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京都「被爆２世・３世の会」２０１９年度年次総会を開催 ４月２０日（土） 

参加者数４８人（内会員３１人） 

森川聖詩さんの講演『核なき未来へ』から学び、 

「２世・３世の健康実態をもっと深くもっと詳しく明らかにしていくアンケート」 

のとりくみ方針を確認しました。 
 

４月２０日(土)ラボール京都第一会議室において京都「被爆２世・３世の会」２０１９年度年次総会

を開催しました。参加者数は４８人（内会員は３１人）でした。 

 

■最初に原発賠償京都訴訟を闘っている原告団共同代表の福島敦子さんから連帯のあいさつをしてい

ただきました。以下紹介します。 

原発賠償京都訴訟の原告団共同代表を務めて

います福島敦子です。福島から避難してきていま

す。 

避難が続いて８年になりました。私は今京田辺

市に住んでいます。京田辺では里桜がとても綺麗

な季節になっていて満開に近いようです。私の娘

は原発事故が起こった時小学校２年生でしたが

もう高校生になっています。実は彼女の名前は

“さと”と言います。避難を継続している年月だ

けが彼女の成長を物語っているような気がしま

す。彼女は今中学の先生になりたいといって高校

の勉強を頑張っています。 

福島では今汚染土壌－放射能に汚染された土

壌をどうするか、ということが問題になっていま

す。たとえば私の故郷南相馬では、汚染土を高速

道路建設地などの下に埋めるという計画が上っ

ていて、それに反対する運動が起こっている、と

いった事態が生まれています。私の父や母はそう

いうことにはあまり興味のない人間だったはず

なのですけれども最近は、「反対署名するから名

前を貸してね」と言っています。政治的な問題に

市民が関わってくるようになっていて、今いい方

向に向かいつつあるような感じがしています。 

丁度選挙の真最中ですけれども、京田辺も非常

に盛り上がっています。民意が盛り上がってきて

いることは守田さんの活躍などを見ていても感

じます。私も支援者が市議選に立候補することに

なり応援しています。みなさんの声が届くような

国になって欲しいと思っています。 

これから元号が「令和」にかわりますが、その

ことで先日京都新聞から取材があって話をさせ

てもらいました。私は天皇陛下について考える時

に、ここで（「２世・３世の会」やみなさんと一

緒をやってきたこと）学んだことをたくさん想起

して、そこを重点にお話しました。それは何故か

というと、原発事故と、私がここでみなさんとこ

うして会っているのはすべて線でつながってい

るからです。（核の）「平和利用」がもしなかった

ら、戦争がなかったら、私はみなさんとここで会

うことはなかったと思います。すべてがつながっ

ている、そしてすべてが天皇という存在とつなが

っていたりもする。そういう話をさせてもらいま

した。 

原発事故によって、私は「何人も被ばくしては

ならない」、その権利を勝ち取るべく裁判をして

闘っています。それはみなさんからエネルギーを

もらいつつ、私はみなさんと一緒に頑張って、人

権を考え行動してきました。 

８年目になって本当に大変なことがたくさん

あります。神奈川訴訟や他の訴訟では勝っている

にも関わらず、判決内容を見れば避難者にとって

は厳しい状況でしかありません。原告にとっては
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あまりにも賠償額が低い、年間２０㍉シーベルト

