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Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha（Atomic Bomb Survivors） 

２０１８年反核サマーキャンプ（８月６日～１２日）に１０ヶ国から１００人集う！ 

（南フランス・ナルボンヌにて）  写真提供：守田敏也さん 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

ＨＰ http://aogiri2-3.jp 

２０１８年度「被爆二世健診」始まります ２ 

沖縄県・翁長雄志知事を追悼する言葉  矢ヶ崎響さん ５ 

母の置き土産・広島平和祈念式典に遺族代表として参加して  米重節男さん ６ 

２０１８年原水禁世界大会と広島からのレポート 

井坂博文・堀照美・野間優子・馬場始延・奥田美智子・平信行 さん １０ 

被爆者と対話して－肖像画で思い受け継ぐ  増田正昭さん １６ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １７ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １８ 

SCRAPBOOK／ 規制基準値 廃炉ごみ、地下７０ｍで１０万年保管 （毎日） １９ 

 ビキニ訴訟 原告が控訴 （ＮＨＫ） １８ 

 待望の会報を発行 島根県被爆二世の会 （被団協しんぶん） １９ 

 平和の尊さを発信 Ｖ・ファーレン長崎 広島とピースマッチ（長崎） ２１ 

編集後記  ２１ 

９月の行事カレンダー ２２ 

被爆体験の継承（６８） 被爆した日、被爆者だと自覚した日、    

そして認められた日 奥田継義 さん 
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２０１８年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 

「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、各都道府県に委託して行

われるとりくみです。（一般健診は受診者は無料です） 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２８日（金）まで（予定） 

 実施期間 １１月１日（木）～１１月２８日（水）で行われます。（予定） 

一昨年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診を受ける

人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」に掲載さ

れます。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策担当 

電話 ０７５－４１４－４７２５ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 

一般健診の内容 
■問診 

■血圧測定、視診・聴診・打診・触診 

■血液検査  白血球数、赤血球数、ヘモグロビン（Ｈｂ）、ヘマトクリット（Ｈｔ） 

  ヘモグロビンＡ１ｃ 

  肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ） 

  ＣＲＰ（血液中のＣ反応性蛋白） 

■血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（希望者のみ） 

■尿検査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 

精密検査 

一般健診の結果精密検査を必要とされた場合、同じ医療機関で精密検査を受診できます。 

但し、費用が限度額を超えた場合は超過金額が自己負担になりますので、事前の確認が必要

です。 
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京都府の平成２９年度被爆二世健康診断委託医療機関一覧 

 医療機関名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

1 
独立行政法人地域医療機能推進機構 京

都鞍馬口医療センター 
603-8151 北区小山下総町 27 075-441-6101 

2 社団法人京都保健会 仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町 217 075-462-1510 

3 医療法人 幸生会室町病院 602-0031 上京区室町通上立売下る裏築地町 88 075-441-5859 

4 
公益社団法人信和会 京都民医連第二中

央病院 
606-8226 左京区田中飛鳥井町 89 075-701-6111 

5 
一般財団法人日本バプテスト病院連盟医療

団日本バプテスト病院 
606-8273 左京区北白川山ノ元町 47 075-781-5191 

6 医療法人社団貴正会 仁王門村上診療所 606-8361 左京区仁王門通高倉福本町 410 075-751-8080 

7 
公益社団法人京都保健会 京都民医連太

子道診療所健康サポートセンター 
604-8454 中京区西ノ京小堀池町 18番地の 1 075-822-8246 

8 一般財団法人京都工場保健会診療所 604-8472 中京区西ノ京北壷井町 67 075-823-0526 

9 
公益財団法人京都保健管理研究会 中央

診療所 
604-8111 中京区三条通高倉東入桝屋町 58-56 075-211-4503 

10 公益社団法人信和会 東山診療所 605-0952 東山区今熊野宝蔵町 43 075-561-5500 

11 医療法人藤原病院 607-8153 山科区東野百拍子町 27の 1 075-595-3902 

12 医療法人貴正会 村上内科医院 607-8041 山科区四ノ宮垣ノ内町 1 075-501-2551 

13 医療法人健康会総合病院 京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町 8 075-312-7361 

14 医療法人社団 和田クリニック 600-8216 
下京区塩小路通東洞院東入東小路町547-3

明石屋ビル 2Ｆ 
075-341-0025 

15 医療法人啓信会 京都四条診療所 600-8497 
京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町

412・414番地 
075-361-3400 

16 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8152 右京区太秦堀ヶ内町 1番地 1 075-863-6152 

17 医療法人岡田医院 616-8347 右京区嵯峨中又町 25 075-861-0582 

18 松尾青木診療所 616-0022 西京区嵐山朝月町 44 075-881-9251 

19 医療法人社団弘田医院 612-8438 伏見区深草フチ町 14番地の 2 075-641-1730 

20 
社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病

院 
617-0814 長岡京市今里南平尾 8 075-955-0111 

21 大石医院 611-0002 宇治市木幡陣ノ内 20 0774-31-8354 

22 
社会医療法人岡本病院（財団） おかもと総

合クリニック 
611-0025 宇治市神明石塚 54の 18 0774-45-4110 

23 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市填島町石橋 145番 0774-20-1111 

24 
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本

記念病院 
613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口 58番地 0774-48-5611 

25 医療法人社団右橋医院 614-8376 八幡市男山竹園 2番地 1 075-981-0282 

26 社会医療法人美杉会男山病院 614-8366 八幡市男山泉 19 075-983-0001 

27 医療法人社団岡田医院 619-0201 木津川市山城町綺田神ノ木 86番地 0774-86-3036 

28 公益社団法人京都保健会 京都協立病院 623-0045 綾部市高津町三反田 1番地 0773-42-0440 

29 舞鶴赤十字病院 624-0906 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-1920 

30 医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 626-0041 宮津市字鶴賀 2059の 1 0772-22-2157 

31 京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481 0772-46-3371 

32 公益社団法人丹後中央病院 627-8555 京丹後市峰山町杉谷 158の 1 0772-62-0791 
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京都以外の近畿各県の被爆二世健診実施概要 
三重県 

 受診申込受付期間 １０月中 

 受診期間 １２月～２月（受診医療機関の調整などを経て確定） 

 問い合わせ先 三重県健康福祉部健康づくり課 ＴＥＬ ０５９－２２４－２３３４ 

 

滋賀県 

 受診申込受付期間 １１月中 

 受診期間 １月～３月 

 問い合わせ先 滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課 ＴＥＬ ０７７－５２８－３６５５ 

 

大阪府 

 受診申込受付期間 ９月３日～１０月３１日 

 受診期間 １１月～２月の期間 

 問い合わせ先 大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策援護グループ 

 ＴＥＬ ０６－６９４４－９１７２ 

奈良県 

 受診申込受付時期 １１月中 

 受診期間 １２月～１月 

 問い合わせ先 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 ＴＥＬ ０７４２－２７－８６６０ 

 

和歌山県 

 受診申込受付期間 ８月３１日で締め切り 

 受診期間 受診医療機関によって異なる 

 問い合わせ先 和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 ０７３－４４１－２６４０ 

 

兵庫県 

 受診申込受付期間 ７月～８月末 

 受診期間 １０月中旬～２月中旬 

 問い合わせ・申込先 兵庫県原子爆弾被爆者相談室 ０７８－３６１－８６０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世健診と親（被爆者）の「被爆者健康手帳」番号 

▼「被爆二世健康診断」の受診申込書には被爆者である親の「被爆者健康手帳」番号を記入する欄

があります。つまり二世健診受診のためには親が被爆者健康手帳を持っている（持っていた）こと

が条件とされているのです。 

▼しかし、様々な事情から被爆者健康手帳の交付を受けなかった（受けられなかった）被爆者は少

なくありません。典型的な例は、「被爆者健康手帳」の制度が初めてできたのは１９５７年（昭和３

２年）であり、それ以前に亡くなった被爆者はそもそも手帳を手にすることもできなかったわけで

す。そのような事情から広島市や長崎市では同じ「被爆二世健診」でも親の被爆者健康手帳の番号

の記入は求められていません。 

▼何らかの事情で親が手帳の交付を受けていなかった人の場合でも、被爆二世には二世健診を受診

する権利があります。そのことをきちんと話して、受診できるようにすることが必要です。 

実際に、京都「被爆２世・３世の会」の会員のＳ・Ｙさんは、一昨年、京都府の担当の方に事情

をきちんと話して、被爆二世健診を受診しています。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７０   ２０１８年８月２５日 

