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「さよなら原発長岡京」篠山市訪問報告 
石角敏明（長岡京市） 

 

「さよなら原発長岡京」では、「長岡京市」で

も「安定ヨウ素剤」の配布を進める運動を推し進

めています。そのための参考にしたいと、１０月

４日（木）、兵庫県「篠山市」を訪問しました。

篠山市で市民に「安定ヨウ素剤」と『原子力災害

ハンドブック』を配布された経緯と、その後の反

応を伺いました。 

篠山市は福井の原発群から５０ｋｍの距離に

あり、「東日本大震災」のあった後、市民からの

提案・指摘によって「原子力災害対策委員会」が

設置されました。（市長の強いリーダーシップも

あったように聞いています）この委員会には、専

門家（もちろん私たちの会員の守田敏也さんも含

め）だけでなく市民も参加していて、委員会は「２

０回」も開催され「安定ヨウ素剤」の配布が提言

されました。「ヨウ素材」配布の時には、「医師・

薬剤師」の立ち合いが必要となるため、市長自ら

が医師会に足を運ばれ、協力を依頼されたという

ことです。 

ヨウ素剤は２０１６年から配布されています。

全ての市民に配布するために、市民向け事前説明

会が開催されています。この説明会に参加して問

診票を提出しないと、ヨウ素剤は配布されないこ

とになっています。そのためにＤＶＤが作成され、

２０６自治会で視聴されました。全ての小・中学

校のＰＴＡの会議にも出張して説明され、市役所

職員への事前研修も行われています。大変な努力

と事前準備が行われていることを知りました。 

こうして事前配布された「ヨウ素材」について

の市民の方の反応は、「不安感を持った」という

のではなく「安心した」という市民が「６割」を

占め、若年層には８割、３歳～１３歳までは当初

６７％だったが、最終的には 8割まで配布できた

とのことです。 

若い世代ほど関心が高いようです。３歳以下の

幼児に配布される「内服ゼリー」が配布当初は入

手できなかったそうですが、市民が東京まで行っ

て「内服ゼリーの入手が困難である」と訴えるよ

うなこともありました。こうした行動に若い世代

の関心の高さがよく表れていると思います。 

職員の原子力災害に対する意識が高まるとい

う効果もあったそうです。議会の反応は厳しかっ

たようですが、最終的には「３年後に検証する」

という付帯決議をつけて承認されました。 

今年は更新手続きの年でもあり、「ヨウ素材」

の必要性の継続学習が必要、ということでこれか

らも事前説明会の開催に力を入れていくという

ことでした。 

 『原子力災害ハ

ンドブック』は、

京都「被爆２世・

３世の会」の会員

でもある守田敏也

さんからお話しし

ていただいている

ので、詳しいこと

は省略しますが、

篠山市のＨＰから

もダウンロードで

きますのでぜひ入

手して読んで頂き

たいと思います。 

このハンドブックの素晴らしさは、①とっと逃

げる（この言葉は「さよ原長岡京」（さよなら原

発長岡京）の活動の中ではとても重要な言葉にな

っています）、②「大丈夫」「周りが正しい」とい

う心のバリアをとりましょう、③被害を少しでも

減らしましょう、と実に現実的で実戦的に書かれ

ていると、私たちの間ではすごく評価されていま

す。長岡京でも、「ヨウ素材」の事前配布を「市」

に要求する運動を展開していきたい、とみんなで

話をしながら篠山市を後にしました。 
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人類社会への責任放棄 

原発の使用済み核燃料の問題で市川章人さん 

トリチウムは無害でないことも 

「原発をなくす向日市民の会」が学習会 

米重節男（向日市） 

 

向日市で活動している「原発をなくす向日市民

の会」は、９月２９日に原発の使用済み核燃料を

テーマに、学習講演会を開きました。台風が接近

している悪条件のもと、会員を中心に約２０人が

参加しました。講師は市川章人さんで、原発再稼

働が進められる中で、使用済み核燃料の問題を中

心に、映像も使って２時間におよぶ講演となりま

した。 

今の日本の原発推進政策は、現実と道理に背く、

原発が稼働すれば使用済み核燃料や核のゴミが

増え続け、その処分方法がないままに次の世代に

押し付けている。それは人類社会への責任の

放棄だと力説されました。多くの資料も使っ

ての説明で、地震が集中する日本列島での危

険性。再稼働を認める原子力規制委員会の問

題点。再稼働で増え続ける使用済み核燃料や

放射性廃棄物（核のゴミ）は、処理方法がな

い問題。地震や噴火など自然災害が、これら

核のゴミに及ぼす影響と予想される被害の問

題。米国からも核兵器保有の道かと疑念を持

たれている、プルトニウムが貯まり続けてい

る問題。福島で問題となっている「汚染水」

に含まれるトリチウムが、人びとへの健康に

及ぼす危険なものであることの問題、など広い角

度からのお話で、改めて原発は未来にわたって危

ないものだと実感しました。 

参加者からは、「やめたらいいものだと思って

いたが、廃炉にしていくことがとても難しいこと

もわかった」「理論的には破綻しているにもかか

わらず、政府が国民を騙し、企業の金もうけ一筋

に走っているのがよく分かった」「トリチウムは

害がないと聞いていたが、そうではなく危険なも

のだと言うのは、初めて知った」などの感想が出

されていました。 

 

 

 

 ９月２６日（水）は「核兵器の全面的な廃絶のための国際デ

ー」。それに呼応して「ヒバクシャ国際署名をすすめる京都の会」

も午後２時から街頭で宣伝署名行動を、初めて四条烏丸で行っ

た。天気は夕方まで大丈夫との予報を信じて始めたが、途中か

らポツポツ、その内かなりしっかりとした雨となってしまい、

やむなく途中切り上げ。署名行動参加者も多く、道行く人から

も結構署名してもらっていただけに、残念な一日となった。 

写真提供：原発をなくす向日市民の会 
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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（６６） 

