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沖縄県知事選に寄せて 
月下星志（南区・日本キリスト教団上鳥羽教会牧師） 

 

沖縄県知事選が告示され４名の候補者が立候補しましたが、辺野古新基地建設を推進する佐喜真淳さ

んと、辺野古新基地建設反対を公言し、翁長前雄志知事の意思を継ぐ、玉城デニーさんの事実上の一騎

打ちと言われます。前回の知事選で、新基地建設反対を公約とした翁長さんが、保守革新関係なくオー

ル沖縄として選挙を闘い勝利しました。新基地建設反対という沖縄の意思を示してきましたが、その後

も政府は圧倒的な力で、基地建設を進め、沖縄でも「あきらめ感」があるとも言われます。本来、基地

がなければ起きなかった分裂が沖縄にはあります。分裂を生み出したのは、佐喜真さんは「翁長前知事」

であると言い、デニーさんは「安倍政権」と言います。二人の答えは違いますが、両方とも根本には米

軍基地があります。米軍基地が、沖縄に分裂をもたらせていると思います。この基地を沖縄に押し付け

ているのは、私たちヤマト（本土）の責任であると思います。 

私がその責任を感じたのは、２００７年、大学院の３年生の時でした。沖縄の基地に対して、ほぼ知

識のなかった私は、学校を休学して辺野古に向かいました。辺野古では、２００４年以来の大規模な作

業が行われるということで、陸海共に人を求めていました。少しの間ではありましたが、カヌーに乗っ

て海上行動に参加しました。辺野古で、私が目にしたのは、おじいやおばあが必死に声を上げる姿でし

た。体力的には決して強くない「弱い存在」が、阻止行動を支えていました。弱さこそが、真の強さで

あることを学びました。また、辺野古では多くのキリスト教の牧師や信徒が阻止行動に参加しています。

皆、イエスの言った「平和を実現する」具体的な方法として行動していた、つまり信仰の形として行動

していたように思いました。それは、広島で被爆者の苦しみに寄り添うキリスト者も同じでありました。

沖縄や広島に限らず、より弱い立場に寄り添い、強さを競うのではなく、弱さでつながる絆を大切にす

る姿は、それぞれの信仰の形であると思いました。これが宗教者として生きる私の原点かと思います。

また、強さではなく弱さを大切にすることは、信仰がなくとも、自然災害を前にして弱さを突きつけら

れる今の社会で必要なことではないかと思います。 

８月は、様々なところで平和に関する集会が行われましたが、被害者としての一面も大切ですが、な

ぜ原爆が落とされたのか、なぜ韓国人、朝鮮人の人たちが被爆したのか、なぜ沖縄に基地が集中するの

か・・・あげればキリがないですが、加害者としての一面と真摯に向き合わなければ、本当の意味での

平和とは言えないと思います。投票権はないけれど、沖縄県知事選に注目し、どちらになってもヤマト

に住む私たちの問題として、その結果を受け止めなければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲート前で座り込む 

おばあの後ろ姿 

抗議ボート 
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２０１８年度のオマール忌 
平 信行（南区） 

 

９月３日は、日本の侵略戦争とアメリカの原爆投下で犠牲となった南方特別留学生サイド・オマール

さんの７３回目の命日です。今年も左京区一乗寺圓光寺においてオマール忌法要が営まれました。長年

「オマールさんを訪ねる旅」などにとりくんでこられた元修学院小学校教員の早川先生、修学院小学校

の元児童たちの保護者や関係者、京都「被爆２世・３世の会」会員、そして遠くはオマールさんが在籍

していた広島大学（当時は広島文理大）からも職員の方が参列されました。 

本堂で法要と焼香、お墓の前でイスラム風の献花などをしてオマールさんを追悼しました。 

圓光寺の住職からは、このオマール忌が末永く続けられていくようそのための組織だった体制を検討

してはどうか、地域の子どもたちの平和教育の教材としてオマールさんとそのお墓が有効に役立てられ

ていく方法を検討してはどうか、とのお話がありました。とても大切な提案で、これから関係する人た

ちの間でしっかり検討していくことになると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６５） 

今秋から来年にかけて山場を迎えるノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟！ 

社会的にも歴史的にも重要な意味を持つ裁判。それに恥じない判決を！  

２０１８年８月３１日（金） 

 

２０１８年（平成３０年）３月末の被爆者のデータが公表された。全国の被爆者数（正確には被爆者

健康手帳所持者数）は１６万人を切り、１５４，８５９人となった。昨年より－９，７６２人（－６．
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０％）、１万人近い減少だ。平均年齢も８２．０６歳で昨年から０．６５歳上昇した。手帳所持者数の