５ 

翁長知事の遺志を引き継ぎ、沖縄の願いと、本土に住む一人一

人の願いの実現を求めて、私たちは力強く声をあげていきます 

翁長雄志さんを追悼する言葉 

矢ヶ崎響さん（北区） 

 

 

翁長知事が亡くなった。その数日前には辺野古埋め立て承認撤回に向けた手続きをすすめるとい

う記者会見をしたばかりで、これからという時だったのに。 

その痩せ果てた姿は、沖縄の声に耳を傾けるどころか法律さえもないがしろにしながら工事を強

行する国に対する、壮絶な戦いを暗示させた。事実、そのストレスは想像を超えるものだっただろ

う。力ずくで、ずるがしこく、意地悪な国に、まっすぐに正論で立ち向かっていた。日本の民主主

義や地方自治、独立を真っ向から問うた。沖縄の民の声を代弁して、正々堂々と誇り高く。ああ、

どんなに気力が要っただろう。 

沖縄に対するいじめそのものの政府の対応の中、いつも風格と威厳を持って対峙していた翁長さ

んの凛とした姿が目に浮かぶ。沖縄戦で亡くなった人々の怨念、土地を奪われた農民の無念、米兵

の犯罪被害にあった人々の悲しみを背負っての迫力のある姿だった。その姿は、基地による被害・

分断、悲しみ・苦しみを子や孫の代に引き継がせてはならない、沖縄のあの美しい豊かな海を埋め

立てさせてはならないという県民の意思そのものだった。 

翁長さんは、「包容力」という言葉をよく使う政治家だった。基地を挟んで対立させられている

構図を嘆き、「なぜウチナーンチュは自分で持ってきたわけでもない基地を挟み、いがみ合うのか。

誰かが上から見て笑っていないか」といった発言もよくされていた。革新共闘から一歩進んでの、

保守や経済界を含めての共闘ができたのも、彼の尽力あってのことだ。誰が人々を分断させている

のか。その正体を、翁長さんの問いかけを通じて考えた人も多いだろう。翁長さん、「私たちは分

断されてはならない」というあなたのメッセージは、しっかりと届いています。 

国は、撤回によって中断する工事の損害額を、一日二千万円と見積もった。撤回に関わる訴訟で

国が勝ったら沖縄県に対して損害賠償請求をするつもりらしい。やくざまがいの脅し・恫喝だ。こ

れが一国の政府のやる事だろうか。これからも沖縄の民意を踏みにじる政府のごり押しは続く。県

知事選挙も、汚い戦い方をしてくることだろう。そんな国のやり方を許してはならない。 

翁長知事が命を懸けて国と対峙した遺志を引き継ぎ、辺野古に基地は作らせないためにここ本土

でこそ声をあげていきたい。沖縄と本土も分断されてはならない。この国が一人一人を大切にする

国になれるように。小さな命が守られますように。戦争を再びしないように。沖縄の願いと、本土

に住む一人一人の願いが重なりますように。 

翁長さん、これからも平和を願うすべての人々の力となってください。あなたの願いでもあった、

この国がアジアと世界の平和の懸け橋・「万国津梁」となれるようにがんばります。ありがとうと

お疲れ様の気持ちを込めて。 
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母の置き土産！！ 

広島市平和祈念式典に遺族代表として参加したこと 

米重節男さん（向日市） 

 

８月６日広島市平和祈念式に、遺族代表の一人として参加しました。その体験を報告します。 

 

■鳥取県の遺族代表になる 

広島の被爆者だった母親（米重フジヨ）は、今

年１月８日に鳥取市の医療生協鹿野温泉病院で、

享年９４歳で生涯を終えました。葬儀のあとで被

爆者死亡の手続きをしたおり、申請書に原爆死没

者名簿への記載の可否を問う欄がありました。そ

れで希望にしました。鳥取県は、県独自に名簿が

作成されるようで、その可否も問うていましたの

で、そちらへも希望しました。毎年、死没した被

爆者を名簿に記載して慰霊碑に納めているが、あ

れはどういう手続きをするのだろうかと、かねて

より疑問でしたが、この申請で記載されることが

分かりました。 

５月ごろに、市田里佳さんから京都府から被爆

者遺族に、８月６日の広島市平和祈念式への参加

希望の案内が来ているとの話がありました。それ

を聞き、鳥取県は何か言って来たかと妹に確認す

ると何もないとのこと。すぐに、県に問い合わせ

させたところ、県の担当部署は驚いた様子で折り

返し返事するとのこと。やがて県の担当部署から

は、参加できますが、鳥取県代表は一人のため希

望者が複数の場合は抽選になるとの話。そういえ

ば、母よりも一週間ほど前、昨年の年末に原水協

や、被爆者運動の役員をされていて、地元鳥取市

ではよく知られた方が亡くなったと、報道があっ

たことを思い起こしました。 

やがて県の担当者から、鳥取県代表として広島

市に推薦します。県代表として参加してください。

さらに、全国の都道府県代表の代表として、神奈

川県の代表と２人が式で献花をする役目です。と

の連絡がありました。これは予想外のことで、何

をするのだろうか、なぜ全国の遺族を代表して献

花する役が来るのかなど、妹と二人であれこれ推

測し合いました。鳥取県代表ということなので、

県民である妹・萩原千津子が広島市に登録し、私

は付添いで式に出席することになりました。 

全国都道府県遺族代表のさらに代表に、広島市

からも連絡があり、式典の次第や遺族代表はマス

コミに発表するので取材があるだろう、亡くなっ

た被爆者の被爆時の様子を書いて提出するよう

に、献花役の人は５日にリハーサルをするので、

その時間までに来るように。宿泊は広島市文化交

流会館、交通費と宿泊費は代表一人分を広島市が

負担する、５日の夜は広島市主催で全国の遺族代

表の歓迎夕食会を開くなど、詳細な指示がありま

した。 

母の被爆時の様子は、昨年１月まだ元気だった

ころに私が聞き取っており、それをまとめてさら

に詳しく聞いて完成をと用意していた物があり

ます。それを妹にも渡して、広島市に提出しまし

た。 

インターネットで２０１７年の式典を探すと

広島のテレビ局、広島市などの記録映像がありま

した。それを見ると、献花は開式後の早い段階で

市長、市議会議長に続いて、３番目に花輪を遺族

代表２人が持って、慰霊碑に捧げる姿がはっきり

と正面から映っています。これは大変、生涯２度

と無い役目だ、全国いや世界にテレビ中継される

と、一気に緊張が高まります。妹は服装もちゃん

としなければと、最後まで頭を悩ます事になりま

した。 

 

■平和祈念式典の様子 

８月６日の式典は、正式には「広島市原爆死没

者慰霊式並びに平和祈念式」で、「 HIROSIMA 

PEACE MEMORIAL CEREMONY」と英文表記されてい

ます。配られた実施要項の資料には、式典の「目

的」が冒頭に記載されています。「被爆７３年の

平和記念日に当たり、遺族・市民及び各界有志の

参列の下に、原爆死没者の霊を慰めるとともに、

恒久平和の実現を祈念する。」と記されています。

主催は広島市。日時は毎年８月６日午前８時開式、
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同８時５０分閉式で、平和公園で開かれます。式

は開会前から、準備や手配などその大変な様子が

よくわかります。遺族代表や式典で役目のある参

加者は、６時から食事、７時にロビーに集合して

会場に徒歩で移動です。献花をする代表者はタク

シーで６時４０分には会場の控室に入ります。そ

こには大臣や政党代表など、テレビで見たことの

ある人が大勢待っていたとのこと。７時３０分に

は、参列者一同が着席して待ちます。最後に安倍

内閣総理大臣が着席して、式が始まりました。安

倍総理は、慰霊碑の後ろ側（原爆ドームの方）か

ら式場の前方左側の歩道を車で乗り入れ、式場の

すぐそばで車を降りて歩いて席に着きました。会

場の一角から拍手が鳴り響いたのには驚きまし

た。私は、最前列から４番目の列で、テント中央

の指定席です。隣は、広島市議会議員席のゾーン

になっています。私の隣の女性は市議会議員でし

た。 

 