スライドを活用して被爆の実相を訴え、内部被曝軽視を徹底批判！ 

第７民事部は２人の原告が結審、判決は来年２月２８日！ 

２０１８年１０月１日（日） 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部（松

永栄治裁判長）では、９月２７日（木）、Ｄグル

ープの２人の原告について最終意見陳述が行わ

れ、結審となった。原告は苑田朔爾さん（７６歳、

神戸市）とＫ・Ｓさん（９１歳・男性、京都市）。

苑田さんは長崎市で４．０㌔の直接被爆と入市被

爆をし、前立腺がんの発症で認定申請してきた。

Ｋ・Ｓさんは８月６日当日から広島市で入市被爆

し、狭心症を発症して認定申請してきた。二人と

も提訴は２０１５年の８月６日、広島原爆投下の

日。結審までに３年を超える時間を要した。Ｋ・

Ｓさんは体調不良のため出廷できなかったが、苑

田さんはこの日も法廷にあって自らの審理の行

方を見守った。 

最終意見陳述は、担当の諸富健弁護士と濱本由

弁護士により、スライドを使って行われた。はじ

めに諸富弁護士が原子爆弾投下による被害、被爆

の惨状と、二人の受けた放射線被曝線量がどれほ

ど深刻なものであったかを、原爆投下直後を記録

した写真や被爆者が描いた絵をスクリーンに写

し出しながら陳述した。 

燃えつき、破壊され尽くした広島の街、最大風

速４４０㍍／秒に及ぶ爆風で破壊された広島駅、

爆心地付近では３，０００～４，０００℃にもな

る熱線で焼かれた人々、熱さに耐えかね川に飛び

込みそのまま息絶える人々、５日間にわたって被

災者の救護にあたったＫ・Ｓさんの体験を想像さ

せる第二陸軍病院や日赤病院の救護所と人々の

惨状、Ｋ・Ｓさんが実際に従事した二葉の里の黒

こげた死体が山積みされ、火葬に付されている様

子も絵で紹介された。このような過酷な状況の中

で、Ｋ・Ｓさんたちの作業はすべて素手で行われ、

汚染された水や食物を摂り、５日間も寝泊まりを

続けた。多量の放射線に外部被曝、内部被曝した

ことが明らかにされた。 

苑田さんの体験した長崎の惨状も同じように

写し出された。燃えつき、破壊され尽くした山里

町、長崎駅周辺、松山町、そして廃墟と化した浦

上天主堂。昨年亡くなった谷口稜曄さんが大火傷

した時の姿。苑田さんは８月１５日になって爆心

地を縦断するように歩いて西彼杵郡長浦村へ避

難したが、その経路にあたる松山町交差点一帯、

浦上駅プラットホーム、大橋付近の惨状も写し出

された。苑田さんは避難の途中大橋付近で水浴び

したことを記憶しているが、その記憶とも重なり

あう絵だ。苑田さんは爆心地から４㌔の自宅に原

爆投下後６日間も止まり、１５日になって砂埃や

土埃が立ち込める爆心地を経て避難した。途中で

水浴びもしている。苑田さんも多量の放射線に外

部被曝、内部被曝したことが明らかにされていっ

た。 

続いて濱本弁護士が、国が今も主張し続け、頑

なに被爆者救済を阻み続けている最大の根拠＝

内部被曝リスクの過小評価の問題に焦点をあて、

図解とキノコ雲の実像写真も示しながら、要旨以

下のよう内容の陳述をした。国側の準備書面では

アメリカのネバダ核実験が実例として挙げられ

ているようだが、ネバダのような砂漠での核実験

と、広島・長崎のような海や川のある都市でしか

も湿度の高い真夏での核爆発とでは水蒸気の量

がまったく異なり、同列に論じることなどできな

い。実際に爆発後に発生したキノコ雲を比較する

とその大きさや厚み、構造がまったく異なる。広

島・長崎では放射性降下物の降下範囲も相当に広

いことも示している。放射性降下物による放射線

量については、東神戸診療所の郷地秀夫所長が、

昭和２０年９月以降広島・長崎に駐留した米兵の

推定被曝線量をもとに推計されている。８月１５

日の長崎爆心地付近の空間線量は少なくとも１

２．５μＳｖであった。これは福島原発事故で立
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ち入り禁止となった警戒区域の線量に相当する

値で、国側の主張をはるかに上回るものだ。 

放射性降下物を体内に取り込み、体内で被曝す

る内部被曝は、局所的に高濃度被曝を起こし、体

内で長期間にわたり被曝し続けるという高いリ

スクを持つ。鎌田論文では、被爆から６０年も経

った一人の女性被爆者に、局所、高濃度、長期的

内部被曝が実際に確認されていて、そのことが実

例で証明されている。内部被曝は臓器内で被曝す

るところ、しないところの不均一性があるため、

その実態を把握するには局所的な線量評価が不

可欠であり、外部被曝の計算式などで内部被曝の

線量評価などできるわけがない。外部被曝線量を

基準にして内部被曝による健康影響を低く評価

する国の主張は意味をなさない。 

国が誤った主張を続けているにも関わらず、こ

れまで先行してきた原爆症認定訴訟で多数の遠

距離被爆者、入市被爆者の申請疾病の放射線起因

性が認められてきた。今年３月２７日の東京高裁

判決も、国は残留放射線による内部被曝の危険性

を過小評価していると断罪した。アメリカでは、

終戦後日本に駐留した兵士が後に白血病やがん

を発症した場合、治療費や生活費を補償している。

それはアメリカは９月以降の入市でも残留放射

線の内部被曝の危険性を認識していた何よりの

証左ではないか。 

最後に、内部被曝のリスクは外部被曝と同じか

それ以下という国の主張が誤りであることはも

はや明白であり、国は直ちに内部被曝の危険性を

直視しなければならないと訴えて陳述は締めく

くられた。 

意見陳述を終えて、裁判長が弁論の終結を宣言

し、二人への判決言い渡しは２０１９年２月２８

日（木）１３時１０分から行う、と示して閉廷と

なった。 

大阪弁護士会館に会場を移して短時間の報告

集会が行われた。今日の最終意見陳述を担当した

二人の弁護士からそれぞれ感想と思いが述べら

れた。第７民事部は今年に入ってから裁判長が今

の松永裁判長に交代した。それまでに積み重ねて

きた被爆の実相、実態の主張が正確に理解されて

いない可能性もあるので、あらためて写真や絵も

見せて再認識してもらうつもりで最終準備書面

を作成したとのことだった。Ｋ・Ｓさんと苑田さ

んが具体的に関係した場所、状況も写真や絵と一

緒に説明し、視覚的にも訴えられるよう工夫した

書面となったようだ。その中から抜粋で今日の法

廷でのプレゼンとなった。 

諸富弁護士によると、原告側の最終準備書面は

これまでの他の裁判でも主張されてきた意見な

どもしっかりと参考にし、１００ページを超える

内容で提出された。これに対し被告国側の出して

きた最終準備書面はそれぞれ２０ページそこそ

このあっさりしたもののようだった。証人尋問で

もどこまで本気で争おうとしているのか疑いた

くなるような被告側の態度だった。こんな相手の

裁判に負けるわけにはいかない。原告の思いはし

っかりと裁判官に届いたのではないか。いい判決

を期待し、５ヶ月後にはみなさんと共に喜びあい

たいと述べられた。 

 

