
京都「被爆２世・３世の会」会報№７７   ２０１９年 ３月２５日 

１ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年バイバイ原発３．１０きょうと（写真提供：Ｉ・Ｎさん） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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５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 

２０１９年度年次総会のお知らせ・２０１９年度年会費お支払いのお願い ２ 

２０１９年３・1ビキニデー集会に参加して 増田正昭 ３ 

 米重節男 ４ 

 野間優子 ４ 

核兵器禁止条約発効めざして ＩＣＡＮレポート ５ 

京都市議会が「核兵器禁止条約批准を政府に求める」意見書の請願を不採択 ９ 

２０１９年バイバイ原発３・１０きょうと 原発賠償訴訟原告団のみなさんのメッセージ １０ 

８回目となる「さよなら原発長岡京集会」 加藤裕子さんのスピーチ紹介 １１ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記（７０） １３ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記（７１） １６ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２１ 

「新・なぜ脱原発なのか？」「縮小社会への道」 

SCRAPBOOK／リニューアルオープン間近 第五福竜丸展示館 ２２ 

 広島原爆資料館 来月２５日再開館 ２２ 

編集後記  ２３ 

２０１９年４月の行事カレンダー ２４ 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７７   ２０１９年 ３月２５日 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１８年度の活動のまとめ、２０１９年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合い、交流も深めましょう。 

 総会の議案は別途お送りします。 

 会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

２部 記念講演 １４：３０～１６：３０ 

●記念講演 森川 聖詩さん（神奈川県原爆被災者の会二世支部副支部長） 

「核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ」 

 森川聖詩さんは２０１８年１２月、著書『核なき未来へ・被爆二世からのメッセージ』を著

わされた方です。被爆二世として生を受け、健康障害をはじめ様々な体験をされ、１９７０

年代に全国で最も早い時期に被爆二世運動を手掛けられました。また核兵器廃絶から原発反

対、再生可能エネルギー推進へと幅広く活動されてきた人です。 

 自身の半生と活動の経験に基づいて、被爆２世・３世運動の今後とあり方、及び核なき世界

を願うすべての人々に貴重な提言をされています。しっかりと学ぶ機会にしたいと思います。 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演は誰でも参加できるオープン企画です。 

会員外のみなさんにも広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０１９年４月２０日（土） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 （中京区四条御前） 

２０１９年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１９年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月２０日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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２０１９年３・１ビキニデーに参加して 

世界の核被害者と連帯して核廃絶めざすことの大切さを学ぶ！ 
増田正昭（下京区） 

 

２０１９年３・１ビキニデー全国集会に参加し

てきました、京都からは２６名が参加しました。

私は、ビキニデーに参加するのは３回目ですが前

回は４０～５０年前の若い頃なので、ずいぶん様

子が変わっているのを実感しました。 

１日目は静岡市内で日本原水協全国集会です。

基調報告、来賓あいさつ、各地域活動の交流の後、

ジョゼフ・ガーソンさんがアメリカでの反核の取

り組みを、ゲッディミナス・リムディカさんがリ

トアニアの国を挙げての取り組みを報告されま

した。いずれも感動的な報告でした。海外からの

参加報告で特に心に残ったのは韓国のイ・ジュン

キュさんの発言でした。日本人の考えにない韓国、

朝鮮の立場からの視点で東アジアの非核化 平和

構築の大切さが大変わかりやすく話され、感動し

ました。 

その後７つの分科会が行われ、私は第３分科会

「被爆者とともに－被爆体験と実相普及を」に参

加しました。分科会では冒頭、ビキニ環礁水爆実

験の被爆者は第五福竜丸だけでなく、１０００隻

近くの日本漁船も被爆していたことが最近明ら

かになったという報告発言がされ、驚きと怒りを

感じました。これまでアメリカと一緒になって日

本政府が真実を隠してきたこと、さらにその隠ぺ

いの中心的役割を担ったのがかの有名な戦犯の

７３１部隊の関係者であったと聞かされて、恐ろ

しさと怒りを感じ、改めて反核平和活動の大切さ

を感じました。 

私は、被爆者の肖像画を描いて被爆体験とその

後の生き様を継承活動していること発言し、全国

の皆さんと交流しました。 

 

２日目の３月１

日は朝から焼津駅

前に集合して久保

山愛吉さんのお墓

への献花墓参平和

行進が行われ、全

国から１０００名

の参加者でした。

私たちも久保山さ

んの「原水爆の犠

牲者はわたしを最

後にしてほしい」の願いを誓ってきました。 

午後からは焼津市内で開かれた原水爆禁止世

界大会実行委員会主催「３．１ビキニデー集会」

に参加しました。約１，５００人の参加でした。

集会では特に海外代表からの発言が印象的でし

た。マーシャル諸島共和国を代表して発言したア

バッカさんは、６回も行われたアメリカの水爆実

験によって現地の被爆者はいまだに苦しめられ

ており、その実態が生々しく訴えられました。そ

の発言には、少数民族でもアメリカの圧力に屈せ

ず核廃絶実現めざして闘っていく決意が込めら

れていました。 

広島、長崎に原爆投下したアメリカ政府は、日

本人もビキニ環礁の諸島の人々も実験台にして

きたことに憤りと怒りを感じました。同じ苦しみ

を持つ人々と連帯して核廃絶を闘っていくこと

の大切さを感じました。 

ビキニデー集会に参加して、いろいろな話を聞

き、たくさんの国のたくさんの人々の反核平和の

取り組みに触れることができました。これからも

微力ながら頑張って訴え続けていきたいと思い

ました。 
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３・１ビキニデー参加報告 

いよいよニューヨークで原水禁世界大会か！ 
米重節男（向日市） 

 

被災６５年３．１ビキニデー集会は、都合で３

月１日だけの参加になりました。故久保山愛吉さ

んのお墓がある弘徳院まで、焼津駅前からの献花

墓参行進。お墓での久保山愛吉氏墓前祭。 

ビキニデー集会場の焼津市文化センターホー

ルには、第五福竜丸の資料館があり、当時の詳し

い資料や記録が展示されています。 

 会場では、広島市立基町高校の生徒が被爆者の

話を聞きながら描いた、被爆の場面を再現した画

（複製）が展示してありました。これは、山梨県

で原水協が展示会をしたものだとのこと。また、

静岡県の被爆者が描いた被爆時の画も展示紹介

されていました。 

 集会では、第五福竜丸の当時の乗組員だった池

田正穂さんも出席されました。自身の体験をキー

ス・レイミング監督が映画「西から昇った太陽」

に制作したことに驚いている、核廃絶にむけて生

きたいと挨拶されました。 

 ビキニ国賠訴訟について、原告団の梶原守光弁

護士は、「国家の不法行為が続いていた」との論

だてで、時効で門前払いとされない訴えを起こし

た。裁判所は、その判断を避けたが、国や議会が

しかるべき対応を考える問題だとした点は、時効

の殻を破ったと解説しました。 

 原発再稼働を認めない判決をした福井地裁の

樋口裁判長は、世間の考え方にそって、裁判所の

責任を果たしたと語っていますが、そこに共通す

るものを感じました。 

 ８月の世界大会に向けてのリレートークでは、

核兵器禁止条約の発効と、２０２０年ＮＰＴ会議

が重要だ。それに向けて被爆者国際署名が大きな

力を発揮すると、パネラーからも話がありました。

米国のジョセフ・ガーソン氏が、２０２０年原水

禁世界大会をニューヨークで開けないかと述べ

たのには、今までにない展開になると受け止めま

した。 

 核兵器禁止条約批准国が２２になっており、い

よいよ発効が時間の問題になりつつあると感じ

ました。われわれの地域での運動が、ますます重

要になると確信した集会でした。 

 

 

 

３・１ビキニデー参加報告 

「今年はひと味違う」３．１ビキニデー 
野間優子（吹田市） 

 

３月１日（金）、被災６５年２０１９年３・１

ビキニデーの献花墓参平和行進はＪＲ焼津駅を

９：３０出発、日本宗教者平和協議会主催の久保

山愛吉さん墓前祭弘徳院に向けて歩き出しまし

た。ゆっくり心をこめて、全国の仲間と大阪原水

協からの参加者のみんなと、地元の方に手を振り、

「おはようございます」と声をかけながら、景色

も楽しませていただきながら歩きました。そして、

「原水爆の被害者は、私を最後に」と言い残し、

４０歳で亡くなった久保山さんの写真と言葉が



京都「被爆２世・３世の会」会報№７７   ２０１９年 ３月２５日 

５ 

核兵器禁止条約発効めざして ICAN レポート 

書かれたお墓に手を合わせ、もう一度思いを噛み

しめて心新たに頑張ろうと思いました。 

午後１時からは焼津文化センターでの集会に

参加しました。第１部は「うたごえ」でオープニ

ング。大和忠雄・静岡県原水爆被害者の会会長に

よる主催者のあいさつ、中野弘道・焼津市長来賓

あいさつ、主催者報告と続きました。第２部では、

マーシャル諸島からの代表であるアバッカ・マデ

ィソンさん、第五福竜丸乗組員の池田正穂さん、

高知県の方の報告がありました。そして、８月の

原水禁世界大会に向けてそのとりくみのリレー

トーク、集会アピールの採択と続きました。 

そんな中で、私は「今年はひと味違う」という

達成感や確信を強く実感しました。何故だろう？

と私なりに考えたら、それは、国連で核兵器禁止

条約が採択され、今２２ヶ国まで批准が寄託され、

世界中で市民による「核兵器はいらない」の運動

が進められているからだろうと思いました。 

安倍政権は唯一の被爆国なのに署名、批准もし

ません。この「平和」の視点だけでも「一日も早

く辞めてもらおう」と思いました。まして、憲法

９条に自衛隊を書き入れて戦争する国にさせる

ことは絶対にさせないぞ、の思いを噛みしめまし

た。学び、交流し、確信できた集いでした。 

 

