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               別  冊 
 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

永原先生の死を悼み、私たちの決意を新たにします。   平 信行 ２ 

永原先生の思いで   吉田妙子 ４ 

 声明 橋下大阪市長は「慰安婦」問題発言を撤回、謝罪し、市長・政党代表をただちに 

辞職せよ！   京都「被爆２世・３世の会」世話人会  ６ 

長崎旅行－岡まさはる記念・長崎平和資料館   平 信行 ７ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １０ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 〈原爆被爆〉がん死リスク要因に初期放射線以外の可能性 （毎日新聞） １０ 

 低空飛行で米に抗議文 （中国新聞） １１ 

 「黒い雨」１０月に無料相談開始 広島市、健康診断助成も （中国新聞） １１ 

 Ｘバンドレーダー配備計画：反対集会に５００人 － 京丹後市 （毎日新聞） １１ 

行事カレンダー  １２ 

私の被爆体験  小野忠熈さん 

永原誠先生 画 
続・スケッチ集『旅のつれづれ』 
より 
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永原誠先生の死を悼み 

私たちの決意を新たにします。 
２０１３年６月１日  平 信行 

 

京都「被爆２世・３世の会」の親組織である京都原

水爆被災者懇談会の世話人代表をこの春まで務め

てこられた永原誠先生が、５月２３日（木）永眠されま

した。すでに体調が思わしくないことは聞いており、４

月２７日の懇談会総会の結果も先生に直接ご報告す

ることは憚られている状態でした。ですからこの日の

来るのもそう遠くないと思ってはいましたが、それでも

私たちにとってはやはり唐突過ぎる感を拭えない訃

報でした。 

先生が世話人代表として顔を見せられたのは今年

１月２４日（木）の京都府、京都市との懇談会が最後

でした。その後体調悪化が進行した様子で、今年の

総会出席は困難なこと、新しい世話人代表を選ぶよ

うに、との連絡、指示も寄せられていました。私たちは

先生の存命中になすべきことをなしておかねば、とい

う思いに駆られました。 

 

一つは、先生が最後に書きあげられた手記『消え

た広島－ある市民一家の体験』の上梓です。これは

永原先生の生い立ち、生まれ育った廣島の街、そし

て原子爆弾によって破壊された家族７人の一人ひと

りの有様を綴られた８万字を超える体験記です。出版

社の方にも協力をお願いして、なんとか６月中には完

成させ、先生に手にとっていただきたいと準備を急い

でいた矢先でした。 

私が懇談会に関わるようになったのは一昨年の２０

１１年１０月からで先生とのお付き合いもそれ以来から

の１年と半年にしかなりません。懇談会や「２世・３世

の会」の様々なとりくみに参加する過程で、懇談会の

歴史、すなわち京都の被爆者運動の歴史を整理しま

とめておかなければと思い至っていました。懇談会事

務所に保管されている過去の資料も引っ張り出し、

一部は自宅にも持ち帰ったりしていました。永原先生

は１９６５年に懇談会が出来た時からの世話人代表で

したから、歴史をまとめるにあたって聞いておかなけ

ればならないことも数々あったはずです。思いだけは

駆られながら、その機会を作ることができませんでし

た。 

「２世・３世の会」のとりくみの柱である被爆体験の

聞き取りは、実は永原先生がその対象第一号で、昨

年１１月８日（木）、「２世・３世の会」世話人の佐々本

好信さんが５時間近い聞き取りをし、すべて映像に記

録されていました。これを多くの人に見てもらうために

はテープ起こしをして文章化する必要があると思い、

進めている最中でした。文章の点検はもちろん、出

来上がった「２世・３世の会」版「体験記」も手にしてい

ただきたいと思っていました。 

このように、いくつもの“間に合わせたい”という思

いを持ちながら準備を急いでいたために、余計に唐

突感も否めなかったのだと思います。「あともう少し時

間があれば・・・・・・」、という思いが強く残ってしまい

ました。 

 