の暫定基準を通常ルールとして認めるなどいろ

いろな問題があります。しかし、これからもみな

さんと一緒に共に歩んでいきたいと思います。ど

うか一つになって、力を合わせていきましょう。

これからも国を動かしていくようなご縁を大切

にしていきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

総会の第一部:２０１９年度総会議案の審議と採択 

■議案に野提案は世話人代表の平信行さんから

行われました。提案の要旨を紹介します。 

 京都「被爆２世・３世の会」は今年７年目を

迎えます。様々なとりくみをしてきましたが、

あらためて私たちの活動の原点は「被爆２

世・３世の持つ不安を乗り越え、健やかな暮

らしと充実した人生を送れるように」である

ことを確認します。そのためにまず、被爆２

世・３世の身の上に何が起こったのか、起こ

っているのかを明らかにしていくことが必

要です。これまでもアンケートや交流会での

話し合いなどを積み重ね、たくさんの健康障

害や問題の具体的事例を明らかにしてきま

した。それらをもう一度みなさんにお返しし、

他の人が体験したことに学びながらもう一

度自身の半生を振り返って、もっと深くもっ

と詳しく明らかにしていくアンケート活動

をあらためてとりくみたいと思います。最終

的な目的は、被爆２世・３世の援護制度の実

現と、あらゆる核被害者の救済と核被害の根

絶に貢献していくためです。 

 京都「被爆２世・３世の会」は６年間の活動

を通じて、多くの核被害者のみなさんとのつ

ながりを培ってきました。（広島・長崎の）

被爆者のみなさんはもちろん、原発事故被害

者、ビキニ水爆実験被害者、そしてウラン採

掘から核実験場に至るまで世界の核被害者

のみなさんとの連帯にも努めてきました。こ

のつながりをもっと豊かに、より力強いもの

にしていきます。 

 核兵器廃絶、原発廃棄、憲法改悪阻止も私た

ちにとって重大な課題です。幅広い人たちと

の共同でさらに運動を推し進めていきます。 

 京都「被爆２世・３世の会」の会員は１０２

人となりました。会報の定期発行、例会の毎

月開催、学習会の重視、ホームぺージの充実

化などを継続しながら、会員一人ひとりの思

いが生かされ、力としていけるような、「会」

の運営のさらなる改善をめざします。 

■議案の提案に加えて、米重節男さんから２０１

８年度決算報告と２０１９年度予算が提案され

ました。さらに、会計監査担当の吉田妙子さんか

ら決算・予算に対する感想が述べられました。 

■議案に基づいて３人の参加者から発言があり、

その上で提案議案は参加者全員の拍手で承認さ

れました。 

 

総会の第二部:学習記念講演「核なき未来へ～被爆二世からのメッセージ」 

■総会の第二部は森川聖詩さん（神奈川県原爆被

災者の会二世支部副支部長）による記念講演です。

守田敏也さんの進行で第二部は進められました。 

森川さんの講演は、は自著『核なき未来へ』に

基づいたもので、自身の具体的体験をふんだんに

紹介しながら話を進められました。以下に講演要

旨を紹介します。 

Ⅰ、被爆二世の問題とは 

少なくとも３つの問題として①被爆者（一世）

の家族としての問題（健康、生活、介護など）、

②二世自身の健康と不安、③そして社会的な偏見

と差別、がある。 
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２、被爆二世・三世に対する差別は何故存在する

か 

偏見と差別の違い、差別事象と差別観念の識

別・区別、具体的に二世に対する偏見・差別はど

のようなものか、それが生じる原因は何か。 

３、放射線の遺伝的影響についてどのように考え

るべきか 

国（厚労省）でさえ、「遺伝的影響は認められ

ない」とは言っているものの「ない」とは断定し

ておらず、確定的な結果を出すために今後さらに

数十年の追跡調査が必要としている。その国の根

拠はもっぱら放射線影響研究所（放影研）の調査

によるが、その放影研の調査は調査対象者の設定

や調査項目などには重大な問題があるもので、非

科学的で著しく信ぴょう性に欠ける。 

私たち二世自身が放射線影響の全容を解明し、

社会的に広く発信していく必要があり、そのため

に良心的な医師・科学者の理解と協力も得ながら

自主的な実態調査を行っていくことが求められ

る。 

４、被爆三世の親として・・・略 

５、なぜ反原発か 

その理由は主に①原発はウラン採掘から稼働

に至る過程において労働者の多量の被ばくなく

しては成り立たないから、②原発は核兵器製造、

核兵器保有潜在能力を維持するために存在する

ものであるから、③安全性に乏しいから、の３点。

福島第一原発事故発生以来「脱原発」を訴える運

動は広がったが、①と②の認識と視点をもって原

発ゼロの運動をとりくんでいる人々はまだ少数。

真に原発ゼロを実現するには、国の核武装志向、

アメリカ追随・戦争準備体制構築志向に歯止めを

かけ、核兵器禁止条約を批准させるための運動と

結合していくことが必要である。その認識をより

多くの人たちと共有できるようにしていくこと

が重要で、その柱は「ヒバクシャ国際署名」のよ

びかけ。 

６、今後の被爆二世絵運動の課題の要・試金石 

①医療保障の獲得 

②原発被災者・特に自力避難者との連帯 

③「被爆二世問題伝承者」の育成 

７、被爆二世の運動を展開していく上で解決すべ

き組織問題 

結論的には、厚労省との交渉権、交渉力を持つ

被爆二世全国組織が必要。地域の二世の会を中心

とした組織構成が基本であっても、地域の会が存

在しない地域の被爆二世の個人加盟も可能とす

るような組織が求められる。 

■講演の後質疑応答が行われました。 

その中で、今回の著書執筆に際して様々な葛藤、

苦労のあったことが紹介され、それでも出版に至

るまで突き動かされてきたものは何であったか

について話されました。一つは、被爆２世問題に

ついて当事者の半生に基づいた著書はこれまで

例がなく、個人の特異な経験ではあってもどこか

は多くの２世に共通するものがあるのではない

かと思い、これが一つの突破口になっていくこと

を願ったからです。 

もう一つは、福島原発事故を契機にあらためて

核被害者の真実を訴える必要性を強く思ったか

らでした。核被害者が幸せに生きられる社会の実

現と核のない社会の実現は別々には成り立たな

い、その解決に向けて運動を推し進めていかなけ

ればならないが、この著書が波紋を広げていくこ

とになればいいと思っている、と語られました。 

 

[尚、森川聖詩さんの講演は別途全文の報告集を作成し、会員のみなさんにお届けする予定です] 

 

参加者感想文から      

 有意義なお話ありがとうございました。被爆 ２世、３世に健康被害があるのか、について
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は、私のスタンスとしては実感もないし、不