苑田さんは報告集会にも参加され、弁護士のみ

なさん、支援のみなさんへのお礼の言葉を述べら

れ、来年２月２８日にはいい結果が出るよう願っ

ていると挨拶された。参加者全員からねぎらいと

激励の拍手が贈られた。 

報告集会では残念なことも報告された。今年１

月１６日の大阪高裁第１３民事部判決で敗訴と

なった３人の原告の上告に対して、９月１９日ま

でに上告受理申し立てを棄却するとの書面が届

いた。最高裁は３人の被爆者の訴えを審理するこ

ともなく事実上の門前払いとしてしまった。原告

の中岸勝さんと原野宣弘さんの申請疾病は狭心

症だった。塚本郁男さんは火傷瘢痕を申請してい

た。いずれもこれまでの地裁や高裁では認定され

た判決事例もたくさんある疾病ではないか。何故

受け止められないのか、残念でならない。この悔

しさ、無念さを乗り越えていくためにも、闘い続

けている他の原告の裁判を必ず勝利していかな
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ければならない。 

１０月は第２民事部の本人尋問、医師証人尋問、

第７民事部の本人尋問、医師証人尋問も含めて法

廷が連続する。尋問が行われれば結審も近く、判

決の日も具体的に見通せてくるようになる。ノー

モア・ヒバクシャ近畿訴訟もいよいよ大詰めだ。

支援の手を緩めることなく、被爆者の願い実現に

向けてこれからもさらに頑張っていこうと誓い

あってこの日の報告集会は閉じられた。 

 

２０１７年に採択された核兵器禁止条約は、各

国の署名・批准のとりくみが開始されて１年が経

過した。核兵器廃絶国際デーの９月２６日、国連

本部では条約の署名・批准書提出式が行われた。

この日新たに４つの国の批准が報告され、批准し

た国は合計１９ヶ国になると報道された。署名国

は６７ヶ国にのぼる。化学兵器や対人地雷禁止条

約など他の非人道的大量破壊兵器禁止条約の時

と比較して、核兵器禁止条約は記録的な早いペー

スで批准が進んでいるとの評価だ。 

９月２６日には核兵器廃絶国際デーに呼応し

て日本国内でも全国各地で条約のアピールと「ヒ

バクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」のとりく

みが行われた。京都でも、「ヒバクシャ国際署名

を大きく広げる京都の会」が雨をついて街頭署名

宣伝行動を行った。 

世界の大勢は明らかだ。核兵器禁止条約署名と

批准はどんどん進んでいく可能性は高い。３回目

となる朝鮮半島南北首脳会談は南北の軍事的敵

対関係の完全終結を宣言し、朝鮮半島の非核化に

向けた具体的な行動の一歩を踏み出した。世界は

この変化と行動を心から歓迎し、支持と期待を高

めている。多くの国々や世界の市民団体が平和の

実現に向けて惜しみない努力を重ねている今、本

来なら東アジアの一角を占め、被爆体験国の日本

こそ東アジアと世界の平和と安定のために能動

的で積極的役割を果たさなければならないはず

だ。 

ところが８月２８日に閣議了承された平成３

０年度防衛白書では、北朝鮮の核・ミサイルにつ

いて「これまでにない重大かつ差し迫った脅威」

と明記された。２０１９年度概算要求では北朝鮮

などのミサイル攻撃に備えるためとしたイージ

ス・アショア配備が数千億円もの予算要求を伴っ

て計画されるなどしている。世界の大勢に真っ向

から対抗する、水を差すどころか、世界の平和と

安全を損ない、脅かしかねない、時代に取り残さ

れた、孤立に向かう日本政府、安倍政権の姿勢は

憂うばかりだ。 

核兵器禁止条約の一日も早い発効のために、世

界からの核兵器廃絶のために、ヒバクシャ国際署

名を中心とした運動をこの秋も一層強力にとり

くんでいきたい。特に、核兵器禁止条約に署名・

批准し、世界の運動に貢献していくような日本政

府を実現していくことが、私たちにとって固有の

最大の課題だ。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

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 

２０１９年 ２月２８日（木）１３：１０  ８０６号法廷 地裁第７民事部 ２人判決 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も１２月２３日（日）は 

被爆者をはげますつどい 

クリスマス平和パーティー 
■時間 午後１時～３時 

■会場 ラボール京都ホール 
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「原発賠償京都訴訟の原告を支援する会」第４回総会の報告 

２０１８年９月２２日 京都弁護士会館 

事務局 上野益徳さん 

 

