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守田敏也さんのニューメキシコの旅 ２ 

６月２４日(月)広島の被爆者・切明千枝子さんの被爆証言を聴いて (感想文)   1 ５ 

核兵器禁止条約発効めざして ２０１９年全米市長会議の核兵器廃絶に向けた決議 １７ 

全国の被爆者数は１４万人台に ２０１９年３月末被爆者データ公表 １９ 

６月２６日（水）あすかい病院「平和のつどい」学習会・感想文の紹介 ２０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 ２２ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２３ 

「原発に挑んだ裁判官」「リスクと生きる、死者と生きる」 

SCRAPBOOK／ 核廃絶の署名集める高校生役に挑む 元ＡＫＢ４８岩田華怜さん ２４ 

編集後記  ２５ 

２０１９年８月の行事カレンダー ２６ 

被爆体験の継承（７５）  原爆の閃光と私の家族たち        關 桂子 さん 
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■核の時代を見据えるためニューメキシコに行ってきます！ 

いま関西空港にいます。突然ですがこれからニュ

ーメキシコに向けて出国します！核の時代を見

据えるためです。 

参院選の最中ですが、前から予定していた重要な

旅なので行ってくることにしました。だからと言

って選挙運動をやめてしまうわけではもちろん

ありません。後半戦はニューメキシコから参戦し

ます！ 

ニューメキシコには原爆を作ったロスアラモス

研究所があります。 

同所は今もアメリカ核戦略体系の重要拠点であ

り、「アメリカを守る世界で最も偉大な科学」が

標榜されています。 

しかしその科学が成し遂げたのは、広島・長崎の

無辜の人々の大量虐殺でした。 

同時にニューメキシコ州やその周辺はインディ

アンの人々の聖地でした。 

そこからインディアンが迫害ののちに追い出さ

れ、やがてそこからウランが出てきました。 

そのウランを被曝しながら掘らされたのもこれ

らの人々でした。 

いまこの地には核施設がひしめいており、この後

の核廃棄物処理のパイロットプラントも作られ

ています。 

今ここで行われていることはすぐにも日本にも

やってくる。そのことも踏まえて彼の地を取材し

てきます。 

丹波篠山市で共に原子力災害対策検討委員を担

っている玉山ともよさんのお誘いを受けての旅

です。 

自分自身が被爆２世であることも踏まえてしっ

かりとした取材をしてきます。 

どうか皆さんにお力添えをいただきたいです。 

「倉林選挙事務所事務次長なのに行ってしまう

のか」というお声もあるかもしれません。 

申し訳ないことですが、あらかじめこの予定のも

とで担うことを決めていたのです。 

ただし先にも述べたように僕はニューメキシコ

から選挙運動を継続します。どんどん論を出しま

す。ご期待ください！ 

それでは搭乗時間が迫ってきました！ 

みなさま。行ってきます！ 

 

 

■ロスアラモス国立研究所に行ってきます！ 

● ニューメキシコに無事に着きました！ 

ニューメキシコの旅、二日目です。 

関空を１０日午後４時に飛び立ちシアトルに夜

中の１時、現地時間で朝の１０時につき、割とす

ぐに乗り換えてニューメキシコ州のアルバカー

キへ。到着は午後３時半でした。 

２０１７年の反核サマーキャンプで知り合った

友人でもあるインディアンのレオナ・モーガンが

ピックアップしてくれて先に来ている玉山とも

よさんはじめ日本人研究者がすでに集っている

ニューメキシコの旅 ２  ２０１９年７月１１日（木） 

ニューメキシコの旅 １  ２０１９年７月１０日（水） 

守田敏也さんの 
ニューメキシコの旅 

 

ブログ『明日に向けて』より転載 
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民間の研究所へ。 

すでにニューメキシコ州における健康被害調査

のプレゼンが行われているところに合流しまし

た。 

以降、英語のシャワーが２時間。うーむむむむむ。 

ニューメキシコ州を始めアメリカ南西部の広大

な土地からたくさんのウランが出てきて掘られ

ました。 

その多くがすでに廃鉱になっていますが、オープ

ンピットといって露天掘りで掘られたい跡がそ

のままになっているところも多い。 

そこからウラン残土などが大気に舞い、人々が吸

込み続けている可能性があるのだけれども、これ

まできちんとした調査がなされておらず、いま具

体的な研究をここの方達が進めているのだそう

です。 

詳しくは英語の文献をいただいたのでまた書き

ます。聴き取りがどこまで正確か自信がなくもあ

り。 

ともあれそんな話をたっぷり聞いてからみんな

で食事へ。ベトナム料理のレストランに行きまし

た。 

この辺はベトナム移民がとても多いのだそうで

す。中国人は少し。コリアンはほとんどいない。 

これは冷戦構造となんか関係があるのかな。詳し

くは聞けませんでしたが。 

  

● ロスアラモス国立研究所に行ってきます！ 

さて今日はロスアラモス国立研究所に行ってき

ます！ 

原爆製造計画＝マンハッタンプロジェクトが展

開されたところ。このために人工的に作られた都

市です。 

今でもアメリカ核戦略の中枢的な位置を占めて

いる。 

ウキペディアによれば１９４３年に設立された

この研究所は約１１０平方キロの敷地内に２５

００棟の研究施設があり、２５００人の科学者を

含めて１０，０００人が働いているのだそうです。 

「現在でも核兵器開発やテロ対策など合衆国の

軍事・機密研究の中核となる研究所であるが、同

時に生命科学、ナノテクノロジー、コンピュータ

科学、情報通信、環境、レーザー、材料工学、加

速器科学、高エネルギー物理、中性子科学、核不

拡散、安全保障、核テロを抑止する核緊急支援隊

の育成など、さまざまな先端科学技術について広

範な研究を行う総合研究所でもある。」と説明さ

れている。 

こうも書かれています。 

「合衆国の頭脳が集まる名実ともに世界最高の

研究機関であり、「合衆国の至宝」 と称される。

研 究 所 は 「 The world's greatest science 

protecting America（アメリカを守る世界で最も

偉大な科学）」を標榜する。」 

しかしこんなもの。世界最大の人殺し機関じゃな

いか！この記述を見るだけで怒りがこみ上げて

きます。 

  

●  核の時代の出発点を見据えてきます。 

どうも行く前から緊張しています。なんだかムラ

ムラとしたものがこみ上げてくるからです。 

いけない、いけない。これもある種の暴力的心情

かもしれない。 

冷静になろう、落ち着こうと朝から己を諫めてい

ます。 

この場で作られた広島・長崎原爆はものすごい数

の人々を殺し、今も殺し続けています。 

いやその後に作られ、実験されたたくさんの原水

爆でもたくさんの人々が殺され続けています。 

あるいは殺されそうになっているのは私たち自

身かもしれません。 

そんなことも胸に秘めつつ、頭をクールに、クレ

バーにして見るべきものをみてきます！  

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%85%B5%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E4%B8%8D%E6%8B%A1%E6%95%A3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E4%B8%8D%E6%8B%A1%E6%95%A3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9A%8A
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■ロスアラモスを訪れて 

● 今でも周辺に被害をもたらしているロスアラ

モス 

ロスアラモスに行ってきました。とてもラッキー

なことに、ここに向かう過程で TEWA WOMAN UNITED

というグループの方達にお会いできました。レオ

ナさんの紹介で玉山さんがセッティングしてく

れましたが、彼女もその活動をよく知らなくて

「突撃訪問」になりました！ 

このグループは６つの先住民の部族の連携で成

り立っていて、ネイティブ・ウーマン、ガール、

そしてマザーアースへの暴力に立ち向かってい

る。１９９５年に北京で行われた女性国際会議に

参加して帰国したのち結成したのだそうです。な

んとも感慨深い。 

事務所とロスアラモスに向かう途中で聞いたの

は、この大きな研究所周辺で大きな火災があった

ことです。それも３回も。２０００年に起こった

のが激しかったそうで詳しくはわからなかった

のですが、核廃棄物も一緒に燃えてしまい、放射

性物質が東方に向かってたくさん流れてしまっ

たと言います。健康被害もあるという。 

途中の渓谷でも説明を受けましたが、この時、放

射性物質が近くを通る川にも流れ込み、通常の基

準値の６倍の汚染が確認されたそうです。その側

には取水施設がある。近くの観光地のサンタフェ

の水道がここから供給されているそうです。そん

な被害を今もロスアラモスはもたらしている。 

 

● ロスアラモスはひたすら大きかった！ 

さてそれでロスアラモスに行ってきました。ここ

はどんどん山を登った広大な高原の上にありま

すが、とにかくひたすら大きな町でした。「この

建物で原爆開発が進められた」と象徴するような

場があるのではなく（あるかもしれないけれど自

由に研究施設を回れるわけではない）、ビジター

センターがあり、ミュージアムがあり、ショップ

が並んでいる観光地でもありました。 

ミュージアムに入ってみました。マンハッタン計

画を主導したオッペンハイマーの像などが展示

されている。広島に投下されたリトルボーイと長

崎に投下されたファットマンの実物大模型など

が置かれていましたが、もちろん被爆被害の展示

はほとんどない。 

これだけ見ても何もわからない。というか原爆製

造と広島・長崎への投下の正義ばかりが表現され

ています。子どもたちが遊びながら原爆に接する

場などもある。なんとも腹立たしい。 

「原発のＰＲ館に似ているなあ」と思いましたが、

おそらく順番は逆でしょう。世界中にあるであろ

う原発ＰＲ館がここを真似たのではないか。被害

の事実は一切伏せて、「正義」と「栄光」だけが

強調されている。 

ニューメキシコの旅 ３  ２０１９年７月１３日（土） 
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それでも先ほどのネイティブの方たちの運動の