勉強でもあり、分からないと思っています。

判断できるほどのデータが今はないのでは

ないでしょうか。また比較できる有意なデー

タが今後出るとも思えません。しかし何度も

強調されていたように「影響はない」という

反論ではなく、不安や実感がある人がたくさ

んいる以上、保障・救済されるべきなのだな、

というのは今回新たに得た考えでした。被爆

２世自身による実態調査は是非実施しても

らいたいです。 

 話を聞いて、健康については興味があります。

昨年、弟に生体腎臓移植で私の腎臓を一つあ

げました。弟は小児ぜんそくで体が弱かった

です。糖尿病になり腎不全で昨年の４月から

人工透析が始まったので検査等をし、１０月

に手術をしました。私はお陰様で健康です。

妹は幼稚園の時リンパ腺が腫れ手術して取

り出しました。（首に傷跡が残っています） 

今はメニエルで調子が悪いです。弟は透析が

なくなったので大変楽になりましたが、完全

に元気ではありません。これは父親の被爆の

せいなのかは分かりません。父は８１歳、血

小板が少なく血が止まりにくい、肝硬変、脳

梗塞、胃の静脈瘤破裂等、病院ばかり行って

います。 

 ①被爆者が２．５㌔㍍の内外または２．７㌔

㍍の内外で比較されていたのには驚きでし

た。②長崎の女子高校生（３世）の「伝えて

くるけん広島・長崎ピースメッセンジャー」

の活動には心を打たれましたが、今年は国は

ジュネーブには派遣しないのには驚きです。

③水俣では企業か国か分かりませんが、チッ

ソ水俣工場の外壁に「メチル水銀中毒症へ病

名改正を求める!!」という大きな看板をかけ

ています。国からの切り崩しではないか。今

後すべての公害で出てくると思われます。 

 今回お話しいただいた差別意識のトリック

は大変勉強になりました。何も考えずに読ん

でいたら素通りしかねない、またうっかりす

ると自分も言いかねない、社会や自分自身の

中にひそむ隠れた差別意識に気づかされた

思いでした。人間の中に根強くある差別の意

識を、原発や核兵器というものがある意味象

徴しているのではないかと思いました。「な

ぜ、反原発か?」のお話もとても分かりやす

く、問題をあらためて客観的に捉えなおすこ

とができました。 

 森川様ありがとうございました。１月にお会

いした時には健康に自信もあり、子ども二人

も元気に育ち、３人の孫も元気に過ごしてい

ました。あの後心臓弁膜症と判明し、いつか

手術も要するかも分かりません。今はやりた

いことはできるので活動的に行動していま

す。２世で健康で差別も受けずでしたが、残

りの人生は計画的に生きたいとより一層考

えています。今後ともよろしくです。 

 今日はお招きいただき、貴重なお時間をいた

だき、話を聴いていただき感謝申し上げます。

心よりみなさまに力をいただいていること

を感じています。森川さんのご本は原告に広

めていきます。避難者へのすすめ読みます。

これからも声なき声を、国を動かすべく広く

伝えていきたいと思います。 

 私は被爆２世でもないし、あまり原爆につい

て学習をした記憶はないです。正直に書けば

そち系の集会か？と思わないでもないです

が、しかしこういうことに触れたことがなか

ったので認識を改めてるには十分な内容で

した。差別や偏見がこれ程根強いのか？と思

いました。過ちを改むるにはばかることなか

れ、私も今日から考えを改めたいと思います。

大変勉強になりました。 

 

 

総会会場では増田正昭さん制作による「被爆者の肖像画」も展示されました。 
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核兵器禁止条約発効めざして ICAN レポート 

新たにパナマが核兵器禁止条約を批准しました! 

 

２０１９年４月１１日、新たにパナマが批准書を国連事務総長に寄託し、２３カ国となりました（ガ

イアナ、タイ、バチカン、メキシコ、キューバ、パレスチナ、ベネズエラ、パラオ、オーストリア、ベ

トナム、コスタリカ、ニカラグア、ウルグアイ、ニュージーランド、※クック諸島、ガンビア、サモア、

サンマリノ、ヴァヌアツ、セントルシア、エルサルバドル、南アフリカ、パナマ）。 

※クック諸島は、同条約に調印せずに加入書を国連に寄託しました。加入は批准と同じ法的効力を持

ちます。核兵器禁止条約は、５０カ国目の批准書が国連事務総長に寄託されてから９０日後に発効しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年４月２５日現在 核兵器子禁止条約批准国 ２３ヶ国 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556079858/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW50aWF0b20ub3JnL0dwcmVzcy8_cD0xNTIyMw--/RS=^ADBTfL6zckJFOvRVA2AllXP7VHo4Sk-;_ylt=A2RiouRyk75c6y0AOSgdOfx7
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父の被爆証言を読んで 
二世 東野 明佳さん（川崎市）の紹介 

 

●京都「被爆２世・３世の会報」№７０（２０１８年８月２５日）で奥田継義さんの被爆体験を紹介しまし

た。神奈川県原爆被災者の会二世支部を通じて奥田さんの被爆証言を読まれた、奥田さんの長女・東野明佳

さん（川崎市在住）が『父の被爆証言を読んで』と題した一文を神奈川県の「２世支部だより」に寄稿され

ました。関係されたみなさんのご了承をいただいて、東野さんの寄稿文をここに紹介させていただくことに

しました。 

 