■「献水」してから式が始まる 

７時５０分、開式前に慰霊碑への献水が行われ

ます。あの日、水を求めて亡くなった犠牲者に捧

げるもので、広島市内１７カ所から汲んだ水が青

竹の桶に入れられて、市民代表の手によって慰霊

碑前に運ばれ、注がれます。 

８時開式宣言の次に、この一年に亡くなった被

爆者を記した名簿が慰霊碑に納められます。２人

の遺族代表が名簿を持って慰霊碑に入り、松井広

島市長が受け取って名簿を納めます。新たに名簿

２冊５,３９３人が加わり、原爆死没者は合計３

１４,１１８人と発表がありました。 

広島市議会議長が式辞を述べ、その後にいよい

よ献花です。市長を先頭に、市議会議長、遺族代

表（都道府県代表２人、市内代表１人、子ども代

表１人）、被爆者代表（市内２人、県内２人）、総

理大臣、衆議院・参議院議長、外務・厚労大臣、

広島県知事、県会議長、長崎市民代表（市長、市

議会議長、被爆者代表）国連事務総長、各国来賓

代表、姉妹・友好都市代表、平和首長会議代表、

広島市民代表と次々と花輪・献花が続きます。 

８時１５分に黙祷の号令があり、平和の鐘が遺

族代表と子ども代表の手で打ち鳴らされる中、一

分間の黙祷です。 

その後、広島市長が「平和宣言」を発表して、

世界に核兵器禁止条約の発効と核の無い世界を

訴えました。市長が降壇すると同時に鳩が一斉に

放たれ、会場の上を飛び回って去っていきました。 

「平和への誓い」が広島市内の二つの小学校の

６年生２人（男女）が、読み上げます。非常にし

っかりとした口調で、「私たちが学んで心に感じ

たことを、伝える伝承者になります。」と結びま

した。 

■安倍総理 そらぞらしい言葉遊び 

子ども代表のあと、安倍総理、湯崎広島県知事、

国連事務総長の３人が挨拶しました。 

安倍総理は、核兵器禁止条約には何ら触れるこ

となく、核保有国と非保有国の橋渡しをすると、

する気もないことを繰り返すのみです。朝鮮半島

和平、核兵器禁止条約の批准国が着実に増えてい

ることなど、情勢変化には何ら表明もありません。

単なる作文にしか聞こえませんでした。解釈によ

れば、どうでも受け止められる言葉はあるものの、

実際にするとは言わない、ことば遊びの作文です。 

 

■核抑止力論批判の県知事挨拶 

続いて立った湯崎広島県知事は、核兵器抑止力

論を子どもに分かりやすく説明するならと例え

話をしました。「隣の家とは仲が悪いので、いつ

でも破壊できる強力爆弾を仕掛けてある。その起

爆装置をいつも持っているが、隣の家もわが家に

爆弾を仕掛けているから、けんかにならないのだ」

と言って、こんなばかな話を誰が信ずるのかと、

核兵器に固執する勢力、日本政府を痛烈に批判す

る挨拶でした。 

遺族代表の献花 
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広島市長の平和宣言、安倍総理の挨拶の内容は

新聞でも報道されていましたが、湯崎知事の挨拶

はほとんど紹介されていません。私は、非常にわ

かりやすいと思いながら聞きました。湯崎県知事

の挨拶は、広島県のホームページには全文紹介さ

れています。 

 

■中満泉さんが日本語で代読 

国連事務総長とのアナウンスで、出てきたのは

国連の中満泉軍縮上級代表でした。会場では名前

の紹介もなく、本人も「日本語で読み上げます」

と言うだけで、事務総長の挨拶を発表しました。

私は昨年、国連での核兵器禁止条約会議で見知っ

た人だったのですぐにわかりましたが、会場にい

た人は知らない人も多かったのではないでしょ

うか。テレビでは、テロップで名前が紹介されて

いました。 

最後に、「ひろしま平和の歌」を合唱して閉式

です。この歌は、前日の歓迎会でも紹介があり、

われわれも練習しました。戦後まもなく作られた

歌だそうですが、私は初めて聞く歌でした。作曲

者の山本秀という名前を見て、永原誠氏の「消え

た広島」に出てくる唱歌の山本寿先生と、関係が

あるのではと勝手に思っています。式終了後は、

慰霊碑に献花・お参りの市民が長い列を作って並

んでいました。人のいなくなった席では、日本被

団協の藤森事務局次長が、ＮＨＫの取材を受けて

いました。 

 

■マスコミの取材とその顛末 

式が終わって、引き揚げようとすると、プレス

の腕章をつけた海外の女性記者が、私を取材にき

ました。名刺には「the japan times 」とありま

す。流暢な日本語で、氏名・年齢・遺族の関係な

どを確認して、式の感想や遺族の想いを尋ねてき

ました。これは丁度良い機会とばかりに、京都「被

爆２世・３世の会」の会員だと私の名刺を渡して、

日ごろの想いのほどを語りました。安倍首相の挨

拶、核の傘の下にあって核兵器をなくせと諸外国

で言うことへの鋭い批判など、２０１４年ウイー

ン会議でのことや、ウィ―ン大学で学生からの被

爆者に厳しい質問があったこと、昨年の禁止条約

会議など、これまでの体験と思いを語りました。

この取材が記事になったのか、この新聞がどこで

手に入るのか知らないので、分かりません。誰か

見た人があれば、教えて下さい。 

マスコミの事前取材は、読売・毎日・朝日・中

国新聞からありました。このうち、各県代表遺族

の紹介として、朝日・中国は代表遺族全員のコメ

ントと共に紹介記事にしていました。毎日新聞は

調べたのですが、分かりませんでした。読売は、

取材が３度もあったのに記事にはなりませんで

した。妹に、最初は鳥取支局から、次に松江支局

から取材があり、さらに式典終了後に現地で取材

があり、写真も撮っていきました。６日の大阪本

社の夕刊に掲載するとの話だったので、京都に帰

ってみましたが、載っていません。静岡県の遺族

代表の方の紹介が大きく掲載されていました。 

当日の式典はテレビで中継されたのですが、肝

心の遺族代表献花の場面になると切り替わり放

映されず、次に場面が変わったのは安倍総理の献

花でした。弟が会場に来て、テレビには出なかっ

たと伝えてきました。テレビで放送されるから見

てくれと、あちこちに声をかけた人からも、出な

かったぞと言われて、われわれの式典は終わりま

した。 

 

■初めて知った式典の裏面 

今回、式典に参加して初めて知ることが多くあ

りました。式の名称からしてそうですが、式の規

模、運営などの裏の一面を知ることができました。

広島市はこの式典を毎年開くわけですから、年間

を通して企画・運営にあたる部署があるのではな

いかと思いました。 

事前に遺族代表に配られた日程表は、まさに秒

刻みで式の進行が組まれていました。５日午後の

一番暑い時間に、リハーサルをしたのも、この進

行表を見るとうなずけます。献花役は５回くらい、

慰霊碑の前で練習していました。大勢の外国代表

も来ていました。これもリハーサルを兼ねていた

ようです。今回は８６の国・地域・機関からの代

表が参列しました。この場にＮＨＫ職員で、首か

ら「市長」「首相」「議長」「国連事務総長」「藤森」

などと書いた、大きな札を首から下げている人が

いました。当日の中継放送の切り替えのタイミン

グと映す位置関係をつかむため、リハーサルして
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いたのだろうと、式終了後に思いいたりました。