成果として”DID WE BOMB OURSELVES"というパネ

ルが入っており、なんだか心を洗われました。

「我々は自らに爆弾を落としたのか」と書かれて

いる。しかもそれが”WHY THE BOMB”と原爆投下

の正当性を示したパネルと向かい合っている。 

 

● 被曝者は世界中にいる 

このパネルをさらに良く見るとネバタの核実験

で被ばくした女性と娘さんの写真も載せてあり

ました。放射能の雲が空を覆ったのを見たそうで

す。その後、体中に発疹ができて髪の毛が抜け、

爪が剥がれてしまった。この時、彼女は３番目の

お子さんを妊娠していたのですが、生まれてきた

娘さんは低体重でしかもすでにガンになってい

ました。生後６ヶ月後に手術を受けたそうです。

その後も車椅子の生活を余儀なくされたと書か

れている。 

この核実験がなされたのは１９５８年のこと。僕

は翌年１９５９年の生まれですから娘さんは同

年代です。写真は１９８８年、彼女が３０歳の時

に取られている。胸がしめつけられる写真と説明

でしたが、それが原爆投下の正義を強調し、日本

軍の残虐さなどを強調したパネルに向かい合っ

ているのです。とても悲しい展示なのですが、し

かし同時に誇り高く「原爆の正義」に向き合って

もいる。 

さてこの日の帰りに玉山さんがニューメキシコ

に来るたびにお世話になっている方の家に立ち

寄り、ご夫妻とお会いできました。ネイティブの

方たちの被ばくのことなどが話されました。ご夫

妻は核施設に反対し、ネイティブの権利を守って

大奮闘してこられた方です。 

僕はみんなの会話を聞いているばかりでしたが、

かっこいい活動家であるお母さんに別れ際に「僕

は被爆２世なのです。だからロスアラモスに行く

前からハイテンションでした」と語りました。そ

うしたら彼女、僕の手を握って「ごめんなさいね」

という。「とんでもない。あなたたちも被爆者で

すよ」と僕。宿泊地に戻り、一人きりになって寝

酒を飲んでいたらこの時のことが思い出され、不

意に涙が出てきました。ポロポロと。 

原爆許すまじ。核兵器許すまじ。だから原発も

許すまじ。 

旅を続けます。 

 

 

■ウラン鉱山跡地の処理はあまりにずさん。被爆者は世界中にいる。 

● グランツミネラルベルトを訪れて 

ニューメキシコの旅、１２日はラグナ・プエブロ

とグランツミネラルベルトを回ってきました。プ

エブロとは英語では people に相当するスペイン

語ですが、「人々」とともに「集落」「村」も意味

するようです。 

また先住民の中の同じ言語族の方が「プエブロ系

インディアン」とも分類されるようです。ただし

この辺、僕はまだ知識が成熟していません。より

正しいことが分かるたびに修正を加えて報告さ

せてください。 

さてラグナはアルバカーキから西にずんずん車

で１時間ほど行った町でした。１００キロぐらい

離れているのかな。ここは「グランツミネラルベ

ニューメキシコの旅 ４  ２０１９年７月１３日（土） 
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ルト」といわれたアメリカ合衆国のウランの一大

生産地でした。１９５０年～１９９０年まで約３

億４千万トンものウランが掘られたそうです。に

わかに判断し難い量です。 

ちなみにアメリカでは西部１４州でウラン鉱山

や精錬所が作られましたが、鉱山の数は約４１０

０か所、それらのために放射能汚染された地域が

１０，４００か所にも及ぶそうです。ラグナでは

この問題と向き合っているクリスティーナさん

宅にお邪魔してお話を伺いました。おじいさんが

インディアンとしての尊厳を守られた方だそう

ですが、「今はその精神を受け継ぐものが減って

しまった」と投げかけられていました。 

 

● 生活を破壊したジャックマイルマイン 

ここにはジャックパイルマインという広大なウ

ランが露天ぼりされた場があります。それまでこ

の地域は貧しくて仕事を得るためにはとても遠

くまで行かなくてはならなかった。そこにウラン

鉱山がやってきたとき、人々は地元に仕事の場が

できて喜んだそうです。 

しかし同時にそれはそれまで自給自足の生活が

基盤にあった人々の中に貨幣経済が持ち込まれ

ること対だった。しかもアルコールが持ち込まれ、

辛い鉱山の仕事の後の憩いを得たい人々の間に

瞬く間に飲酒習慣が広がり、やがて深刻なアルコ

ール依存症が蔓延する結果も作り出しました。鉱

山とお金とアルコールがセットでやってきたの

でした。 

最終的にここの鉱山は１９８０年代に世界各地

に新たなウラン鉱山がみつかり、価格競争で負け

たことから廃鉱になったのですが、人々はそのま

ま放り出されただけでした。 

● 廃山後の処理があまりにずさん 

そんな生活の激変をもたらしたこのあたりのウ

ラン鉱山、とにかく車で走っても延々続く膨大な

ものなのですが、なんと今も上から少々、土をか

ぶせただけなのです。 

ウラン鉱石はそれ自身が放射線を発します。また

放射線を出した後に違う物質に変わりそこから

もまた放射線が出ます。このためラドンガス、ポ

ロニウム、放射性ビスマスなどの「娘核種」と呼

ばれるものも健康被害をもたらします。（なおこ

の点は細川弘明さんからいただいたコメントか

らの引用です） 

これらによる健康被害もずっと続いている。あま

りにひどいです。 

あらためて「被爆者は広島・長崎だけではなく世

界中にいる。世界中のウラン鉱山の周りにいる」

と実感する訪問でした。 

さて今日はここまで切り上げて朝早くから集会

に参加するために出かけます。 

チャーチロックというところでのウランによる

汚染の漏洩から４０周年の集会です。デモにも参

加してきます！ 

 

 

 

■チャーチロックウラン汚染水漏れ事故４０周年集会に参加して 

● 地下資源がたくさんあったがゆえに 

７月１３日にニューメキシコ州、ナバホネーショ

ンのレッドウォーターポンドロードコミュニテ

ィで行われたウラン汚染水漏れ事故４０周年集

会とデモに参加してきました。 

この報告を書きたいと思いますが、色々と逡巡も

あります。こちらにきて僕が知らないことがたく

さん出てきているからです。だから報告も正確さ

に自信がありません。 

それでもあったことはできるだけ早く伝えたい。

その点でもし間違ったことを発信してしまった

らすぐに訂正することとして報告を進めさせて

いただきます。 

さてナバホ族はアメリカインディアンの中で大

きな部族です。ニューメキシコ州だけでなくアリ

ゾナ州、ユタ州にまたがって「ナバホネーション」

があります。 

Navajo Rezavation とも書かれる。ナバホ保有地

と訳したら良いのでしょうか。居留地という訳も

見ますが何が正しいか、僕もまだよく分かりませ

ん。 

また「ナバホ」という言葉自体も元々はアメリカ

連邦政府によって付けられた名だと聞きました。

ニューメキシコの旅 ５  ２０１９年７月１６日（火） 
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では自分たちではなんというのかというと Dine

だそうです。「人々」という意味だそうです。 

このナバホネーションは地下資源がたくさんあ

る地帯であり、だからこそ近代になって白人に襲

われ、追い出されたり、資源を運ぶために水を奪

われたり、苦しみを重ねてきました。 

ウランだけではないのです。石油、石炭、そのほ

かたくさんのものが出てきて迫害され略奪され

たのです。いや迫害はそれ以前からのことでした

けれど。 

そのうちの一つ、石炭に関するナバホ・ディネの

人たちの抵抗を描いた優れたビデオを見つけた

のでどうかご覧ください。（ビデオ 略） 

 

● チャーチロックで起こったこと 

ウラン鉱山の採掘が始まったのは１９４４年の

こと。原爆製造計画＝マンハッタンプロジェクト

の下でした。 

その後の広島・長崎への原爆投下を経て旧ソ連と

の冷戦が始まる中でアメリカの南西部の広大な

土地で次々とウランが掘られ出しました。 

その中でも大きなものがチャーチロックと言わ

れる岩がある地帯での採掘でしたが、そこにある

精錬所で１９７９年７月１６日にウラン廃棄物

と汚染水をためていたダムが決壊したのです。 

このために流れた出したウラン廃棄物は１１０

０トン、放射能汚染水は９４００万ガロン、約３

億６千万リットルでした。 

この日付けを見て何か思い出した方はいるでし

ょうか。そうです。同年の３月２８日に起こった

スリーマイル島の事故の４ヶ月後のことなので

す。 

放出された放射能量はスリーマイル島事故より

大きかった。しかし報道はずっと小さかったのだ

とか。 

汚染水は近くのプエリコ川に流れ込みました。多

くのナバホ・ディネの方が生活水を得ている川で

した。それで大変な被ばくが起きてしまいました。 

たくさんの健康被害が起こりました。しかし人々

はほとんど救済されなかった。 

それで今も健康被害についての告発が行われ続

けています。 

 