 

 

 

 
南アフリカ 核武装国から核軍縮の中心的存在へ 

 

２月２５日、ニューヨーク国連本部において、南アフリカ共和国が核兵器禁止条約を批准しました。

一時は独自の核兵器開発を推し進め、その後核兵器反対に転じた唯一の国が、核なき世界に向けた重要

な一歩を踏み出したのです。 

ＩＣＡＮは、核軍縮における南アフリカの継続的なリーダーシップを支持し、その行動が他のアフリ

カ諸国の条約加入に繋がることを期待しています。アフリカ大陸全体としては、歴史的に核兵器反対の

強い立場をとってきました。今や各国それぞれが、核兵器禁止条約の一日も早い発効に大きな影響を与

える力を持っていると言えます。 

＜南アフリカの歴史概要＞ 

 核兵器にまつわる独自の歴史があるだけに、南アフリカの核兵器禁止条約批准には大きな意義があり

ます。 

１９４８年 豊富なウラン資源に恵まれたことで、原子力エネルギーへの関心が高まってくる。 

１９５７年 米国から初めて原子炉を購入する。 

１９７３年 米国の諜報報告書によると、この年に正式に核兵器計画を始めたとされる。 

１９８２年頃 核実験に対する国際的な圧力の中、最初の核爆発装置を開発、製造する。 
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１９８９年 この時点で５５ｋｇの高濃縮ウランを含む核爆弾を６発を所持していたが、政府が正式に

核計画を取りやめることを発表。 

１９９１年 非核保有国として核不拡散条約（ＮＰＴ）に加入。 

１９９４年 ＩＡＥＡは南アフリカの核兵器すべてが廃棄されたことを確認。 

１９９６年 南アフリカの研究施設にちなんで名付けられたペリンダバ条約が調印される。アフリカの

非核化を定めたこの非核地帯条約に賛同したことで、南アフリカは他のアフリカ諸国への仲間入りを果

たす。 

１９９９年 包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）を批准。 

１９９８年の国連総会で行われた、ネルソン・マンデラ元大統領の演説を聞くと、南アフリカが核武

装国の核抑止論にどのように立ち向かってきたかがよく分かります。 

「我々は問わなければなりません。非道で恐ろしい大量破壊兵器を拒むことなく、その正当性を主張

し続ける人々には無知に聞こえるのかもしれませんが、『なぜそんなものが必要なのか』と。実際のと

ころ、冷戦時代の惰性と自国の優位性を固持するためだけの核兵器への執着が結果的に何をもたらすの

か、満足のいく形で合理的に説明することなど誰にもできないのです」 

南アフリカは核軍縮の原則を支持し続け、２０１２年以降は、核兵器廃絶への人道的イニシアチブを

とる中核的存在の一員となりました。それが核兵器を禁止する国連条約を求める運動へと発展し、２０

１７年７月７日の核兵器禁止条約採択に繋がりました。条約への署名が始まったその日に署名した南ア

フリカは、２２番目の締約国となりました。 

「核計画を自主的に放棄した国として、私たちは大量破壊兵器に安全な使用法などないという確信を

持っています。（中略）私たちは、核兵器を世界、そして人類からなくすため、国連のすべての加盟国

に対して、核兵器禁止条約に署名し批准することを声高に訴えていきます」― ジェイコブ・ズマ前南

アフリカ大統領（２０１７年９月 核兵器禁止条約署名式より） 

ＩＣＡＮは今回の条約批准を歓迎し、南アフリカが今後も核軍縮における指導的な役割を果たせるよ

う働きかけていきます。 

出典：ＩＣＡＮウェブサイト まとめ訳：田中 美穂 
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カナダ教会協議会、トルドー首相へ核兵器禁止条約支持を要請 

 

昨年１２月２１日、カナダ教会協議会は、全２６宗派の指導者の署名入りで、核兵器の廃絶を求める

書簡をトルドー首相および下院に議席を持つすべての政党の党首に送付しました。書簡は、カナダ政府

が #核兵器禁止条約 に反対していることを止めるよう求めています。書簡の内容の要旨は以下のとお

りです。 

核兵器禁止条約に関する書簡 

親愛なるトルドー首相へ 

以下に署名する我々カナダ教会評議会の全２６宗派の代表者らは、カナダ政府が核兵器禁止条約を支

持することを強く要請します。 

我々の呼びかけ 

核兵器の廃絶を求める我々の呼びかけは、地球は神のものであるという信念に基づいています。フラ

ンシスコ教皇が昨年述べたように、核兵器は紛争当事国だけでなく、人類全体に影響を与える恐れがあ

ります。 

世界教会評議会は次のように述べています。 

「核兵器は、平和と調和することはできません。核兵器の力は無差別的であり、それが存在する限り、

人類は脅威に晒され続けます。」核攻撃は、安全保障の確立としての効果はなく、倫理的問題がありま

す。平和とは、正義および国家と国民の間の相互尊重の構築に基づかなければなりません。 

カナダの核政策 

カナダは北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の核抑止論を有効な安全保障政策として受け入れ、核兵器の

備蓄と潜在的使用を事実上正当化しようとしています。我々はこのことに懸念を表します。 

核兵器禁止条約は、核不拡散条約（ＮＰＴ）が核廃絶への効果的な道を示していないということを如

実に表しています。政府は、同盟国と協力し敵対国と関与しながら、核兵器による絶滅の威嚇に頼らな

い安全保障協定を策定すべきです。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のメンバーの中で、この問題を提起

できるのはカナダの特権です。 

このことは、フリーランド外務大臣が次のように述べている政府の価値観とも一致します。「私たち

が選ぶ道は、全てのカナダ人の利益にかなうものであり、また国の価値観を踏襲するものでなければな

りません。そしてそれは、より良く、より安全で、より公正で、より繁栄する、持続可能な世界という

私たちの目標に近づくものでなければなりません。正しい判断をもって、私たちは子どもや孫に継承す

ることができるのです。」 

核兵器禁止条約を歓迎します 

我々は、核兵器禁止条約に対するカナダ政府の意向についての深い懸念を表します。核兵器は生命の

存在に脅威を与え、それらが偶発的に使用される懸念もあります。核は無差別大量破壊兵器であり、人

間社会の存在そのものを脅かすほどのものです。それゆえ我々は、核兵器を禁止するための法的拘束力

のある文書の交渉開始を国連が決議したことを、より安全な世界を創るための平和的努力として歓迎し

ました。 

我々の持続的な役割 

我々はキリスト教の指導者として、平和こそがカナダ教会評議会の全会員の使命と存在意義の全てで

あると考えています。平和を築くには、大量破壊兵器の排除を含む、戦争や紛争の撲滅が必要です。 
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我々は幾度にわたり、政府に進言してきました。 

１９８２年、ピエール・トルドー首相に向けて「いかなる形態の、いかなる数の核兵器も、最終的には

国軍の正当な構成要素として受け入れることはできない」と。 

１９８８年、マルロニー首相に「核兵器は国防政策には適していない」と。 

１９９８年、クレティエン首相に「核保有国やカナダを含む同盟国が安全保障にとって核兵器は必要で

あると主張し続けることは、人類にとって重大な問題である」。 

そして２０１０年には、ハーパー首相に向けて「核兵器の使用が正当化され、神の御心と相容れる可能

性が想像できない。したがって、核抑止力という手段も否定されなければならない。」と、書簡を提出

しています。 

また、２０１７年１０月２６日、カナダ教会評議会内の「正義と平和に関する委員会」委員長は、カナ

ダが核兵器禁止条約の早期署名国になるよう、フリーランド大臣に要請しました。 

貴殿の役割 

カナダによる核兵器禁止条約の調印は、核兵器廃絶のための世界的な集団行動を支援する上で価値の

ある不可欠な一歩であります。 

我々は、カナダ政府の核兵器禁止条約の署名と批准に至るプロセスを主導するように首相に要求しま

す。カナダが核兵器廃絶にむけた主導的な役割をどう果たすか議論するために、私たちは首相である貴

殿との会談の場を要請します。 

カナダ教会評議会代表 

スティーブン・ケンダル 

出典：カナダ教会協議会ウェブサイト  まとめ訳：郭拓人 
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京都市議会が 

 
 