９月２２日、弁護士会館で支援する会の第４回

総会＆控訴審にむけた学習講演会を開催しまし

た。支援する会総会の報告をします。 

議長（進行）を務めたのは事務局スタッフの梅

谷さん。まず共同代表の平信行さん（京都「被爆

２世・３世」の会代表世話人）が「控訴審の第１

回期日が１２月１４日に決まった。舞台は大阪高

裁へと移る。大阪は遠いし、電車代もかかるが、

みんなで力を合わせて乗り越え、これまでと同じ

ように傍聴席を満杯にしていきたい」とあいさつ

されました。 

次に原告団を代表して共同代表の福島さんが

連帯のあいさつに立ち、名古屋大学のある先生が

取り組まれた避難者のアンケート調査を紹介。

「支援してくれる人は誰かとの問いに、一番多い

のが家族、次が京都市・京都府だが、支援者をあ

げた人が同じくらいいる。そして４４％が『これ

からも京都にいたい』と答えている。これは避難

者の心の声だと思う。支援者のみなさんに感謝申

し上げると共に、控訴審へのご支援をお願いした

い」と訴えました。 

議案の提案に立った奥森事務局長は、まず３月

１５日の京都地裁判決について認識を一致させ

ておきたいとして、判決は「国の責任を認め、原

子力損害紛争審議会による中間指針等が認定し

た区域以外からの避難についても賠償を認める

など大きな意義がある一方、ＬＮＴモデルは科学

的に立証されていないと否定。また認定した賠償

額は極めて低額であり、避難時期を２０１２年４

月１日まで、賠償期間を避難から２年間と限定す

るなど、大きな課題がある」とし、控訴審では地

裁判決の問題点を克服し、原発事故被害者が救済

される完全勝利判決をめざそうと呼びかけまし

た。 

そのために学習講演会の開催、新たな会員拡大、

関西地域での傍聴支援体制の確立、海外への発信

（支援する会ウェブサイトに英語版のページを

作り、呼びかけ、抗議声明、記事などの英語翻訳

を進める）などの具体的活動方針を提起。共同代

表は引き続き、石田紀郎さん（市民環境研究所理

事）、平信行さん、橋本宏一さん（日本国民救援

会京都府本部事務局長）の３名に務めていただく。

事務局も引き続き、事務局長＝奥森、事務局次

長・会計＝上野、事務局次長（会報、チラシ作成）

＝堀江（原告）の体制を継続し、事務局スタッフ

は池村、伊東（新規）、梅谷、神田、菊池、佐藤、

中田、登、橋本だが、さらにみなさんの力を借り

たいと提案しました。 

次に会計担当の上野から２０１７年度の決算、

２０１８年度の予算案について提案。決算では、

カンパが予想以上に多く集まり予算の約３倍と

なったこと、レセプションの参加費等を雑収入と

して計上したので、１１６万円の予算に対し、１

５８万円の収入となったこと。支出では、会員へ

の会報やチラシの送付など郵送費（切手代）が予

算の２．５倍かかったが、１２５万円の支出で収

まり、約３３万円の残金（翌年度繰越金）が生じ

たことなどを報告。予算案については、控訴審の

報告集会の会場として関西訴訟弁護団を通じて

大阪弁護士会館を押さえようとしたが、すでに空

きがなく、やむなく民間の貸会議室を押さえたが、

今日の会場費の４～５倍の費用がかかり、弁護団

の財政も厳しいことから支援する会の会計から

支出せざるを得ない、そのため会場費の項目を急

きょ増額計上し、それに合わせてカンパ収入を増

額計上した。すでに新年度になって５か月が経過

しているが、現時点での残額は約２４万円となっ

ていることなどを報告しました。 

そのあと、共同代表の石田紀郎さんが「刑事裁

判の関西の取りまとめをやっているので、時々東

京の裁判に行くが、傍聴の抽選に当たらない。遠

くの裁判に出かけていくのは大変だ。大阪での控

訴審も京都から行くのはなかなか大変だ。大阪に

知り合いがいたら、ぜひ傍聴に来てくれと声をか

けてほしい」と挨拶。提案は拍手で採択されまし

た。 

なお、活動報告や決算・予算は１０月中旬頃に

発行予定の会報『原告と共に』№２５に掲載しま

すので、そちらでご確認ください。 
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お隣の奈良県で、 
新たな原爆被害者の手記の発行と、 

原爆戦争資料を保存展示する施設を準備中 
 

９月２９日（土）、奈良市で「ピースアクションｉｎなら２０１８」が開催され、ご案内いただい

て参加してきました。そこで、奈良県の被爆者のみなさんの手記の発行と、原爆戦争資料保存展示室

開設の準備が行われていることが報告されました。その様子について、新たな「奈良県内の原爆被害

者の手記」の発行を手掛けておられる入谷方直さんからお知らせいただきましたので、以下に紹介い

たします。（平 信行） 

 

 

奈良で被爆者の記録の掘り起こしをしています、入谷方直と申します。 

９月２９日（土）、ならコープ主催のピースアクション inなら２０１８が催されました。私も少しお

時間をいただき、奈良での二つの新しい動きをご報告させていただきました。 

一つは、ならコープ様の協力をいただきまして、新たな原爆被害者の手記の発行に向けて動き出せる

事になりました。そしてもう一つは、原爆戦争資料を保存展示するための部屋を元ならコープ六条店＝

９月にリニューアルオープンしたコープふれあいセンター六条に準備いただける事になりました。 

この資料保存は「ノーモア·ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の保存方法に準じたものを採用し、

デジタルデータの共有などがスムーズに行えるよう準備しています。ながらく新しい動きのなかった奈

良で平和活動の拠点ともいえる場所が準備できた事は、大きな前進だと考えています。そして、他の団

体とも緩やかに連携をとりながら、地方から反核の機運を盛り上げていければと期待しています。 

 

奈良では様々な事情から過去の活動資料がないとお聞きします。そして資料を整理する時間もなかっ

たようです。この資料保存室では他団体の資料保存の手伝いも視野に入れ、自分達の財産とせず求めに

応じて公開し共有できればと考えています。私自身は、資料保存活動は国際署名と同様に垣根を越えて

動ける活動の一つだと考えています。その実験を奈良で少しずつ進めていきます。まずは１０月８日に、

資料保存室の機材についてコープさんと打ち合わせがあります。 

しかしゴールのない資料保存作業は、大変なものです。分かりやすい目標として新しい原爆被害者の

手記発行を目指し、同時に被爆者や二世三世とネットワークを作っていく。そこから新しい動きが生ま

れる事も期待しています。 

まだまだ準備段階ですが、軌道に乗ったところでぜひ京都の皆様にも施設見学にお越しいただきたい

です。来年の８月かピースアクションには形にしたいですね。 

また、奈良での動きを連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２９日「ピースアクションｉｎなら」の様子 入谷方直さん 
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８月６日（月）広島平和記念日の日、原爆ドーム前で「被爆二世プラスの会北海道」のマシオン

恵美香さんとお会いする機会がありました。マシオン恵美香さんが「北海道のニュース」に掲載さ

れた文章を送っていただきましたので、以下に紹介させていただきます。（平 信行） 

 
 

発言の意図 
２０１８年９月１３日 マシオン恵美香 

  