● 集会とデモに参加して 

このチャーチロックでの大規模なウラン汚染水

漏れ事故への４０周年の集会が行われたので参

加しましたが、集会場に設定された地域自体が二

つのウラン鉱山に挟まれた地域でした。 

そこに朝７時行くと、すでにたくさんの住民の方

たち、支援の方たちが集まっていました。 

最初にお祈りが行われました。火の周りに男女が

それぞれ別々の側にサークルを作るように座り、

女性がお祈りの言葉を歌うように語り続けます。 

サークルは東の側に出入るするところがありま

す。太陽が出てくる側です。僕もそこから入り、

せきにつかせていただき、まわされてきたパイプ

を燻らせました。 

僕なりにこの地域の神々に訪問を報告し、この場

にいることを許してもらい、この問題のために努

力することを誓いました。 

その後にデモがなされました。と言っても周りに

誰もいないところなのですが、約２００人が歩き、

精錬所があった方角を向きながら運動の代表の

方の話を聞きました。 

その後、もう一度、集会場に戻り、そこから食事

をしながら午後３時ごろまで次々と発言が続き

ました。 

それぞれの発言が印象的でしたが、やはり僕には

ナバホの方達が様々な健康被害の元に今も苦し

んでいることがとても深く胸に響いてきました。 

ある女性は「鉱山労働者の娘」と自己紹介し、父

とともに家族みんなが苦しんできたのだと涙な

がらに話されました。僕も泣きたくなりました。 

 

● アメリカのヒバクシャとともに歩みたい 

この場にいると本当に実感するのはこの地域に
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たくさんの被爆者がいて、しかも広島・長崎の後

にも被ばくが続いていること、犠牲者が増えてい

ることです。 

この流れをどうしても止めたいし、同時に、全て

の被ばくされた人、家族、２世、３世に手厚い保

護がなされる世の中を作りたいということです。 

僕は京都「被爆２世３世の会」の世話人としても

活動していますが、是非ともこの活動を強めてい

きたいし強めねばと思いました。 

そのために自分の言語能力を飛躍的に上げない

といけない。これまでもチャレンジしてきました

が、このことを被ばくとの戦いそのものと位置付

け直そうと思います。 

そのために集会で配られたパンフレットを可能

な限り取得しました。この夏に読み込むつもりで

います。 

そしてそこから世界のヒバクシャへのアクセス

を強めていきたい。世界共通の課題である核の問

題への取り組みをもっと強めたい。 

そんなことを次々に続く発言を聞きながら思い

ました。ちなみにネイティブアメリカンのと書か

ずに「アメリカのヒバクシャ」と書いたのにはわ

けがあります。 

インディアンをひどい目に合わせたアメリカの

他の多くの人々も実は大変な被ばくをしている

のだからです。ただ気付いていないだけです。そ

れが核兵器を持つということなのです。 

だからこの問題は世界中にズドンとつながって

いる．．．．とにかく頑張ります。 

チャーチロックウラン汚染の日とニューメキシ

コのトリニティサイトでの人類初の核実験の日

である７月１６日に。 

 

 

 

■ナバホの美しいところを訪れて 

ニューメキシコの旅を続けています。たった今は

ニューメキシコの南東部のカールスバッドにい

ます。近くの核施設取材のために長い長いドライ

ブを経てやってきました。 

メキシコとの国境線近くでテキサス州の近くで

もあります。朝８時にアルバカーキをたち、途中

で３時間ほど立ち寄ったところがあったけれど

もそれでも到着は夜の１０時でした。 

ロングドライブなのでその間に「明日に向けて」

を書き続けて、いっぺんに複数の記事を作ってし

まった。 

しかし通信環境が良好ではなくてブログにうま

く写真を載せられません。後から載せることとし

て先に記事を出していきます。 

  

● ウインドウ・ロックにて 

１５日はナバホネーションの各地を案内しても

らえました。 

炭鉱があって汚染されたところ、ウラン鉱山があ

ったところ、一方での素敵な議事堂や素晴らしい

キャニオン・・。 

今回はあえてナバホネーションの美しいところ

を紹介したいです。それでも悲しい話も入ってし

まいますが・・。  

まず訪れたのはナバホネーションの首都である

ウインドウロックでした。文字通り大きな岩に窓

が空いているところがあり、その下にナバホ・デ

ィネ議会の議事堂がある。 

ちょうどこの日は議会の始まりの日で何頭かの

馬にまたがった人が居ならび、それを観るために

たくさんの人が集まっていました。大統領がスピ

ーチしていてあとで紹介もしてもらえました。 

議事堂の中にも入りました。ぐるりと壁画が並ん

ニューメキシコの旅 ６  ２０１９年７月１８日（木） 
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でいる。建物は石造りで素敵な場でした。 

この建物の周りにいろいろなビルも並んでいる。

この地域で最も大きい病院もここにあるそうで

す。 

議事堂より先、よりウインドウロックに近いとこ

ろに行くとドキッとする銅像が立っていました。

コードトーカーの銅像です。ご存知でしょうか。 

第二次世界大戦、とくに太平洋を主戦場とした日

米戦争の中で両軍は暗号の解読合戦を行い、日本

の軍事情報はほぼ筒抜け状態でした。 

これに対して米軍はなんとナバホの言葉を暗号

としたのです。ナバホの人々も自分たちの土地を

守らんと対日戦に参加していたのですが、米軍は

ナバホ以外のアメリカ人にもこの言語を理解す

ることが難しいことに着目し、あらゆる軍事命令

がナバホの人によってナバホ語に翻訳され、受け

手もナバホの人が担って英訳して命令を伝えた

のでした。日本軍はまったく解読できなかったそ

うです。 

この作戦に従事した人々をコードトーカーと言

うのです。「暗号を話す人」というほどの意味で

すね。 

コードトーカーはアメリカによって賞賛されこ

の銅像も立ちました。しかしこの作戦に従事した

ナバホの兵士が日本軍兵士と出会った時、「後ろ

にいる白人よりよほど自分たちに近いと感じて

当惑した」と語ったそうです。 

近代日本はこういう人々と共に歩むべきだった

のに。欧米の真似をして欧米に打ち勝とうとして

打ちのめされ、最後はネィティブの人々と同じよ

うにジェノサイドを被ったのでした。 

全ての都市を空襲され、沖縄に鉄の暴風の末の地

上戦をしかけられ、最後に原爆を広島、長崎に落

とされた。なんとも悲しい。 

  

● キャニオン・デ・チェリーを訪れて・・・古

の人々と対話する 

さて続いてアリゾナ州にたくさんある美しいキ

ャニオンの一つ、キャニオン・デ・チェリーと言

われているところに連れて行ってもらいました。

観光地にもなっています。 

何箇所も見学するスポットがある。車を停めて整

備された道を辿ると断崖絶壁のギリギリまで安

全に行けます。 

とにかく圧巻です。岩が切れたっているのだけれ

ど、地質の関係で四角に切れている。これは日本

では絶対に観ることのできない光景です。  

とにかく後から投稿するので写真をご覧くださ

い。（メルマガの方はぜひブログをご覧ください） 

この圧巻の風景に飽きることなく見入っている

と、自然に心が古の人々の元に飛んでいきます。 

かつてこの大地を駆けた先住民の人々はこれを

どんな気持ちで観たのでしょうか。 

こんなすごい造形を観たらはやり自然に神々が

心に浮かんできただろうなと思います。  

先住民の人々はそれぞれの部族で違った創造神

話を持っていますが、それでも天を父とし大地を

母と考えてきました。 

マザーアースの考えもそこからきている。 

ここにいると「それはそうだよな」と素直に思え

てきます。 

古の人々がこの美しい光景を慈しみ、誇りにも思

っていただろうことに思いを馳せるとどうして

もその後の「西部開拓」という名のジェノサイド、

さらに次々と天然資源を発見され、略奪され、し

かも汚染だけが押し付けられてきた悲しい歴史

が浮かび上がってくる。 

でもここでは古の人々とその大地に「ありがとう」
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と言ってお別れをしました。同じ美しさと、時を

経て向かいあったものとして、古の人々のこの地

への愛を少しでも分け持ちたいと思います。 

道は遠くとも核なき未来を求めて、この地の人々

と共に歩み続けます。 

 

 

 

■ニュークリアミュージアムを訪れて 

１６日は前日と打って変わってアルバカーキに

あるニュークリア・ミュージアムを訪れました。 

ニュークリアミュージアムというより、ウエポン

ミュージアムと言った方が良い。いやジェノサイ

ドミュージアムと言った方が良いところでした。

ともあれご報告します。 

 