最も多かったのは１９８０年（昭和５５年）の３７２，２６４人とされており、今やその半数以下（４

１．６％）までになっている。核兵器の実戦使用が人間に対して何をもたらすか、その非人間性の有様

を自らの体験で訴えることのできる生き証人が年を追って少なくなっていく今、一人でも多くの被爆者

の体験を語り継ぎ、１日も早く被爆者の悲願－核兵器廃絶を成し遂げなければならない、という思いを

あらためて強くする。 

被爆者健康手帳所持者数の内、原爆症認定されている人（いわゆる認定被爆者）の数は７，６４０人。

被爆者総数の５％にも満たない、依然として低い水準に止まっている。いや、止まっているのではなく

昨年の８，１６９人から－５２９人もの減少だ。一方で、認定被爆者からその「認定」が外された人が

対象となる特別手当受給者数は、昨年の１，８９０人から３７８人も増えて２，２６８人となっている。

新規の認定審査の厳しさが続くだけでなく、一度は認定を受けた人も、更新の手続きに際して、病気は

完治したとみなされ、つまり医療的措置はもはや不要とされて、特別手当への切り替えが強引に進めら

れているのではないか。深刻で懸念される事態を想定してしまう。 

 

記録にも記憶にもないほどの猛暑、酷暑が連日

続く中、それを乗り超えて、今年の夏も核兵器廃

絶を求め、平和を訴えるとりくみが広島、長崎を

中心に各地で開催された。昨年７月７日の国連で

の核兵器禁止条約の採択から丁度１年、まだ発効

には至らないものの世界の国々は着実に署名と批

准を積み上げてきている。ＩＣＡＮのノーベル平

和賞受賞は、核廃絶を強く求める各国政府と市民

運動との連帯・共同こそが世界を牽引する力であることを示した。朝鮮半島の南北首脳会談、それに続

く米朝首脳会談は、歴史を変え、未来に向けて希望の途を切り開いた。その土台には、営々と積み重ね

られてきた世界の反核・平和運動の歴史と蓄積、そして特に韓国の人々の政治を国民の手に取り戻す熱

い思いと運動のあったことを私たちは学んだ。 

広島市の平和祈念式典では、広島平和宣言において核兵器禁止条約への強い期待が述べられ、湯浅広

島県知事の挨拶は「核抑止論」の誤りを痛烈に批判した。さらに、長崎市の平和祈念式典での平和宣言、

そして被爆者代表・田中煕巳さんの「平和への誓い」では、核兵器禁止条約に背を向ける安倍政権への

厳しい批判が率直に投げかけられた。 

両市の式典での安倍首相の挨拶は、核廃絶と平和を願う人々に対して、そして被爆者に対して、何も

応えようとはしない最悪のものだった。核兵器禁止条約について一言も触れず、朝鮮半島含むこの一年

の著しい国際情勢の変化について何も語ることがなかった。被爆者が最も強く求めているのは原爆症認

定制度の抜本的改革と、「黒い雨」地域を含む被爆地域の適正な拡大などだが、それに対する言及も一

切なかった。出てきたのは今年も「原爆症認定審査の迅速化」だけであり、これほど間の抜けた挨拶は

ない。これが被爆者に対して、世界に向けて発する一国の首相のメッセージなのか。あまりのお粗末さ

に恥ずかしい限りだ。 

被爆者の実態に、被爆者が７３年の生涯をかけて求めてきたものに、心から向き合い、国際社会の先

頭に立って核兵器廃絶のリーダーシップを発揮していく、そのような姿勢を高らかに掲げる政府、政治

を本当に実現していかなければならない。そのことを多くの人々があらためて肝に銘じる今年の夏とな

った。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は、５月１６日（水）第７民事部（松永栄治裁判長）での医師証人尋
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問を終えて以降、この間、６月２０日（水）第２民事部（三輪方大裁判長）の弁論、７月３１日（火）