「日本も核武装によって戦争を抑止すること

ができると僕は思います」。 

豊田市から来たという丹精な顔立ちの１６歳

男子高校生が、原爆ドーム前で数分前まで黙祷を

していた私と仲間たちに向かって、キッパリとし

た口調で言ったのです。 

 私は被曝二世プラスの会北海道の横断幕、幟旗

（のぼりばた）を持ち、広島平和記念式典に参加

していました。 

安倍晋三内閣総理大臣が「我が国は核兵器保有

国と非保有国の橋渡しに努める」とスピーチをし

たため、参列者からは批判の声があがりました。

世界で唯一の被爆国であるのに核兵器禁止条約

への加入を拒否する我が国の態度。対して、広島

の２名の子ども代表、広島県知事、広島市長、国

際連合事務総長の発言は、戦後、日本が世界に約

束した反核平和への願いを強く訴える内容でし

た。 

式典後に原爆ドーム前で出会った少年の言葉

に驚き、「発言の意図」を探りたい衝動に駆られ

た仲間たちは、気温４０度の炎天下で彼に矢継ぎ

の質問をし続けました。   

少年の回答の数々は、まるで政府の広報さなが

らで、戦争や人殺しを否定しながらも原子力の平

和利用を肯定し、「文明生活に原子力エネルギー

は必要であり、これを維持するためには被曝者が

出ることも致し方ない」、「戦争放棄のために核兵

器の必要性を認める」という大いに矛盾を孕む内

容でした。 

少年との対話に動揺しながら、私と仲間は原爆

資料館に移動しました。 

原爆資料館本館の改装により、生まれ変わった

近代的な展示は、まるで美術品のようにガラスに

入った「綺麗な資料群」となっていました。悲惨

な戦争の証拠だった等身大の展示物「被爆再現人

形」も 40 年以上展示されていたそうですが、今

年４月２５日を最後に撤去されていました。 

焼け残った「女児の上着」の前で、私は寒くも

ないのに震えていました。小学一年生の名札がつ

いていたのです。一人娘が小学生だったころを思

い浮かべながら展示を見つめていたところ、隣に

立っていた碧眼の少年も鼻水をすすり、涙を流し

ていることに気づき、視線を上げると、私の様子

を近くで見守っていた仲間の一人と目が合いま

した。「彼はこの資料を観たのに、あんなことを

言うのね」と口にした途端、更に涙が溢れました。 

８月９日にジョー・オダネル氏の写真展会場で、

午前の部は被曝一世の大谷さん、午後からは被曝

二世の語りとして、私は父の被爆体験などについ

てお話しする予定でした。    

あの少年の一言があまりにもショックだった

ため、私は準備していたスピーチ原稿を使わず、

予定時間の半分以上を割いて、広島の報告を参加

者の方々に聴いていただくことにしました。実際

に起こった出来事を通し、今後、私たちの気持ち

や問題の肝をどのようにお話するべきなのでし

ょう。改めて、平和への願いや戦争の悲惨さを伝

えるというミッションの難しさを痛感していま

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。

 

■無言宣伝と樹木希林さん 

井坂博文（北区） 

毎週月曜日、北区の白梅町で（無言）宣伝活動が

行われています。最初は井上吉郎さんが車椅子で

プラカードを持って無言で訴えていたのですけ

ど、それに共鳴した人たちがいろいろ集まって来

て、今１０人位になっています。月曜日が平日の

日は朝８時から、祝日にあたる日は昼の１２時か

ら１時間ほど。この時はもう無言ではいられない

宣伝になっていて、鳴り物入りで、やかましい、

やかましい宣伝活動です。 

９月１７日の月曜日は敬老の日で無言ではい

られない宣伝の日でしたが、私も参加してしゃべ

ってきました。２日前、樹木希林さんが亡くなっ

たのでその話題から話しました。テレビの追悼番

組では内田裕也との関係などばかりですけど、実

は希林さんは２０１５年の７月に沖縄の辺野古

に行って座り込みを激励して、沖縄の島袋おばあ

としっかり握手したりしているのですね。辺野古

の基地は反対、作らせないと。この話、ネットで

は出回っていますけど、一般のテレビ番組では一

切放映されていません。知事選挙最中だからやむ

を得ないかもしれませんが、もう少し勇気あるマ

スコミはないかなあと思っていました。だから無

言宣伝でもこのことをしゃべって紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原爆忌全国俳句大会に感慨 

吉田妙子（北区） 

会報の９月号で紹介されている原爆忌全国俳

句大会ですが、４０年ぐらい前、私が卒業した嵯

峨野高校の国語の先生、安田ていさんが主宰され

ていて、後を継ぐ人がないので手伝ってくれない

かと依頼されたことがあります。原爆忌俳句大会

は最初は有名な俳人の奥田雀草夫妻などがやっ

ておられて、その後私の高校の恩師が引き継がれ

ていたのだと思いますが、当時は他のことで頭が

いっぱいでお断りしました。 

原爆忌の全国俳句大会では被爆二世としてス

ピーチしたこともあります。まだ学生の頃だった

と思います。今年の俳句大会の報告を見るととて

も懐かしくて、その上今は京都「被爆２世・３世

の会」賞まであって、感慨深いものがあります。 

 

■二条城での６・９行動で出会ったニュージーラ

ンドの少年 

吉田妙子（北区） 

私たちの新婦人のグループではずっと二条城

前で６・９行動を続けています。この二条城も９

月４日の台風２１号の時は大きな被害が出て、閉

鎖されていました。９月６日の６・９行動もでき

ないかなあと思っていたのですが、二の丸とどこ

か一部だけ開けられることになりました。この日、

京都市内の観光地はどこも閉鎖されていて、二条

城だけ開けられると聞いて観光客がどっと押し

寄せました。おかげで私たちの「ヒバクシャ国際

署名」も３０分だけで３３筆も集めることができ

ました。 

一番印象に残ったのは、ニュージーランドから

来たという若い男の子に、「サイン、プリーズ」

と言って署名をお願いすると、その子は、「ニュ

ージーランドは核を持っていないんですよ！」と、

とても誇らしげに言って署名してくれたことで

す。昔私は府職労の平和ツアーでニュージーラン

ドに行ったことがありますが、ヒロシマの灯が大

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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切に灯され続けていて、核廃絶にとても熱心な国

だったことを思い出しました。ちなみにニュージ

ーランドは核兵器禁止条約も既に批准していま

すね。 

「ヒバクシャ署名」は外国からの観光客がたく

さん署名してくれますが、特に東南アジア、ＡＳ

ＥＡＮの国々－東南アジア非核兵器地帯条約－

の人たちがよくしてくれるように思います。やは

りそれぞれの国の政府の核に対する姿勢が国民

にも反映しているのかなあと思いますね。 

 

■いろんなことを感じ、知る機会となったインド

滞在 

古田京子（八幡市） 

私の長女一家が今インドにいるので、今年の夏

３週間ほどそのインドへ行ってきました。南イン

ドのバンガロールという所ですが、そういう所で

ある程度の期間、観光ではなく普通に暮らしてい

ると、日本のことをもう一度見直すきっかけにな

りました。日本で当たり前のことがインドでは全

然当たり前ではないとか、働き方なども日本とは

ずいぶん違っていて、物乞いの人たちも多く目に

しました。環境のこととか、そういうことを凄く

考えさせられる機会になりました。 

それから私が知らなかったことをいろいろ知

る機会にもなりました。私は東京裁判で判事を務

めたインド人のパール判事のことも知らなかっ

たのです。 

インドではごく普通に英語で会話がされます。

どうしてこんなに普通に英語が通じるのだろう

かと最初は疑問に思いましたが、やっぱり植民地

支配がすごく長かったから、公用語として英語の

使用が強制された歴史によるもの。それは同時に

インドの人たちが自分たちの言葉を奪われたこ

とでもあるのだと、あらためて感じることになり

ました。 

いろんなこと感じ、知る機会となり、日本に帰

ってきました。 

 