● 核兵器の歴史を整然と。都合の悪いことはす

べて無視！ 

ここはマンハッタンプロジェクト＝原爆製造・投

下計画を担ったロスアラモスのあるこの州を象

徴するミュージアムです。 

まず入り口に近づいて驚いた。本物のＢ２９が外

のグランドに展示してあるからです。その横には

Ｂ５２も展示してある。  

中に入ると核の歴史が展示されていました。レン

トゲンやキューリー夫妻、ベクレルが並んでいる。

でもちょっと待ってほしい。ベクレルもマリー・

キューリーも大変な量の放射線を浴びて悶絶し

て亡くなっています。それが示されていない。  

続いて日本軍とドイツ軍の残虐さを示す展示が

なされていました。軍刀や歩兵銃などが展示され

てきます。 

でもちょっと待って欲しい。米軍が本土空襲で殺

したのはもっぱら民間人でした。沖縄では日本軍

と民間人を分けることなく猛烈な攻撃で殺しま

した。そんなの戦争犯罪です。  

さらにマンハッタンプロジェクトが輝かしく描

かれている。ウランの採掘から濃縮、そしてトリ

ニティサイトでの核実験が描かれています。 

でもちょっと待って欲しい。先住民を殺し聖地か

ら追い出した上に、その後に発掘も先住民にさせ、

その上世界初の核実験で被ばくさせたことに何

も触れられていない。  

そして広島・長崎への原爆投下。広島にリトル・

ボーイを運んで投下したエノラ・ゲイの乗組員の

インタビューが長々と描かれている。「あれで戦

争を終わらせることができた。そうでなければも

っとたくさんのアメリカ人が死んだだろう。日本

人だってもっと死んだはずだ」と語られている。 

でもいい加減にして欲しい。原爆を投下された被

爆者のことが何一つ描かれてない。あの攻撃がど

んなに酷いものだったのか、まったく無視されて

いる。 

「あれ、最近、同じような批判を展開したよなあ」

と思ったら、文科省が出している『放射線副読本』

と作り方がそっくりなことを思い起こしました。 

そうです。都合の悪いことは一切無視して人々を

騙し続けることこそが、核戦略の重要な柱なので

す。 

  

● Ｂ２９と向かいあって 

原爆投下の展示が終わると旧ソ連を意味する鎌

とトンカチを重ねたマークのついた垂れ幕を潜

り、冷戦の部屋に出ました。その途端にミサイル

がたくさん展示されている。実物もあれば模型も

ある。  

この途中でグラウンドに出ました。僕がまっすぐ

に向かったのはＢ２９でした。この当時は超大型

だったこの爆撃機は１９４５年に登場し、もっば

ら日本各地の空襲に使われました。  

とくに攻撃方法を激変させたのが１９４５年３

月１４日未明の東京大空襲でした。 

ニューメキシコの旅 ７  ２０１９年７月１８日（木） 
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指揮したのはカーチス・ルメイ将軍。彼はそれま

での空襲は高高度から行い軍事施設に限るとい

う掟を除外し、低空から下町に侵入。庶民の皆殺

しを企てました。 

このため火薬を詰めた爆弾を使わず油脂を詰め

た焼夷弾を多用。軍事施設なら破壊が必要ですが

庶民の家なら火をつければドンドン燃えるから

です。  

しかもある間隔を持って焼夷弾を一直線に落と

して火の壁を作りました。その壁に挟まれた地域

は火炎地獄となって火が次々と飛び移ったそう

です。 

こうしてルメイは一晩で東京市民１０万人以上

を焼き殺しました。 

それでもこの時、火炎の中を彷徨いながらも、奇

跡的に逃げ切った人々がいました。 

そのうちの１人が少女時代の僕の母でした！  

 

 

 

■焼夷弾、ナパーム弾、戦略ミサイル、もうたくさんだ！ 

●焼夷弾もインディアンの土地から収奪した油

で作られた！ 

さらにこちらに来て大きなことに気がつきまし

た。母をはじめ親戚や人の良い江戸っ子たちの上

からばらまかれた焼夷弾には火薬ではなく油脂

が詰められていた。 

アメリカの石油会社などが開発したそうですが、

そのオイルカンパニーの多くももとはといえば

インディアンの聖地に侵略し、インディアンを殺

し、追い出し、資源を収奪して作られた会社でし

た。 

それで少し調べてみたらより多くのことが見え

てきました。 

まず焼夷弾開発に関わったのはスタンダード石

油でした。この会社、「石油王」のジョン・ロッ

クフェラーが１８７０年に建てた会社です。 

当時、黎明期にあった石油産業を買収につぐ買収

で大きくし、一時期はアメリカの石油精製の９

０％を占めていました。その後に独占禁止法で３

４の会社に分割されましたが、アメリカ石油産業

は多かれ少なからスタンダード石油の影響下に

あると言えそうです。 

その石油の多くが、イギリスからの移民によって

北米の主人公だったインディアンたちがどんど

ん迫害され、挙げ句の果てに追い込まれた「居留

地」と呼ばれる地域から出てきたため、白人が押

し寄せてきて掘り出されました。インディアン石

油が出てきたことで、再び、三度、苦難を味合わ

されたのでした。 

こうして掘り出された石油から分類されたナフ

サとパーム油を掛け合わせて作られたのが焼夷

弾でしたが、スタンダード石油が開発に関わった

のは、焼夷弾投下が石油産業の儲けに直結してい

たからでした。インディアンの土地から奪ったオ

イルで東京をはじめ日本中の都市が燃やされた。

大量虐殺の繰り返しでこれらオイルカンパニー

は大儲けをしたのです。  

そうだ。問題は本当にウランだけではないのです。

インディアンを迫害した人々が戦争での大儲け

を見据えて焼夷弾を開発したのです。開発したか

らどこかの町を焼き尽くす必要があった。焼き尽

くしたらうまくいったからもっと燃やすことに

した。そしてそれが散々続いて、挙句の果てに原

爆が投下されたのでした。 

怒りに震えながらさらに調べていたら、戦後日本

に大きな影響を与え、冷戦を進め、ベトナム戦争

も招いたダレスが、もともとスタンダード石油の

顧問弁護士だったこともわかりました。何のこと

はない。日本を燃やし尽くした中心にいた人物が

戦後日本に大きな影響を与えたのでした。 

  

ニューメキシコの旅 ８  ２０１９年７月１９日（金） 
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● Ｂ５２、戦略核ミサイル、Ｆ１６、もうたく

さんだ！  

一方で、東京大空襲やその後の諸都市の燃やし尽

くしで「功績」を挙げたカーチス・ルメイはこの

後大いに昇進しました。それで東京大空襲の経験

をさらにアップデートして次の戦争に向かいま

した。朝鮮戦争でした。このときＢ２９は日本で

投下されたものをはるかに上回るより強い火災

を起こせる焼夷弾を使い、文字通り朝鮮半島の北

から南まで爆撃を行いました。 

投下された爆弾の総量が８０以上の主要都市を

焼き尽くされた日本本土空襲を数倍も上回って

いました。  

さらにアメリカはフランスからの自己解放を勝

ち取ったベトナムに介入し戦争を始めましたが、

この間、Ｂ２９を大きく超えるものとして開発さ

れていたのがＢ５２でした。この飛行機は沖縄の

嘉手納基地から飛び立っていった。そして焼夷弾

をさらいんアップデートした「ナパーム弾」多数

をしようしました。もともと東京大空襲に使用さ

れたのもナパーム弾でしたが、はるかに「高性能」

になっていた。そしてベトナムは日本や朝鮮にも

増して焼き尽くされました。 

しかしとても心が痛いのはこの二つの戦争で日

本も大いに大儲けをして経済復興し、高度経済成

長を成し遂げたことでした。 

日本本土空襲で大儲けをしたオイルカンパニー

がさらに儲けを拡大するために、朝鮮、ベトナム

で焼夷弾＝ナパーム弾を投下し続けた。それなの

に・・・。  

そして武器はさらにさらに「進化」を遂げて戦略

核ミサイルが次々と作られ、ジェット戦闘機もＦ

１６から現在のＦ３5まで「進化」してきました。 

そのために性能を試すたまにも人が殺され続け

た。湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争、そし

て今も各地で。 

もうたくさんだ！もう武器はいらない。もう殺人

はやめよ！戦争をやめよ！結局、軍需産業が儲け

ているだけじゃないか！！  

それやこれやの苦々しい思いで虐殺ミュージア

ムを後にしました。 

ちなみに人殺しによる大儲けで成り立っている

はずのこの館、入場料が２０ドルもしました。 

返せ～！ 

 

 

■トリニティサイトの周りの被爆者と交流して 

ニューメキシコの旅の最終盤を迎えています。す

でに僕はアルバカーキを発ち、いまシアトル空港

で乗り継ぎ中です。 

こちらに着いて携帯をオンにしたら倉林明子さ

ん当選の報が飛び込んできました。嬉しい！力を

お貸しくださったみなさま。ありがとうございま

す。 

あ、でも「力を貸してもらう」という言い方はも

う古いのかも。彼女を当選させたみんなが主人公

なのですから。 

さて選挙のことはまた改めてゆっくり書くとし

て、アメリカからのニューメキシコの旅の最後の

報告を行いたいと思います。 

今回のこの旅の終盤で僕は二つの旅をしました。

一つはアルバカーキから南東にロングドライブ

で向かい、カルスバードの東に WIPP という核廃

棄物処分場等を見学してきました。 

もう一つはやはりアルバカーキから南に向かい

トリニティサイトの近くまで行ってきました。こ

のうち後者の報告をアメリカからの発信の最後

としたいと思います。 

  