 

 

 

 

前号で掲載した奥田継義さんのお話は被爆後のいろいろな御苦労のこと、被爆者援護制度の問題、ま

た六年間も毎週街頭に立ち、マイクで訴える活動を続けられるその姿が見え、学ばせていただきました。 

片言の英語で通りがかりの外国人と原発のことを話しあうのもなかなか楽しいとのこと。元気をいただ

きました。今号は奥田さんの娘さんである東野さんの感想です。私たちも東野さんとともに学び、受け

継いでいきたいと思いました。体内に残ったガラスの破片は内部被曝のもとになっていたのではないか

との話、はっとしました。（門） 

 

父の被爆証言を読んで    二世 東野明佳（川崎） 
 

門川さんから京都被爆二世・三世の会報に載せ

た父の被爆証言を神奈川の会報にも載せるので、

実子である私にも一言載せてほしいとの依頼を

頂き、今回末筆ながら寄稿させていただきます。 

初め、父から京都の会報に被爆証言を載せたと

言うことを一切知らされていない状態で、門川さ

んからいただいた京都の会報になぜか父の名前

があり、何が起こったのかと頭をフル回転させな

がら父の証言を一気に読み込みました。 

父は生後約半年で被爆しているので、被爆体験

の記憶は一切なく、父から直接的被爆証言を聞い

たこともありませんでした。私に原子爆弾の話や

被爆した時の話を聞かせてくれたのは父と今は

亡き祖父母ですが、今となっては誰からの話なの

か区別することもできない状況です。特に祖父母

からの証言は私がまだ小学生だったこともあり

全て断片的でしか思い出すことができません。 

 

祖父は爆心地から近い場所で被爆したためそ

のエリアでの生存者が少ないこと 

祖父は三菱造船所で魚雷を製造していた 

祖父は背中にガラス破片が埋まった状態であ

る 

祖父は被爆後そのまま病院に運ばれ入院生活

をしていた 

祖父は退院後、幼い父と並んで横になっている

ことが多かった 

祖父は退院後も働くことができず家族は苦し

い生活をしていた 

原爆投下後、祖母は祖父を探しに長崎市内まで

行った 

祖父は瀕死であったが奇跡的に回復した 

祖父は被爆後もしばらく定期健診の対象とな

っていた 

 

私が知っている父や祖父母からの被爆体験は、

上記のみでしかも箇条書きレベルなため、人に話

すときっと数分で終わってしまいそうなもので

伝えたいこと 受け継ぎたいこと 身近な人から聴く「あの日」そして今 

被爆者ニュース１９６号２世支部だより付録（№１８ ２０１９年４月） 
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す。今でこそ被爆体験の継承活動が活発になって

いますが、少なくとも私が小学生だった約三〇年

近く前は違ったように思います。祖父母に被爆体

験を聞いてはいけないようなことを言われ、幼い

なりに今でいうところの忖度を働かし祖父母か

ら被爆体験を直球で聞くと言う冒険はせずにい

ました。聞いてはいけない理由は、辛い被爆体験

を思い出してしまうと言われたような記憶があ

ります。私は、幼い頃おてんばな性格でしたので

ダメと言われると俄然聞きたくなるはずでした

が、被爆談を聞くことはほぼありませんでした。

その当時は家族であっても被爆体験を聞くこと

はタブーという雰囲気があったのではないのか

と思っています。両親がいない隙に、一度だけ祖

父母から被爆手帳を見せてもらったり、被爆体験

をほんの少しだけこっそり教えてもらったりし

たのが今となっては唯一の直接的被爆体験談で

す。ただ上記で書いた通り身内から聞けた被爆証

言は少なく、ふわっとした記憶でしかありません

でした。そんな記憶を思い出させ、より正確かつ

より詳細を教えてくれたのが今回の父の証言文

でした。 

 

父のこれまでの人生は、傍で見ている私からし

ても紆余曲折だと思っていましたが、文章で見る

とより実感してしまいました。特に被爆者と認定

されるまで時間がかかっていたことを初めて知

りました。 

昔、父から冗談ぽく「やっと医療費が無料にな

る」と聞いたことがありますが、今から思うとや

っと被爆者と認定されたということだったのか

と合点がいきました。また父が被爆者認定裁判の

傍聴に積極的に参加しているのは、自分自身の生

い立ちも関係していたことが今更ながら理解で

きました。 

 

祖父からの被爆体験談で覚えているのが体の

ケロイド箇所を見せながら「ここにはまだガラス

破片が残っているんだよ」と言われたことです。

幼いながら体にガラスが入っていることがとて

つもなく不思議でたまりませんでした。東日本大

震災後、祖父はガラス破片が体内に残っているこ

とで、半世紀以上も内部被曝状態であったと気づ

きました。 

 