式場からの場面を切り替え、安倍首相の献花を映

すための準備だったのでしょう。 

その他にも、暑さ対策に配る飲料水、おしぼり、

休憩所の用意、献花と会場飾りつけの花の準備、

鳩、通訳、介護支援、合唱隊や吹奏楽団、会場整

理・案内など多くの協力団体の活動がありました

が、いずれもボランティアだったようです。 

■遺族代表と歓迎会 

遺族代表は都道府県の推薦となっていますが、

必ずしも全国４７都道府県の代表が揃うわけで

もありません。鳥取県の場合、前回の代表は１２

年前だったそうです。母が京都や広島で亡くなっ

ていたら、今回のように代表にはなれなかったで

しょう。また遺族代表は、必ずしもこの一年に亡

くなった被爆者の遺族でもないようです。過去に

も参列したという人もありました。 

５日の夜に開かれた遺族代表歓迎会では、４０

都道府県から代表と付き添いの人が出席しまし

た。来賓には厚労省から担当の局長、室長など３

人も出席し、挨拶していました。また、広島市議

会の谷副議長から、遺族代表に記念品が贈られま

した。 

妹が一緒に献花をする神奈川県代表の丸山進

さんは、神奈川県原爆被災者の会の会長さんで、

前にも参列したそうです。 

また千葉県代表は日本被団協事務局次長の児

玉三智子さんでした。以前、被爆２世３世交流会

にも来てお話をしてもらったことがあります。５

日の午前中に、私も出た原水禁世界大会の分科会

で、自分の被爆体験を発言されていました。遺族

代表として一緒することになってビックリです。

京都府代表は、西京区在住の高橋和久さんで、被

爆者の父親が昨年亡くなった方でした。すぐに挨

拶に行って京都「被爆２世３世の会」を紹介しま

した。最高齢の方は、沖縄の太田康子さん９１歳

で、私の母親より一歳下の方でした。朝食の時に

同じテーブルとなり、亡くなった夫が被爆者だっ

た、年齢からこれが最後の出席になると話をされ

ていました。お孫さんが付き添っておられました。 

歓迎会での同じテーブルには、死没者名簿を慰

霊碑に納める役の男女２人、鐘つきの役の人もお

られ、いずれも被爆３世だとのことでした。なぜ

選ばれたのかわからないとの話でしたが、３人と

も広島市の別々の区民だとのことで、地域順に選

考しているのではないかと思われます。遺族は被

爆者、２世、３世も多くいました。被爆体験証言

や継承の活動、核兵器廃絶の運動をしている人も

ありました。また、亡くなった親の被爆時の状況

を詳しく知りたいと、参加した遺族の人に尋ねて

いる人もありました。 

今回の式に参列してみて、平和祈念式典が、こ

のように多くの人の大変な努力で開かれている

ことを実感しました。そこには、被爆者が三度原

爆を使うな、核の無い世界の実現を望むとした想

いを受け止めて、その実現を求める心底からの想

いが支えているのだと理解しました。それだけに、

世界が核兵器禁止条約にと流れている中で、口を

開けば被爆国と言いながら、わざわざ記者会見で

禁止条約には加わらないと、念押し発言する安倍

首相には、ガッカリを通り越し、あきれ果ててし

まいます。まったくどこの国の首相かと、情けな

い気持ちと怒り心頭です。世界に言う前に、日本

国内の政治を変えるのが先決問題だと、改めて感

じました。 

母親は、自分の死後に子らがこんな体験すると

は、思いもしなかったことでしょう。私も、気軽

にあの式典に参加するにはと問い合わせたので

すが、こんな「騒ぎ」とは、考えてもいませんで

した。 

二度とない生涯でただ一度の体験は、まさに母

の置き土産だったと受け止め、式の終了後は兄弟

３人で墓参りし、報告しました。 

以上

リハーサル風景 石段上の中央が妹 
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「核兵器のない世界」を求めて 

市民社会と政府の共同が未来を切り開く！ 

２０１８年８月４日～６日原水禁世界大会と広島からのレポート 

 

 

■各国政府やＮＧＯの核兵器禁止条約発効に向けた決意に共鳴！ 

井坂博文さん（北区） 

８月４日から６

日まで開かれた原

水爆禁止２０１８

年世界大会。私も

京都の代表団約２

００人の事務局と

して参加。西日本

豪雨で大きな被害

を受けながら、世

界大会を準備して

いただいた広島の

仲間と関係者のみ

なさんに感謝‼ 

開会総会には５千人が参加。かつて原水禁国民

会議の事務局長を務めていた総がかり行動実行

委員会共同代表福山真劫さんが初めて参加して

「運動が分裂しては勝てない。市民と野党の共同

をあらゆる運動で連帯を」と連帯あいさつ。「市

民と野党の共同」が大事だ。 

世界大会２日目、山田市会議員といっしょに午

前中平和公園へ。原爆ドームにあいさつし、慰霊

碑に黙祷し、平和資料館へ。地下に降りて日赤病

院特別展示、新資料展へ。「国にとって父は何十

万人の内の一人でしょうが、私たちにとって父は

全てだったのです」の言葉が胸に突き刺った。 

昼からは、フォーラム「核兵器禁止・廃絶へ、

政府とＮＧＯの対話」に参加。私は毎年このフォ

ーラムに参加し、核兵器廃絶に関する世界と日本

のホットな情報をつかむようにしている。今年の

フォーラムには、世界大会に出席した２人の政府

代表と海外代表らをパネリストに迎えて対話や

経験交流を行った。 

オーストリア政府代表、アイルランド政府代表、

アメリカのフレンズ奉仕委員会理事・軍備管理協

会スタッフのアリシア・サンダース・ザクレさん

が２０２０年に核兵器禁止条約の発効の可能性

と決意を表明。 

日本原水協の高草木博代表は、世界大会の歴史

に触れながら、ＮＰＴと禁止条約採択の過程に見

られた力関係の変化を紹介し、２０１０年ＮＰＴ

会議で核保有国に約束させた「核保有国の核軍縮

の義務」を実行させるのは世論の力であり、禁止

条約はその一歩となる」と、ＮＰＴと禁止条約は

相乗的に力を発揮することを強調し、「ＮＰＴは

核保有国を利する不平等なもの」「ＮＰＴと禁止

条約は矛盾するのでは」との疑問が海外代表の発

言や高草木さんの指摘でしっかり解明された。 

６日、広島市平和祈念式典。平和宣言の中で、

松井広島市長は安倍首相を前にして「核抑止や核

の傘という考え方は、長期にわたる世界の安全を

保障するには極めて不安定で危険極まりないも

の」「日本政府には核兵器禁止条約の発効に向け

た流れの中で、日本国憲法が掲げる崇高な平和主

義を体現するためにも、国際社会が核兵器のない

世界の実現に向けた対話と協調を進めるよう、そ

の役割りをはたしていただきたい」と強調。 そ

れに対して安倍首相は「核兵器禁止条約」につい

ては一言も触れずじまい。情け無い首相だ。 

閉会総会には６千人が参加。大会宣言を採択し、

世界大会は閉会した。 

世界大会の街角編 

昼食に広島焼きを食べた店の名前は「みっちゃ

ん」。表面はそばの太麺パリパリ、中はキャベツ

いっぱいのジューシーでとても美味しかった。 
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この店と分科会フォーラム会場の間にある小

さなお寺の入り口にある看板と２枚の絵。被爆者

が描いた現地の絵を街角に返す会の取り組み、と

ある。「世界が広島を忘れたとき、あの悲劇はま

た繰り返される」とのメッセージも素晴らしい。 

地下商店街ショーウィンドウに、８月１１日に

行われるサッカーJ リーグのピースマッチのイベ

ント紹介があった。対戦はサンフレッチェ広島対

Ｖファーレン長崎。広島と長崎の試合であり、ス

ポーツができる平和に感謝、とある。でかい折り

鶴も一緒に添えられていた。この時期に広島カー

プによるプロ野球ピースナイターは有名だが、サ

ッカーまでやってるとは嬉しい限り。 

 

 

■９条改憲阻止のためにアジアの平和実現が不可欠なことを学ぶ 

堀 照美さん（上京区） 

今、私たちの光は核兵器禁止条約 

  「諦めるな。押し続けろ。光が見えるだろう？

そこに向かってはって行け」（節子サーロー） 

このメッセージは閉会総会で決議された「広島

からのよびかけ」からとりました。8 月 4 日から

6 日まで参加した原水爆禁止２０１８年世界大会

はまさにこの言葉をしっかりと受けとめ未来を

切りひらくものでした。 

大会 1日目の開会総会は全国各地から５千人が

参加者しました。開会宣言で、全労連の小田川議

長は、核兵器禁止条約と南北・米朝の首脳会談は

核兵器のない世界にむけたチャンスで、安倍政権

はその流れに向き合っていないと指摘しました。

逆流を押し返す力は市民社会の共同のたたかい

で、「被爆者国際署名」と安倍９条改憲阻止の「３

０００万人署名」の成功を訴えました。広島の被

爆７団体の代表は、日本政府に核兵器禁止条約の

署名・批准を求めました。また今大会では、沖縄

から「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」

の山本事務局長が新基地建設撤回にむけた国際

連帯と支援を訴えました。 

2 日目の分科会は「９条改憲ストップと核兵器

禁止・廃絶」に参加しました。はじめに小沢隆一

さん（東京慈恵会医科大学・憲法学）が「９条改

憲阻止、アジアの平和実現、核兵器禁止・廃絶は

『三位一体』の課題」と題して講演をされました。

９条改憲阻止をするためには何が必要なのかそ

の展望はどこにあるのかをじっくり話されまし

た。そして講演の題である９条改憲阻止のために

は、アジアの平和実現が必要であり、核兵器禁止

と廃絶の運動を欠かすことができないことがは

っきりと分かりました。交流では、安倍９条改憲

阻止「３０００万人署名」や「被爆者国際署名」

のとりくみの発言があり、私は京教組の９の日宣

伝や署名の全戸配布、女性部の清水寺６・９行動

について発言しました。 

３日目の閉会総会は、６千人が参加しました。

基町高校の卒業生が現役の時に１年間被爆者の

体験を聞きその体験を表した絵と共に受け継い

でいく決意を表明するなど、たくさんの若者が壇

上に登場し、運動を引き継いでいく熱意と展望を

感じました。 

「被爆者国際署名」と安倍９条改憲阻止の「３

０００万人署名」を多くの人に訴えて行かなくて

はと反省させられた３日間でした。頑張ります。 
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■被爆者の方から直接聞く証言が力に 