第７民事部の弁論、８月２７日（月）第２民事部の弁論と３回の法廷を重ねてきた。 

６月２０日（水）第２民事部での弁論では、豊島達哉弁護士が今年３月２７日の東京高裁判決の結果

を明示して、同種の事件として、東京高裁判決と同じ立脚点に立って判断するよう求める意見陳述をし

た。東京高裁は６人の原告全員が放射線起因性を認められて勝訴した。６人の申請疾病は下咽頭がん、

心筋梗塞（２名）以外にも、これまで積極的認定疾病の範囲にされてこなかった脳梗塞（２名）、バセ

ドウ病まで含むものだった。国の主張する他原因論は徹底して排除された。そして国はこの結果を受け

入れ上告を断念した。近畿訴訟第２民事部の原告７人の申請疾病も全員が固形がん、悪性リンパ腫、そ

して心筋梗塞だ。東京高裁判決を踏まえれば、そして上告しなかった（できなかった）国の判断に従え

ば、もはや争う余地などないはずだ。この主張に、国側代理人は正面から答えることができない。 

７月３１日（火）第７民事部の弁論、８月２７日（月）第２民事部の弁論では口頭での意見陳述はな

く、文書での確認と進行協議によって秋以降の訴訟日程が確認されていった。 

大阪地裁で争われている原告は第２民事部で７人（その内国家賠償請求のみの原告が２人）、第７民

事部が４人。合わせて１１人のそれぞれの訴訟スケジュールは次のようになった。 

第２民事部 Ｂグループ（淡路登美子さん、高橋一有さん） 

 １０月１７日（水）１３時１０分から本人尋問と穐久英明医師の証人尋問 

 ２０１９年２月頃最終意見陳述（結審） 

 ２０１９年５月～６月頃判決（見込み） 

  Ｃグループ（Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん、Ｙ・Ｉさん） 

 Ｙ・ＭさんとＯ・Ｈさんは故人。Ｙ・Ｍさんの入市状況の証人、Ｏ・Ｈさん

の医師証人について調整中。 

 次回弁論は１０月３１日（水）１５時から 

  Ｄグル―プ（Ｍ・Ｙさん、Ｎ・Ｋさん） 

 Ｃグループに続く審理を進行中。 

第２民事部の次々回の弁論は２０１９年１月３０日（水）１５時から 

第７民事部 Ｃグループ（Ｔ・Ｉさん、Ｗ・Ｈさん） 

 １０月３１日（水）１０時からＴ・Ｉさんの本人尋問、河本一成医師の証人

尋問 

  Ｄグル―プ（苑田朔爾さん、Ｋ・Ｓさん） 

 ９月２７日（木）１３時３０分から最終意見陳述、結審。 

近畿訴訟も大詰めを迎え、今秋から来年にかけ

て、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の本当に大きな山

場を迎えていくとこになる。 

 

８月２７日（月）第２民事部の法廷終了後の報

告集会では、尾藤廣喜弁護団幹事長から、この夏

の全国の弁護団合宿の内容や最高裁のことなど

について報告された。全国的には今、重要な争点

として要医療性の問題が焦点化し、それとの闘い、対策が大きな課題になっている。例えば国は、白内

障治療において点眼薬投薬は医療として認めないとか、経過観察だけの場合も医療行為とは認めないと

いう事例が相次いでいる。原爆症認定された人が更新をする際に、要医療性の判断で継続が認められな

い例も著しく増加している。最高裁に上告されている案件でも要医療性が問題となっている例が多くな

っている。全国の弁護団合宿ではこのことについての対策が重大課題となった。 
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もちろん放射線起因性についても依然として争点であることに変わりはなく、それぞれどう対応して

いくかがこれからも問われてくる。ノーモア・ヒバクシャ訴訟の新規の提訴者は今後は予定できない。

現在係争中の原告の判決を原爆症認定制度の改革にどうしても結び付けていかなければならない。 

国会議員への働きかけも強めて、政治的運動もはかって早期に解決できるようにしていく必要がある。

そのためにも、これから迎える近畿訴訟の一連の判決は大きな力となる。これまで以上の傍聴応援の参

加も強め、裁判所への訴えも強めていこう。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟で係争中の原告１１人の内３人までが判決を聞くことなく他界された

故人であり、遺族が承継して続けられている裁判だ。また健在ではあっても法廷まで出向いて証言した

り、意見を述べることがもはや困難な原告も少なくい。被爆から７３年も経過して、もはや被爆当時の

詳細な記憶や証人証言などを求めることはできるはずがない。被爆者に具体的な立証を求めることなど

限界を超えていることを理解しなければならない。その限界を乗り越えるためには、裁判所が被爆者の

立場に立って、被爆者援護法の精神に則って、何より被爆者救済を第一に判断していく姿勢で判断して

いくことが求められる。これまで多くの裁判官がその立場で判断し、被爆者の被った被害を原子爆弾に

よるものと認め、国の責任で救済していくことを命じてきた。私たちは今も裁判所に、裁判官にそのこ

とを強く求めていく。 

裁判長の姿勢、態度が鋭く問われている。多くの市民の目、社会の目もそこに注目していることを示

していかなければならない。この秋以降判決を迎えるノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は社会的にも歴史

的にも重要な意味を持つ裁判だ。それに恥じない判決を求めていこう、訴えていこう。 

以上は６月２０日（水）第２民事部の弁論後の報告集会での藤原精吾弁護団長からの訴えの要旨。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１８年 ９月２７日（木）１３：３０   ８０６号法廷 地裁第７民事部  ２人最終弁論 