父の証言にありますように、祖父は九十九歳の

大往生となりました。 

祖父との最後の思い出は祖父のお葬式の日に

なります。祖父の告別式の日が友引だったため祖

父が誰も道連れをしないようにと、棺の中に子供

の形をした人形が入れてありました。 

いざ出棺の時に、父が身につけていたお珠数が

切れて珠数玉が飛び散るというまさかのハプニ

ングが起こりました。私は、「おじいちゃんは、

本当はお父さんを連れて行きたかったけど、お珠

数が守ってくれたんやぁ」と思ってしまいました。

父から、祖父が被爆し退院後、幼い父と祖父が二

人並んでよく寝ていたと聞いたことがあり、療養

中である祖父にとって、横で一緒にいた幼い父は

愛おしい存在であり、その後も可愛がられていた

ように思います。 

 

余談になりますが、二〇一八年に家族でダイア

モンドプリンセス号という三菱重工長崎造船所

で製造された船で旅行をしました。長崎が原爆投

下の標的になった理由として軍港や造船所の存

在があげられ、事実祖父も三菱造船所内で被爆

しました。そんな少なからず祖父にもつなが

る船で旅行できたことは、二〇一八年一番の

喜ばしい思い出となりました。乗船中、甲板

にあるMITSUBISHI HEAVY INDUSTREISと

書いてあるシッププレートを見て長崎や家族

について思

いをはせる

ことができ

ました。 

 

最後にな

りますが、

今回このよ

うな機会を

作って頂い

た神奈川二

世の会門川

さん、京都

被爆者二世
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三世の会の平さんをはじめとし、父から被爆

証言を引き出して頂いた方々に心より感謝い

たします。この様な機会がなければ私は家族

の歴史を一生浅い理解のままでいるほかなか

ったです。まだまだ二世としての知識、行動

が伴いませんが今後共よろしくお願いいたし

ます。 

 

 
 
 

 

 

 

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。 

 

■孫娘と一緒に訪問した長崎原爆資料館と平和

公園 

古田京子（八幡市） 

長崎の原爆資料館と平和公園に先日中学を卒

業した孫娘とふたりで行って来ました。中学の修

学旅行では沖縄にいっていて、若い世代がちゃん

と平和への思いをもってくれているようで嬉し

く思いました。 

また、先月、中学（京都です）の同窓会があり、

約半世紀ぶりに会った人達も何人もいました。そ

のなかに被爆二世だった方がいてとてもびっく

りしました。私は広島のことを話さずに暮らして

た学生時代だったのですが、その方はどんな思い

で暮らされてたのかなと思いました。 

二世三世の会に入り、色々なことを知り、自分の

ことや子や孫たちの生きる時代を改めて考えて

しまうこの頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原発事故復興支援には程遠い中で 

池村奈津子（伏見区） 

会報ありがとうございます。 

３．１のビキニデーには京庫連の仲間も日帰り

で参加しました。私は、以前東京の第五福竜丸展

示館を見学しましたが、多くの漁船がその近くに

いたということはほとんど話題になっていませ

んね。 

こういう現実があり、福島の事故があるにも関

わらず、原発を再稼働させようとする国、福島の

事故をなかったことにしたい、オリンピックなど

に目を向けさせて、福島はもう大丈夫と言いたい

のでしょう。まだまだ福島復興には程遠く、子ど

もを持つ親は、帰ることを躊躇しています。それ

でも、この３１日で国や県の住宅支援が切れます

ね。不安を持ちながらも、 苦渋の選択をして福

島へ帰る人もいます。そうせざるを得ない人たち。

何とも国のやり方には納得がいきません。 

京都市議会が 「核兵器禁止条約の国への要請」

意見書の請願を不採択するということも、国に忖

度（今流行ですが）して？詳細は良く分かってい

ませんが、どうしてこうなるのでしょう。これか

ら続く選挙が鍵ですね。 

 

■「ヒバクシャと話すＫｙｏｔｏ原爆展」をＦＭ

放送 

平 信行（南区） 

５月１７日（金）から１９日（日）、市役所前

の地下街ゼスト・寺町広場で「ヒバクシャと話す

Kyoto原爆展」を開催します。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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そのことをＦＭ京都三条ラジオカフェの番組

「けんぽうサロン京都」で放送していただくため

に、今日収録が行われました。進行係（インタビ

ュアー）は大塚さん、話しているのは私です。放

送は４月１８日（木）と２５日（木）のそれぞれ

午前７時からと午後３時から、８分間。ＦＭ放送

後はインターネット放送も流されます。 

 

■日本を担うための無償の教科書なの？ 

岸下あづみ（右京区） 

一年生の教科書に名前書き書き。 

えー今の教科書ってこんなん書いてあるの？ 

全部に同じ文章が書いてある。そして教科書が入

ってた封筒。（ちょっとセロテープで字がはがれ

てるけど） 

なんか恩着せがましくない？ 

言いたいことはわからんでもないけど、教育が無

償なのは誰でも教育を受ける権利があるからで

しょ？... 