上記のように先生と私の関係はわずかの期間でし

かなく、過去をふりかえっての思い出はありません。

それでも、毎月定例の懇談会世話人会、京都府・京

都市との懇談会、原爆症認定訴訟の傍聴（大阪地

裁）、「戦争と人間展」（清水寺）、国民平和大行進の
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引継集会（山科区）などでは行動を共にし、いつも穏

やかな先生の佇まいと、要点を的確に押さえられた

発言に教えられることも多くありました。 

京都の被爆者の組織は１９５６年（昭和３１年）「京

都府原爆被災者の会」（現在「京友会」と通称されて

いる）が結成されています。その９年後の１９６５年（昭

和４０年）に京都原水爆被災者懇談会が生まれてい

ます。しかし、別組織として作られたのではなく、「京

都府原爆被災者の会」の会員でありながらも、その運

動方針では被爆者の願いを十分に叶えることができ

ないのではと心配された人々が、有志で懇談し合う

緩やかな集まりの場として生まれたのが経緯です。 

歴史についての認識や評価は、資料整理の上あ

らためて明らかにしたいと思います。それでも懇談会

が生まれて以来４８年もの年月を刻んで今日に至り、

５００人を超える被爆者の人々の集まりとして成り立っ

ている事実はとても重く、重要なことです。特に、国や

自治体に対して被爆者の生活・医療の切実な改善要

求を提示してその実現を求め、二度と核兵器による

惨禍を生みださないための運動をとりくみ、被爆者同

士が励ましあって生きて来れたのは、京都原水爆被

災者懇談会が生まれ、存在していたからこそだと断

言することができます。 

永原先生は懇談会の誕生から今日まで世話人代

表の任にあって、絶えず被爆者の立場に立ち、運動

を牽引され、京都の被爆者の願い実現のために努力

されてきたことは過去の資料を散見するだけでも明ら

かです。永原先生の尽くされてきたこと、その実績は、

京都の被爆者運動の名において、感謝の思いを込

めて、深く何時までも銘記されなけれぱなりません。 

 

永原先生の晩年に至るまでの懸念または念願の

一つは、被爆者運動の継承、後継ぎ体制のことだっ

たろうと思います。昨年２０１２年１０月２０日、京都「被

爆２世・３世の会」は誕生しました。辛うじて先生の願

いの一つは間に合い、実現の瞬間を共に祝うことが

できました。「２世・３世の会」結成の集いで述べられ

た先生のお祝いの挨拶には特別な思いが込められ

ていたように思います。 

（「結成の集い」での永原先生のあいさつから 要旨） 

永原先生は「２世・３世の会」結成に対する“お礼”

と、３つの期待を語られました。①被爆者の、特に肉

親の実際に味わった恐怖と被爆体験を後々まで語れ

るよう工夫していって欲しい。②私たちの世代では叶

わなかった核のない世界の実現。③（２世・３世の）自

らの健康と原爆との関係を究明していくこと。最後に、

京都府下だけでも数千人となるはずの２世・３世にし

っかりと働きかけていくこと、末永く、元気な活動が続

けられることの期待が述べられました。 

２０１２年１０月２０日「２世・３世の会」結成の集いにて 

 

「２世・３世の会」の誕生によって構えと後継の体制

はできました。これからは運動の内実と成果をしっか

りと作りだしていき、永原先生をはじめ亡くなられた多

くの被爆者のみなさんの遺志に必ずや応えていかな

ければなりません。 

永原先生のご冥福をお祈りし、私たちの決意を新

たにするものです。 
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永原先生の思い出 
吉田 妙子 

 

 

 

被爆体験を語る 

在りし日の 

永原先生 

 

 