２０１８年１０月１７日（水）１３：１０ １００７号法廷 地裁第２民事部 本人・医師尋問 

２０１８年１０月３１日（水）１０：００  ４０７号法廷 地裁第７民事部 本人・医師尋問 

２０１８年１０月３１日（水）１５：００ １００７号法廷 地裁第２民事部 弁論 

２０１９年 １月３０日（水）１５：００ １００７号法廷 地裁第２民事部 弁論 

 

 

 

第５２回原爆忌全国俳句大会 

京都「被爆２世・３世の会」賞 

原爆忌祈る双手の老いにけり  渋谷 直（京都府） 

 

半世紀を超える歴史を持つ原爆忌全国俳句大会に、昨年から京都「被爆２世・３世の会」賞を提供さ

せていただいています。第５２回目となる今年は８月２９日に賞の選考が行われ、「２世・３世の会」

賞に表記の句が選ばれました。尚、大会と表彰式は９月９日に開催されています。 

今年は１４１名、５３０の句が献句されています。 

その他の賞では次のような句が選ばれています。一部を紹介します。 

 大会賞 敗戦を知らぬ兵士の墓洗ふ 林  よね（愛知県） 

 京都府知事賞 ケロイドを隠して生きた夏帽子 丹生 幸美（大阪府） 

 京都市長賞 祈る手は人を抱く手原爆忌 岡島 絢子（京都府） 
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原爆ドームと平和公園 衝撃の写真 
平 信行（南区） 

 

 

インターネットを見ていてたまたま衝撃の写真を発見しました。戦後の広島・原爆ドーム付近と現在

の平和公園一帯を撮ったもので、被爆者で写真家の迫幸一氏の遺品から最近見つかったものと紹介され

ています。 

原爆ドームの壁が今よりもっとしっかり残っていたり、ドーム周辺にまで民家がひしめいたり、遠方

には平和記念資料館の建物も見えます。衝撃的なのは、元安川を挟んだ向こう側、今の平和公園一帯に

たくさんの民家が建っていて、人々の暮らしの様子が伺われることです。平和公園の計画決定は１９５

１年、完成が１９５４年ですから、その当時の撮影のようです。 

原爆によって広島の街は灰燼に帰し、何も無くなった後に平和公園は作られた ・・・ というのが

通説で、そのように教えられ、ガイドもされてきたように思っていたのですが・・・ 

しかし、どうもそうではないらしい。原爆が落とされた後、広島市民は早くから、たくましく暮らし

を立て直そうとし、５～６年後までには写真のような住宅地まで形作られていた。そこに平和公園が計

画され、おそらく人々は強制的立ち退きにあい、暮らしの上に覆いかぶせるようにして平和公園、原爆

ドーム周辺は作られていったのではないか、と推測してしまいます。ここに住んでいた人々はどこに追

いやられてしまったのか？人々の暮らしはどうなっていったのか？ 

作られてきた「平和都市」広島。その歴史の実像に迫ることも必要ではないかと思います。 
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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。

 

■奥田継義さんの被爆体験を読んで 

谷口公洋（城陽市） 

現在、定時制高校に勤務中で例会にもなかなか

参加できないままですが、８月の会報の奥田継義

さんの被爆体験を読み、いろいろ考えることでし

た。 

私の母は、１９４４年に第１回女子挺身隊員と

して提灯行列に送られて、鹿児島駅から長崎に向

かいました。配属先は奥田さんのお父様と同じ三

菱造船幸町工場で、学生寮は爆心地直下にありま

した。１９４５年８月９日はたまたま工場勤務の

昼食当番で、友人と二人食堂に出向き被爆しまし

た。母（９０歳）と友人は幸いまだ健在で、一緒

に働いていた他の方はもう亡くなられています。 

今でも母は口癖のように「あの時２～３分でも

早く食堂を出ていたら、私らは生きていなかった」

と語ります。同じ様なことを語られていた奥田さ

んのお父様の気持ちは、私の母親ならよくわかる

だろうと思いながら読ませていただきました。 

私は、今も社会科の教師として現職で働いてお

り、日々生徒達と平和や人権や日本国憲法等につ

いて語り合っています。奥田さんと同様に残りの

人生を、平和と民主主義の実現の為に貢献したい

と決意しています。 

 