野間優子さん（吹田市） 

被爆２世としてやるべきことを手がけていこ

うと思うようになっています。そのために、今年

の原水禁世界大会では初めて分科会４「被爆体験

の継承・実相普及と援護連帯活動」に参加しまし

た。「たまたまその時爆心地に行っていなかった

ので助かった。生きるのが辛くて死にたいと思い

続けてきた」被爆者の方。「母の命を助けられず、

母の言葉でその場を去り、今は放射性降下物によ

る内部被ばくの研究をされている」被爆者の方。

多くの被爆者の方々が、しっかりと地に足をつけ

て生きてこられたことが分かりました。 

そしてアメリカの対ソ連に対する原爆投下の

事実と、日本の降伏を遅らせた事実など、多くの

ことを再度確認することができました。 

さあ、「ヒバクシャ国際署名」集めと、被爆者

支援カンパと、日本政府に批准させるぞと、確信

と決意を深くしました。 

 

 

■若い人たちの熱意と決意にあふれた世界大会 

馬場始延さん（八幡市） 

昨年核兵器禁止条約が採択され、各国の署名と

批准が進む中、６月の米朝首脳会談によって朝鮮

半島の非核化に向けた一歩が踏み出された中で

開かれる今大会。世界と日本の状況が今どうなっ

ているのか知りたいという思いで参加しました。 

今回特に感じたのは、外国の方の参加の多さ、

加えて高校生をはじめ青年たち、子育て中のお母

さんたちが多く参加していたのが印象的でした。

そんな若い人たちの、被爆者のみなさんの体験を

聞きたい、そしてその思いを自分たちが伝えてい

かなければならないという決意が伝わってきま

した。 

運動の広がりもいろんなところで感じました。

開会総会での総がかり行動実行委員会共同代表

の福山真劫さん、オール沖縄事務局長の山本さん

が初めて参加され連帯のあいさつをされました。

福山さんは「１年前は自分がこの場にいるとは思

ってもいなかった。分裂から共闘の時代へと新し

いステージに立っている。共同共闘の中にこそ未

来がある」と力強く話され、すごい拍手でみんな

応えました。女性のつどいも１０５０人の参加で

運動を交流しあいました。 

２日目の分科会は特別集会の「非核平和の朝鮮

半島とアジア－日本の役割」に参加しました。今

の状況に応えるもので２３０人の参加で、会場は

立ち見が出るほどの熱気に包まれました。アメリ

カ、韓国、中国、日本のパネリストの話でした。

朝鮮半島の非核化は北東アジア、世界の非核化の

出発点となること、核兵器はいかなる理由によっ

ても絶対に使用させてはいけないという世論を

圧倒的に広げることが大事で、日本が「核の傘」

から離脱し核兵器禁止条約を批准することこそ

が朝鮮半島の非核化の力になると話されました。 

途中、韓国の青年２３人から、「日本が戦争責

任をきちんと謝罪することが大事で、その上で共

に平和な世界に向けて手を携えて頑張っていき

たい」と訴えられたのはとても印象的で力強いも

のでした。日本がきちんと謝罪することは朝鮮半

島の非核化への大きな一歩になると本当に思い

ます。事実を事実として認めない安倍政権。子ど

もの教育の中で、正しい歴史が教えられていない

ことが何より怖いです。 

原爆が投下された８月６日は、広島では１日中

核兵器廃絶と平和を願うとりくみが行われてい
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ます。学校は平和登校日で、教室で記念式典のテ

レビを見、８時１５分には黙とうし、平和につい

て考えるそうです。 

閉会総会のヒロシマデー集会で基町高校卒業

生の石田さんは「原爆の絵」のとりくみを話しま

した。広島平和記念資料館で証言者が被爆証言を

する際、よりよく伝わるようにお話を絵にすると

りくみです。何回も何回も証言者と話をして絵を

仕上げていくそうですが、１１年前から基町高校

でとりくまれているそうです。日常の教育の中に

平和について考えることが当たり前になってい

ることに驚きと感動を覚えました。さすが広島だ

なと思うと同時に、大人としての責任を感じます。

彼女は言いました。「この活動を通じて原爆のこ

とをもっと多くの人に知ってほしいと思うよう

になった。原爆は過去のことではなく、後世に語

り継ぎ残していくことを若い世代が積極的にと

りくんでいくべきだと考える」と。 

記念式典での安倍首相の言葉はむなしく怒り

を覚えました。「被爆者の方に寄り添い」など口

先だけで言い、やっていることは逆。この態度こ

そ被爆者のみなさんを傷つけているのです。 

暑い広島でしたけど元気をいっぱいもらうこ

とができました。 

 

 

■岩国基地の実態に考えさせられる 

奥田美智子さん（左京区） 

今年も京都原水協の小杉さんのお世話になり、８月５日の原

水爆禁止２０１８年世界大会・動く分科会１０『岩国基地調査

行動』に参加する事ができました。 

朝８時半にバス１２台で広島駅を出発して、現地には１０時

過ぎに到着。車中では、岩国基地近くに住んで居られる７０歳

代のとても元気な男性ガイドさんが、爆音被害の現状や拡張さ

れる滑走路のことなどについて、わかりやすい言葉で説明をし

てくださいました。 

「孫のためにも、この活動は続ける!」とおっしゃっていたの

が、今でも耳に残っています。 

また、岩国基地の近くの車窓からは、お店の看板メニューが

ドル表示になっていたり、いたる所に、アメリカの国旗がはた

めいていて、規模は小さいけれど、先日行った沖縄の基地周辺

と同じ空気を感じました。 

平和憲法のもとで、こんなに拡張されていっていいのかな

あ? 

考えさせられることがたくさんできました。 

写真上は岩国基地、はるか向こうに米軍機。 

写真下は８月６日の広島大学慰霊祭にて。父とともに教室内

で被爆負傷し、からくも生き残った友人の片島三朗先生（９２

歳）と。来年も再会を約束しました。 
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■２０１８年原水禁世界大会日誌 