● トリニティサイトのこと 

トリニティサイトとは１９４５年７月１６日に

世界で初めての核実験が行われたところです。 

ロスアラモスで作られたプルトニウム型原爆（長

崎に落とされたのと同じもの）が運び込まれ、爆

発実験が行われました。 

それから７４年目の日を迎えたことを踏まえて

２０日に地元の人々による集会とキャンドルビ

ジルが開かれたので参加してきました。（集会自

身は毎年行われています） 

トリニティサイトはアロマゴードとソコロとい

う町に挟まれて存在しています。爆発地点はソコ

ニューメキシコの旅 ９  ２０１９年７月２１日（日） 
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ロの南東です。 

今はアメリカ軍のホワイトサンズ米軍は全てを

機密にしていました。このため「遠隔地の火薬庫

が爆発したが、死者・負傷者は出なかった」と発

表されました。 

しかし当然ながら大きなきのこ雲が発生しまし

た。膨大な放射能が周辺住民に降り注いだ。しか

し誰にもその事実は告げられないまま、多くの

人々が被ばくしてしまったのです。 

ここにロンさんという核廃絶運動を担っている

方の車で向かいました。ニューヨークに住まう芸

術家でナバホネーションでの集会で知り合った

田中康代さんとご一緒しました。 

朝 9時にアルバカーキを発ち、途中でトリニティ

サイトの説明がなされた看板があるところなど

を通過しながらアロマゴードに着いたのは１時

ごろ。 

集会に向かうとアロマゴードやソコロなどの住

民の方たち、おそそ４０人ぐらいが参加していま

した。 

 

● 次々とガンで倒れた人々の話が 

集会ではトリニティサイトでの核実験で周辺住

民が激しく被ばくさせられたことが主催者から

語られました。 

続いて参加者一人一人が語りはじめましたが、こ

れがなんともすごかった。参加している全員が健

康被害の当事者なのです。 

例えば僕の席の少し前にいた女性は、核実験の８

日後に生まれ、やがて結婚して子どもを３人産ん

だら２人ががんになったという。そのうちの一人

の娘さんも「私はがんのサバイバーです」と発言

されました。 

他にも両親がガンで早くに亡くなった。子どもを

白血病で失ったなどの発言が続いていきます。 

涙ながらに「私の妹がつい最近、白血病で亡くな

ってしまった。父も母もガンで亡くなり、他の兄

弟も．．．」と話される方も。 

とにかく参加者全員がなんらかの被害と関係し

ていました。壮絶な告白が続きました。 

僕も発言が回ってきたので、僕が被ばく２世であ

り、だからこそ核兵器と原発に怒りを持っている

ことを述べました。 

同時に「ここにきて僕はみなさんが自分の家族だ

と思っています。私たちは同じ犠牲者であり、同

時に同じ夢を持っています。核のない世を作るこ

と、平和な世界を作ることです」とも。 

そうしたら割れるような拍手で応えてくれまし

た。 

  

● キャンドルビジルに参加して 

午後の集会を終え、夜の８時に再び集いました。

子ども用の小さなベースボールグラウンドでし

た。 

そこのちょうど内野の守備に当たるところにぐ

るりと小さな紙袋が置かれている。近寄ってみる

と名前が書いてあり、中にキャンドルが入ってい

ました。 

バックネットの裏には家族のがん死亡者一同を

貼り出している方も。許可をいただいて一緒に写

真を撮らせていただきました。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８１   ２０１９年 ７月２５日 

１４ 

一人一人のことが書いてあるのですが、そのうち

の一人、アドリナ・モンタヤさんは１９９１年生

まれ、２０１４年に白血病で亡くなったと書かれ

ている。２３年の短い生涯です。 

やがてセレモニーが始まりました。地域の教会の

牧師さん？神父さん？の挨拶、アメリカの国会議

員５人の声明が代読された後、いろいろな方が発

言。 

それが終わると鐘とインディアンドラムを鳴ら

しながら一人一人の名前が朗々と読み上がれま

した。長い時間をかけて丁寧に。 

最後には「がんのサバイバーの方、集まって」と

アナウンスされ人々がフィールドの中に。僕と康

代さんも「おいでおいで」と招かれるとサークル

を作って祈りが行われました。 

コーディネータの方が一人一人の肩を掴んで語

りかけています。「あなたはとても大切な存在だ」

と語りかけていたのだと思います。 

参加者の多くが涙を流していました。僕には午後

の集会での発言への丁寧な感謝を語っていただ

けました。 

  

● 旅を終えるに当たって  

こうしてキャンドルビジルが終わったのが午後

１０時。現場を出たのはその３０分後、そこから

３５０キロ以上の道のりを戻りました。 

ロンさんが「うー、おー」と叫んで眠気を退治し

ながら疾走。途中からラップをかけてみんなでじ

ゃんじゃか手拍子をしながらアルバカーキに戻

りました。夜中の２時過ぎでした。 

そして４時に起き、パッキングを終え、５時にピ

ックアップしてもらってアルバカーキ空港へ。７

時に飛びだち、今、シアトルです。 

とにかく今回の旅で僕は自分の原点をとても力

強く再確認できたと思っています。 

人々を被ばくから守ること、これ以上の被ばくを

止めること、だから核兵器と原発を止めることで

す。 

いやそれだけじゃない。戦争と差別と抑圧の全て

を無くしたい。夢だと言われようがなんだろうが

僕はこの道を歩みます。今回知り合った全ての

人々とともに。 

最後になりますが、今回の旅は丹波篠山し原子力

災害対策検討委員会委員をともに担う玉山とも

よさんの素晴らしいコーディネートで実現しま

した。 

現地ではナバホ・ディネの一員でウラン鉱山の問

題をはじめとした放射能被害と格闘しているレ

オナ・モーガンさんの全面的な支援を受けました。 

この二人を軸にたくさんの方々のおかけで本当

に素晴らしい旅ができました。心からのお礼を述

べたいと思います。 

  

さて搭乗時間が迫っていてます！ 

より詳しいことは帰国後にまた報告します。支え

てくださったみなさま、ありがとうございまし

た！ 
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母の被爆体験と重ね合わせて 
古田京子（八幡市） 

切明さんが、母が被爆時に在学していた広島第

二県女の２年先輩ということで、是非お会いした

いと思っており、参加させていただきました。直

接、お話もすることができ、本当に貴重な時間と

なりました。 

 切明さんは、母のことを旧姓で「古屋ツタエさ

んは、よく知ってますよ。妹が同じクラスにいま

したよ。小さい学校でしたから、みなさんのこと、

覚えています。」とお話してくださいました。 

 お話しされた内容が、母が私に語ってくれた被

爆体験と重なるとこが多く、まるで母が話してい

るようでした。 

 切明さん自身、いろいろなことを乗り越えなが

ら、子ども２人、孫 5人、ひ孫も一人いて、命が

つながっていますと、とても力強く話されていた

のが心に残っています。「被爆２世・３世のみな

さんは、偏見や不安に負けることなく、人の尊厳

を第一に、力強く凛として生きてほしい」のこと

ばに、改めて勇気をもらいました。 

 母は、「親が被爆者であることは言うたらいけ

ん」と言い続けて亡くなりました。私もあえて語

ることはしてきませんでした。話す場合も、広島

につながりのある人を選んで話していた感じで

す。 

 でも、最近は、広島に関心のない人にこそ、話

していかなければならないのでは、と思っていま

す。黙ったままでは、知らない人は知らないまま

で、それでは、子どもや孫たちに平和な世界を残

すことができないのではないか、私の一言はとて

も小さいけど、小さくてもゼロではない、その思

いを、切明さんのお話を聞き、改めて胸に刻みま

した。 

 本当にお話いただき、ありがとうございました。 

 

切明さんの「被爆証言」を聞いて 
石角敏明（長岡京市） 

 証言」を聞いた感想を、と言われても、整理と

いうかまとめることができない。それだけ衝撃が

強すぎた。「涙」なしでは聞けなかった。亡くな

った人だけでなく、「生き残った」人にも地獄を

経験させる「被爆」。ここでは、「私個人の思い」

を書かせて頂く。 

切明さんの「証言」の中に、「陸軍船舶部隊」

という部隊が何度も出てくる。まるで「父親」の

被爆体験を聞いているようで、心穏やかでなかっ

たのも事実です。例えば、「理科の実験室の大き

な机をベッドがわりにして」（切明さん）という

証言があるが、父は「薬を塗り終わった人は、学

校の廊下や教室に連れていって寝かせる。しかし

身体中火傷でずる抜けの人が、梱包用の荒むしろ

の上に横たわれと寝かせるのであるが、果たして

寝られるのか、・・・」と記す。そして「火傷」

への治療についても「陸軍船舶部隊から治療薬を

もらって全身に塗った」（切明さん）と言われる

が「種油ではないかと思われる油をびんに入れて、

筆一本貰い、これで火傷のところに塗れという」

（父）。その他、全く同じようなことを見・経験

している。そして「語り部をする決心をするまで

何十年かかりましたことか」（切明さん）でも、

父親は、「関係するところには文章を書いている

が、私達には殆ど何も語ることなく」亡くなりま

した。切明さんの証言を聞いて少しは「父」の思

いに近づけたのでしょうか。 

 今年は、「森川さん」そして「切明さん」と、

６月２４日（月）広島の被爆者 
切明千枝子さんの被爆証言を聴いて 
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何か私に関係する事が連続して起こった感じが