３月２０日（水）京都市議会・総務消防委員会で「核兵器禁止条約批准を政府に求める」意見書を京

都市会としてあげるよう求める市民からの請願について、自民・公明・京都党・維新が反対し、不採択

と決定されました。この決定に対して加藤あい議員（日本共産党・左京区）が反対討論に立たれました。

その内容を紹介します。 

 

請願１７６号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准の要請 の不採択に反対する討論 

加藤あい 

日本共産党市会議員団は請願第１７６号「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准の要請」の不採択

に反対していますので、討論を行います。 

 本請願は、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に調印することを求める意見書を、京都市会として提

出することを求めるものであります。この、市民の願いにどうして、京都市会が背を向けるのか、極め

て遺憾です。 

 改めて、こと細かに説明するまでもなく、核兵器禁止条約は、画期的なものであります。その内容は、

核兵器の開発・実験・生産・製造及び保有、貯蔵、更にはその使用と、使用の威嚇を禁止し、条約締結

国に対し、自国の領域または自国の管轄、もしくは管理のもとにあるいかなる場所においても、核兵器

又は核爆発装置を配置し・設置し・又は配備することを禁止するものです。国際条約によって禁止され

ていない唯一の大量破壊兵器である核兵器を禁止するところに、ようやくたどり着こうとしています。 

ここに至るまでに、どれだけの犠牲があったことでしょう。原爆投下によって命を落とされた方、被

爆者の方々、そして、被爆二世・三世の方々など、子々孫々まで被爆の苦しみは今もなお、世界の諸国

民を苦しめています。だからこそ、多くの国が、核兵器禁止条約に賛同したのです。 

国連総会本会議では加盟国３分の２もの国々の賛成で採択されました。発効には５０カ国の批准が必

要ですが、調印国７０ヶ国、批准国が２２ヵ国と、条約発効に向けて順調に進捗しています。それは、

とりもなおさず、被爆者の方々の筆舌に尽くしがたい粘り強い運動と核兵器廃絶の緊急性を訴える世界

の世論と運動の歴史的な成果です。 

にもかかわらず、日本政府は、あろうことか、核兵器禁止条約に反対しています。「核保有国と非保

有国の橋渡し役」などというのは、全く、理由になりません。「あなたはどこの国の総理ですか。私た

ちをあなたは見捨てるのですか」長崎市で被爆者代表の方が、安倍首相におっしゃった言葉がすべてで

はないでしょうか。人類の生存にとって容認しえない危険をもたらしているのが核兵器であります。存

在し続ける限りその脅威はなくなりません。世界で唯一の戦争被爆国である、日本政府は、まさに、そ

の被爆の苦しみの結果、生み出された核兵禁止条約を自ら批准し、世界に働きかけるのが、当然ではな

いでしょうか。 

アメリカ連邦首都のワシントン特別区議会は３月５日、核戦争の危険を防ぎ、核兵器廃絶を連邦政

府・議会に求める決議を全会一致で採択しました。アメリカの最大の州・人口４千万人のカリフォルニ

アの州議会が核兵器禁止条約を支持する決議を採択するなど、核保有大国でも変化が起こりつつありま

す。 

日本でもすでに３２０以上の自治体で、核兵器禁止条約への調印・批准を日本政府に求める意見書が

採択されています。１９８３年、非核平和都市宣言を採択した、本市会こそ、率先して、核兵器禁止条

約の調印・批准を政府に求めるべきであります。以上、申し述べて、討論といたします。 

ありがとうございました。 

「核兵器禁止条約批准を政府に求める」意見書の請願を不採択 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553304414/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2x0bGNvbW11bmljYXRpb25zY2hvb2wuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTYvMDQvZmFjZWJvb2suaHRtbA--/RS=^ADByMUpQrcpK8FKxZF6jKb3M8wc0e8-;_ylt=A2RinF3dOZRcIxcAthsdOfx7
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２０１９年バイバイ原発３.１０きょうと（於：円山公園音楽堂） 

原発賠償京都訴訟・原告団のみなさんからのメッセージ 
 

○ナレーション 

私たち原発賠償京都訴訟団は、昨年３月１５日に京都地裁にて一部勝訴の判決が下りてから、原告、

被告ともに控訴し、現在大阪高裁にて控訴審を闘っています。 

本日は、みなさまのお力添えもあって国に責任が認められた私たちの裁判での一こまをお見せしたい

と思います。入廷さながらに登壇してまいりましたのは、原告と支援者のみなさんです。 

 

○原告の意見陳述 

国と東電は，私達原告を見捨てようとしています。 

そんな中，私たち原告は，この裁判に絶対に勝たなければならない理由があります。放射性物質拡散

による放射能の被ばくから逃れる権利はこの裁判に勝たなければ得ることはできないからです。 

私たちは，自主的に避難したのではありません。逃げざるを得なかったのです。 

私たちが後ろ髪引かれるように後にした「水は清き故郷」は，放射能に汚染されていますが，国や東

電は健康影響が確認できない程度の被ばくだと言い，そして，避難指示区域外からの避難者はゼロリス

クを求めているのだと冷たく笑っています。 

しかし，どうして私たちだけが健康被害が出るまで，被ばくを受け入れないといけないのでしょうか。 

３月１１日の福島第一原子力発電所の爆発事故による放射性物質の拡散が始まった直後から国と東

電は放射能汚染，被ばくをないことにするために，行政はもちろん，マスメディア，教育をとおして人々

の心をコントロールしてきました。 

まず，「避難者はただ不安から逃れるために逃げた特別な人たち」というイメージを植え付けさせま

した。 

１日でも早く原発事故は無かったものにしたいがために，避難者たちの命を育む避難者用住宅から強

制的に追い出し，世界から国際法違反だと批判されても，国民に知らされることはありません。 

放射能汚染による人々の甲状腺ガンの多発においては，国が子ども達の多発をようやく認めても，原

因を福島第一原子力発電所の爆発事故による放射性物質の拡散とは認めていません。 

３人の原審裁判官を含む国民の「命」よりも経済最優先のこの国のあり方を，私たち原告は到底許す

ことはできません。ならぬものは，ならぬのです。 

原告の私たちは，未来ある子ども達さえ守らない国だと知った時，家族とりわけ子ども達を守るのは

自分しかいないと思いました。 

迷いながらも生活基盤であるあらゆる事を天秤にかけ，老親や子ども達が健康でいられる事を最優先

に行動してきました。 

放射能は目に見えない，感じられない，本当に

恐怖そのものなのです。被ばくを避けるため避難

したことは，特別なことではなく当然のことなの

です。 

その原発事故はまだ収束していない，危険な状

態が続いているのですから，避難者はどうして戻

れるのでしょうか。 

思いがけない困難を覚悟して避難を決断した障

害をもつ人たちの壮絶な避難生活，避難してもま

た避難元へ戻ることを多くの葛藤の中で苦渋の決

断をした原告たち。 

裁判官のみなさまにはその一人一人にどうか思
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いを馳せていただきたいです。 

原発事故当時，しきりに言われていた「ただちに健康に影響はありません。」 

さて，ただちに，はいつまでなのでしょうか。 

すでに、影響があるかもしれない時期に来ていると国さえもようやく認めてきたのですから、出来る

だけ追加被ばくを避け、安心して暮らしたいと願うのは当然のことです。 

国と東電は、事故そのものの責任を認め、すべての国民の命を守ることに舵をきっていただきたい。

裁判官の皆さんも決して他人事ではないのですから，我が身に置き換えて考えてほしいです。 

私たちの避難の権利を認めて下さい‼ 

最後に。私たち原告一人一人の「命」と裁判官のみなさまの「命」と向き合って判断してほしいと強

く望みます。 

 ○これから私たちは、原告すべての勝利と、「避難の権利」を確固たるものにするべく大阪高裁で闘い

ます。次の期日は、３月１３日！１１時開廷です。どうかみなさまの傍聴をお願いいたします。 

 

 

 

８回目となる「さよなら原発長岡京集会＆パレード」から 

加藤裕子さんのスピーチ紹介 
 

３．１１を忘れない 原発はいらない 放射能から命を守ろう 思いをつなごう 

３月１０日、８回目となる「さよなら原発長岡京集会＆パレード」が行われ、福島から京都へ避難され

ている加藤裕子さんがゲストスピーチとしてお話しされました。 

以下、ご本人の了解をいただいて加藤さんのスピーチを紹介します。 

 

当時小学生の子どもを連れて福島から京都へ自主避難をしました。 

私が住んでいた福島県福島市は事故が起きた福一から６０キロ。 

大飯原発から京都市までの距離と同じです。 

公式な記録に残る放射線量の最大値は、通常の６００倍となる２４．２４マイクロシーベルトでした。 

その日から私は毎日腹痛を伴わない下痢が起きました。 

子どもは鼻血を出しました。 

私の手足にはそれまでみたこともない青タンが発生し、歯のぐらつきが起きました。 

私がこの時期、どれくらいの被ばくをさせられたのか？ 

おおよその数値を計算したところ、１０日間で１．５ミリシーベルト以上もの被ばくをさせられたこと

がわかりました。 

受けた放射線が少量の場合は、遺伝子が持つ修復機能で回復するといわれています、 

しかし、一度に多量の放射線を受けるといろいろな症状が現れることも知られています。 

そのため、わたしたち一般人は 1年間で 1ミリシーベルト以下と法律で線量限度が定められています。 

それをたった１０日間で一気に浴びせられました。 

原発事故当初、アメリカ軍は軍関係者に対し、福一から８０キロ圏内への立ち入りを原則禁止にしまし

た。 

また、それとは別に、在日アメリカ大使館は、福一から８０キロ圏内に居住するアメリカ人に対し圏外

退避を勧告しました。 

しかし、私が住んでいた福島県福島市は、福島第一原発から６０キロだったにもかかわらず「住んでよ

し」とされたのです。 

我が家のように、避難指示が出されない地域からの避難者には罹災証明が出ませんでした。 
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罹災証明は、住宅等が破損して初めて発行される仕組みになっています。 