■矢ヶ崎さんの翁長知事追悼文、岡山の仲間に

も読んでもらいます 

加百智津子（岡山県総社市） 

先月、私たちの会から町議選に立候補した被爆

３世（３７歳）が３期目の当選を、トップ当選で

果たしました。３期の内、トップ当選２回です！

猛暑の疲れが吹っ飛びました。 

先日は会報をお送り頂きありがとうございま

した。敬意を表して感想を書き送ります。 

◎矢ヶ崎さんがお書きになった、『沖縄県・翁長

雄志知事を追悼する言葉』にとても感動しました。

私自身の翁長知事への哀悼の思いを代弁して頂

いたようです。“・・・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“と、ここまで読み進み、こみあげるも

のがあり、あとは文字がかすんで暫く読み進むこ

とができませんでした。 

この追悼文はコピーして、活動仲間に読んでも

らいます。沖縄の問題は、「わたしの問題」―こ

のことを拡散したいと思います。 

◎遺族代表として平和祈念式に参加された米重

さんのレポートはまるでドキュメンタリーのよ

うです。知りたかったことが詳細に、まるで映像

をみているかのように書かれ、不謹慎かも知れま

せんが、“興味深く、オモシロイ”内容に引き込

まれました。 

実は、４年前に母が亡くなった年に、岡山県が

毎年主催する被爆者慰霊式に招かれ（亡くなった

年のみ、遺族が招かれるようです）、希望があれ

ば抽選で遺族代表として広島市平和記念式に参

列できるとの案内があり、希望したのですが残念

ながら抽選に漏れた経験があります。 

当時は、“ま、抽選だから仕方ないわ。どうせ

ありきたりのセレモニー的なものだろうから

“と思ったのですが、ナント、ナント！米重さん

のレポートで、広島市をはじめ多くの方々の、煩

雑な実務に裏打ちされた丁寧な取り組みである

ことがわかり嬉しくもありました。米重さん、貴

重なレポートをありがとうございました。 

◎原水爆禁止世界大会の京都の皆さんの参加レ

ポートが素晴らしい！それぞれに大事なことを

受止め表現しておられます。ボーとしてやり過ご

す、聞き流すクセのある私には、「復習」させて

もらっているようで、有り難い内容です。力づけ

られます。炎暑の広島でしたね。おつかれさまで

した。 

 

■これからは「被爆二世健診」の受診を 

久保絹子（伏見区） 

 会報８月号に「被爆二世健康診断」のことが

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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載っていました。私も是非受けさせていただ

こうと思っています。 

 奥田継義さんの被爆体験を読んで、私も長崎

県の出身（諫早市）なので長与村と聞いてと

ても懐かしく思い、嬉しかったです。爆心地

の長崎から７．５㌔離れていても被爆されて

いることを初めて知りました。 

 テレビでも被爆２世・３世のことが放映され

るようになったのかな？と、気付くことが多

くなりました。８月は特に戦争や原爆に関係

する放映が多いので、なるべく見ています。

一番見たい番組が夜中に放映されるのを見

て、これ、みんなが見れるゴールデンタイム

に放映してくれたらいいのに、と思うことが

よくあります。私自身も関心が高くなったこ

とは事実です。もっともっと学びたいと思い

ます。知らなかったこと多いです。 

 会議や学習会になかなか出席できません。送

っていただく資料やニュースを読もうと思

っていますが、雑事に追われてそれもままな

らず、返信もあまりできていません。段々と

生活も、今の暮らしのリズムも落ち着いてき

ましたので、これからは資料類も読めるよう

になると思います。これからもよろしくお願

いいたします。 

 

■演劇『河』に感動 

増田正昭（下京区） 

演劇「河」を観に行

って来ました 

大変感動しました芸

術・詞の力というか、

こんなに感動するとは

今まで思っていません

でしたが、詞の役割、

芸術の役割が今日こそ

大事だと感じました。 

それと被曝体験継承

する大事さも感じました。私も微力ですが頑張っ

ていこうと思いました。 

 