税金で買ってやるから大切に使うんじゃなくて、

ものは大事にしましょうって幼稚園児でもわか

るよね？ 

日本を担うからじゃなくて、その人の人生を豊か

にするためじゃないの？ 

お国のために学べって言われてる気がするのは

わたしの心が歪んでるから？ 

わたしならこう書くなぁ。 

「あなたには、まなぶけんりがあります。 

おとなには、あなたたちにきょういくをうけても

らうぎむがあります。 

あなたたちがあんしんしてまなべるように、この

きょうかしょをぷれぜんとします。 

まなぶことはあなたのじんせいをゆたかにしま

す。たいせつにつかってくださいね。」 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1254547658035474&set=a.491208467702734&type=3&eid=ARBXKHse8RdiKw264J9Z9Rf2rduAz27mwH_y5tq-DJuoTtmalk_jBlJfcfdTKZ90SedYFHrunAZ13QOr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1254547658035474&set=a.491208467702734&type=3&eid=ARBXKHse8RdiKw264J9Z9Rf2rduAz27mwH_y5tq-DJuoTtmalk_jBlJfcfdTKZ90SedYFHrunAZ13QOr
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■横田空域―日米合同委員会でつくられた空の壁   吉田 敏浩  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

２０２０年のオリンピック・パラリンピックにむけて「羽田空港」の

発着便を増やすために、東京都心を低空で飛行する新ルートがマスコミ

で取り上げら、「騒音」が問題になっていたが、著者は「横田空域」を無

くせば直ぐに解決する、と解説する。「なぜ横田空域が設定されたのか」

（著者は「岩国空域」の存在も明らかにする）を追求している。そこに

は「空」の問題だけではなく、日本とアメリカとの間で作れた「日米合

同委員会」という闇につつまれた組織が問題では、と指摘する。この関

係も、戦後すぐに出来上がったのではなく、７０年代以降アメリカの圧

力で、「官僚」が作りあげ政治家・司法が追認しているという実情が書か

れている。 

「日本国憲法の上に日米地位協定があり、国会の上に日米合同委員会

がある」は、故翁長元沖縄県知事の言葉であるが、歴史で、幕末「治外

法権」を日本は認めさせられたが、撤廃に長い労力と時間がかかったと

教えられた。しかし現在でも「米軍」との間には「治外法権」が残ってい

るのは間違いない。これを撤廃させるために、我々は「何をしなければならないのか？」、政府のいう

「日本に駐留する外国の軍隊に国内法は適用できない」という説明は本当に正しいのか、という問題を

諸外国の例を引きながら、ただしていく。全国知事会さえ「全面改正を求めた」地位協定の現状を暴い

ている。 

基地問題と言えば「沖縄」のように思いがちだが、日本人全員が「知り、考えるべき」問題であろう。 

 

■世界の核被災地で起きたこと   フレッド・ピアス  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

本書は「広島」から始まり「長崎」で終わるが、世界でこれだけの「核

被災地」があることに、まずビックリである。世界は「被爆地」から「原

発事故」そして「放射性廃棄物によって汚染された地域」まで、じつに多

くの「核によって汚染された地域」がある。著者は、６ヶ国・１８地域に

足を運び、そこで「何が起きたか」を書き起こす。共通して語られるのは

「政府は当事者（住民・国民）には、本当のことを隠し、できるだけ事故

を小さく見せようとする」という事実である。そして世界は、原爆・水爆

実験や原発事故によって放射性物質が拡散され、安全地帯はないのでは、

と思ってしまう。著者は「原発」に賛成する人・反対する人、幅広く取材

をしているし、原発については「賛成・反対」を明確にしていないが、事

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

角川新書 ９０７円（税込） 

原書房 2500 円（税別） 
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故当時の状況が生々しく描かれている。その背景は、政府が情報を隠蔽・秘匿してきたことが問題であ

り、国民の信頼が得られないままで原子力が発展するわけはない、という著者の姿勢がある。「原発の

放射性廃棄物」の処理問題を読めば、恐ろしくなってくる。「本当にどうすればよい」「どうすべきか」

を考え込んでしまう。そして「原子力産業は廃れ行く産業」であり、「核廃棄物は絶対に次世代に残し

てはいけない」し「核兵器は廃絶を」と訴える。「原発推進」を訴える人に読んで欲しい本でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福島第１原発事故の避難者「桃山東」退去 宿舎に惜別、感謝の輪 