します。 

 

切明千枝子さんの被爆体験の証言に
感謝 

米重節男（向日市） 

これまで、幾人かの人の被爆体験を聞き、手

記・記録を目にしましたが、切明さんのお話はそ

れらとは違う生々しい印象を受けました。 

物静かに語られる体験で、印象に残ったことが

いくつかあります。 

原爆が落とされる前の広島市内の様子、当時の

軍隊の配置や学校の状況の説明があり、時代背景

が具体的に理解できました。 

被爆の直前、その瞬間、直後の様子も詳しく話

され、目に浮かぶ現実感がありました。特に、防

空頭巾と救急かばんの話は、その中身（ヨーチン、

赤チン、包帯など）と親が準備してくれた様子な

ど具体的で、ああそうだったのかと理解を深めま

した。 

雑魚場町で被爆した生徒が学校に帰って来た

時の様子も、焼けはがれた皮膚を処置した話は

生々しく、よくわかりました。皮膚を引きずって

歩く被爆者の話は多く聞いていますが、そういえ

ばその人たちはどうしたのだろうかと、この話で

あらためて知ったことです。また学校校舎が使え

たことから、生徒の救護する具体的な様子、さら

には亡くなった生徒の遺体を焼くときの状況な

ども、その時の音やウジの焼けることなど非常に

生々しく、初めて聞くことで涙が出る話でした。 

私の伯母（母の姉）もあの日に、雑魚場町に建

物疎開に宇品町内から動員で行って被爆してい

ますので、第二県女の生徒たちともその辺で一緒

にいたのだと分かりました。母はその伯母を助け

に行って入市被爆しています。 

亡くなった生徒の遺骨を引き取る人が現れな

く、いつまでも校長室に並べてあったこと、最後

は平和公園の供養塔に納めたのではという話は、

原爆のもたらした被害の大きさと、人々とその生

活を無差別に破滅させることだと感じた点です。 

お父さんが白血球減少症で長い間、闘病された

話で、白血病について原爆では白血球が減少する

が、普通の白血病は増加する違いも語られ、放射

能の影響がよくわかります。 

最後に２世３世への健康問題と被爆者差別に

ついて、命をつなぐことの尊さを自身の体験を語

られたことは、非常に重い指摘を受けたと感じま

した。 

時間があれば、第二県女という学校についても

聴きたかった点です。 

一口に体験と言っても、聞いていても非常につ

らい、思い出したくないことを語っていただき、

感謝申し上げます。有難うございました。 

 

感謝を込めて切明さんの肖像画を 
増田正昭（下京区） 

「広島の被爆者･切明千枝子さんの被爆証言を聞

く会」に、参加しました。 

戦争の悲惨さ、二度と戦争を繰り返していけない

と語り部として頑張っていること、被曝体験のお

話し 詳しく 生々しい お話しなど涙が止まらな

かったです。 

さらに被曝２・３世への激励のメッセージも感動

的でした・・・・ 

お話ししていた

だきありがとう

ございます。 

その後、その場

で 肖像画のモ

デルに依頼して 

快く引き受けて

いただき、食事

を と り な が ら 

１６人目の被曝

者の肖像画のデ

ッサンを行いま

した。
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核兵器禁止条約発効めざして 

 核兵器禁止条約受け入れと核戦争回避措置を！米国の州・自治体議会、政府に要請 

２０１９年７月１日 

第 87 回全米市長会議年次総会における核兵器廃絶に向けた決議文 

（於 : ハワイ州ホノルル） 

 

全ての米国大統領選候補者に対し、核兵器に関する立場を明確にするとともに、核戦争を未然に防止し、

外交重視の立場で、核兵器廃絶を目指す交渉において国際的リーダーシップを発揮するよう求める決議 

 

核兵器は、甚大な破壊力を持ち、放射線により世代を越えた影響を及ぼす、人類が生み出した最も危険

な兵器である。 

世界には１４，０００発近くの核兵器が存在し、その９３％は米国とロシアが保有している。そして、

それらは人類と生物圏に容認しがたい脅威を突き付けている。  

国連軍縮研究所（ＵＮＩＤＩＲ）所長 レナタ・ドゥワンは、核兵器が再び使用されるリスクについて、

第二次世界大戦以来最も高くなっているとした上で、国際社会がこの問題に真剣に取り組むことが急務

であると述べた。  

米国政府が中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約の破棄を表明し、ロシアもこれに続いたため、同条約は２

０１９年８月に失効する見通しとなった。これらは核保有国間の緊張の高まりを示すものである。  

米国が２００２年に弾道弾迎撃ミサイル（ＡＢＭ）制限条約を脱退したことに続き、ＩＮＦ全廃条約が

崩壊すれば、軍備管理・軍備縮小体制全体が揺らぐこととなり、２０２１年２月に失効する新戦略兵器

削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の延長も危ぶまれる。予想できないような新たな軍拡競争につながりかねな

い。  

１９７０年に発効した核拡散防止条約（ＮＰＴ）は、米国、ロシア、英国、フランス、中国に対し、核

軍拡競争を「早期に」終わらせ、核兵器の廃絶を実現するための交渉を「誠実に」進める義務を課して

いる。  

核保有国は核兵器の近代化を進めている。  

米国連邦議会の議会予算局は、２０１９年から２０２８年の間に核弾頭とその運搬システム及び関連す

る設備のための予算を４，９４０億ドルと見積もっており、これは１年あたり平均５００億ドルの支出

となる。  

２０１８年、米国は軍事費として６，４９０億ドルを費やした。これは世界の軍事費全体の３６％にあ

たる額であり、同国に続く８つの軍事費上位国の総合計に匹敵する。また、これは中国・ロシアの軍事

費を合計した額の倍以上である。  

米国は、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）交渉の即時開始と早期締結を推進する義務を負っている。

これは、１９９５年に無期限延長が決定したＮＰＴに関連した誓約である。にもかかわらず、２０１８

年の「核態勢見直し（ＮＰＲ）」において、上院にＣＴＢＴの批准を要請しないことが明記されている。  

米国・ロシアほか、核保有国の反対・不参加にもかかわらず、核兵器使用がもたらす人道的影響は決し

て容認できないとする１２２か国の賛成多数により、２０１７年、核兵器禁止条約が採択され、署名が

開始された。これは、核兵器の保有、開発、実験、使用、使用の威嚇などを禁止する歴史的な条約であ
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る。  

平和首長会議は、世界恒久平和への道筋として、「核兵器のない世界」と「安全で活力のある都市の実

現」の二つの目標を掲げ、取組を進めている。その加盟都市数は米国の２１５都市を含む１６３か国・

地域の７，７５６都市に達している。  

全米市長会議は、１４年連続で平和首長会議の取組に賛同する決議を全会一致で採択しており、２０１

８年６月１１日には、米国政府と連邦議会に対し、瀬戸際から引き返し、核戦争を防止するために国際

的なリーダーシップを発揮することを求める決議を採択した。  

上記を踏まえ、全米市長会議は、以下を決議する。まず、全米市長会議は、全ての政党の大統領候補者

に対し、核兵器に対する自らの立場を明らかにし、核戦争の防止・外交重視政策への回帰・核兵器廃絶

に向けた交渉開始を、２０２０年の大統領選挙における主要争点と位置付けるよう要請する。  

また、全米市長会議は、全ての大統領候補者に対し以下を要請する。１９８５年にレーガン大統領とゴ

ルバチョフ書記長が発表した「核戦争に勝者はなく、決して起こして はならない」との共同声明への

支持を表明すること。この声明については、アントニオ・グテーレス国連事務総長も賛同を示している。  

また、全米市長会議は、全ての大統領候補者に対し、大統領に選出された場合は、核兵器の先制使用戦

略を放棄することにより核戦争を防止するための世界的な取組を主導すること、そして、核兵器廃絶に

向けた検証可能な合意形成に核保有国間で積極的に取り組むことを要請する。  

また、全米市長会議は、全ての大統領候補に対し、大統領に選出された場合は、ＩＮＦ全廃条約の維持

と新ＳＴＡＲＴの延長に向けた交渉開始を含むロシアとの緊密な外交努力により、核兵器をめぐる同国

との緊張緩和の推進を急務とするよう要請する。  

また、全米市長会議は、全ての大統領候補者に対し、大統領に選出された場合は、上院議会にＣＴＢＴ

の批准を求めることを要請する。  

また、全米市長会議は、全ての大統領候補者に対し、大統領に選出された場合は、核兵器禁止条約への

反対方針を撤回し、同条約の人道的価値と目標に賛同することを要請する。  

また、全米市長会議は、米国の全ての市長に対し、２０２０年までに１０，０００都市加盟を目指して

いる平和首長会議に加盟するよう要請する。また、全ての全米市長会議加盟都市が、大統領候補者に対

し、核兵器に対する自らの立場を明らかにし、核戦争の防止・外交重視政策への回帰・核兵器廃絶に向

けた交渉におけるリーダーシップ発揮を求めるよう奨励する。  

 