私が永原先生に初めてお目にかかったのは、１９６

９年。大学で原爆パネル展を企画し、当時寺町四条

下るにあった原水協の事務所を訪ねたとき、事務局

におられた被爆者の三佐尾さんに「私の父も広島の

被爆者です」と言ったことから、懇談会へのお誘いを

うけました。そのときから懇談会でお目にかかるように

なって４４年がたちました。 

当時の被爆者懇談会の活動はほんとうに活発でし

た。被爆者のみなさんの要求も山積みで、京都府や

京都市との交渉がお寺などを会場に、しょっちゅう行

なわれていました。一緒に来ていた子どもたちのお

世話をするのが学生の私の役目でした。永原先生は、

激しい言葉で健康や生活の不安を訴えられる参加者

の気持によりそいながらも、会の代表として府や市の

職員には諭すように、被爆者の実状、要求の切実さ

を説かれ、一つずつ解決していく運動の先頭にたっ

ておられました。いつも穏やかで、冷静でした。 

世話人会で、私が父から被爆当時の話を聞いてい

ないと話したことがあります。永原先生は、「お父さん

の呉服店の前を私は毎朝通って学校に行ってました」

と地図を広げて教えて下さいました。世話人の野本さ

んは「うちの旅館はお父さんの店の客専門だったんよ」

となつかしそうに話して下さいました。急に遠かった

広島が身近になったのを覚えています。母が亡くな

ったときも、先生から心のこもったお手紙をいただきま

した。原爆で大勢の家族を亡くされた先生の優しさを

あのときほど感じたことはありません。 

いつごろでしょうか、私が就職し、仕事や労働組合

の活動に忙しく、懇談会には総会と年末の励ますつ

どいの年２回しか参加できなくなった頃です。永原先

生から「話がある」とお茶を誘っていただいたことがあ

ります。「忙しいですか。懇談会にもう少し関わっても

らうことはできませんか」という趣旨のお話でした。懇

談会の将来を心配され、当時、被爆二世として名前

だけの世話人になっていた私への遠慮がちなオルグ

だったと思います。労働組合の専従などもしていた私

は「今はとても無理です」としか言えませんでした。 

定年退職し、平さん、佐々本さんに声をかけてもら

い、「二世三世の会」の結成にかかわることができまし

た。これで先生に安心してもらえる…、準備をするな

かで私はそればっかり思っていました。昨年 10月の

結成総会には相当無理をして来て下さったのではな

いでしょうか。あのときのご挨拶は、今から思えば先

生の私たちへの遺言だったのではないかと思います。

少し力のない声でしたが、何か安堵されたようなごよ

うすが印象的でした。 

長い間かかえていた宿題がやっとできた、間に合

ったと思った途端、先生は逝ってしまわれました。もう

ちょっとだけ、見守っていただきたかったです。お葬

式で奥様が「夫の一生は、被爆者として核兵器のな

い世界をめざして闘った一生でした」とご挨拶されま

したが、ほんとうにそう思います。永原先生、ありがとう

ございました。核のない世界の実現めざし、バトンは

確かにひきつぎました。どうぞ安らかにお眠り下さい。 
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２００２年度の被爆者をはげますつどいにて 

 

 

定期総会での永原先生（年月日不明） 

京都府・京都市との話し合い（１９９４年１０月） 

懇談会世話人会が 

蜷川知事に出馬要請 

（１９７３年年１０月１日） 

右端・蜷川知事 

右から２人目・永原先生 
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声 明 

橋下大阪市長は「慰安婦」問題発言を撤回、謝罪し 

市長・政党代表をただちに辞職せよ！ 
 

 

「従軍慰安婦」とは、日中戦争・太平洋戦争の時代、旧日本軍が、日本国内と植民地・占領地化していた

アジア各国に慰安所を設置して、組織的に性暴力を強制したものです。被害女性は５万人とも２０万人とも

言われ、女性の人権を徹底的に破壊し、人間の尊厳そのものを冒涜する国際的な戦争犯罪でした。日本

政府は当初、軍との関係や責任を否認していましたが、１９９２年以降、軍関与立証の史料発見、「元従軍

慰安婦の人たち」の証言によって軍の関与と強制性を認める政府談話（１９９３年河野談話）を発表していま

す。 

 