■写真展『原発とたたかうトルコの人々』 

平 信行（南区） 

写真展『原発とたたかうトルコの人々』を観て

きました。（主催者：森山拓也氏、会場：立命館

大学国際平和ミュージアム２階・常設展示室）一

点々々の写真はそう大きなサイズのものではあ

りませんが、全体を通じてトルコの人々のたたか

う息吹き、熱が伝わってくる展示会でした。 

トルコの３つの原発予定地（地中海沿岸のアッ

クユ、黒海沿岸のシノップ、ブルガリア国境のイ

イネマダ）の開発計画の経緯、それに対するトル

コの人々の反対運動の歴史が簡潔に紹介され、写

真でそれをリアルに実感できる構成になってい

ました。国際的にもあまり認知されていないこと

かもしれませんが、１９８６年のチェルノブイリ

原発事故はトルコにも深刻な汚染と被害を及ぼ

しており、このことがトルコの原発反対運動の原

点になっているようです。１９９０年代からトル

コの反原発運動は高揚し、その力で原発開発計画

は一旦は白紙に戻されています。しかし、現エル

ドアン政権誕生を機会に再び原発計画が登場し、

日本との関係では安倍政権による原発輸出政策

と一体となって謀られてきました。 

主催者ごあいさつの中で述べられているメッ

セージが胸に迫ります。「『広島・長崎への原爆投

下や福島原発事故を経験し、日本は核の危険性を

良く知っているはずだ。それなのになぜトルコに

原発を売るのか』―トルコでの取材ではこうした

言葉を何度も聞かされました。原発とたたかうト

ルコの人々の声は、原発を輸出する日本の私たち

にも向けられているのです。」 

写真と共にトルコの運動のポスターも紹介さ

れていて、その中に「広島への原爆投下７０周年

の追悼イベント」ポスター（イスタンブール）も
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岩波書店 

２，０００円（税別） 

ありました。トルコの反核運動の質の深さを感じ

ます。 

トルコでは２０１６年に非常事態宣言が出さ

れ、デモや集会が何度も禁止されるなど厳しい状

況が続いてきました。しかし、そうした強権政治

に屈することなく、とにかく明るく、生き生きと、

たくまくしたたかい続けるトルコの人々の姿が

活写されています。展示会場には原発反対運動の

現場を撮った短い映像も流されていて、よりリア

ルに“トルコ”を感じることもできました。 

トルコを何度も訪問し連帯と交流を深めている、

京都「被爆２世・３世の会」の会員でジャーナリ

ストの守田敏也さんのことも紹介されています。 

会場の一角に「原発とたたかうアジアの人々」

と題した小さなコーナーもあって、インド、韓国、

台湾、フィリピンの反対運動の写真も紹介されて

いました。私たちのたたかいもはげまし、私たち

のたたかう意味も高める写真展だと思います。み

なさんも是非一度観賞されますようお薦めしま

す。（写真展は９月３０日・日までです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■戦慄の記録「インパール」  ＮＨＫスペシャル取材班 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

ＮＨＫスペシャルで放映された番組の書籍化であるが、番組自体は「若

い人」にも、大きな反響を呼んだという。この本を読み続けるにつけ「気

分が悪く、というかイライラ感」が積もってくる。「インパール作戦」に対

する当時の日本軍の姿勢・考え方は、今の日本の姿にダブって見えてくる。

情実が絡んだ人事と上司への忖度、曖昧な意思決定、一度決めれば、問題

が発生しても立ち止まって考えず、決定を押し通す、そして責任の所在を

問われれば所在があいまい、国会の論議が思い浮かぶのは私だけではない

だろう。 

それにしても「戦争の現実」を知るには充分過ぎる内容である。「『歴史

修正』の動きが広がりをみせる中であの戦争の戦慄の記録を発掘し伝え続

ける責務」がこの番組を作成させた、と著者は言うが、十分に果たしてい

る。この作戦の死者は約１．３万人、その６割が病死で、相当数の餓死者

が含まれる、という。しかし「指導者」は、殆ど生き残っており、これだ

けの被害を出しながら「自分の責任」は認めていない、その責は他人に押

し付ける。今も変わらない日本の社会病理、そのものである。「戦争」責任が明確にされないまま戦後

を築いてきた日本が、その「病理」を残してきたのではないか。あの「戦争」に対する反省を無きもの

にしようとし、戦争の悲惨さを忘れさせようとする動きが強まっている今だからこそ、全世代が知るべ

き「悲惨な戦争の実態」である。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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■ゲッペルスと私―ナチ宣伝相秘書の告白 

ブルンヒルデ・ポムゼル、ト―レ・Ｄ．ハンゼン 著  森内薫、赤坂桃子 訳 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