放射能は目に見えず、住宅を破壊するわけではないため、罹災証明が発行されません。 

そのため、避難先で公的な住宅支援を受けることがとても困難でした。 

逃げたいのに、身を寄せる場所がないのです。 

また、どこまで逃げればいいのか？ いつまで逃げればいいのか？ 飼っている動物はどうするのか？ 

仕事はどうするのか？学校はどうするのか？ 

それらすべてを短期間のうちに自己決定しなければならなかったことは地獄でした。 

あの日から８年が経ちました。 

あの日小学生だった娘も、この３月に高校を卒業しました。 

時の流れを娘の成長で感じます。 

あの日、情報を共有しながらも、家庭の事情で福島に留まった友人は、昨年、３人のこどもを残し、肺

がんで亡くなりました。 

原発事故前、健康が取り柄だった父は、２０１５年から心筋梗塞で入退院を繰り返し、先月、力尽き、

帰らぬ人となりました。 

父の通夜と告別式への参列のため、２年ぶりに福島に向かいました。 

我が家があった場所は今、どんな状況なのかを確認したいと思い、放射線量を測ったところ、いまだ、

０．２０マイクロシーベルトもありました！事故前の５倍です。 

さらに悲しいことには、目の前の空き地に、青いビニールシートに覆われた除染袋の山があり、近づく

と放射線量がググッと上がったことは衝撃的でした。 

父を荼毘に付すため、火葬場へと向かったのですが、そこは避難元でも特に高線量エリアとして名高い

渡利地区であることに衝撃を受けました！ 

正直、行きたくない場所でした。 

なぜなら、放射性物質は、燃やすと濃縮されます。 

そのことから、煙や遺灰を吸い込むことへの危険さを感じていたからです。 

しかし、父の最後に出向かないわけにはいきません。 

マスクを持参しなかったことを後悔しながら、父の骨を拾いました。 

ここ JR長岡京駅から若狭湾の大飯原発まで６０数キロと聞きました。 

もし大飯原発で事故が起きても避難指示はでないでしょう。 

つまり、自力での避難を強いられるということです。 

わたしは福島の原発事故被災者としてみなさまに４つのお願いがあります。 

１つ目、わたしたちの声を伝える場を継続的に作って欲しい。 

２つ目、福島や東日本の被害に関心を寄せて欲しい。 

３つ目、全国で約３０、展開されている原発賠償訴訟の傍聴に来て欲しい。 

4つ目、明日、３月 11日、京都、龍谷大で開催する福島報告会に来て欲しい。 

ここに８年前、小学生だった娘が書いた落書きがあります。 

 

彼女は、福島の原発事故後、このような言葉を書き残していました。 

「こんな苦しい思いをしている。そして、体験をしているから、私は、脱原発、反原発、がれき受け入

れ反対という権利はあると思います。」 

福島からの避難当初、私が様々な場所で避難の話や原発の話をしている間、彼女が画用紙に書いていた

ものです。 

福島の原発事故を見て、「根こぎが行われている」と表現した作家がいました。 

「根こぎ」とは、自分の根、生きていく中で自分の拠りどころとなる環境、過去、生きる場所、大切な

ものなどを根こそぎ抜かれることです。 

福島でのつらい経験をしているからこそ、私は声を大にして言います。 

「ふるさとを奪い、人々を根こぎにし、分断させ、苦しめる原発はいらない。」 
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私たちの心からの叫びがみなさまはもとより、世界中の人々に届くことを強く願います。 

最後になりましたが、私のあとにシュプレヒコールをお願いします。 

・平和な暮らしを返せ！ 

・ふつうの暮らしをかえせ！ 

・避難の権利を認めろ！ 

・みんなでつかもう安心の未来を！ 

ともにがんばりましょう！ 

ありがとうございました。 

 

 

 

被爆二世の 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７０） 

第２民事部も原告７人全員の尋問と最終意見陳述日程が確定！ 
６月１５日「近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」を勝利を決める日にしていこう！ 

２０１９年２月２３日（土） 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟はこの２月、４

回の法廷が予定されている。２月１日（金）は第

２民事部で東神戸診療所所長の郷地秀夫先生の

医師証人尋問が行われた。翌週の２月８日（金）

には第７民事部で二人の原告の最終意見陳述が

行われ、２月２０日（水）は第２民事部で原告本

人尋問と医師証人尋問が行われた。最後は２月２

８日（木）第７民事部で二人の原告への判決言い

渡しが行われる。近畿の訴訟もいよいよ大詰めで

あることを実感しながら毎回の法廷に足を運ん

でいる感じだ。 

２月８日（金）の第７民事部（松永栄治裁判長）

はＴ・Ｉさん（男性、京都府城陽市、７４歳、２

歳の時２．０㌔で直爆、申請疾病は慢性肝炎と糖

尿病）とＷ・Ｈさん（男性、京都府木津川市、７

４歳、１歳の時２．５㌔で直爆、申請疾病は慢性

腎不全（ＩｇＡ腎症））の最終意見陳述だった。

二人とも提訴は２０１３年１０月だから５年半

をかけてやっと今日に至ったことになる。 

最初のＴ・Ｉさんは用意された陳述書を、読み

上げる形で、もう一度被爆時の状況、被爆後の状

況、急性症状、その後今日に至るまでの闘病の

日々を、簡潔だが思いを込めて述べていった。そ

の上で厚生労働省の審査のあり方については強

い疑念と憤りをぶつけるような陳述だった。認定

申請は平成２１年３月（２００９年）だったが最

終的に異議申し立てが棄却されたのは平成２５

年（２０１３年）４月。なぜ４年以上もの長い年

月放置され待たされなければならなかったのか。

そして、やむを得ず裁判に訴えた後になってから

慢性肝炎の追加資料（検査データやカルテなど）

提出が求められた事実。認定申請却下処分や異議

申し立て棄却処分は一体何をもって判断された

のか、強い疑問を抱かざるを得ず、医療分科会の

審査が適切に行われていなかった表れではない

か、と厳しい口調で批判した。 

Ｔ・Ｉさんは、健康上の苦しみだけでなく、被

爆したことでの精神的苦痛、不安や悲しみ、怒り、

そして子どもの将来についても不安を抱えなが

ら生きてきたことを語り、裁判所に正しい判断を

下されるよう訴えて陳述を締めくくった。 

続いてもう一人の原告Ｗ・Ｈさんは出廷の叶わ

ない体調であるため、代わりに代理人の喜久山大

貴弁護士によって陳述が行われた。この訴訟の意

義が述べられ、他原因によって放射線起因性は否

定できないことを主張し、「８・６合意」とこれ

まで蓄積されてきた司法判断に背く厚労省認定

行政の実態が批判された。原告のＷ・Ｈさんは２

０１７年１月に奈良地裁で本人尋問を受けてい

るが、その後Ｗ・Ｈさんの体調はより深刻さを増

している状況にも触れられた。そして最後にＷ・

Ｈさんから弁護団に届けられた手紙が紹介され
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て、強い本人の思いが訴えられた。その内容は次