■使用済み核燃料中間貯蔵施設は作らせない 

庄田政江（大阪市平野区） 

私は「美浜の会」（美浜・大飯・高浜原発に反

対する大阪の会）に入っていて、先日の裁判の後、

報告と交流会がありました。その時に和歌山県の

白浜から来られていた女性の方が報告されまし

た。関西電力は白浜に使用済み核燃料中間貯蔵施

設を作る計画を検討している為、それに反対する

活動の報告でした。 

関電は白浜の地域でかなり土地を買い占めて

いるのだそうです。地域の人たちの中には、最初

は、（関電の）話だけでも聞いてみようか、とい

う動きもあったようです。しかし、こんな計画絶

対に反対しなければならない！ということで、以

前原発建設計画があった時に反対運動をした人

達が集まり、「反対する会」を立ち上げて活動を

開始し、白浜での受け入れを拒否する要望書を他

団体と一緒に提出したということでした。以前、

町長は「話くらいなら聞いても良い」という態度

で不安だったが、様々な団体の要望もあったせい

か、９月に「申し入れがあっても協議する気はな

いと。」発言。今の所ホッとしているが、関電は

議員に働きかけたりしているはずなので今後も

注視していく、という報告でした。 

コープ自然派の方の報告では、集まった会員達

と今夏は白浜の納入業者を周り、安心安全な食べ

物を供給して欲しいと中間貯蔵施設反対の意思

を示されたようです。また副町長に会って要望書

も渡したそうです。 

http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=357124 

関電は福井県知事と年内には県外に中間貯蔵

施設候補地を決めるという約束をしており、もう

３ヶ月を切ろうしています。まだ候補地さえも決

まらない現状で、知事にどう回答するのか今後も

見ていく必要があると思います。 

http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=357124
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■原爆資料館で調べものをしながら母の被爆体

験をまとめ中 

米重節男（向日市） 

今年１月に亡くなった母親の被爆体験を執筆

中です。生前から体験をちょこちょこ聞いていま

したがもう忘れていることも多く、はっきりしな

いこともいろいろありました。広島の原爆資料館

の東館地下に資料室があって、たくさんの資料が

使えるのと、担当の人も親切丁寧に対応していた

だけることが分かり、いろいろ活用させてもらっ

ています。例えば、私の母は広島市内にいた姉を

助けるために入市し、９月の初めにその姉を連れ

て田舎に帰っているのですがその日付がはっき

りしていませんでした。いろいろ調べると、京大

医学部の原爆調査団の記録から、９月３日の朝広

島駅に着くと雨が降っていたというのが分かり

ました。そして資料室で当時の天気を調べてもら

うと、広島では８月の末一週間ほど８０ミリとか、

５０ミリとか、大雨の降っていたことが分かりま

した。枕崎台風に襲われる前です。国鉄可部線の

駅毎の復旧した日なども特定できたり、資料室で

いろいろなことが分かってきて、そういうことか

ら母親の行動した日の確定などができてきてい

ます。 

母親の被爆体験記は今まとめ中で、もう間もなく

です。乞うご期待。 

 

■元気に演奏を続けています！ 

河野康弘（西京区） 

みなさん、こんにちは！！秋晴れで気持ちがい

いですね？いかがお過ごしですか？私は元気に

演奏してます。 

５日は、北海道伊達市で胆振東大地震のチャリ

ティーライブ。６日は札幌市で矢沢バンドのメー

ンバー、須山さん（サックス）、チッコさん（ド

ラム）とのセッション。大阪でのライブ以上に素

敵な夜になりました。７日、札幌に台風が来ると

言うので帰れないいかな？と思っていたら影響

が無く無事に帰宅。１３日は祇園バハブラットで

沢さん（ボーカル）、服部さん（ドラム）のセッ

ション。 

終了後、新幹線で福岡県太宰府市へ移動。１４

日、１５日、に太宰府天満宮での子どもの文化研

究所「赤とんぼ」の３０周年イベントに参加しま

した。ノーベル賞物理化学賞受賞者で作家のロナ

ルド・ホフマンさんの新作絵本「ざっそう weeds」

の発売。絵本作家の皆様が参加してお話やワーク

ショップなど盛りだくさんのイベントでした。イ

ラストレーター黒田征太郎さんとピアノと絵の

ライブができました。とても気持ちが合って、す

ごく楽しく素敵な空間を皆様と共有できました。 

さて、京都での１１月のライブをお知らせしま

す。ご参加お待ちしています！！ 

◆満月まつり in 京都 

日時：２０１８年１１月１０日（土）１３：３０ 

場所：京大ＹＭＣＡ会館（京都市左京区吉田牛ノ

宮町２１） 

月光にのって聞こえる音楽は 

生きものたちの静かな祭り 

龍神さまの祈りの声 

ジュゴンの鼻歌 

名もなき人々の平和な寝息 

耳を澄まして 

ジュゴンの海に基地はいらない！ 

やんばるの森にヘリパッドいらない！ 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540087521/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaXJvc2hpbWFwZWFjZW1lZGlhLmpwLz9wPTkzMzQ-/RS=^ADBOxC3udLIHP4i54zW.6ea7PXrNjQ-;_ylt=A2RinFxgjcpbKQcARCaU3uV7


京都「被爆２世・３世の会」会報№７2   ２０１８年１０月２５日 

１３ 

■月下さんの寄稿に共感―会報№７１を読んで

の感想 

加百智津子（岡山県総社市） 

『沖縄県知事選に寄せて』を寄稿された月下さ

ん、良い結果になって本当に良かったですね。共

に喜び合いたいと思います。辺野古で闘うおじい、

おばあに、「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・・・」を見、また、「強

さではなく弱さを大切にすることは、自然災害を

前にして弱さを突きつけられる今の社会では必

要なことではないかと思います」との言葉に共感

します。選挙結果に、安倍政権は沖縄の民意に真

摯に向き合うなどと言いはしても、沖縄県に対し

て対抗措置をとる政策は何ら変わりません。こう

いう人たちのことを「人でなし」というのでしょ

う。沖縄を我がこととして考える人を増やして行

きましょう。人でなしが行う政治は、政治ではな

いことをつまびらかにして行く役割が私たちに

はあると思います。 

平さんの『原爆ドームと平和公園 衝撃の写真』

についての考察を、“あ、ナルホド！そう言われ

るとそうだ“ と思いながら拝読しました。私も

通説で、平和公園は何も無くなった中島本町跡地

に創られたと思い込んでいました。平さんがお書

きになっているように、原爆投下後に建てられた

家々は立ち退きを余儀なくされたのではないか

ということに想像が及びます。そのことにより、

２重、３重の苦しみを背負わされた人々がいたこ

とにも。そして、被爆地ヒロシマの復興計画は、

どのように進められて行ったのか、「人」を置き

去りにはしなかったのか―。私たちにはまだまだ

知らないことが多いこと、この問題に限らず、史

実を正確に把握することはいかに重要であるか

を考えさせられます。そのためにも、ネットワー

ク構築と情報交換が大切ですね。

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■戦争・核に抗った忘れえぬ人たち  岩垂 弘 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