５月１３日、橋下徹大阪市長は、「慰安婦制度は必要だ」、（沖縄米軍に対して）「もっと風俗営業の活用

をしてほしい」と驚くべき発言を行いました。人権尊重のかけらもない、歴史認識を著しく歪めるこの発言に

対して、国内、海外問わず、驚きと激しい抗議の声が寄せられています。 

橋下氏は厳しい批判に慌てて様々な言い訳、ごまかし・すりかえの弁を繰り返していますが、すべて詭弁

に終始し、自らの人間性を貶めるだけとなっています。唯一、アメリカと米軍だけには「風俗業の活用」発言

を撤回し謝罪していますが、性暴力の被害者である沖縄県民、元従軍慰安婦の人達への謝罪は一切なく、

アメリカに屈従する醜い姿だけを曝け出すことになっています。 

 

私たち京都「被爆２世・３世の会」は、人として絶対に許すことのできないこの暴言、妄言を許すことはで

きません。満身の怒りを込めて抗議し、糾弾するものです。 

橋下市長の「慰安婦」問題暴言・妄言の撤回と謝罪を求めます。 

発言は、人間としての姿勢が問われる問題であり、およそ市長や政党代表など公人としての資格にまっ

たく欠ける問題です。市長、政党代表とも速やかに辞任することを強く求めます。 

  

１９９３年の「河野談話」に対し「強制連行の証拠はない」などと言い始めたのは第一次政権時の安倍首

相らです。今回の橋下氏の発言もこれらが根拠となりきっかけとなっています。侵略戦争を美化し、歴史認

識を曖昧にする発言を重ねてきた安倍首相の立場も厳しく問われねばなりません。 

過去の日本の侵略戦争と植民地主義について、「慰安婦問題」を含む加害責任を明確にし、心からの

謝罪と賠償をしていくことがあらためて求められています。そのことが、アジアにおける平和と真の友好を築

いていく前提であり、最大の保証です。広島、長崎の被爆者とその二世、三世は日本国内だけでなく、韓

国をはじめとするアジア各国にも少なからず存在しており、戦後６８年経った今も救済と補償が求められて

います。被爆者と二世、三世の願い実現のためにも、正しい歴史認識と基本的人権に基づいた解決がは

かられることを願うものです。 

 

２０１３年５月２２日 

京都「被爆２世・３世の会」世話人会 
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長崎旅行  
岡まさはる記念・長崎平和資料館 

２０１３年６月１日  平 信行 

 

２年前の定年退職を記念して夫婦で長崎に旅行し

てきました。 

「２世・３世の会」のとりくみを始めて被爆者のみな

さんから被爆体験を聞く機会が増え、原爆症認定訴

訟の支援でも原告のみなさんの被爆体験証言を数

多く聞くようになりました。私は広島県出身ですから

広島の方の体験は距離や情景などある程度イメージ

も共有しながら聞くことができます。ところがこの歳ま

で長崎には一度も行ったことがなく、長崎の方の話に

はなかなかイメージを具体的にできない何かを感じて

いました。そこで一度じっくり長崎の街を歩き、息を吸

い、風を受けて、長崎の被爆者のみなさんの体験に

少しでも近づいてみたいと思っていました。定年退職

旅行先を長崎にした所以です。 

３泊４日の行程の半分はグラバー園以下一般の観

光旅行に費やし、後の半分を“被爆体験と平和祈念

を知る旅”にしました。と言っても限られた時間、とりあ

えずはパンフレットなどで紹介されている原爆史跡を

訪ね、辿ることから始めることにしました。原爆落下中

心地公園、平和公園、平和記念像、被爆者の店、如

己堂と永井隆祈念館、浦上天主堂と落下した鐘楼ド

ーム、長崎原爆資料館、山王神社と大クス、一本柱

鳥居などが一通り訪ね歩いた史跡です。これが広島

ならどうということはない一通りのコースだと思います

が、長崎はそれほど広範囲でもない行程であっても

坂や石段がふんだんにあって、その昇り降りだけでも

結構大変で、足腰への負担は軽くありませんでした。 

 