平 信行さん（南区） 

１日目／８月４日（土） 

 京都代表団の事務局として私は第２号車の

車長を担当。第２号車は４４人が乗車。その

内女性が２５人、２０歳代が１６人、３０歳

代が７人。半数以上が女性で、そして若い人

たちの参加が目立つ。 

 車中ではクイズも楽しむ。例年質問がマニア

ックだなどと言われるので、今年は思い切っ

て優しい設問にし、回答も三択方式に変更し

た。それでも設問によっては圧倒的多数が正

解とばかりはいかない。「核兵器禁止条約の

効力発揮には何ヶ国以上の批准が必要か？」

の質問には、正解者が半分もなくびっくり。 

 スムーズな走行で午後１時前に会場の広島

県立体育館に到着。午後２時から４時３０分

まで世界大会開会総会。参加者数は５，００

０人。主催者報告、広島市長あいさつ（代理）、

被爆者あいさつ、連帯あいさつ、国連関係

者・政府代表あいさつ、国内外のたたかい報

告、オール沖縄のたたかい報告、６０周年国

民平和大行進の紹介・アピールと続いた。 

 特別印象に残ったのは、「戦争させない・９

条壊すな！総がかり行動実行委員会」共同代

表の福山真劫さんのあいさつ。福山さんはも

う一つの世界大会、原水禁国民会議の世界大

会の中心を担ってきた人。今年も世界大会は

二つに分かれての開催だが、「もうそろそろ

一つになって統一していきましょう」という

メッセージを、福山さんの出席とあいさつが

物語っていたように思う。 

 もう一つ印象に残ったのは韓国からの代表

のあいさつ。韓国での反核平和の運動ととも

に、７０万人被爆者の内１割の７万人は朝鮮

半島出身の人々であったこと、朝鮮半島出身

被爆者に対しては救済援護策が非常に立ち

遅れてきた歴史が強く訴えられた。近い将来、

北朝鮮からの代表も、北朝鮮にいる被爆者の

人たちの世界大会参加も必ず実現すること

を望みたい。 

 県立体育館という大きな施設ではあるが、館

内温度は高く、座席シートも窮屈で、快適さ

とはほど遠い。贅沢をいう積りはないが、参

加者に我慢を強いるような総会がいつまで

続けられるのか心配になる。 

 夕食は宇品の港が見えるところで。私の父が

被爆した宇品軍港陸軍六管桟橋跡、向かい側

の似島等々を眺望する。 

２日目／８月５日（日） 

 世界大会２日目は分科会の日。一方的に聞く

だけでなく、積極的に意見交換に参加できる

日。貸し切りバスで会場に着くまで広島市内

中心部を通過するので、車中からガイドしな

がら会場に向かう。御幸橋、広島日赤病院、

広島文理大・高等師範跡、平和大通り、京橋

川、比治山、猿猴川。 

 私の参加したのは分科会４「被爆体験の継

承・実相普及と援護連帯活動」。参加者は会

場いっぱいとなり、席も資料も足りなくなる

ほど。おそらく２００人以上か。若い人たち

の参加が圧倒的で、関心の高さを表している。

それに反して、意外にも被爆者（６人）、被

爆２世・３世（９人）の参加は少なかった。 

 参加された被爆者６人は全員が自らの被爆

体験を語りながら自己紹介。語られた体験は

時間をとってかなり詳しいもので、初めて聞

く参加者にとってはとてもインパクトのあ

るものではなかったかと思う。 

 その後分科会は、あらかじめ用意されていた

基調となる報告、発言が続けられた。昨日ま

での国際会議宣言の報告、広島の被爆者Ｏさ

んの被爆体験、アメリカからの参加者、日本

被団協のＨさん、ノーモア・ヒバクシャ訴訟

のＭ弁護士、Ｓ先生。内容も重要で貴重な報

告ばかりだが、それぞれがかなりの時間を使
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われるので、一般参加者の発言はその分だけ

押し縮められた感は否めない。 

 当日の発言通告による発言は、京都から私、

広島県二世の会のＦさん、静岡県二世部会の

Ｉさん、宮城県から参加の人、兵庫県のヒバ

クシャ署名を推進している人、高知県のビキ

ニ訴訟の人の６人だけ。この分科会のテーマ

は“被爆の実相をいかに伝えていくか”だっ

たはずだが、そのことの経験交流、これから

の課題についてどこまで深められたのか、や

や心許ないものを残したように思う。 

 分科会は午後３時終了。同行のＴさんに「こ

こがＫさんの被爆した場所、ここがＨさんの

お父さんが爆死したところ」と案内しながら

市内電車で移動。京都ゆかりの被爆者、その

遺族のみなさんの被爆体験場所を訪ねるツ

アーなど一度企画してはどうかなあ、と思う。 

 明日の記念式典当日は時間がないので、その

後は猛暑の中平和公園とその周辺を見て回

り手を合わせる。原爆の子の像、原爆供養塔、

韓国人原爆犠牲者慰霊碑、広島二中原爆慰霊

碑、原爆死没者慰霊碑、動員学徒慰霊塔、最

後に原爆ドーム。それぞれに深い思いがある。 

３日目／８月６日（月） 

 朝６時５０分ホテル出発のバスで平和公園

に向かい、広島市原爆死没者慰霊式・平和祈

念式に参列。といっても会場はすでにいっぱ

いで、周辺にどこか適当な場所はないかと探

し回る。平和の灯の北側一帯に行っても、ど

こまで行っても進入禁止の規制線が張られ

ていて、なんとなく一般の人は排除されてい

る雰囲気。いつもこんなに厳しかったかなと

不審に思っていたら、事情が分かってきた。 

 従来は他の来賓参加者と一緒に控室から会

場まで足を運んでいたはずの内閣総理大臣

が、今年は慰霊碑近くまで直接車で乗り付け

て参列するらしく、そのための規制線のよう

だ。案の定、開会直前、黒塗りの車列が乗り

入れてきた。総理大臣だけ特別扱いなのか。

彼は式典終了後も慰霊前から直接車に乗り

込んで、サッと去って行った。 

 私たちは慰霊碑から遠く離れた規制線の外

で、立ちっぱなしで約１時間の式典の進行を

見守る。松井市長は平和宣言で、核兵器禁止

条約のことを正面から掲げ、日本政府に条約

参加を迫った。安倍首相のあいさつは核兵器

禁止条約のことには一言も触れず、空虚な言

葉に終始した。ほとんど昨年のあいさつとの

焼き直しのような感じがした。 

 式典終了後、世界大会閉会総会に向かう途中、

原爆ドーム前で準備されていた「８・６広島

青空式典」に立ち寄った。山口県のＴさんた

ちの「被爆二世の会」が主催されているもの。

開会前だったが請われて私もマイクを握り、

被爆二世としての訴えをさせていただいた。 

 原爆ドーム前で

は「被爆二世プラ

スの会・北海道」

の方にも初めて

出遭うことがで

きた。北海道の二

世の会「被爆二世

プラスの会」とは

いつか交流でき

る機会を望んで

はいたが、それが

ここ広島で実現

するとは。８月６

日の広島はいろ

んな人たちを呼

び寄せている。 

 世界大会の閉会集会（ヒロシマデー集会）は

広島県立体育館で１０時３０分から午後１

時まで。終了後ただちに一昨日のルートを逆

に走って京都に向かう。車中では恒例の参加

者感想交流。いつも思うけど、原水禁大会参

加者は本当に真面目で、みんな一生懸命自分

の感想を語り、そして全員が熱心にそれに耳

を傾ける。特に印象に残った一人の参加者の

感想。「行きのバスの中のクイズで自分は４

問しか正解できず、何も勉強できていないこ

とにショックを受けた。それで平和記念資料

館に行って展示物などを一生懸命見てきた。

それだけでなく原爆死没者追悼平和祈念館

にも行って勉強してきた」とのこと。クイズ

も疎かにできないなあと思った。
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被爆者と対話して ― 肖像画で思い受け継ぐ 
増田正昭個展を終えて 

増田正昭さん（下京区） 

 

被爆２世としての思いを創作に反映させるよ

うになったのは、母が亡くなった３年前からです。

広島県内の墓を訪れた際、平和記念公園に立ち寄

りました。被爆体験が風化してしまうのではない

か。そんな危機感を抱きました。「２世として何

かやらなあかんな」と、原爆死没者慰霊碑の前で

誓い、それから原爆ドームの絵を描くようになり

ました。 

今年７月に初の個展を開くことになり、ギャラ

リーから被爆をテーマにすることを勧められま

した。想像で補いながら描くことも考えましたが、

「リアルなものを描きたい」と考え、１月から肖

像画の製作に取りかかりました。 

１人につき１～３カ月ほどかけました。絵に人

柄がにじみ出るよう、２時間ほど会話して相手が

リラックスしたところでデッサンに入ります。高

齢化が進む被爆者の姿を描き残そうと決意しま

した。「被爆者が言葉で語れない思いを絵で表現

したい」という思いで描き始めました。 

「顔のしわに、これまでどう生きてきたかが刻

まれている」と感じました。ある被爆者は、移り

住んだ滋賀県で差別を恐れ、広島弁を話せなかっ

たと語りました。「それぞれの体験を真正面から

受け止め、表現するのは苦しかった」一時期 体

調を壊しましたが、医者の勧めもあり、自分のペ

ースで行っていくことで、また描きはじめること

が出来ました。 

 

個展本番は７月２４日～２９日、６日間で２５

０人超える来場者がありました。猛暑の中、当初

の目標１００名を大きく上回り大成功でした。期

間中のオープニングパーティー、ギャラリートー

クも台風接近などで危ぶまれましたが、たくさん

の方のご協力で成功することが出来ました。あり

がとうございました。 

 

◇期間前から、京都民報、京都新聞、毎日新聞、

産経新聞、朝日新聞の５社から取材を受けました。

新聞社から取材を受けるのは初めてでしたが、ど

うしても「被爆体験」を宣伝してほしいと思い、

熱く語りました。各社２時間以上語り大変つかれ

ましたが、どの社も誠実に報道していただきまし

た。また大きな紙面で取り上げてもらいびっくり

もしました。 

その甲斐があり、新聞報道を見て来られる方が

多数ありました。ご案内していない４０年ぶりに

お会いした方で、「新聞を見て絵を描いているこ

と知り観に来ました」とか、「新聞の記事を読ん

でどうしても観なくてはと予定を変えて観に来

ました」等々、マスコミの効果すごいなあと思い

ました。 

 