今年は「明治維新１５０年」らしい。前半約７０年は「戦争」ばかりをしていた時代で、後半７０年

は「平和を構築してきた」時代であるという。著者は戦後最大規模の社会運

動は「平和運動」であると、この運動に生涯を捧げた「３０人」を振り返る。

但し約２００ページの中身で「３０人」を紹介するのである。自然と制約が

かかるのは当然である。読者の中には、紹介されている人の中で「運動の進

め方をよし」としない人があるかもしれないが、皆に共通しているのは「戦

争は２度と繰り返してはいけない。しかし今の日本は、又来た道に返ろうと

している」という危機感である。「金子兜太さん」のような著名な方から、無

名な方まで紹介されている。この人たちの生き方を学ぶことも必要かもしれ

ないが、残された言葉の中には「重いもの」がある。「日本のメディアは、一

般的に平和運動には冷淡だ」と指摘し、それだけに「忘れてはいけない人た

ち」であると、著者は、記録され記憶されることの重要性を訴える 

 そして今、あの戦争を経験し、戦争の恐ろしさを知り、平和を守ることが

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

同時代社 

１，５００円（税別） 
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如何に大事な事かを訴えてきた人たちが、数少なくなりつつある。その運動を引き継ぐべき我々の世代

が、その思いを知ることは、運動をすすめていく上で必要な事ではないか。 

 

 

■原爆―私たちは何も知らなかった  有馬哲夫 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

まえがきの「著者」の歴史観については、「？」という感覚をもつが、公文

書研究者の第一人者としての「力量」はさすがである。ここには、今でもあ

る程度流布している「原爆投下とソ連参戦で日本は降伏した」という説は「間

違っている」と解き明かす。日本を降伏させるためには、原爆投下は必要で

なかった。アメリカは、なぜ原爆を日本に投下したのか。そして「核拡散」

を防止するために、戦前から「問題提起」をし「核拡散を防止」するための

方法を提案していた「科学者」がいたことを、米英の公文書から紹介する。

特に１９４５年４月以降の「原爆投下」を巡る米英の動きと、日本降伏に向

けての「降伏条件」を巡る動きは細かく紹介されている。日本降伏の為「原

爆投下」は必要がなく、「莫大な金額を使った為、議会、国民から責任を追及

されないためと、戦後の世界を支配したい」という「アメリカ」の都合によ

るという。その背景に「トルーマン大統領」の個人的な要素もある。そして

「もし」が許されるなら、時のアメリカ大統領が「科学者の核の国際管理を」

という提案を受け入れておれば、これほど核拡散はおこらなかったのではな

いか、という。既に、ご存知の事実ばかりかも知れないが、新たな歴史を知るのに、それほど「大作」

（失礼）ではないので、手軽に手に取って読める本ではある。今迄は少し違った歴史が見えてくるかも

知れません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■米国 臨界前核実験を実施 トランプ政権では初 

アメリカが去年１２月、プルトニウムを使って核爆発を伴わない臨界前の 

核実験を実施したことが分かりました。アメリカとして５年ぶり、トランプ政権では初めてです。 

アメリカ・エネルギー省の国家核安全保障局が１０日までに公表した研究報告によりますと、臨界

前の核実験は去年１２月、西部ネバダ州の地下にある施設で行われました。「ベガ」と名付けられた

実験は、通常よりも反応が鈍い爆薬でプルトニウムに衝撃を与える方式を試したもので、臨界前の核

実験は前のオバマ政権時代の２０１２年１２月以来５年ぶりで、トランプ政権では初めてです。 

当局は「核兵器の設計に有用なデータを採取できた」と実験を評価していて、年内にも別の臨界前

核実験を行う方針です。 

前のオバマ政権は核軍縮を標榜しつつも、核兵器の信頼性と安全性の維持のため臨界前核実験は必

要との立場でしたが、トランプ政権は今年２月に発表した「核戦力態勢の見直し」でその方針を転換。

核戦力の強化とともに将来の核実験の再開も辞さない姿勢を表明しています。 

（２０１８年１０月１０日 ＴＢＳテレビ） 

Scrap 
book 

新潮新書 

８６４円（税込） 
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■「フランスの核実験は人道に対する罪」 ポリネシアの政治家らがＩＣＣに提訴 

フランスが１９９０年代まで南太平洋で繰り返し行った核実験は人道に対する罪に当たるとして、

フランス領ポリネシアの野党指導者らが国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に提訴したことが分かった。オス

カル・テマル（Oscar Temaru）元行政長官が９日、明らかにした。提訴は今月２日付。 

テマル氏は国連（ＵＮ）の脱植民地化をめぐる委員会会合で「われわれは１０月２日、非常に大き

な義務感と決意をもってＩＣＣに人道に対する罪に関する申し立てを行った」と述べた。 

訴訟の目的については「存命のフランス大統領経験者の全員にわが国で行った核実験に対する責任

を負わせることにある」と説明。「核植民地主義の影響で亡くなったすべての人々のためにそうする

必要がある」と強調した。 

フランス領ポリネシアには約２９万人が暮らし、今ではタヒチ（Tahiti）島などの観光地として知

られる。 

しかしムルロア（Mururoa）環礁やファンガタウファ（Fangataufa）環礁では、１９９０年代に当

時のジャック・シラク（Jacques Chirac）仏大統領が終了を宣言するまで、３０年にわたり通算１９

３回の核実験が行われた。 

アフリカのサハラ砂漠（Sahara Desert）でのものも含めると、フランスは１９６０～９６年に計 

２１０回の核実験を実施。参加した要員は民間人と軍人合わせて約１

５万人に上る。 

そのうち、大勢の人が後に深刻な健康問題に苦しむことになった

が、フランス政府を訴えた被害者約１０００人の中で補償を受けられ

た人はわずか２０人ほどに過ぎない。 

フランスは東西冷戦（Cold War）中、核実験による健康と環境への

影響を認めれば核開発計画に支障が出かねないとの懸念から長らく

責任を否定してきた。 

フランスは２０１０年になってようやく、核実験によってがんを発

症した可能性のある退役軍人と民間人に対する補償を認める法律を

成立させた。     （２０１８年１０月１０日 ＡＦＰ＝時事） 

 