平和公園ではたくさんの修学旅行生たちと会いま

した。ある小学校の生徒たち（修学旅行ではなかった

かもしれませんが）の平和記念像前での行いにはつ

い引き込まれるものがあり、その様子を最後まで見学

してしまいました。原爆被災者への追悼と平和を祈念

する詩を全員で朗読し、平和の歌を合唱し、折り鶴を

捧げていました。生徒たち一人ひとりの態度がとても

真剣だったのが印象的です。校長先生と名刺交換ま

でしてしまいました。平和記念像前での記念撮影の

時、２～３の生徒が思わずピースのポーズをとってし

まい、担任らしい先生から「ここはピースなどしてはダ

メ」とピシッとたしなめられる一幕もありました。隣では

高校の修学旅行生がこちらはほぼ全員がピースポー

ズで記念撮影しており、とても対照的でした。 

子供たちが曇りのない目で歴史の真実を見続け、

核兵器の廃絶と恒久平和に向けてしっかりと歩んで

いくことを願わずにはいられません。 

史跡だけでなく、長崎の街全体をできるだけ被爆

者のみなさんの具体的な被爆体験と重ね合わせるよ

うにして見たり、歩いたりするようにしました。○○さん

が逃げるように登った金毘羅さんはあの山なんだ、被

爆の翌日●●さんはこの電車道路を累々たる屍と負

傷者を見ながら北から南まで歩き通したんだ、△△さ

んが被爆した自宅はこの街の辺りなんだ、▲▲さん

がお母さんを捜して彷徨したのは長崎医大病院の見

えるこの辺りまでなんだ ・・・・・・ 等々と。限られた

時間、限られた訪問や行動しかできませんでしたが、

長崎のみなさんの被爆体験にちょっとだけ近づけた

ような気がしました。 
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今回の旅行の訪問目的の一つにしていたのが「岡