個展をきっかけに、昔からの知り合いの人から

「私も実は被爆者である」と打ち明けられました。

作品に接して、身近な被爆者について語り出す来

場者もいました。 

「一世に寄り添って、体験をつないでいくのが

被爆２世の私の役割。一生をかけて描いていく」

とともに「７３年間生き続けた被爆者の思いを絵

で表現したい」と思います。 

たくさんの方から助けてもらい成功すること

が出来ました。ありがとうございました。これら

も皆さんのご協力ご助言をよろしくお願いしま

す。
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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。

 

■基町高校生の描いた原爆の絵 

石角敏明さん（長岡京市） 

７月３１日（火）、今年の「平和のための京都の

戦争展」を見学してきました。基町高校生の「原

爆の絵画」、思わず“３回”も見ました。素晴ら

しい、という言葉よりよくあれだけ描けたな、と

いう思いが強い。なぜか、泣けてきました。あの

絵は、皆に見て欲しいし、他の作品も本物を見て

みたいです。 

また「昼休み」の合唱で、乙訓の合唱団と会い

まして、知り合いの人がおいでになり、お互いビ

ックリでした。とても勉強になった一日でした。 

 

■「長崎・ハンフォードプロジェクト」日米の

テレビで放映 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ） 

朝日新聞に掲載された「長崎・ハンフォードプ

ロジェクト」の記事、見つけて下さってありがと

うございます！ 

シカゴでは、８月９日、長崎原爆忌の朝です。

幸運にも皆様からのご支援で、あの長崎・ハンフ

ォードプロジェクトが遂行でき、ＮＨＫ長崎が作

ってくれた番組が西日本で（と聞いたのです

が・・・）放送されました。ここアメリカのワシ

ントン州ではＮＨＫに相当する放送局ＰＢＳが

作ってくれた番組が今日、全国ネットで放送され

ます。 

アメリカでは原爆被爆者に「同情的」な声はあ

っても、なかなか核廃絶・原発廃止に繋がりませ

ん。「被ばく」に対して、アメリカ国内外でもっ

と声をあげなければ、と思っています。日本の声

も大事ですので、こちらこそ、これからも色々ご

教示ください。 

 

■故郷の小水力発電 

平 信行さん（南区） 

お盆に郷里（広島県北広島町）に帰郷した折、

ふるさとの「壬生の小水力発電所」を見学してき

ました。この発電所は昨年の豪雨と洪水で大破し

たものですが、一年かけて再建され、この８月１

日新たに運用開始されたばかりでした。 

元々この小水力発電所は、６１年前の１９５７

年(昭和３２年)、私がまだ６歳の頃、地域の人々

の暮らしを支える文字通り地産地消の自然エネ

ルギー装置として、当時の地元農協によって開発、

建設されたものです。昨年の大破でそのまま廃棄、

使命を終えるという選択もあったのではないか

と思いますが、そうではなく、今こそ自然エネル

ギーを大切にしていこうという意思で、復活の道

が選ばれたのだと思います。

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

７月３０日付 朝日新聞より 
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朝日新聞出版 

１，５１２円（税込） 

講談社 １４００円（税別） 

 

 

 

 
 

 

■憲法くん  松元ヒロ 作 武田美穂 絵 

紹介 井坂博文さん（北区） 

先日、井上吉郎さんから紹介された松元ヒロさんの「憲法くん」をさっそく購入して一気に読んだ。 

お笑い芸人である松元ヒロさんのひとり芝居「憲法くん」が誕生したのは１９９７年、憲法施行５０

年目の憲法記念日に演じてから２０年が経っている。この絵本はそれをもとに日本国憲法を人間に見立

ててユーモラスに描き、憲法の大切さ

を訴えている。 

松元ヒロさんの舞台に共感した絵

本作家の武田美穂さんが描いた絵が

また素晴らしい。ぜひ読んでみてくだ

さい。松元ヒロさんは、絵本の巻末で

こう語っている。 

「この絵本『憲法くん』が、今の時代

の『新しい憲法のはなし』みたいな存

在になることができれば」と。私たち

の力でぜひそうしてみせたい。 

 
 

■９６歳 元海軍兵の「遺言」 瀧本邦慶 著 下地 毅 聞き手 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

我々が、戦争体験者の話を聞ける最後の世代、と言われているが、これは

その「戦争」を体験した元海軍兵士の訴えである。真珠湾攻撃・ミッドウエ

ー海戦・トラック島大空襲等、兵士が経験した戦場・戦争の悲惨さに言葉を

失うが、「老兵の遺言」として今の若者に語りかける迫力には圧倒される。７

５歳ごろから「語り部」を始め、多くの若者に「戦争の実際」を語るが、選

挙の結果にショックを受け、一時語り部活動を止める。 

しかし、戦争とは「親より先に子が死ぬこと」「戦争に行くのはわかもの」

と、自分の軍隊生活に基づいた戦争の真実を再び語り始める。そこには一切

の責任を負わず、いざとなったら、部下を見殺し、責任を部下に押し付ける

軍の上層部の姿を浮かび上がらせる。そして「国」の欺瞞を強調し、「よくお

ぼえていてください。えらいひとは失敗の責任を絶対にとりません。反省も

しません。これは戦前のことだけではない」と我々に訴えかけ、「戦争にイエ

スかノーか、あとは自分で決めてください」と鋭く問いかけてくる。じっくり耳を傾け、しっかり考え

るべき内容の「遺言」である、と老兵はいうが、一海軍兵士の戦場・戦争の体験談だけではない、我々

に・若者に鋭く問いかけてくる「老兵」というより「一海軍兵」の訴えである。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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１，５００円（税別） 

 

■「原爆」－広島を復興させた人びと  石井光太 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

父親が「広島は７５年間は草も木も生えないと言われたが、よくあそこまで

よくなったなー」と話していたのを思い出す。申し訳ないが、私はここに紹介

されている４人のうち「丹下健三氏」以外は存知あげなかった。広島の歴史を

ご存知の皆さんには、４名とも知られた人かもしれないが。ここには、４名の

方の活躍を紹介しながら、無名の広島市民の「原爆の悲惨さを知ってほしい」

「被害を後世にまで伝え、核兵器を無くしてほしい」という思い・行動が取り

上げられている。例えば「平和記念資料館」初代館長の「長岡氏」、その生い立

ちも普通ではなく、又ＡＢＣＣで働くなど広島市民からすれば「少し異常」だ

ろうが、彼の働きがなければ「被爆資料」が散逸していた可能性もある。彼の

奮闘があったから、市民から「被爆資料」が寄贈されたことは事実であろう。

ここでは、資料館に寄贈された「被爆資料」についての逸話も紹介されており、

今度「資料館」を訪問した時、今までとは違った感情が湧いてくるかもしれない。 

「原爆ドーム」の保存でも、市長の決断が大きな力になったことは事実だろうが、その後ろには、広

島の小学生、そして全国からの市民の大きな声援があったからこそ実現したこと。今、目の前にある建

物をただ「眺める」だけでなく、その建物に込められた「思い」を改めて知る。ここに紹介されている

市民の「運動」「思い」を知って、「広島平和記念公園」を再度訪問すれば、思いも深いものになるのは

間違いないと思う。名も無き「多くの市民」の願い・思いを胸に秘めつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■規制基準案 