提案者 

デモイン市長（アイオワ州） ピッバーグ市長（ペンシルバニア州） 

ビーバートン市長（オレゴン州） キンストン市長（ノース・カロライナ州） 

ペンブローク・パインズ市長（フロリダ州） サンタモニカ市長（カリフォルニア州） 

エリザベス市長（ニュージャージー州） サン・レアンドロ市長（カリフォルニア州） 

プロビデンス市長（ロードアイランド州） カレッジパーク市長（メリーランド州） 

デイトン市長（オハイオ州） マウイ郡長（ハワイ州） 

ダビューク市長（アイオワ州） ゲインズビル市長（フロリダ州） 

コロンビア市長（サウスカロライナ州） トーランス市長（カリフォルニア州） 

バークレー市長（カリフォルニア州） ニューポート・ニューズ市長（バージニア州） 

ホールヨーク市長（マサチューセッツ州） 

（平和首長会議ホームページより） 
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■被爆者数 

区分 ２０１９年３月 前年差 

１号 直爆 ９０，９２３ －５，４４２ 

２号 入市 ３１，７３３ －２，５２４ 

３号 救護等 １６，２０９ －９６７ 

４号 胎内 ６，９７９ －８２ 

全国合計 １４５，８４４ －９，０１５ 

京都府 ８９４ －３３ 

 

 ■各種手当等受給者数 

 医療特別 特別手当 健康管理 介護手当 家族介護 

 手当  手当  手当 

全国合計 ７，２６９ ２，４０７ １２１，８４１ １５，０２０ １２，６４７ 

京都府 ３９ ２０ ６８６ ６９ ６０ 

 

■被爆者数の推移 

年度 被爆者数 前年差 

１９８０年 ３７２，２６４  

２００４年 ２７３，９１８  

２００５年 ２６６，５９８ －７，３２０ 

２００６年 ２５９，５５６ －７，０４２ 

２００７年 ２５１，８３４ －７，７２２ 

２００８年 ２４３，６９２ －８，１４２ 

２００９年 ２３５，５６９ －８，１２３ 

２０１０年 ２２７，５６５ －８，００４ 

２０１１年 ２１９，４１０ －８，１５５ 

２０１２年 ２１０，８３０ －８，５８０ 

２０１３年 ２０１，７７９ －９，０５１ 

２０１４年 １９２，７１９ －９，０６０ 

２０１５年 １８３，５１９ －９，２００ 

２０１６年 １７４，０８０ －９，４３９ 

２０１７年 １６４，６２１ －９，４５９ 

２０１８年 １５４，８５９ －９，７６２ 

２０１９年 １４５，８４４ －９，０１５ 

 

 

■都道府県別 
被爆者数 

 人数 

北海道 271 

青  森 48 

岩  手 27 

宮  城 119 

秋  田 17 

山  形 15 

福  島 59 

茨  城 329 

栃  木 165 

群  馬 109 

埼  玉 １，６５２ 

 
千  葉 ２，１２２ 

東  京 ４，９２１ 

神奈川 ３，７２０ 

新  潟 85 

富  山 48 

石  川 77 

福  井 48 

山  梨 71 

長  野 100 

岐  阜 311 

 
静  岡 500 

愛  知 １，８６１ 

三  重 309 

滋  賀 291 

 
京  都 894 

大  阪 ４，７９８ 

兵  庫 ３，０１６ 

奈  良 526 

和歌山 198 

鳥  取 226 

島  根 832 

岡  山 １，２８５ 

広  島 １８，３９３ 

山  口 ２，４１５ 

徳  島 126 

香  川 278 

愛  媛 608 

高  知 123 

福  岡 ５，８０３ 

佐  賀 866 

長  崎 １０，６２０ 

熊  本 ９１８ 

大  分 516 

 
宮  崎 372 

鹿児島 587 

沖  縄 132 

広島市 ４７，６３２ 

長崎市 ２７，４０５ 

合  計 １４５，８４４ 

 

 

全国の被爆者数は１４万人台に 
       ２０１９年３月末の被爆者データ公表 

 
 厚生労働省から平成３１年（２０１９年）３月末日現在の被爆者関連資料

が公表されました。 

 全国の被爆者数（正確には被爆者健康手帳所持者数）は昨年より９，０１

５人減少して１４５，８４４人となり、１５万人を下回りました。昭和３

２年（１９５７年）に被爆者手帳の制度が始まって以来最少の人数となり

ました。 

被爆者数の最も多かったのは昭和５５年（１９８０年）の３７２，２６４

人ですが、その後減り続け、年々減少幅が大きくなってきています。 

 京都府の手帳所持者数は８９４人となり、昨年より３３人減少です。 

 全国の被爆者の平均年齢は８２．６５歳、昨年より０．５９歳の上昇とな

りました。高齢化が一層進行しています。 

 医療特別手当の支給される認定被爆者数は全国合計で７，２６９人です。

昨年より３７１人減少し、依然として被爆者数の５％にも満たない（４．

９％）厳しい状況が続いています。 

 京都府の認定被爆者数は３９人で昨年より３人少なくなっています。 

 介護手当・家族介護手当の受給者は全国合計で２７，６６７人（平成３０

年度受給延件数）、昨年より１，７７３件もの減少です。京都府は１２９

件で昨年より３１件減少でした。 

 厚労省の公表するデータでも被爆者

の高齢化は顕著です。原爆症認定制

度の抜本的改革含む被爆者援護制度

の改善は急務です。 

健康診断、人間ドッグをより利用し

やすくしていくこと、介護保険制度

の充実改善を求めていくことも重要

になっています。 
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被爆者手帳所持者数の推移 

 

 

 

６月２６日（水）あすかい病院「平和のつどい」学習会 

被爆者は自らの体験を通じて人類の危機を救う 

感想文の紹介 
 

●６月２６日（水）、左京区あすかい病院「平和のつどい」の学習会で講演を行い（平）、その感想

文を寄せていただきました。以下に紹介します。 

 

 被爆者手帳を手にできなかった多くの方がいる中、自ら申請しなかった方もおられ（家族や身近な

方からの反対にあった方なども）、その当時から今もなお、そう捉える人たちがいるのも実際なの

だと思った。しかし、訴訟は今なお行われており、続けることで認められてきているものもあり、

「継続は力」信じて行動することが大事だと思う。 

 被爆者の実態（実例）は、明らかに原爆によ

る急性症状が出ていたのに、国の基準にあて

はまらず認定されないとか、証言者がいない

と認められないとか、想像を超える辛く苦し

い体験、思いをしてこられただろうに、あま

りにひどい、何と薄情なと思いました。今で

もずっと悔しい思いをされている被爆者の方

がいると言うことを感じました。また被爆者

の 1 割が朝鮮半島出身者であったことも決し

て忘れてはならないこと、どこからどのよう

に日本に渡ることになったのか、その後のお

体は、人生は、どうだったのだろうか、一人

一人にとってかけがえのない一度きりの人生だったということを常に忘れず想像できる人であり

たいと思います。ありがとうございました。 

１９５７年 

原爆医療法 
手帳制度開始 

１９６８年 

原爆特措法 

 

１９9５年 
被爆者援護法 

１９４７年 
ＡＢＣＣ設置 
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 原爆訴訟がどんな状況になっているのか分かりました。多くの物質曝露での健康被害がそうである

ように、因果関係の直接証明が提訴側に求められているのは不合理です。２世、３世の方でも積極

的に発信している方は必ずしも多くないのかなと思ったり、中には原爆投下が戦争を終わらせたと

信じている方もいるのではないかと感じています。話を聞くだけでなく、疑問を出したり議論をす

ることが大事と感じた。 

 原爆が投下され、終戦を迎えてから１２年間、何の救済策もなく放置された状況は、想像を絶しま

す。その後、手帳を始めいくつかの制度が整備されたものの、７０年以上経った今も訴訟が続けら

れている現状が、核被害の悲惨さや影響のあまりの大きさを表していると思います。一方で、2 世

の方々も含めたたたかいによって社会に実相や現状が発進され続けている事も知る事ができまし

た。ありがとうございました。 

 途中からの参加でしたが、非常に考えさせられる内容で、お聞きする事ができて良かったです。苦

労されたお話は新聞などでも読めますが、最後に話された支え合って協力してこられた方たちのお

話がとても印象に残りました。 

 制度として学ぶものがありました。調査をした結果が、反映されない判定・認定状況が今だに続い

ている・・・。医学が進んでいるのに残念すぎます。ありがとうございました。 

 被爆者手帳や認定について詳しく学ぶことができてよかったです。裁判で勝訴になった場合の認定

をされたことが最も多いと思いますが、制度の改善とかにつながっているか同かも学びたいと思い

ました。 

 原爆被害について、原爆投下後のことや復興、被爆者の後遺症など聞く機会はこれまでもありまし

たが、被爆者に対する援護に関する法律や制度、手帳に関する事を初めて知る事ができました。援

護するものがあるとはいっても、戦後１０年以降のものが多く、被爆直後は放置されたような状態

だったこと、差別などの意識から公表しにくいといった様々な背景があることが分かりました。こ

れからも原水禁の参加も通して学んでいきたいです。 

 被爆者に対してのその後はなかなか知る機会が無かったと感じ、今回話をきけたことは、自分にと

って意義のあることであると思います。まだまだ知らないことも多いため、勉強をしていかなけれ

ばならないと思います。 

 改めて、原爆被害の大きさ、被爆者手帳を取得できるのが被害をうけた人の一部であることを知り

ました。裁判で闘いながら少しずつ認められてきたが、そこまでしないと認められない大変さ、国

に責任を認めさせることができない理不尽を感じました。 

 昔、肥田先生から広島原爆の体験を聞きました。その時の受けた衝撃を思い出しました。勝訴され

た方も苦しい思いをもち乗り切ってこられたと思います。しかし、敗訴された方は、原爆で苦しめ

られ、国に苦しめられるという二重の苦しみを受けられていると感じました。 

 国が定めている被爆者手帳の基準をもっと被爆者に寄り添った内容に変更しない理由が知りたい

と思った。裁判でも勝訴の例が多くあることからも見直す必要があると感じる。 
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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。 