まさはる記念・長崎平和資料館」です。「２世・３世の

会」会報№７（２０１３年５月１５日付）で韓国の姜済淑

（カン・ジェスク）さんとの懇談を紹介した記事

がきっかけで、朝鮮人被爆者の調査をして資料も

出版しているこの資料館の存在を会員の山根和

代さんから教えていただいていました。ホームペ

ージを検索すると朝鮮人被爆者のことだけでな

く、戦前戦中の日本の加害の歴史全般を調査し、

告発している資料館であることが紹介されてい

ました。４月２７日の年次総会での山根さんの講

演でも、日本の平和博物館は「被害の展示」が中

心で「加害の展示」は極めて少なく大きな問題が

あると指摘されていました。「岡まさはる記念館」

はその極めて少ない、貴重な「加害の展示」の資

料館なんだと理解し、是非訪ねてみようと予定し

ていました。 

「岡まさはる記念・長崎平和資料館」はＪＲ長崎駅に

ほど近く、急坂を登ったところの、有名な「日本二十

六聖人記念館」の近くにありました。資料館は１階と２

階に展示スペースが設けられ、「韓国・朝鮮人、中国

人被爆者」、「朝鮮人・中国人強制連行・強制労働」、

「日本によるアジア侵略の歴史・大東亜共栄圏」、「韓

国併合」、「皇民化教育と思想統制」、「日本軍慰安

婦問題」、「南京大虐殺」、「７３１細菌部隊」、「戦後補

償を拒む日本」、「岡政治記念コーナー」等のテーマ

毎に展示コーナーが構成されていました。展示は詳

細な解説と、事実を裏付ける資料が中心です。１階

には朝鮮人労働者等が強制労働させられた飯場、

収容施設も再現されており、イメージをできるだけ具

体的にできるような工夫もされていました。 

「長崎在日朝鮮人の人権を守る会」という組織があ

って、この「会」の詳細で精力的な調査と研究、支援

活動の実績に基づいて、「朝鮮人・中国人被爆者」、

「強制連行・強制労働」の展示は行われており、特に

長崎県内の朝鮮人強制連行の実態報告はとても詳

しいものでした。資料館は中国の「侵華日軍南京大

屠殺遇難同胞記念館」（南京大虐殺を記録し告発し

ている記念館）と友好館提携をしていて、そこから提

供された写真、資料も展示されていました。 

資料館の設立趣旨はパンフレットに次のように記さ

れています。 

「日本の侵略と戦争の犠牲となった外国の人々は、

戦後５０年たっても何ら償われることなく見捨てられてき

ました。加害の歴史は隠されてきたからです。加害者が

被害者にお詫びも償いもしないという無責任な態度ほ

ど国際的な信頼を裏切る行為はありません。 

この平和資料館は、日本の無責任な現状の告発に

生涯を捧げた故岡政治氏の遺志を継ぎ、史実に基づい

て日本の加害責任を訴えようと市民の手で設立されま

した。政治、社会、文化の担い手は、たとえ小さく見えよ

うとも一人ひとりの市民です。当館を訪れる一人ひとり

が、加害の真実を知るとともに被害者の痛みに思いを

馳せ、一日も早い戦後補償の実現と非戦の誓いのため

に献身されることを願ってやみません。 

（１９９５年１０月１日） 

資料館はＮＰＯ法人格を取得し、すべてが市民の

手によって運営されています。企業や行政からの補

助などは一切なく、完全な自主独立運営が貫かれて

いるようです。長崎市の運営する公立の原爆資料館

などと比較すると、資料館の建物規模や設備も運営

体制も財政的裏付けも比べようもないほどの違いで

す。しかし、展示し、訴えられている内容は、決して劣

ることはなく、それどころか今日においては「岡まさは

る記念・長崎平和資料館」こそより重要な意味と役割

を担っているのではないかとさえ思いました。 

この資料館を見ていると、日本の本当の歴史をもう

一度正しく真正面から見つめなければならない、そ

の根源的な問いかけが厳しく求められているような気
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がします。今、学校教育で歴史はどのように教えられ

ているのか私はほとんど知りませんが、韓国併合、中

国侵略、南京大虐殺、強制連行・強制労働、従軍慰

安婦等々、侵略戦争と植民地政策の具体的な事実

の数々はどのように教えられているのでしょうか？ 

広島・長崎への原爆投下はもちろん絶対に許すこ

とのできない残虐非道なものであり、いかなる正当化

論も認めることはできず、責任も厳しく追及されなけ

ればなりません。そして被災者への十分な補償と援

助もなされなければなりません。そのために、被爆の

資料も証言もより正確に明らかにされ、また広く共有

されていく必要があります。 

しかし、原爆投下によって終結したアジア・太平洋

侵略戦争とはそもそもどのよう起こされ、拡大され、そ

の中でどのような暴虐がなされたのか、その解決は今

どのようになっているのか、そのことを正確に知らなけ

れば、原爆被災に対しての理解も深まらないのでは

ないかと思います。 

日本は「世界で唯一の被爆国」と表現されますが、

この「被爆国」の「国」とは何を指すのでしょうか？もし

それが日本国民を指す言葉であれば正しくありませ

ん。被爆者には多数の外国人もあり、資料によると韓

国人だけでも７万人とされています。これらの外国人

の多くは朝鮮や中国から強制的に日本に連行され、

強制労働の果てに被爆した人々です。そして、戦後

も著しい差別によって、補償も援護も受けられないま

ま放置され、二重、三重の被災を被ってきました。こ

のこと一つとっても、侵略戦争・植民地主義と原爆被

爆との関わりを正確に知っていかなければ、朝鮮半

島の人達とも、中国の人達とも本当に連帯したアジア

の平和をめざしていくことはできないのではないかと

思います。 

この日、私が訪問した時に初めて展示コーナーの

照明は点灯されました。来館者のない時は照明も落

して経費削減に努めている、厳しい台所事情と資料

館運営の容易ではない現状を伺いました。展示コー

ナーの構造や作りも決して立派なものは言えません

でした。しかしろむしろ、行政や企業の補助に頼るの

ではなくすべてを心ある市民、本当に理解された

人々の志によってのみ運営されている実態に、これ

以上ない力強さを感じました。 

資料館に入ってすぐの１階コーナーには修学旅行

生などによって届けられたと思われる千羽鶴などが

掲げられていました。その数は決して少なくはありま

せんでした。この日受付を担当されていた「長崎平和

推進協会・長崎の証言の会・活水高校非常勤講師」

の山川剛さんのお話によると、資料館を訪問されるき

っかけは一番多いのは口伝で紹介される例だそうで

す。学校の担当の先生が毎年繰り返し生徒を連れて

訪問される例、その先生が他の方に紹介され、新し

い学校生徒が訪問してくる例、などのようでした。 

 