の通りだった。 

私は、一昨年以来、不整脈・心房細動がひんぱ

んに起こり、危険な状態に何回もなり、このまま

では心不全・心筋梗塞になる恐れが大ということ

で昨年５月に手術、現在に至っています。 

また、昨年秋の人間ドッグで大腸ポリープが７

個見つかり１２月に除去。同時に５年前に見つか

ったバレット腺癌が再発しており、今年の１月７

日に入院、１月８日に除去手術。今は療養に努め

ています。 

死ぬ訳にはいきません。勝利をつかみとるまで。

一日一日が勝負です。病魔に負けるな！自分に勝

て！と奮い立たせる日々です。 

お世話になりますがよろしくお願いいたします。 

二人の陳述を終えて裁判長が弁論の終結を宣

言し、判決言い渡しを５月２３日（木）午後１時

１０分からと告げて閉廷となった。 

閉廷後の報告集会ではＴ・Ｉさんと喜久山弁護

士からそれぞれ感想とお礼の言葉が述べられた。

Ｔ・Ｉさんは提訴してから３人目の裁判長に変わ

ってやっと判決を迎えることになる。そもそもの

申請日に遡れば１０年の歳月となり、費やしてき

た時間の長さを述懐された。そして、ありとあら

ゆる病気に罹ってきたこと、被爆の影響は免疫力

を著しく低下させあらゆる組織に障害をもたら

すことなどを自身の体験から述べられた。 

Ｗ・Ｈさんの３年前の奈良地裁での本人尋問は

代理人の喜久山弁護士の法廷デビューの日だっ

た。５月２３日は喜久山弁護士にとっても重要な

記念すべき判決を迎える日となる。いい結論を期

待し、早期に訴えが解決することを求めていきた

いと決意が述べられた。 

この日の報告集会では「公正な判決を求める要

請署名」が１，３６２筆となり、この日大阪地裁

に提出されたことが報告された。 

１２日後の２月２０日（水）、今度は第２民事

部（三輪方大裁判長）で原告Ｏ・Ｈさん（男性、

大阪市、７４歳、２歳の時３．５㌔で直爆、その

後入市被爆、申請疾病は心筋梗塞）の本人尋問と

医師証人尋問が行われた。Ｏ・Ｈさんは４年前の

２０１５年３月１１日、自ら提訴後最初となる意

見陳述を行っており、それ以来の法廷となる。主

尋問は担当の中森俊久弁護士によって進められ、

０・Ｈさんは大きな声ではっきりと答えて一つひ

とつのことがとても分かりやすく確認されてい

った。Ｏ・Ｈさんは長崎市銅座町の自宅近くの屋

外で直爆を受けた。２歳７ヵ月だったので記憶は

ないが、強い光と爆風を浴びたことだけは憶えて

いる。その他の当時の状況は母親などから聞かさ

れてきた。直後に避難して日見峠を超えて親戚を

頼ったが、間もなく長崎市内に立ち返った。そし

て母親たちの仕事の関係で、長崎駅近くにあった

爆心地から２．０㌔に近い長崎の漁港や魚市場に

頻繁に連れて行かれ、そのため入市被爆もしてい

る。幼いＯ・Ｈさんは市場の人々の間でマスコッ

ト的存在になり可愛がられていたようだ。爆心地

から３．５㌔の距離となる銅座町だが、当時の銅

座町の人々の悲惨な被爆体験の声や破壊された

町の被災状況についてはたくさんの具体的証言

や資料が残されていて、それらも証拠として提出

されている。尋問ではその内容が詳しく説明され

た。直爆を受けたＯ・Ｈさんは口の中に怪我をし

て出血し、今も異物が口の中に残されている。急

性症状は下痢と鼻血を発症し、下痢は１０歳頃ま

で、鼻血は今でも出ることがある。 

Ｏ・Ｈさんを襲ったのは健康障害だけではなか

った。父親はビルマで戦死、一緒に住んでいた祖

母も間もなく亡くなり、母親も、母親の再婚した

義父も結核で倒れて入院し、中学の頃から暮らし

はたちまち行き詰まった。高い向学心を抱いてい

たＯ・Ｈさんだが中学卒業後は住み込みで米屋で

働き高校は定時制に通った。２人の弟は施設に預

けられた。その後大阪に出たが、どん底の生活を

味わい、なんでもやりながら生きてきた。あの頃

の苦労は思い出すだけでも苦しくなる。２１歳の

時に正社員として就職し、２３歳で結婚、いろい

ろに事情から様々な仕事を積み重ねてきた。 

４５歳の頃から被爆者健康診断を受けていた
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が特に異常は見つかっていなかった。しかし５０

歳になって突然心筋梗塞の診断を受け手術した。

平成１５年、６０歳の時狭心症を再発して救急搬

送、再び手術を受けた。現在も経過観察と投薬治

療を続けている。平成２３年には不整脈に陥って

救急搬送されたこともある。国側は相変わらず他

原因を主張しているようで、喫煙、飲酒、糖尿病

診断の実態についても丁寧に事実確認され、主尋

問の過程で国側主張の根拠のなさが明らかにさ

れていった。 

最後に、今の思いや国に対しての意見が求めら

れたＯ・Ｈさんは、国に言いたいことは山ほどあ

るがとしながら、「父は戦死し、私は被爆して二

重の苦しみを味わってきた。戦争さえなければ、

原爆さえなければといつも思いながら生きてき

た。すべてが灰色の人生だった。毎日毎日がいつ

倒れるか、いつ発症するかの連続で、不安を抱え

たまま一人で外出することさえ叶わなかった」と、

苦しい胸の内と心情を吐き出すように訴えた。 

反対尋問は予想通り喫煙歴、飲酒の程度、食生

活の様子など他原因を前提にした細々とした質

問に終始して終わった。ただ反対尋問の中で一つ

だけなるほどと思うやりとりがあった。Ｏ・Ｈさ

んの原爆症認定申請は平成２４年（２０１２年）

に行われているが、どうして２回目の発症から９

年も経ってから申請したのかと質問された。Ｏ・

Ｈさんは認定制度自体を知らなかった。平成２０

年（２００８年）に当時の新しい認定基準が決め

られ、それが新聞報道などもされて初めて知った

のだ、という回答だった。多くの被爆者にとって

認定制度のことを知るのは、そういうことがきっ

かけになっている、それが実態なのだとあらため

て思った。 

１時間３０分ほどの本人尋問の後、休憩もとら

ずに続いて医師証人尋問に移った。今回の証人は

西淀病院副院長の穐久英明医師で、昨年１０月１

７日の高橋一有さんの証人尋問以来の証言だ。 

主尋問は小瀧悦子弁護士によって行われた。Ｏ・

Ｈさんの被爆状況からは特に残留放射線による

被爆が問題になるとして、前半の総論はその残留

放射線についてのかなり詳しい説明から証言さ

れていった。そもそも残留放射線とは、その内容、

人々の被ばくに至る機序、危険性が説明されてい

った。銅座町で被爆したＯ・Ｈさんは放射性降下

物も浴び、あたりが茶色くなるほどの粉塵が立ち

込めた中で誘導放射線による外部被ばくも内部

被ばくもしていることが証言された。それは決し

て低線量などというものではなく相当な量の内

部被ばくであろうと強調された。 

その上で、昨年の高橋さん（申請疾病は心筋梗

塞）の時の証言も参考にしながら心筋梗塞の放射

線起因性について証言されていった。心筋梗塞に

しきい値はない、他原因があっても放射線との関

連に影響を与えない等の基本的知見を押えつつ、

特に国側が主張する他原因の具体的根拠に反論

が加えられていった。Ｏ・Ｈさんが最初に発症し

たのは平成５年だが当時のカルテは残されてお

らず、確認できるのは平成１５年以降のものだけ

だ。それにも関わらず国は推測で平成５年当時か

ら・Ｈさんには高血圧、脂質異常、糖尿病などの

危険因子があったと語っており、それに対して、

何の裏付けもなく１０年も前のことを推測だけ

で主張するなど許されないと徹底して反論され

た。糖尿病に至っては平成１５年の診断でも根拠

となる検査結果はない。喫煙は、禁煙して以降も

次々と狭窄を起こしており原因とは言い切れな

い等々の証言だった。 

反対尋問はいつもの繰り返し、重箱の隅をつつ

くようなものでしかなかった。 

法廷後の報告集会では、Ｏ・Ｈさんと穐久医師

からそれぞれ今日の証言の感想が述べられ、参加

者から慰労の拍手が送られた。中森弁護士、小瀧

弁護士からは今日の尋問の中心点と感想が述べ

られた。 

進行協議を終えた弁護団から第２民事部の今

後の予定が紹介され、訴訟進行が一気に加速して

いく予定が報告された。今後の日程の順を追って

いくと、４月２６日（金）に第２民事部の最後の

原告Ｎ・Ｋさんの本人尋問と医師尋問が行われる。

証言されるのは郷地医師。５月１５日（水）には

昨年１０月１７日以降滞っていた淡路登美子さ

ん、高橋一有さん、そしてＭ・Ｙさんの最終意見

陳述が行われ結審となる。７月２４日（水）には、

２月１日に証人尋問の行われたＹ・Ｍさん、Ｙ・

Ｉさん、そして今日のＯ・Ｈさん３人が最終意見

陳述・結審を迎えることになった。これで７人の
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原告全員の判決に向けた目途が立った。第７民事

部の４人の原告も合わせてノーモア・ヒバクシャ

近畿訴訟の原告全員が年内に判決を迎えられる

可能性も出てきた。本当にラストスパート、全力

を挙げて頑張っていきたい。 

今年の「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６月１５日（土）午後２時

から大商連会館で開催されることも報告された。

文字通り全面勝利をめざし、そして勝利を決めて

いくつどいにしていきたい。 

 

 

被爆二世の 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７１） 

２月２８日(金)、第７民事部の二人の原告に判決言い渡し 

国の認定基準の誤りを明確にして一人の原告が勝訴! 
しかし一人の原告には詳細な被爆状況の立証を課して不当判決! 