 廃炉ごみ、地下７０ｍ以深で１０万年保管 

原子力規制委員会は１日、原発の廃炉に伴い、原子炉内から出る汚染度が高い 

廃炉廃棄物の処分場の規制基準案を了承した。活断層や火山の影響が想定されない場所で、深さ７０

メートル以上の地下に埋め、放射線の影響がほぼなくなる約１０万年後まで保管することが柱。 

原発の廃炉で出る低レベル放射性廃棄物は、放射能の強い順に「Ｌ１」から「Ｌ３」に３区分される。

今回の基準案の対象はＬ１で、制御棒や燃料集合体を入れるケースなどが該当する。東京電力福島第

１原発事故後の規制強化で廃炉が相次いでいるが、これまでＬ１の規制基準はなかった。  

基準案では、処分場を安定した地盤に作るよう電力会社に要求。長さ５キロ以上の断層近くは避け、

過去約２６０万年間に火山活動がないことを文献や地質調査で確認する。石油や石炭、天然ガス、鉱

物資源がある場所も、将来掘り返される恐れがあるため避ける。 

廃棄物は埋設後約３００～４００年間、地下水に放射性物質が出ていないか定期的に監視する。その

後は、国の許可なく処分場周辺を掘削することを禁じる。  

地上では、処分場から受ける追加被ばく線量を、国際基準に合わせて年０．３ミリシーベルト以下

に抑えるよう要求。放射性廃棄物の容器が壊れるなど、遮蔽（しゃへい）機能の一部が損なわれた場

合の放射線量を解析し、下回るかどうか確認する。 規制委は今後、電力会社などから意見を聞いて

規制基準を正式に決める。                 （２０１８年８月１日 毎日新聞） 

Scrap 
book 
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■ビキニ事件訴訟 原告が控訴 

６４年前、アメリカが太平洋のビキニ環礁で行った水爆実験をめぐって、周辺の海域で操業し

ていた漁船の元乗組員や遺族などは、１審の高知地方裁判所が先月「損害賠償を請求できる期間

を超えている」などとした判決を不服として３日、控訴しました。 

アメリカが昭和２９年にビキニ環礁で行った水爆実験で、当時、周辺で操業していた高知県な

どの漁船の元乗組員や遺族など４５人は、国が当時の調査記録を隠し、健康への影響を継続して

調べなかったとして、慰謝料として６４００万円余りの賠償を求めていました。 

１審の高知地方裁判所は先月、１人を除く元乗組員の被爆の事実を認めたうえで「元乗組員の

救済の必要性は改めて検討されるべきだ」と指摘する一方、「国が被爆の記録を意図的に隠した

とは断言できず損害賠償を請求できる２０年の期間も超えていて救済を図るのは困難だ」として

訴えを退けました。 

これを受けて元乗組員や遺族など合わせて２９人は３日、１審の判決を不服として高松高等裁

判所に控訴しました。 

原告の一人で３０年余りに渡り元乗組員の調査をしてきた宿毛市の山下正寿さんは「元乗組員

や遺族の多くが高齢で原告の数は少なくなった。一刻も早い救済を訴えたい」と話しています。 

６４年前の「ビキニ事件」について、原告の元乗組員や遺族などが高松高等裁判所に控訴した

ことを受けて、厚生労働省はＮＨＫの取材に対して「訴状が届いていないため、コメントは差し

控える」と話しています。                （２０１８年８月３日 ＮＨＫ） 

 

■待望の会報を発行 島根県被爆二世の会 

島根県被爆二世の会は２００９年に発足し、会員を増やしなが

ら被爆者と共に様々な活動に取り組んできましたが、このたび、

待望の会報第１号が発行されました。二世の会が担っている原爆

慰霊碑（松江市北公園内）の維持管理や県被爆者協議会とともに

行った国際署名活動、相談員活動などが写真とともに紹介されて

います。「語り継ごう未来へ」と題されたこの会報は、会友との

絆を生み、やがては会の足跡を紡いでいくことになると期待して

います。 

二世の活動として、今年は初の講演活動もありました。二世の

会の松浦広昭会長（６９）が、広島への修学旅行前の小学６年生

に、父親の被爆体験などを語り、地元紙でもとりあげられました。 

                  （２０１８年８月６日 日本被団協新聞） 
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▼８月８日（水）、沖縄県の翁

長知事が逝去されました。沖

縄の民意を代表して、国の横

暴な辺野古新基地建設計画を許

さず、真正面から対峙してきた人です。

いよいよこれから辺野古埋立承認撤回という段

階でしたから、訃報は多くの人にショックと悲し

みを与えました。その気持ちを受け止めつつ、翁

長知事の遺志を受け継ぎ、私たちがこれからさら

に大きな声を上げていかなければならない。その

ための一文をと思い、それはやはり矢ヶ崎響さん

でないと、ということで追悼文の寄稿をお願いし

ました。▼今年の夏は記録にも記憶にもないほど

の豪雨災害と連日の酷暑・猛暑に見舞われました。

その“異常な夏”を乗り越えて、会員のみなさん

は多彩な活動をとりくんできました。それらの一

端をこの会報で報告しあうことができました。こ

の体験と蓄積をこの秋からの活動に大いに生か

し、発揮していきたいと思います。▼９月は沖縄

の翁長さんの遺志を継承する知事選挙から始ま

ります。自民党総裁３選をめざす安倍首相は自衛

隊明記の憲法９条改憲提案を表明し、重大な問題

となりそうです。核被害者の救済、核兵器廃絶、

原発廃止のとりくみとともに、悪政の根源を正し

ていく運動を、「今の政治・政権はやっぱりおか

しい」と感じている圧倒的多数の人々と力を合わ

せてとりくんでいく、そんな秋にしていきましょ

う。（平） 

■平和の尊さを発信 Ｖ・ファーレン長崎 広島とピースマッチ 

明治安田Ｊ１第２１節最終日（１１日・エディオンスタジアム広島ほか＝８試合）Ｖ・ファーレン

長崎は首位の広島に０－２で敗れた。被爆地をホームタウンとするクラブ同士の対戦は「ピースマッ

チ」として行われた。 

◎被爆地の願い 世界に届け 広島「８６」長崎「８９」 背負って入場 

キックオフの約３０分前、広島サポーターから突然の「ナガサキ」コール。自然とスタンドの全体に

拍手が広がり、Ｖ長崎側が「ヒロシマ」と返す。選手たちは広島、長崎に原爆が投下された７３年前

の８月６日、９日を意味する「８６」「８９」の背番号をつけてピッチに入場。ともに被爆地をホー

ムとする両クラブが一体となり、サッカーを通して平和の尊さを発信した。 

この日の「ピースマッチ」のキャッチコピーは「Ｏｎｅ Ｂａｌｌ Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ スポー

ツができる平和に感謝」。試合前のセレモニーでは、姉妹校で平和をテーマに交流を続ける長崎商高

と広島商高の生徒たちが「核兵器廃絶の声を世界に向けて発信していく」などと“共同宣言”。鐘の

音に合わせて全員で黙とうすると、夜のスタジアムは特別な静寂に包まれた。 

会場では多彩なイベントも実施。折り鶴作りのほか、原爆の悲惨さを伝える展示などもあった。中

でも多くの人を集めていたのが、誰でも書き込める「ピースメッセージボード」。そこには被爆地の 

長崎、広島で暮らすからこそ当たり前に発する

ことができる無数の言葉が並んでいた。 

「サッカーができる、応援できる日常に感

謝」「きょうも、あしたも、あさっても、ずっ

と平和が続きますように」…。そして何より「集

まったたくさんの想いが世界に届きますよう

に」－。（２０１８年８月１２日 長崎新聞） 

 

原爆が投下された日を意味する「８６」と「８９」の

ユニホームで入場する両チームの選手ら 

 

 

 

 

 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７０   ２０１８年８月２５日 

２２ 

行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 土 
防災の日 

関東大震災（１９２３年）、第二次世界大戦勃発（１９３９年） 

 2 日  

 ３ 月 オマール忌（１３時・圓光寺） 

 ４ 火 大飯原発差止訴訟第２１回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 ５ 水  

 ６ 木 6・９行動 

 ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土 『河』公演（１７時・紫明会館） 

 ９ 日 

『河』公演（11 時・15 時・紫明会館） 

第５２回原爆忌全国俳句大会（１３時・立命館大学国際平和ミュージアム） 

6・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火 アメリカ同時多発テロ（２００１年） 

  １２ 水  

 １３ 木 沖縄知事選挙告示 

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土  

 １６ 日  

 １７ 月 敬老の日 

 １８ 火 満州事変（柳条湖事件）（１９３１年） 

 １９ 水 「安全保障関連法」強行成立の日（２０１５年）戦争法廃止をめざす行動日 

 ２０ 木  

 ２１ 金 
きょうされん第４１回全国大会ｉｎ京都（１１時５０分・国立京都国際会館） 

キンカン行動 

 ２２ 土 
きょうされん大会（９時） 

原発賠償訴訟支援する会総会＆控訴審に向けた学習講演（１３：３０・京都弁護士会館） 

 ２３ 日 秋分の日 

 ２４ 月 振り替え休日 

 ２５ 火  

 ２６ 水 国際ピースウェーブ一斉行動（１４時・四条烏丸） 

 ２７ 木 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１３時・大阪地裁） 

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日 沖縄知事選挙投開票日 

 