長崎旅行の際には是非一度この「岡まさはる記念

長崎平和資料館」を訪問してみられるようお勧めしま

す。今年は原水禁世界大会も長崎開催です。参加

者は時間を作って訪問してみてはどうでしょうか。私

たちの運動推進のためにも学んでいきましょう。 
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■会報№７を読んで 

山根和代さんから 

 

長崎に岡まさはる記念長崎平和資料館があります。

ウェブサイトもありますが、そこで朝鮮人被爆者の調

査をして資料を出版しています。韓国原爆二世の会

の方がご存知でなかったら、お知らせすると良いので

はないかと思います。 

以前勤務していた広島の賀茂郡大和高校は廃校

になったそうですが、大和町に４年間住んでいました。

故郷を脅かす米軍機のことは、以前住んでいた高知

でも問題になっています。いつでしたか早明浦ダム

に低空飛行をしていた米軍機が落ちたのですが、そ

こは水源地でした。水がかなり汚染されていたと思い

ますが、マスコミで報道されなかったように思います。 

広島の被爆者がニューヨークで講演されたそうで、

心強いです。中国新聞のニュースを含めて下さって

とてもありがたいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

私のふるさとはこの辺りです 

■＜原爆被爆＞がん死リスク要因に初期放射線以外の可能性 

広島大原爆放射線医科学研究所（原医研）の大瀧慈（おおたき・めぐ）教授 

らの研究グループが、広島で被爆した人ががんで死亡するリスクを分析した結 

果、当時１０～４４歳だった人は、原爆爆発時に放出される初期放射線の影響を除いても、他の年

齢層の人と異なり、リスクが高いことが分かった。被爆によるがんの死亡リスクについて国は従来、

初期放射線のみが関係するとしてきたが、放射性降下物や残留放射性物質など、初期放射線以

外の要因があった可能性を示すデータという。広島市で２日に開かれる原爆後障害研究会で発表

される。 

研究では、１９７０年時点で生存していた被爆者手帳保有者で、被爆時の所在地が分かり、初期

放射線による被爆量が推定できる約６万４０００人分のデータを分析した。初期線量による白血病以

外のがん死のリスクを調べると、全体では成人よりも未成年者が大幅に高く、女性は男性の約３倍

高かった。一方、初期線量によるリスクを差し引いて検討すると、爆心から約２キロ以内で被爆した

場合、被爆時年齢が１０～４４歳では最大約７％、リスクが高かった。 

大瀧教授らは理由について「この年代の人々は原爆投下直後、放射性物質に汚染された区域

で家族を捜したり救護に携わるケースが多かったからではないか」とみている。 

（２０１３年６月１日 毎日新聞） 

scrapbook 

あなたも会報を読んでの感想、近況、思ったこと・感じたこと、どんなことでもお寄せ下さい。 
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■低空飛行で米に抗議文 北広島町 