東京電力福島第１原発事故で京都府内最大の避難者受け入れ先となった 

国家公務員宿舎桃山東合同宿舎（京都市伏見区）で、退去期限の３月末、支援 

団体や宿舎の自治会がお別れ会を相次いで開いた。ほとんどの避難者がすでに転居 

していたが、再び集まり、宿舎で結ばれた人の輪に感謝の思いを表した。 

「コミュニティーとつながれて、生きている実感が持てた」。福島県いわき市から妻子と避難して

きた男性（５０）がマイクを握り、２月まで過ごした宿舎での生活を振り返った。 

住み慣れた地域も仕事も失い、２年間ほどはふさぎ込んだ。春になれば散りゆく桜にわが身を重ね

たが、宿舎の自治会役員になり、同じく避難者の住民と助け合う関係ができた。「前を向けるように

なった。桜を見て、今はそう思える」 

避難者支援を続ける市民団体「うつくしま☆ふくしまｉｎ京都」が、３１日に催したお別れ会。元

住民の避難者がスピーチを続けた。子どもと福島県へ戻る女性は「何が正解か分からないが、考えた

結果。正解だと信じている」。福島市から母子避難し、自治会長を務めた女性（４６）は「ここに代

わる場所で集まりたい」と願いを込めた。 

花が咲き始めた桜の下、参加者全員で記念撮影した。引っ越し作業中に顔を出す避難者もいて、転

居先での暮らしや子どもたちの成長、東電と国へ損害賠償を求めた裁判などについて話し合った。 

参加した川﨑安弥子さん（５２）＝伏見区＝は、子どもたちと茨城県北茨城市から自主避難した。

地元では放射能の危険性への評価を巡って周囲から孤立した。宿舎への入居の決め手は、週１回開か

れていた集いの場。気持ちを分かり合える人がいれば、と期待をかけた。 

「ここで孤独から逃れられた。ただ、いつまで入居できるのか延長の繰り返しで不安もあった。避

難が長引く原発事故に特化した住宅保障の仕組みがいる」 

３月２３日には、宿舎の集会室で本の貸し出しや季節の行事に取り組んだ「ももやま子ども文庫」

のメンバーや自治会が集いを開いた。２歳で避難してきた西山真理子さん（１０）は「友達のいなか 

った私にとって、文庫は天国だった」と感謝を込

め、地域住民らへ花を贈った。 

府によると、宿舎にはピーク時で避難者９５世

帯が暮らした。無償提供の打ち切り後、転居への

猶予期間が３月末までに設定されていた。 

（２０１９年４月６日 京都新聞） 

 

咲き始めた桜の下、避難生活を振り返る避難者と支援

者（３月３１日、京都市伏見区・国家公務員宿舎桃山

東合同宿舎） 
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■核廃絶賛否 スマホで確認 「議員ウォッチ」 国会議員の回答表示 

非政府組織（ＮＧＯ）核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ（アイキャン））の川崎哲（あきら）

国際運営委員たち有志チームが１９日、国会議員それぞれの核兵器禁止条約に対する考え方を閲覧で

きるスマートフォン用サイト「核兵器Ｙｅｓ ｏｒ Ｎｏ？ 議員ウオッチ２０１９」を開設した。国

会での論議の活性化につなげるのが狙い。 

１月末、衆参両院の全議員に、全ての国に条約締結を迫る「ヒバクシャ国際署名」への賛否や理由

をメールや手紙で尋ねた。開設までに１１％の８０人が回答し、賛同７９人、不賛同１人。サイトは

五十音順や政党別、選出地域がある都道府県別などで、各議員の回答の有無や内容が分かるようにし

た。 

利用者が各議員の情報欄のアイコンをタッチし、メールやツイッターで意見を送ったり、事務所に

電話したりする機能も付けた。新たな回答があれば情報を更新。夏の参院選に立候補を予定する新人

や元職にも自らの立場を入力、発信するよう呼び掛ける。都道府県知事の署名への対応や、政府に対

する市町村の意見書の提出状況も閲覧できる。 

川崎氏は東京都内で記者会見し、「禁止条約を通じた核廃絶を求 

める声があるのに国会での議論はあまりに低調だ。議員への働き掛 

けに活用してほしい」と強調。メンバーの一人で兵庫県宝塚市の大 

学院生の安藤真子さん（２４）＝広島市東区出身＝も「核兵器はイ 

エスかノーか、スマホ世代が考えるきっかけにもなれば」と話した。 

スマホ用サイトは https://giinwatch.jp/ 

（２０１９年４月２０日 中國新聞） 

■「在朝被爆者支援を」 連絡会、厚労省に求める 

原水禁国民会議などでつくる在朝被爆者支援全国連絡会は２２日、広島、長崎に投下された原爆で

被爆し、北朝鮮で暮らす人の実態を把握し、早急に医療支援をするよう厚生労働省に求めた。 

昨年訪朝した連絡会の福山真劫（しんごう）代表と広島県原水禁の金子哲夫代表委員や、同県朝鮮

人被爆者協議会の金鎮湖（キム・ジノ）理事長たちが同省を訪れ、要請文を提出した。 

日本と国交がない北朝鮮に住む被爆者には「被爆者援護法による援護も補償も何ら実現していな

い」と指摘。現地の朝鮮被爆者協会からの聞き取りを踏まえ、「被爆者は健康や生活の深刻な問題に

直面し、苦闘している」として、日本政府による人道上の緊急支援などを求めている。 

終了後の記者会見で、金子氏は、同省が「在朝被

爆者にも援護法は適用される」との見解を示す一

方、朝鮮被爆者協会の連絡先を知らなかったと説

明。「協会と向き合い、まずは援護制度を周知し

てほしい」と強調した。金氏も「被爆者支援は待

ったなし。早急に手を打ってほしい」と訴えた。 

（２０１９年４月２３日 中國新聞） 

https://giinwatch.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556097506/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuY2h1Z29rdS1ucC5jby5qcC9sb2NhbC9uZXdzL2FydGljbGUucGhwP2NvbW1lbnRfaWQ9NTIzOTQwJmFtcDtjb21tZW50X3N1Yl9pZD0wJmFtcDtjYXRlZ29yeV9pZD0yNTY-/RS=^ADBX2_uqzWulPy5nEUL8lXY263YCEw-;_ylt=A2RCCzRi2L5cMB4A2x4dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556097585/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuY2h1Z29rdS1ucC5jby5qcC9sb2NhbC9uZXdzL2FydGljbGUucGhwP2NvbW1lbnRfaWQ9NTI1NjQ2JmFtcDtjb21tZW50X3N1Yl9pZD0wJmFtcDtjYXRlZ29yeV9pZD0xMTI-/RS=^ADBSFdxljXQ2FlXDoOC9qDXa9iU7TQ-;_ylt=A2RCL5.x2L5cZRAAVQUdOfx7
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４月２０日（土）の京都