読む人・立場によって「評価」は違ってくるのではないか？「果たしてな

にも知らなかった彼女」には何の罪もないのか？罪を問うとすれば、どんな

罪？「ゲッベルス」が誰なのかは、彼女は知っていた。しかし、彼女の発言

には「何の罪悪感」もない。例えば「今日だって，人々はシリア難民のこと

を四六時中考えてはいない。故郷を追われて、海で溺れていく気の毒な人た

ちのことを、ずっと考えているわけではないでしょう？」「生きるとはそん

なものだと私は思う」と話す。１９３０年代「ナチス」「ヒットラー」を、

ドイツの人びとがどのように考え、捉まえていたのかを知ることができる。

当時のドイツ国内の状況が今日の雰囲気に似ていると思ってしまう。彼女の

生き方・考え方を批判することは簡単だと思うが、今後「ナチス」「ヒトラ

ー」を二度と登場させないためには「何をなすべきか」を考えるべきではな

いか。この「語り」から学ぶべきことは、「トーレ・Ｄ・ハンゼン」の評論

で詳しく語られている。むしろこちらの文章のほうが重要なのでは？１９３０年代にゲッベルスが果た

した役割と社会状況と現代ヨーロッパを取り巻く問題を取り上げ、比較し警告を鳴らすと共に、再びあ

の悪夢を繰りかさないために、我々は「どう考え、どう行動すべきか」を提起する。「彼女」の告白を

読み、「ガッカリ」した人も、この評論で少しは救われるのではないか。現代に警鐘を鳴らすと共に、

そのための「解決策」（上から下への再分配等）を提案してくれている。救われた気分になる。 

 

 

■ＮＨＫスペシャル “駅の子”の闘い ～語り始めた戦争孤児～ 

紹介 平 信行（南区） 

話題となった『この世界の片隅で』はラストで原爆孤児となった女の子が、広島駅で主人公のすずと

周作夫婦に出遭い、（原作の漫画では）暖かい人々に包まれていくことを想像させて幕となる。ＴＢＳ

テレビのドラマ版では少女は節子と言い、幸せな人生と７３年後の今の姿までが描かれた。 

ドラマのこのシーンを見ていて、今年８月１２日に放映されたＮＨＫスペシャル「“駅の子”の闘い

～語り始めた戦争孤児～」とダブらせながら見ることになってしまった。戦争、空襲によって両親を奪

われ、天涯孤独の身になった孤児たち。推定で全国で１２万人を超える。 

ドラマの節子のような例は稀だ。ほとんどの孤児は、親戚にも見放され、社会にも救われず、「のら

犬」以下の扱いを受けながら、駅の路上で一

日一日を生きるしかなかった。あまりにも凄

惨で悲惨だった体験は、多くの人がその後の

人生の中で口にすることもできず、配偶者に

も隠し、誰にも明かさずに生きてきた。 

その戦争孤児だった人たちが、今体験を語

り始めている。戦争が人間をどんな目に遭わ

すのか知っておいて欲しい、絶対に戦争をや

ってはいけないから・・・と。「一番欲しか

https://www1.e-hon.ne.jp/images/syoseki/ac_k/01/33776301.jpg
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ったのは食べ物でも、雨露しのぐ家でもない。人の温もりこそが何よりも欲しかった」と呻くように語

る一人の証言者の言葉が忘れられない。 

ＮＨＫスペシャル「“駅の子”の闘い～語り始めた戦争孤児」は（インターネット）Ｙｏｕｔｕｂｅ

で観ることができます。４２分２４秒。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「平和巡礼」に参加 

 宗教者とともに 鹿児島被爆二世の会 

鹿児島県原爆被爆二世の会は、８月６日「核兵器廃絶・世界平和」を願う 

鹿児島県宗教者懇話会と共に「平和巡礼」を行いました。二世の会として一昨年から参加しています。 

今年は午後５時にザビエル教会に、仏教、キリスト教、神道の各宗派の宗教者と関係者が約７０人

参集(二世は４人)し、出発式では参加者全員にフランシスコ・ローマ教皇の「焼き場の少年」のカー

ドが配られました。 

福岡県星野村より分火された「広島原爆の火」を先頭に、鹿児島市の繁華街・天文館を中心に、た

だ黙して各自祈りつつ歩きました。 

今回から最終地を「鹿児島県原爆犠牲者慰霊平和祈念碑」前としていただき、祈念碑の前では「癒

しの時」として、平和の歌の演奏があり、最後に「原爆の火」を消し、献花を行い、祈りを捧げて終

了しました。 

前日に二世６人で慰霊碑の清掃を行い、被爆者・岡元米子さんから託された折り鶴を供えていまし

た。より良い巡礼となったと思います。（大山正一） 

（２０１８年９月６日 被団協新聞） 

Scrap 
book 

■「黒い雨」訴訟 １３人追加提訴 広島地裁 原告８８人に 

広島の原爆投下後に降った放射性降下物を含む「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたのに、被爆者

健康手帳などの交付申請を却下したのは違法として、広島市などの住民が市と広島県に却下処分の取

り消しを求めた集団訴訟で、同市と安芸太田町の７３～９４歳の男女１３人が４日、広島地裁に追加

提訴した。原告は計８８人になった。 

訴状によると、黒い雨を浴びた原告は原爆の放射能の影響を受けており、被爆者援護法の「３号被

爆」に当たると主張。国指定の対象区域で黒い雨を浴びた人が無料で健康診断を受けられる受診者証

の取得申請の却下処分についても「対象区域が狭すぎ、著しく不平等」と訴えている。 

提訴後の原告の記者会見では、安野村坪野（現安芸太田町坪野）で黒い雨を浴びたという女性（８

７）は「白い服に黒い点が付き、洗濯しても落ちなかった」と当時の状況を説明。胃がんや白内障を

患う原告もいる中、代理人弁護士が早期援護の必要性を訴えた。市と県は「訴状が届いていないため

コメントできない」としている。 

（２０１８年９月５日 中國新聞） 
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▼９月４日（火）、近畿地方を