２０１９年３月２日（土） 

 

２０１９年２月２８日（木）、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）の

２人の原告の判決言い渡しの日を迎えた。一人は

Ｋ・Ｓさん（男性、９２歳、京都市在住、１８歳

の時８月６日に広島入市、申請疾病は狭心症）、

もう一人は苑田朔爾さん（７７歳、神戸市在住、

３歳の時長崎の爆心地から４．２㌔で直接被爆、

１５日に爆心地まで入市、申請疾病は前立腺が

ん）。昼過ぎの１２時２０分、裁判所前の西天満

若松浜公園に集合して冷たい雨の中短時間の判

決前集会を開催。その後入廷行進していつもの８

０６号法廷に向かった。Ｋ・Ｓさんは体調がとて

も悪くて今回も出廷は叶わなかった。苑田さんも

現在長崎の病院に入院中だが、今日だけはと病身

をおして朝早くから大阪に向かい、判決前集会か

ら姿を見せられた。 

第７民事部は昨年４月から今の松永裁判長に

裁判体が変わり、松永裁判長の下で迎える初めて

の判決だ。 

Ｋ・Ｓさんは８月６日広島に原爆が投下された

その日に軍隊命令で入市、翌日から原爆ドーム付

近など爆心地そのもので１週間近くも救援活動

に当たった。申請疾病の狭心症は、昨年１月２３

日、同じ第７民事部で宮本義光さんが「完勝」と

言われたほどの勝訴判決を受け、国は控訴もでき

なかった。昨年１２月１４日には東京高裁で山本

英典さんが同じく狭心症の勝訴判決を受け確定

している。もはや狭心症については司法判断も揺

るがないのではないか、と思う。苑田さんは申請

疾病は前立腺がんだが、直爆が４．２㌔、入市が

６日後の８月１５日と国が勝手に決めた積極的

認定基準の線引きから外れる。そのため昨年の医

師証人尋問では特に残留放射線の危険性、内部被

ばくの重大なリスクが詳細に証言され、徹底して

主張された。最終意見陳述では原爆投下直後の広

島・長崎の惨状を絵や写真をスライドにして映し

出し、苑田さんらの被った被害状況をリアルに再

現して見せるなどの努力も行われた。 

負けるはずがない、二人とも必ず勝訴だと確信

をもって開廷を待った。 

午後１時１０分開廷。裁判長からただちに主文

が読み上げられた。最初のＫ・Ｓさんについては

「認定申請の却下処分を取り消す」とはっきりと

聞きとれた。勝訴だ。続いて苑田さんもと期待し

て待ったが、しかし「却下処分を取り消す」の言

葉は続かなかった。傍聴席の私たちには「請求を

棄却する」ともはっきりとは聞きとれなかったの

だが、どうも認められなかったようだ、の感触だ

けが伝わってきた。 

なんでや？？？の思いを抱きながら法廷を出

て、正門前の旗出し場面に足を運んだ。久米弘子

弁護士、喜久山大貴弁護士によって掲げられた旗

出しは「勝訴」と「厚労省は原爆症認定制度を改

めよ」。Ｋ・Ｓさんは勝訴だから「勝訴」の旗出
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し。しかし「全面勝訴」とはならなかった。旗出

しと共に挙げるシュプレヒコールも満面の笑み

を伴ってとはならず、複雑な思いを噛みしめなが

らの唱和となってしまった。 

近くの中之島中央公会堂会議室に会場を移し

て午後２時から報告集会が始められた。判決文の

分析途中から会場にかけつけた愛須勝也弁護団

事務局長によってまず、判決内容についての報告

が以下のように行われた。 

Ｋ・Ｓさんは８月６日の夜に広島入市、翌日か

ら爆心地周辺で１週間救護に当たり非常に濃厚

な被ばくをしたことは明らかだった。もしこれで

認定されなければ入市被爆者や救護被爆者は一

人も認定されないことになってしまう。申請疾病

の狭心症についても国の主張はすべて退けられ

て放射線起因性が認められた。国は狭心症につい

てはこれまで徹底して争う姿勢をとってきて、最

近は同じ狭心症でも安定狭心症と不安定狭心症

とがあるなどとして、安定狭心症には放射線被ば

くとの関連性はないと主張していた。Ｋ・Ｓさん

は医師意見書で安定狭心症の方だとされていた。

しかし判決はそもそも狭心症を安定狭心症と不

安定狭心症とに区別すること自体に意味がない

として国の主張を退けた。したがって狭心症も心

筋梗塞と同じ機序で発症するのであり、積極的認

定疾病と同じように扱うべきだとの判決だった。

脂質異常症や高血糖、加齢といった他原因も国は

主張していたが、これらもすべて排斥された。１

２月の東京高裁判決に対して国は上告もできな

かった。狭心症についてはもう争いようがない。

国の認定基準を変えざるを得ない＝狭心症も積

極的認定疾病の範囲に加えなければならない、そ

のような積極的側面をもった判決だった。 

一方の苑田さんに対する判決では、一般論とし

ての残留放射線や内部被ばくの健康障害に及ぶ

機序、影響、可能性は認めた。しかし苑田さんの

被爆状況は、４．２㌔の距離での直接被爆であり、

６日後の８月１５日に爆心地を２時間程度通過

したに過ぎないとされ、初期放射線による被ばく

線量は無視しうる程度に僅少、残留放射線による

被ばく影響は限定的なものに止まるとされた。健

康影響を及ぼすほどの相当程度の被ばくをした

と認めるにはなお合理的な疑いが残るという判

決だ。苑田さんは３歳の時の被爆だから当然本人

の記憶はない。急性症状も母親から聞いたものだ。

被爆した後の行動についても詳細な供述、証言は

できない。より高線量の放射線を浴びたという事

実認定はできないから認められないというわけ

だが、とても納得できる判決ではない。従来の判

決では多少立証の不十分さを残すことはあって

も勝つことはできていた。しかし今回はそうはな

らなかった。あらためて今回の判決の詳細な分析

が必要となっている。 

安倍首相は先日の国会答弁で原爆症認定制

度・基準を変えるつもりはなく、裁判の判決には

きちんと対応していくと強弁した。あくまで訴訟

を前提とした考え方だ。裁判できる人は認定され、

できない人は泣き寝入りするしかない不公平行

政を常態化させるものだ。被爆者の高齢化の進行

は被爆状況の証明・証言をますます難しくしてい

く。認定申請したくてもできない人が増えていく。

こうした認定制度の現状を改革していくために、

今回の判決もこのまま終わらすわけにはいかな

い。控訴して、高裁で何としてもひっくり返して

いこう。勝訴したＫ・Ｓさんは９２歳の高齢だ。

国に対しては控訴するなと働きかけ、今日の判決

を確定していくことが必要だ。 

愛須弁護士の説明の後で原告団・弁護団・支援

ネットワーク連名の声明が紹介され、和田信也弁

護士によって読み上げられた。内容の多くは愛須

弁護士の説明と重なるが、原告２名の内１名が敗

訴という判決ではあっても全体としては被爆者

の実態に即して原爆症認定行政を進めるべきこ

とを示した判決で、有意義なものであると強調さ

れた。そして、国に対して３つのことを求めた。

①国は「新しい審査の方針」の誤りを認めて、変

更し、全原告を救済すること、②被爆者援護法と

原爆症認定の在り方の抜本的改革をすること、③

核兵器禁止条約に加入して、核兵器廃絶国際運動

の先頭に立つこと。 

記者会見などを終えて途中からに報告集会に

参加してきた弁護士、原告の苑田さんから挨拶と

報告が行われた。苑田さんを担当してきた中道滋

弁護士からは残念で悔しい、という思いと共に控
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訴審に向けて何としても頑張りたいとの決意が