「被爆２世・３世の会」の

８回目となる総会は４８人

の参加者で内３１人が会員で

した。これまでの総会にはなかなか出

席できなかった人、日頃の例会もなかなか難しい

人も参加者の中に幾人もありました。また総会の

とりくみを通じて新しく３人の方が入会され、そ

のことも今年の総会の特筆事項でした。総会の議

案でも提案しましたが、会員一人ひとりの思いが

生かされ、力が生かされていくよう、「会」の運

営のさらなる改善が必要であることをあらため

て強く感じた総会でもありました。会報もより読

みやすく、より親しみやすく、より多くの会員の

みなさんが登場してもっと豊かな交流ができる

誌面にしていきたいと思います。何かにつけ、情

報発信や問題提起をする場合、ネットへの投稿や

書き込みだけで片付けてしまわれがちな昨今で

す。しかし、三桁を越えるようになった会員も全

員がネット環境にあるわけではありません。ネッ

トだけに頼ることのない私たち京都「被爆２世・

３世の会」のつながり、本当の意味のネットワー

クを大切にし、維持充実させていきましょう。（平）

被爆者のみなさんと「核兵器のない世界」について考えてみませんか 

ヒバクシャと話すKyoto 原爆展 
 

広島・長崎に原爆が投下されてから７４ 年。いま世界で「核兵器のない世界」を実現しようとの動きが

ひろがっています。２０１７ 年７ 月７ 日、国連で核兵器禁止条約が採択され、調印国が７０ か国、

批准国が２３か国に達しています。 

私たち被爆者は、被爆の実相を多くの人に知っていただき、地球上から核兵器をなくすための声が広が

ることを願い、「ヒバクシャと話すKyoto 原爆展」を計画しました。多くのみなさんのご来場をお待ち

しています。 

⊂日 時⊃ ５月１７日（金）～１９日（日） ＊入場無料 
１７日（金）１３：００～２０：００／１８日（土）１０：３０～２０：００／１９日（日）１０：３０～１９：３０ 

⊂場 所⊃ 御池地下街ゼスト・寺町広場（京都市役所前） 

⊂内 容⊃ 広島、長崎の原爆写真パネル、広島の基町高校の生徒が描いた「原爆の絵」の展示、 

ヒバクシャと出会うカフェ、アニメ「つるにのって」の上映、折り鶴（鳩）コーナーなど 

主催：京都原水爆被災者懇談会 

協賛：ヒバクシャ国際署名を大きくひろげる京都の会 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC9taXRva29zZWkvMzMyODM3MTYuaHRtbA--;_ylt=A2RCL5Aq58BciCQAPwQdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy55YWhvby5jby5qcC9tZXRhc2VxdW9pYTIxLzY2OTMyODI0Lmh0bWw-;_ylt=A2RCK_BM58Bc2BUAqQ4dOfx7
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２0１９年５月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

５ １ 水 メ―デ― 

 2 木  

 ３ 金 
憲法記念日 

5・３憲法集会 in 京都（１３時３０分・円山野外音楽堂）        キンカン行動 

 ４ 土 みどりの日 

 ５ 日 こどもの日 

 ６ 月 
振替休日 

立夏                                 ６・９行動 

 ７ 火  

 ８ 水  

 

 

 

 

９ 木 大飯原発運転差止訴訟第２４回弁論（１４時３０分・京都地裁）       6・９行動 

） 

 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土 峠三吉の原爆詩朗読会（１４時・立命館国際平和ミュージアム） 

 

 

 １２ 日 母の日 

 １３ 月  

 １４ 火  

 １５ 水 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟陳述（１１時・大阪地裁第２民事部） 

葵祭 

 １６ 木  

 １７ 金 ヒバクシャと話す Kyoto 原爆展（１３時・御池地下街ゼスト）      キンカン行動 

  １８ 土 ヒバクシャと話す Kyoto 原爆展（１０時３０分・御池地下街ゼスト） 

 １９ 日 

ヒバクシャと話す Kyoto 原爆展（１０時３０分・御池地下街ゼスト） 

京都・市民放射能測定所開設７周年のつどい（１３時３０分・パタゴニア京都） 

老朽原発動かすな！関電包囲全国集会（１３時・関電本社前） 

 ２０ 月  

 ２１ 火  

 ２２ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・原水協） 

 ２３ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟判決（１３時１０分・大阪地裁第７民事部） 

  ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火 国際アムネスティ記念日 

 ２９ 水  

 ３０ 木  

 ３１ 金 キンカン行動 

 