仏領ポリネシアのムルロア環礁で行われたフランスの核実験（1970年撮影） 

 

■被爆者が核廃絶へ８３０万署名国連に提出、２０年まで数億が目標 

日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の木戸季市事務局長（78）らが 10日、国連本部で、

国連総会第 1委員会（軍縮）議長を務めるルーマニアのジンガ国連大使と中満泉国連軍縮担当上級代

表に対し、核兵器廃絶を求める総計 830万 403筆（9月 30日時点）の「ヒバクシャ国際署名」目録

を提出した。 

木戸さんは、ジンガ氏に対して「数億の署名を集め核兵器の軍縮が一日も早く、少なくとも私たち

が生きている間に実現することを願う」と強調。ジンガ氏は、被爆者が「悲しい」被爆体験を共有し

てきたことなどに「個人的感銘を受けた」と応じた。 

署名活動は被爆者が中心となり、2016年 4月に始まった。昨年 9月末時点の署名は総計約 515万

筆だった。20 年までに数億筆の署名収集を目標としており、今後は海外での署名集めも強化する。

この日の目録提出に立ち会った関係者によると、米国をはじめ英語圏の大学生らと署名活動を展開し

ていくという。                       （２０１８年１０月１１日 時事） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1539561989/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuamlqaS5jb20vamMvZDQ_cD1uY2wxMjItamxwMDQ2MjM2OTQmYW1wO2Q9ZDRfbWlsaQ--/RS=^ADBtJQZrRmjGvto3o_NdsAZLthDFBU-;_ylt=A2RCL52FiMJb7C8AmhaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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▼１０月２０日（土）は京都

「被爆２世・３世の会」の誕

生日でした。２０１２年結成、

６周年になります。その年の年末に

第二次安倍内閣が発足しています。思い返すとこ

の６年間は、強権的で、憲法を蔑ろにし、政治の

著しい劣化をもたらす内閣と対峙しながらの月

日だったことになります。集団的自衛権を容認し、

安保法制（戦争法）、秘密保護法、共謀罪を強行

可決し、政治の私物化を謀り、アベノミクスで国

民生活の格差と貧困化を推し進める政権でした。

▼しかし一方で、まともな政治を求める市民連合

が生まれ、急速に広まり、市民と野党との共闘が

各地でも全国でも力強く培われてきたのもこの

６年間です。その力が象徴的に示されたのが９月

３０日の沖縄知事選挙ではなかったかと思いま

す。▼被爆者、被爆２世・３世、国内外のあらゆ

る核被災者の救済と、核のない世界をめざして、

そのことを実現する政治、政府を求めていきまし

ょう。（平） 

■静岡県 被爆二世健康記録帳を配布 
原水爆被害者の会の要望実る がん検診など記入 健康管理へ 

静岡県で１０月から定期健診を受けた被爆２世に「被爆二世健康記録帳」の配布が始まりました。

静岡県原水爆被害者の会と、同会二世部会が長年要望してきた成果です。 

二世部会代表の磯部典子（のりこ）さんは涙を浮かべ喜びます。父親の故杉山秀夫さんは「核兵器

をなくすために一生をささげる」と誓い、１９５９年に県原水爆被害者の会を創立し、４６年間会長

を務めました。創立当時から子どもたちのために２世用の被爆者健康手帳の作成を要望していまし

た。昨年７月には二世部会を結成し、県健康福祉部医療健康局疾病対策課とも懇談を重ね、ついに念

願がかなったのです。 

記録帳は、健康診断、がん検診、持病、急病などを記入し健康管理に役立てるためのものです。年

２回実施している定期健康診断と年１回のがん検診の結果を５年分書き込めるようになっています。

親の被爆状況や病歴を記入する欄もあります。 

被爆２世の人たちに宛てたメッセージも添えられており「一晩にして尊い命を奪い、甚大な被害を

もたらす核兵器を廃絶し、世界平和を望んでいらっしゃる被爆者の方々の思いを受け継ぐ被爆二世の

皆様には健やかで充実した生活を送っていただきたいと思っておりますので、この記録帳を是非（ぜ

ひ）御活用ください」と書かれています。 

静岡県では、県独自の事業で被爆２世が、がん検診を受けることもできますが、全国で東京都と静

岡県だけです。子どもの放射能の影響を心配し早期発見、早期治療をすすめるために杉山さんら県原

水爆被害者の会が運動した成果です。 

磯部さんは「記録帳を見ることで、２世は親の被爆体験を継承する大事な命だと自覚します。父は

『病気とのたたかいは原爆とのたたかい』と、多重がんと闘病しました。私も自分の病歴を書き込み、

核兵器がいかに非人道的なものか明らかにするとともに、廃絶を訴えていきたい」と決意しています。 

二世部会事務局長の髙野佳実（よしみ）さんも、被爆者の会で奮闘した父親の髙野眞さんの仏壇に

喜びの報告をしました。佳実さんは「大事な手帳の作成に関わることができ、父に胸を張って報告し 

ました。私たち２世の存在を理解してもらえ

た驚きとうれしさを感じました。手帳をきっ

かけに２世みんなが健康診断、がん検診を受

け、不安に脅えないで、自分の体を知ってほ

しい。静岡県の良い取り組みが全国に広がる

よう、国に責任をもたせたい」と話していま

す。 

（２０１８年１０月１１日 しんぶん赤旗） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７2   ２０１８年１０月２５日 

１７ 

行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 木 被爆二世健康診断開始（京都府） 

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土 
文化の日 

１１・３憲法集会ｉｎ京都（１３時３０分・円山野外音楽堂） 

 ４ 日 いらんちゃ米軍基地フェスタ２０１８（京丹後市・丹後文化会館） 

 ５ 月  

 ６ 火 ６・９行動 

 ７ 水  

 ８ 木  

 ９ 金 
日本被団協近畿ブロック相談事業講習会（１３時・舞子 →１１月１０日） 

６・９行動  キンカン行動 

 １０ 土 
原発賠償京都訴訟第２回控訴審に向けた学習講演会（１３時３０分・京都弁護士会館） 

満月まつりｉｎ京都２０１８（１３時３０分・京大ＹＭＣＡ地塩寮） 

 １１ 日 世界平和記念日（第一次世界大戦終わる１９１９年） 

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木  

 １６ 金 キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月 「安保法制」廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 火 
大飯原発差止訴訟第２２回弁論（１４時・京都地裁） 

世界の子どもの日（「子どもの権利条約」採択１９８９年） 

 ２１ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２２ 木  

 ２３ 金 勤労感謝の日                           キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日 原発賠償京都訴訟原告団を激励するつどい（１３時３０分・エルおおさか） 

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 