表明された。今朝長崎から駆け付けた原告の苑田

さんは、判決を聞いてから気落ちはしているが、

しかしこのまま引き下がったのでは国の思う壺

だ、また気を取り直して頑張っていきたい、アグ

レッシブルに、ポジプティブに、と自身を奮い立

たせるような心情が述べられた。とても気丈で、

法廷で証言された時と同じように力強い声だっ

た。聞いている私たちの方が反対に励まされるよ

うな挨拶だった。 

藤原清吾弁護団長からあらためて報告とこれ

からに向けて提起が行われた。今回の判決は、基

本的にはこれまで国がやってきたことを退ける

判決だった。安倍首相が現行認定基準は最新のも

のだなどと言ったりしているが、裁判所はそれを

退け、行政は間違っていると判断した。認定制度

の改革が必要なことはさらに明らかとなった。 

苑田さんの敗訴は被爆の事実について細かい

証拠がないからというのが理由だが、これについ

ては、そもそも被爆者に細かな証明を求めること

自体が不当なことなのだとしっかり批判、反論し

なければならない。この点は今後の大きな争点に

していきたい。私たちは裁判官にもう少しプレッ

シャーをかけていくことが必要だ。被爆者援護法

に基づいて如何にして被爆者を援護していくの

か、大きな視点から被爆者に向き合う姿勢を持つ

よう裁判官に求めていきたい。 

今日の判決の教訓をしっかりと受け止めて、不

当な判決は絶対に許さない闘いをすすめていこ

う。余命も少なくなりつつある被爆者が今もって

裁判に訴えている現状を多くの人々にも訴えて、

社会的な世論もあらためて盛り上げていこう。 

支援ネットワークや報告集会参加者から苑田

さんに花束が贈呈され、ねぎらいと激励の拍手が

贈られた。今日出廷できなかったＫ・Ｓさんには、

代理人として久米弁護士に花束が手渡された。

Ｋ・Ｓさん宅には判決後すぐに勝訴の知らせが届

けられていて、ご家族の喜びの声も紹介された。

花束は翌日の３月１日(金)、Ｋ・Ｓさんの自宅に

届けられている。 

最後に尾藤廣喜弁護団幹事長から報告集会の

まとめと閉会の挨拶が行われた。この中で特に二

つのことが強調された。一つは、国の主張は最近

他原因に重きを置くようになっているが、この点

について判決は、他原因の要素は極めて限られた

もので、放射線の原因こそが基本であることを示

した。また他原因と放射線被ばくとが相まって病

気が発症した場合であっても原爆症と認めるべ

きだとした。厚労省のとっている態度、基準は明

確に否定されたのだ。一日も早く認定制度を変え

なければならない。もう一つは記者会見の席上で、

国家賠償が認められないことについてどう思う

かと質問された。私は同感だと思った。国はこれ

だけ裁判で負け続けながら認定基準をあらため

ず、意図的に切り捨て政策をとり続けている。裁

判所はもっと強く認定制度をあらためるよう国

に言うべきで、そのためには損害賠償を認めるこ

とが重要ではないかと思う。そのように記者には

回答した。 

被爆者に立証不可能なことを強いるような判

決は変えていかなければならない。そのための努

力をもっとしていく必要がある。さらに運動を続

けていこう。 

午後３時３０分に報告集会を終了し、解散とな

った。朝からの雨は上がっていた。 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟はこれから最終

意見陳述・結審、そして判決言い渡しと、おそら

く年内いっぱいまで重要な法廷が続いていく。気

を緩めず、今日の判決も重要な教訓として、須頑

張っていきたい。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2019年 4月 26日（金）13：10 1007号 地裁第⒉民事部 N・Kさん本人尋問・医師証人尋問 

2019年 5月 15日（水）11：00 1007号 地裁第 2民事部 淡路・高橋・M・Yさん最終意見陳述 

2019年 5月 23日（木）13：10   806号 地裁第７民事部 T・Iさん、W・Hさんに判決 

2019年 6月 15日（土）14：00 大商連会館 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利めざすつどい 

2019年７月 24日（水）14：00 1007号 地裁第 2民事部 Y・M、O・H、Y・Iさん最終意見陳述 
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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。 

 

 

■３００台目のピアノリサイクル実現 

河野康弘（西京区） 

３月も中旬、気持ちの良い天気の京都上桂です。 

１９９３年にケニアへ１１台のピアノを届けた

ことから始まったピアノリサイクル活動も２６

年、世界１１カ国になりました。 

３月２３日に３００台目のリサイクルが実現し

ます。 

山の木を伐採してつくられたピアノが活躍でき

るのが自然を大切にする、との思いで始めました。

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

■若い人たちとの距離感が掴めない 

平 信行（南区） 

３月１９日（火）、大学生協関西北陸ブロック京

滋・奈良エリアの学生のみなさんの社会的課題推

進委員会の学習会に招かれて「ヒバクシャ国際署

名について」のお話しをしました。参加された学

生は２１人。事前に準備していたレジュメが手違

いで配布されていなくて、やむなく持参していた

参考資料のパワ―ポイントのみで講義。やっぱり

レジュメなしではあまりうまく話せなかった、と

自戒。 

冒頭、アニメ映画「この世界の片隅に」を観たこ

とのある人は？と尋ねると、一人だけ。これは意

外でした。あんなに大ヒットしている映画なの

に・・・・。 

世界の核兵器の現状について、広島・長崎の被爆

の実相について、核兵器禁止条約について、一通

りのことは話しましたけど、大学生協を離れて８

年。今の学生の人たちが核兵器について、平和に

ついて、さらには戦争についてとどんな思い、感

覚でいるのかよく分からないまま、距離感の掴め

ないまま、予定の１時間を終えてしまった感じで

した。単発ではだめですね。もっと日常的に若い

世代の人たちと接する機会を増やしていかない

と、と痛感した日でした。 

 

■京都市の自衛隊への宛名シール提供問題を正

す 

井坂博文（北区） 

２月２５日（月）、市議会の代表質問が終わりま

した。自衛隊への宛名シール提供について市長の

認識を質しました。 

「安倍首相が自衛官募集業務への自治体の協力

を改憲理由にしていることに、市長が忖度して、

全国でも突出して積極的に協力しているではな

いか」と指摘すると、私が指名したのに市長は答

弁に立たず、副市長が「募集協力は、自衛隊法に

定められている事務」「自衛隊の９割が協力して

おり、京都市が突出しているわけではない」と、

首相の改憲の狙いには触れず無責任な答弁に終

始。 

そこで、戦争中に住民を戦時体制に駆り立てる役

割を担った自治体と職員の過ちを紹介し「この過

ちを二度とくりかえしてはならない」と指摘し、

「その反省の上につくられた憲法と地方自治法

を堅持して、宛名シールという愚かしい行為をや

めるよう」求めました。 

さらに、反対の声に押されて「利用停止請求が行

われた場合は、宛名シールから外す」と京都市の

方針が発表されたことを受けて「ならば２８，０

００人全員にそのことを連絡すべき。行政の公平

性と個人情報保護の責務から宛名シール提供を

きっぱりやめるべき」と求めたが、「目的が自衛

隊への入隊勧奨であり、宛名シールから外す」「周

知するためにホームページにおいて発信してい

る」と開き直りの答弁。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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答弁はひどいものですが、興味深かったのはこの

問題に火をつけた自民党の議席からほとんど反

応がなかったこと。自分らの総裁である首相によ

る、あけすけな改憲の狙いと自治体への攻撃に、

地方選挙を前にして露骨に乗っていけない気分

でもあるのだろうか？！と思います。 

先日のつどいに参加され、宛名シール問題に怒っ

ていた北区の方が、傍聴に来た帰りに控え室にわ

ざわざ立ち寄り「初めて傍聴に来た。いい質問だ

った。これからも頑張ってくれ。逆に市長も副市

長も上からの答弁で酷い。また、憲法９９条は公

務員にとって大事なのに全くわかっていない」と

激励と怒りの声を寄せていただきました。 

西村八郎（南区）のコメント 

午後２時からの井坂議員の代表質問を傍聴して

来ました。 

自衛隊を災害救助隊に改名すべしとの論陣は私

も全く同感で有り井坂議員は迫力がありました。

素晴らしい質問でした。 

 

■神奈川でも森川さんの著書から反響が 

門川恵美子（横浜市） 

いつも会報ありがとうございます。一つ一つ大事

なことが書かれていて、早く読めないんです。今

回は森川さんの著書の紹介をしっかり書いてい

ただき、これから向かうところはどこか指してい

ただきました。私たちの会で紹介しても、その厚

さと値段にひいてか、なかなか読んでいただけま

せん。この話を会員さんに転送させていただきま

す。 

きのう,ご無沙汰だった会員さんから突然電話を

いただき、「一晩で読んだ。わたしと同じだ。」と

感想が有り、話がチェルノブイリ事故にまでおよ

び、ベラルーシのひとびとの健康問題と重ねた会

話が出来ました。また水泳の池江さんの白血病に

まで、福島原発事故の放射線影響を考える会員さ

んもあって、びっくりしてホットスポットを調べ

ると２０１６年調査でも江戸川区、葛飾区など首

都圏の放射性物質は高いことがわかり、こわくな

ってしまいました。すんだこと、なかったことに

されそうな原発事故ですが、大変なことです。テ

レビは気象情報とともに放射能情報を毎日流す

べきではないでしょうか。被災者の運動は統一さ

れていないのか、被曝手帳もできていないみたい

ですね。私達二世の運動は核被害全体の問題をも

っと強く意識しないといけないと思いました。 

 

■「小学生のための放射線副読

本」（文部科学省）を批判する

出版物を準備中 

守田敏也（左京区） 

文部科学省から「小学生のた

めの放射線副読本」が出さ

れて配布されています。こ

の読本は各地の教育委員会

を経ずに各学校に配布されています。

自治体によっては内容に問題があるので配布を

拒否されているところもあるようで、配布の実態

は様々になっています。 

私たちはこの副読本をちゃんと批判した内容の

ものを作って配布活用していこうと、今、近江八

幡のお母さんたちと相談しながら準備を進めて

います。１ページずつに対応して、読本に書かれ

ている誤りを説明する方法で、分かりやすいもの

していきます。パンフレットのような形式にして、

皮肉って「放射線副読本学習指導要領」というタ

イトルにしようかと話し合っているところです。 
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■新・なぜ脱原発なのか？   西尾 漠  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

