被爆の悲劇、伝えていく 

 被爆者の高齢化が進む中、原爆の記憶を未来へ伝えていこうと、東京都内に 

住む被爆者の子供世代の人たちが「東京被爆二世の会」を２１日に発足させる。呼びかけ人の一

人、フリーライターの吉田みちおさん（５４）＝練馬区＝は「親の世代と同じようには体験を語れない

が、被爆の悲劇、苦しみの記憶を残すために何ができるか考えたい」と話す。 

 被爆体験の継承は全国的な課題となっている。都内でも、区や市ごとに被爆者団体があるが、高

齢化などで解散した団体もある。 

 「二世の会」発足のきっかけとなったのは、被爆者の健康相談や慰霊事業などを行っている「東友

会」の呼びかけで昨年４月に開かれた２世の交流会。互いの健康不安などを語り合う中、継続的な

集まりにしようという機運が盛り上がった。「二世の会」では当面、親世代を中心に行ってきた慰霊式

典などの活動に加わっていくことを考えている。 

 吉田さんは「親世代の被爆者には、活動や記憶を受け継いでほしいと願う一方、差別や偏見のつ

らい歴史はもう自分の代で終わりにしたいと、矛盾した思いを抱える人もいる」と話す。原爆の記憶

を風化させないためには「親世代から伝えてもらうのを待っているだけでなく、２世である自分たち

から動き出さなければ」と感じているといい、既存の活動の継承にとどまらない新たな活動も目指

す。 

 ２１日に都内で結成総会を開く。３世を含む４０、５０代を中心に約２０人で発足予定で、今後、共

通の思いや課題を持つ仲間の輪を広げていきたい考え。問い合わせは東友会（０３・５８４２・５６５

５） 

（２０１３年４月２０日 毎日新聞） 

■ＮＰＴ再検討会議準備委 共同声明 日本賛同せず 

スイス・ジュネーブで開催中の２０１５年の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた第２回準

備委員会で、南アフリカが２４日、「核兵器の人道的影響に関する共同声明」を発表した。「いかな

る状況下でも核兵器が再び使用されないことが人類生存の利益になる」と訴える。７４カ国が賛同し

たが、米国が提供する「核の傘」への影響を懸念する日本は加わらなかった。 

共同声明は、広島、長崎への原爆投下や核実験によって、甚大な被害がもたらされたと強調。

「核兵器が再び使われないことを保証する唯一の手段は核廃絶」としている。日本は昨年秋の国連

総会で「核兵器を非合法化する努力」を促した共同声明への賛同を求められたが、安全保障政策

に合致しないとして拒んだ。 

南アフリカやスイスは今回、唯一の被爆国である日本の賛同を取り付けようと「非合法化」の文言

を削除。準備委の開幕前にはスイスが日本に共同声明への賛同を求めたが、日本側が回答を留

保したため直前まで交渉を続けた。日本の対応が国内外から非難を招くのは必至だ。日本政府内

には「核の傘」への影響や軍事的挑発を続ける北朝鮮への抑止力低下につながりかねないとして、

一部に反対論があったとされる。「いかなる状況下でも」との表現を削除するよう求めたが、賛同国

が増えていく中でスイスなどは応じられないとした。 

一方、米国の核抑止力に依存する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のノルウェーやデンマー 

次ページに続く 

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A2%AB%E7%88%86%E4%BA%8C%E4%B8%96%E3%81%AE%E4%BC%9A&r=reflink
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前ページより 