広島県北広島町は１４日、米軍機の低空飛行の中止を求める抗議文を、ルース駐日大使と米海

兵隊岩国基地のスチュワート司令官に宛てて郵送した。町が直接抗議するのは初めて。 

同町では５月、低空飛行の目撃件数が２０９件あり、２００５年の合併後、月ごとで最多となった。今

月４日には住民の会話が聞き取りづらくなるなどし、騒音測定器で１０３・６デシベルを記録。町危機

管理監は「看過できない状況。町として抗議の姿勢を示す必要がある」とする。 

抗議文は箕野博司町長名。目撃件数の増加や騒音被害を指摘して「町民の平穏な生活が脅か

されている」と訴える。また町は外務、防衛の両大臣に宛てて、米側へ中止を申し入れるよう要請文

も送った。                                   （２０１３年６月１５日 中国新聞） 

■「黒い雨」１０月に無料相談開始 広島市、健康診断助成も 

広島市は、原爆投下後の「黒い雨」の被害者支援を、国の援護対象区域外の人にも広げる。１０

月から、保健師や専門医による無料相談を始め、健康診断の費用も助成する。事業費３３９０万円

を盛り込んだ２０１３年度補正予算案を、１８日開会予定の市議会定例会に提出する。 

相談は保健師が受け、必要に応じて専門医につなぐ。病気がちな人には、がん検診や特定健

診の受診を勧め、自己負担分を全額助成する。 

広島市と周辺２市５町、広島県は１０年、「黒い雨は国の援護対象区域より広範囲で降った」とす

る住民調査報告書を厚生労働省に提出。区域を現状の約６倍に広げるよう求めている。厚労省は

昨年７月拡大を見送った。その代わりに今回の支援事業を打ち出し、費用は全額を国負担とした。 

厚労省は、周辺の廿日市、安芸高田の２市と府中、海田、坂、安芸太田、北広島の５町にも、広

島市と同じような支援をする。県が事業委託を受け、１０月から始める。 

（２０１３年６月８日 中国新聞） 

■Ｘバンドレーダー配備計画:反対集会に５００人−−京丹後市 

米軍の高性能レーダー「Ｘバンドレーダー」の京丹後市丹後町の航空自衛隊経ケ岬分屯基地へ

の配備計画問題で、米軍基地設置反対丹後連絡会と京都に米軍基地いらない府民の会は１５日、

同町の平海水浴場駐車場で反対集会を開いた。５００人が参加し、「私たちは丹後の美しい自然を

生かした地域の振興を願っており、米軍基地の設置はこのことを真っ向から踏みにじる」などとする

集会アピールを出した。 

集会では、丹後連絡会副代表の三野みつるさんが、米軍人による犯罪やレーダー設置に伴う健

康被害に言及し「後に悔いが残らないよう計画の撤回を求めていこう」とあいさつ。府民の会事務局

長の戸田昌基さんらとの質疑応答があった。 

地元の平区長で上宇川連合区代表の増田光夫さんは「集会の会場を地主が快く貸してくれた。

この美しい海の風景を守りたいと考えていると、私は思います」と述べた。 

（２０１３年６月１６日 毎日新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行事 

６ １９ 水  

 ２０ 木  

 ２１ 金 平和行進（滋賀県から引継・ラクト山科公園→京都市役所）      関電前アピール 

 ２２ 土  

 ２３ 日 平和行進（向日市・長岡京市・大山崎町・八幡市） 

 ２４ 月 平和行進（宇治市・城陽市・京田辺市・久御山町） 

 ２５ 火 平和行進（南山城・笠置・和束・宇治田原・井手）  [綾部・亀岡コース]（綾部市） 

 ２６ 水 平和行進（精華町・木津川市・奈良県に引継）    [綾部・亀岡コース]（福知山市） 

 ２７ 木 平和行進[綾部・亀岡コース]（船井地域） 

 ２８ 金 平和行進[綾部・亀岡コース]（船井地域・亀岡市内）         関電前アピール 

 ２９ 土 平和行進（京都市内網の目コース） 

 ３０ 日  

７ １ 月  

 ２ 火 平和行進[北部コース]（福井県から引継・舞鶴市） 大飯原発差止訴訟第１回口頭弁論 

 ３ 水 平和行進[北部コース]（宮津市・伊根町・与謝野町） 

 

 

 

 

 ４ 木 平和行進[北部コース]（与謝野町・京丹後市・兵庫県に引継）      参院選挙公示 

 ５ 金 関電前アピール 

 ６ 土 ６・９行動 平和のための戦争展プレ企画（13:30 教文センター） 

 ７ 日  

 ８ 月  

 ９ 火 ６・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木  

 １２ 金 関電前アピール 

 １３ 土  

 １４ 日 祇園祭・宵山→１６日まで 

 １５ 月  

 １６ 火  

 １７ 水 祇園祭・山鉾巡行 

 １８ 木  

 １９ 金 関電前アピール 

 ２０ 土  

 ２１ 日 参院選挙投票日 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 [国際平和ミュージアム]夏休み親子企画              関電前アピール 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火 [国際平和ミュージアム]教員下見見学会 

 ３１ 水 [国際平和ミュージアム]教員下見見学会 

 

 