著者は、「原発」の専門家でも、学者でもない。広告業から転身をし、「は

んげんぱつ新聞」の編集長をしている、変り者である。「新」とあるので、

初版は約１５年前に出されている。ここには経歴が語るとおり、「脱原発」

にむけて、原発について誰でも疑問に感じるようなことが、「２８項目」

にわけて解説されている。「福島事故」「地球温暖化問題」から「放射性廃

棄物の処理問題」等、誰でも関心・疑問に思うことについて、分かり易い

言葉で説明されている。放射能廃棄物の「汚染レベル」の区分値は世界共

通ではなく、国によってまちまちだという。また「日本の原発政策」が、

如何にお粗末で、世界から取り残されているかがよくわかる。「プルサー

マル」という言葉「和製英語」だけけれど、今では世界に通用するし、「す

そ切り」という言葉は、放射性廃棄物のうち、ある放射能レベル以下のも

のを切り捨て時に使われるという。そして「高レベル・低レベル」という

言葉は、日本の法令にはない、という。反原発の意見を取り上げているだ

けでなく、いわゆる「原子力ムラ」の発言・意見も丁寧に紹介されている。

「高速増殖炉の研究は、日本が世界のトップを走っている」と自慢する発言、原発事故以前の発言等を

取り上げているが、事故を受けて本人たちが、どのように考えているのか知りたいものである。その内

容を知ればビックリすると共に、憤りを覚える。 

「原発のことはよくわからない」、原発に賛成・反対を問わず「原発の問題」を知り考えるためには参

考になる内容である。共に考えるために・・・・・・ 

 

 

■縮小社会への道     松久 寛  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

福島原発事故はエネルギー、安全、子どもの未来といった本質的な課題を突

き付けた出来事であり、「原発が止まると日本は潰れる」という常識が、作られ

た常識であった。では「成長が全て」という常識も古いのではないか、という

問題を提起している。これから日本は、人口減少で経済成長は見込めない、世

界は資源が枯渇する、我々の生活はどうなる？と不安要素が色々と囁かれてい

るが、これからは「経済成長」もいらない幸福な社会「縮小社会」を、と著者

は提起する。「縮小社会」とは、どんな社会・どのような未来なのか？例えば、

年２％の成長で、エネルギー使用量は５０年後には２．５倍、１００年後には

７．１倍になるという。このままいけば５４年後には「枯渇」するという。こ

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

緑風出版 1,800 円＋税 

日刊工業新聞 1600＋税 
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のように「年率何％」という成長を続けることは不可能である、と指摘する。それでは「どうすべきな

のか」という、一つの方向がここに示されている。「エネルギー問題」から「社会保障・年金問題」ま

で幅広く現代日本の問題が述べられている。「原発問題」を入り口にされているが、「成長」ではなく「持

続可能な社会」とはどんな社会で、「エネルギー」「交通」「技術」「経済」「社会保障」の課題が取り上

げられている。「反原発・脱原発」を考える上で、突きつけられる問題を考える上で参考になる。まだ

この「縮小社会学会」は発足したばかりで、これから内容も深められていくと思う、今後の提案に期待

をしたい。例えば「年金」については、もっと問題点を深めてほしいし、財源・将来どうあるべきかに

ついては、すこし異議がある。でも「縮小社会」は、「働き方・生き方」そのものを大きく変わる、と

いう考え方、どこかで聞いたような考え方である。「人間の真の幸せ」とは何であるのか教えられる内

容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リニューアルオープン間近 都立第五福竜丸展示館 

ビキニ水爆実験（１９５４年３月）で被ばくした第五福竜丸を保存・展示 

する都立第五福竜丸展示館（江東区夢の島公園）は９ヶ月に及ぶ建物改修工事 

が終了しました。 

第五福竜丸の保存が実現し展示館に収められて４０年余。建物の大規模改修工事で、天井から船へ

の雨漏り、床の段差、内壁の断熱材の剥離・落下などが全面的に取り換えられ、船体の保存のために

より良い環境が整えられました。 

展示館は、二枚貝を合わせたような曲線で構成される独特な「シェル

構造」の建物です。今回の工事では、内壁断熱材の交換と既存の屋根を

新しく作る工事が組まれました。建物が曲線を描いているため難しい施

工となりましたが、予定の工期で完了し、４月２日にリニューアル・オ

ープンします。 

現在（２～３月）は、館内の常設展示の設置作業、館内備品・収納品

の搬入などが、ボランティアの方々の協力で進められています。新たな

映像展示も準備しており、常設展示パネルの一部も新しくなります。 

ビキニ被ばく６５年の今年最初の企画展は、４月下旬からリニューア

ル工事の工夫と技術を紹介する展示となります。 

（２０１９年３月６日 被団協しんぶん） 

Scrap 
book 

 

■被爆の惨状伝える新空間 広島の原爆資料館 来月２５日再開館 

原爆資料館（広島市中区）の４月２５日のリニューアルオープンまで、間もなく１カ月となる。犠

牲者の遺品など実物資料を中心に展示し、きのこ雲の下の惨状や被爆者の苦しみが伝わるよう工夫を

凝らす。あの日を語り継いできた被爆者が高齢化する中、残された「無言の証人」から核兵器の非人

道性を感じ取る新たな空間が生まれる。 

本館の展示は４コーナーで構成され、都市や人の原爆被害を伝える「８月６日の惨状」と「放射線に

よる被害」、遺影と遺品を通して被爆者や遺族の苦しみに向き合う「魂の叫び」、被爆者の戦後の人生 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１１東日本大震災と

東電福島原発事故の日の８

回目の日を迎えました。復興

の道は険しく、廃炉の道のりも

容易でないことなど、多くのメディア

が特番、特集記事を組みました。傾聴に値する、

あらためて感じる報道もいくつかありましたが、

それでも決定的に欠けているように思ったのは、

被災地の特に原発事故汚染地域の、人々の住む環

境状態、そして人々の健康状態についての追及で

す。福島県民健康調査の報告による甲状腺がんの

患者は２１１人となり、復興庁のまとめる震災関

連死は３，７００人を越えて今も増え続けている

にも関わらず、です。震災関連死についてはその

原因が避難生活の困難さにあると決めつけてい

て、ほとんど放射能被ばくによる危険性、可能性

に目を向けていない問題があります。原発事故に

よる被災、健康障害は現在進行形であり、今も広

がり続けている重大問題です。そういう視点で８

回目を迎えたこの日を見つめ直し、あらためて私

たちのこれからの運動を考える機会にしていか

なければと思いました。（平）

に焦点を当てた「生きる」の順番で見学する。実物資料約２６０点（複製６点を含む）をはじめ、「原

爆の絵」や写真など計約４９０点の資料を並べる。 

１９５５年に開館した原爆資料館の大規模リニューアルは３度目。今回の整備では本館を「被爆の

実相」、東館を核実験被害など「核兵器の危険性」、復興や平和活動に関する「広島の歩み」と位置付

けた。有識者による展示検討会議で２０１０年８月に議論を開始。東館は既に展示改装を終え、先行

して１７年４月に再開した。 

原爆資料館の１７年度の入館者数は１６８万９２３人。開館以来、２番目に多い。１６年５月のオ

バマ前米大統領の来館や１７年７月の核兵器禁止条約制定などによる世界的な関心の広がりが背景

にあり、高水準が続く。外国人の数は３９万２６６７人で、５年連続最多を更新した。被爆者健康手

帳を持つ被爆者の平均年齢は１８年３月末時点で８２・０６歳となった。  

資料館は本館オープン前日の４月２４日、準備のため午後２時に閉館する。 

原爆資料館 

１９５５年に本館、９４年に東館が開館した。広島市は国重要文化財の本館の耐震化を進め、被爆

の惨状や核兵器の非人道性をより分かりやすく伝える施設を目指し、２０１４年３月に全面改修に着 

手。東館は同年９月に展示スペースを閉じて改装し、１７年４

月に再び開館した。入れ替わって本館を閉鎖し、内部改修と耐

震化を進めた。耐震化工事は１９年度中に終える。総事業費は

７０億３５００万円。  

（２０１９年３月２０日 中國新聞） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553348748/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rdXVrb2NoYW4uYXQud2VicnkuaW5mby8yMDE1MDQvYXJ0aWNsZV83Lmh0bWw-/RS=%5EADBqHulj5v.pLBGo4iglTrJU1r2aT4-;_ylt=A2Riva8L55Rcj1wAxA8dOfx7
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２0１９年 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

4 １ 月  

 2 火  

 ３ 水  

 ４ 木  

 ５ 金 キンカン行動 

 ６ 土 ６・９行動 

 ７ 日 統一地方選挙（前半）投開票 

 ８ 月  

 

 

 

 

９ 火 ６・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木  

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土 よみがえる沖縄１９３５写真展→６月２９日（土）（立命館国際平和ミュージア）

ム）  １４ 日  

 １５ 月  

 １６ 火 統一地方選挙（後半）告示 

 １７ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １８ 木  

 １９ 金 
安保法制の廃止をめざす集会とデモ（１７時・市役所前） 

キンカン行動 

 ２０ 土 
京都原水爆被災者懇談会総会（１１時・ラボール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」総会（１３時３０分・ラボール京都） 

３０分 
 ２１ 日 統一地方選挙（後半）投開票 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木 広島原爆資料館リニューアルオープン 

 ２６ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟第２民事部（１３時１０分・大阪地裁） 

チェルノブイリ原発事故（１９８６年）                キンカン行動 

 ２７ 土  

 ２８ 日 
沖縄デ― 

サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年） 

 ２９ 月 昭和の日 

 ３０ 火 
国民の休日 

ベトナム戦争終結（１９７５年） 

 