クなどは賛同した。 当初、共同声明は２３日に発表予定だったが、議事進行が大幅に遅れ、持ち

越された。 

【解説】非核外交 内実問われる 
被爆国日本は、核兵器の使用を否定する共同声明にサインしなかった。起草した南アフリカや

賛同した国々は、さぞや落胆しただろう。そしてまた、この報に触れた広島、長崎の被爆者は憤っ

ているはずだ。「核の傘」を提供する米国を刺激したくない―。この考えを日本政府は最後まで崩さ

なかった。 

共同声明は、日本をはじめ核抑止力に頼る国が加わりやすいよう、核の「非合法化」の表現を削

除。南アフリカは「被爆国の賛同こそ重要」（外務省担当者）とぎりぎりまで待った。日本はしかし、さ

らなる文言変更を求め折り合わなかった。 

核兵器廃絶を掲げる一方、核抑止力に頼る安全保障政策を貫く日本。その矛盾と、過剰なまで

の対米配慮が露呈し、国内外の批判と失望を集めた格好だ。核兵器の非人道性に焦点を当てた

声明は、被爆地の訴えに重なる。岸田文雄外相は衆院広島１区選出。「非核外交」の内実が問わ

れても仕方あるまい。（田中美千子） 

（２０１３年４月２５日 中国新聞） 

■米高校生に非核訴え 広島の被爆者ら ＮＹで講演 

米ニューヨーク市内の高校で２９日、広島の原爆被爆者や原爆投下を命じたトルーマン米大統

領（当時）の孫らが約２００人の高校生を前に講演し、核兵器の悲惨さを訴えた。（ニューヨーク発 

山本慶一朗） 
在日韓国人の被爆者、李鐘根（イジョングン）さん（８４）＝広島市＝は、爆風によるやけどで生死

の境目をさまよった体験を証言。生徒から「核兵器の保有が平和につながるのでは」と問われると

「絶対にない」と即座に否定した。 

広島で被爆し、現在は米ロサンゼルスで暮らす笹森恵子さん（８０）は「どんな災害よりも多くの人

が死ぬのが戦争。今のままでは世界がつぶれてしまう」と平和の大切さを強調した。トルーマン元大

統領の孫クリフトン・トルーマン・ダニエルさん（５５）は、生徒から祖父を恨んでいるか問われ「当時

は今と時代が違い、難しい決断だった」と話した。 

生徒たちは終了後、次々に被爆者らに握手を求めた。笹森さんは「真剣に聞いてもらえて（平和

の）希望が湧いた。世界中どこにでも行って話をしたい。これが私の使命です」と話した。 

高校生のジェイド・ポーラードさん（１５）は「彼らの話を広めていくことが平和につながると思う」と

話した。 

（２０１３年５月１日 中国新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行事 

５ １８ 土  

 １９ 日  

 ２０ 月  

 ２１ 火  

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 映画「ひろしま」上映と講演会（ウィングス京都）          関電前アピール 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火  

 ２９ 水  

 ３０ 木  

 ３１ 金 関電前アピール 

６ １ 土 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利めざす支援の集い（大阪 

 ２ 日  

 ３ 月  

 ４ 火  

 ５ 水  

 ６ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟裁判  ６・９行動 

 ７ 金 関電前アピール 

 ８ 土  

 ９ 日 ６・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火  

 １２ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟裁判（大阪地裁） 

 １３ 木  

 １４ 金 関電前アピール 

 １５ 土  

 １６ 日  

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水  

 ２０ 木  

 ２１ 金 平和行進（滋賀県から引継・ラクト山科公園→京都市役所）      関電前アピール 

 ２２ 土  

 ２３ 日 平和行進（向日市・長岡京市・大山崎町・八幡市） 

 ２４ 月 平和行進（宇治市・城陽市・綴喜郡・京田辺市・久御山町） 

 ２５ 火 平和行進（南山城・笠置・和束・宇治田原・井手）  [綾部・亀岡コース]（綾部市） 

 ２６ 水 平和行進（精華町・木津川市・奈良県に引継）    [綾部・亀岡コース]（福知山市） 

 ２７ 木 平和行進[綾部・亀岡コース]（船井地域・検討中） 

 ２８ 金 平和行進[綾部・亀岡コース]（船井・亀岡市内・検討中）       関電前アピール 

 ２９ 土 平和行進（京都市内網の目コース） 

 ３０ 日  
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