直撃した台風２１号は本当に

凄まじいものでした。生まれ

てこの方数え切れないほどの台

風を経験してきましたが、暴風に揺れ

動く我が家にいて恐怖を感じたのは初めてでし

た。それから１日置いて今度は北海道で最大深度

７の胆振東部地震が発生。各地に深い爪痕を残し

ました。今年の夏は６月の大阪北部地震に始まり、

７月の西日本豪雨、長期に渡った酷暑・猛暑、そ

して９月の２１号台風と北海道地震と、自然大災

害が連続しました。最早、災害は他所事ではなく、

明日は我が身と感じた人は多かったのではない

かと思います。▼そうであれば、災害への備え・

対策をあらためて整えていくのが当たり前だと

思います。住宅の耐震補強、ハザードマップの確

認、防災用品や非常食の準備、町内会や地域の

人々とも協力した避難方法や場所の点検等々で

す。そして万一の時利用することになる可能性の

高い避難所についても改善対策を強めていくこ

とが求められます。▼「避難所は苦しい生活を

耐え忍ぶ場所ではなくて、家を失ってしまった

人たちがこれからの生活再建のために少しで

も前向きになれるような場所にしていかない

といけない」。これはＮＨＫで放送されたある

番組の一節です。体育館の床の上に寝起きする

のが当たり前ではない。緊急時と言えども基本

的人権の保障された、人間らしい生活環境を整

えていく。災害対策の重要な事柄の一つとして、

住民運動をとりくんでいきたいと思います。イ

ージス・アショアに何千億円もつぎこむような

馬鹿げた政治を止めさせながら。（平）

■陸自、多国籍軍へ派遣＝初の「国際連携活動」―政府検討 

政府がエジプトとイスラエルの国境地帯での平和維持を監視する「シナイ半島多国籍軍・監視団（Ｍ

ＦＯ）」に陸上自衛隊の派遣を検討していることが１７日、分かった。 

安全保障関連法の施行で可能となった「国際連携平和安全活動」を初適用し、国連が統括しない多

国籍軍に派遣する形だ。現地の安全が確認されれば、陸自隊員を司令部要員として派遣する。 

ＭＦＯは１９７９年にエジプトとイスラエルが平和条約を結んだのを受け、８２年から展開。米国

を中心にコロンビア、フィジーなど１２カ国、約１，２００人の軍人が参加している。日本政府は８

８年以降、財政支援を行っている。 

国際連携平和安全活動は、安保法に含まれた改正国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法に規定が新設

された。国連が統括していなくても国際機関の要請があれば、人道復興支援や安全確保などの活動へ

の自衛隊参加が可能。紛争当事者間の停戦合意などＰＫＯ参加５原則が準用される。ＭＦＯ参加によ

って、自衛隊の活動範囲がさらに広がる。  

（２０１８年９月１７日 時事通信） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 月  

 2 火  

 ３ 水  

 ４ 木  

 ５ 金 ノーベル平和賞発表                        キンカン行動 

 ６ 土 ９条京都のつどい 2018～講演＆全体会～（１４時・龍谷大響都ホール） ６・９行動 

 ７ 日 いのちと避難生活を守る第７回京都公聴会（１２時４５分・こどもみらい館） 

 ８ 月 
体育の日 

国連総会第一委員会開会 

 ９ 火 ６・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木  

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日  

 １５ 月  

 １６ 火 
日本被団協全国都道府県代表者会議 

世界食糧デー 

 １７ 水 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時１０分・大阪地裁第２民事部） 

日本被団協全国都道府県代表者会議・全国被爆二世交流会 

京都「被爆２世・３世の会」例会 

 １８ 木 日本被団協中央行動 

 １９ 金 「安保法制」廃止をめざす１９日行動・キンカン行動 

 ２０ 土 京都「被爆２世・３世の会」結成の日（２０１２年） 

 ２１ 日 国際反戦デー 

 ２２ 月 時代祭 

 ２３ 火  

 ２４ 水 国連軍縮週間 

 ２５ 木  

 ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火  

 ３１ 水 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１０時・大阪地裁第７民事部） 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１５時・大阪地裁第２民事部） 

 