 

 

■会報№８０（６月号アンケート）から 

滝本 健（吹田市） 

井坂さんの副読本の件、テレビでも拝見しまし

たが、京都市の対応とはこの程度のものと、無責

任な答弁にあきれました。 

７月９日、安倍首相は急にハンセン病家族被害

訴訟判決に控訴しない方針を決めたが、選挙目当

てもあるでしょうが、他の患者さん、ご家族、遺

族への補償も注視する必要があります。加えて、

他の「公害」問題も早急に国家賠償をしていただ

きたい。 

広島大学元教授・大瀧慈先生の広島で研究され

た話を来年の総会で聞いたみたいです。大瀧先生

は、福島大学の青山教授といろんな意見交換をさ

れています。 

  

■南方特別留学生サイド・オマールさんを語り継

ぐ会 

平 信行（南区） 

アジア太平洋戦争中、国策によって東南アジア

の国々から日本に留学（させられて）いた南方特

別留学生。その内の一人、マレーシアからの留学

生サイド・オマールさんは広島文理科大学（当時）

にいて原爆に遭います。終戦後、帰国に向かう途

上の９月３日、京都の地で原爆症を発症して亡く

なりました。オマールさんは左京区修学院・圓光

寺内のイスラム様式のお墓に埋葬され、ゆかりの

ある人々によって毎年追悼されてきました。 

今年２０１９年、「圓光寺にねむる、被爆南方

特別留学生サイド・オマールさんを語り継ぐ会」

（略称：圓光寺・オマールさんの会）が作られ、

この「会」の企画としてオマールさんの遺品や関

連資料の展示会、９月３日の追善法要が行われる

ことになりました。私たち京都「被爆２世・３世

の会」もこの「会」に参加させていただいていま

す。 

企画の内容は同封の案内チラシをご覧下さい。会

員のみなさんも是非一度展示会にご参加下さい。

そしてできれば法要にも。 

写真は企画準備中の打ち合わせ会議の様子です。 

 

■１１月に個展を開催 

増田正昭（下京区） 

第３４回反核・平和のための小品展 ギャラリー

かもがわ（７月３０日から８月４日まで）に向け

て被爆者の肖像画が描き始めました。なかなか手

がつきませんでしたが 一か月ぶりです。思いを

込めてゆっくりと丁寧に 描き進めたいと思いま

す。 

そして個展に向けて 少しずつ進めて行きます。

今度は、体調整えながら 描くこと楽しみながら

進めていきます。皆さんご協力よろしくお願いま

す 

２０１９年１１月１９日（火）～２４日（日）に

ギャラリーアン（GALLERY Ann）を予約しまし

た。 

〒600-8056 京都府京都市下京区高辻通り麩屋町

西入る雁金町 170 1F 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■原発に挑んだ裁判官    磯村健太郎／山口栄ニ  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

 司法研修所では、原発訴訟のことを「複雑困難訴訟」と呼ぶらしい。それだ

け「原発」をめぐる訴訟は難しいらしい。しかし、最高裁の判決を考慮せず「良

識と理性の問題だ」という姿勢で臨んだのが、「樋口元裁判官」である。ここに

は、原発訴訟に関わった「元裁判官」７名が、実名でインタビューに応じてい

る。無論「原告敗訴」の判決をした裁判官も登場している。しかし「何故、自

分はこのような判決を下したのか」を証言し、３・１１以後、その考えはどの

様に変わったのかも話されている。裁判官といえども「人の子」である。原発

推進は、国策であり、最高裁は「原発訴訟」についての考え方を判決で明確に

述べられている、それらに反する判決を下すことが、いかに困難なことか想像

に難くない。でも、３・１１から「裁判所」の中からも変化が起こっているこ

とが、他の元裁判官からの証言からもわかる。裁判官は、世論の動きに非常に

敏感だ、という。裁判所は、少しも変わっていないように見えるが、３・１１

までの三十数年間で、原発設置許可の無効確認と運転差し止めを命じた判決はわずか「２件」のみであ

ったのが、３・１１以降は八年間で「４件」に上った。裁判所の姿勢・考え方を変えるのも、我々の運

動が大きな影響を与えるらしい。裁判所に失望を感じることは「無い」ということも、知りました。文

庫本で「読みやすく」「廉価」です。ぜひ一読を 

 

■リスクと生きる、死者と生きる  石戸 諭 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

「書名」からは、すこし怖い感じがしますが、内容は「東北大震災・福島

原発事故」の当事者が、自分たちの「思い」を語っている。政府・東電への

「憤り」はあるが、「怨み」はほとんど述べられていない。ここには「自分が

育ったところで生きていこう」とする人々の姿があり、マスコミ等では「数

字」で語られる「死者」だが、一人一人の「人間」が存在したのである。そ

んな「人」の思いが、その「人」の言葉で語られている。「自分が作った米を

出荷はしたが、自分の孫には食べさせられない」と「山」に「米」を捨てた

「農民」の思い、「自分達が建てた家に、ただ還ってきただけ」なのに、「シ

ンボル」の様に扱われた夫婦、大川小学校の教員であった父をもった「教育

大学生」の思い、そして「震災後避難した福島の子供達のサポートのために、

派遣された先生」の思い、中学校卒業後「東電学園」に入学、東電に就職・

福島第一、第二原発で働いたが、原発事故が退職し、ＮＰＯ法人を立ち上げた

人の思い。特に「子供達のサポートに派遣された」先生の、「子供のいじめ・健康不安」についての思

いは、重要である。 

元東電社員の「東電」に対する思いは、「元・現職員」の声が出てこない中で貴重なのでは。残念な

のは、最後の「元東大教授の意見・考え」には、「被爆二世」としては、賛成できない部分があったこ

とである。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

亜紀書房 1700 円（税別） 

朝日新聞出版 

７１３円（税込） 
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■核廃絶の署名集める高校生役に挑む 元ＡＫＢ４８岩田華怜さん 

長崎から始まった、核兵器廃絶を求める署名を国連に届ける取り組み 

「高校生平和大使」をテーマにしたミュージカルが８月、東京都内で上演 

される。「Ｓｉｇｎｓ！～微力だけど無力じゃない～」と題したミュージカル 

の主演は、ＡＫＢ４８の元メンバーで女優の岩田華怜（かれん）さん（２１）。仙台市出身で震災復

興にも力を入れてきた岩田さんに、被爆や被災を伝えることへの思いを聞いた。 

 

「学ぶとは、誠実さを胸に刻むこと」を大事に  

――核廃絶、平和など難しいテーマを含んでいます。どういう思いで臨みますか。  

原爆投下は７０年以上前の話です。歴史的なことや平和など社会問題がテーマになっているので、

難しいところはあります。だからこそ、歌やダンス、芝居で表現することで、若い世代を含む幅広い

世代の心に届くものにしたいと思います。  

また、私は東日本大震災で被災した仙台市の出身です。中学を卒業して上京したのですが、被災地

の復興支援に関わってきました。街の復興、心の復興に携わる中で、震災の体験を風化させてはいけ

ない、伝えなければと思うようになりました。広島、長崎の体験も伝え続けなければならないと思い

ます。  

――米国に留学した高校生が、被爆のきのこ雲を使った高校や町のロゴマークに反論した動画が日米

で話題になりました。  

日本ではなく、米国で、言うことで嫌な思いをするかもしれないのに、『おかしい』と声を上げた

ことは素晴らしい。『言ってくれてありがとう』と感じました。あの、雲の下に何万人の市民が犠牲

になっているのか・・・・・・、そうした想像力を持ってもらう意味でも良かったと思います。  

――長崎に取材に行ったそうですね  

長崎市長さんや高校生に会い、話を聞き、駅頭での署名集めにも参加しました。浦上天主堂や資料

館も含め現場の空気を感じられて良かった。高校生たちは本当にしっかりした考えを持っていて、自

らの意思でやっていると強く感じました。作品のタイトルも高校生たちのアイデアです。  

――微力であっても一人一人の思いが世界を動かすという良いタイトルですね。  

はい。震災は天災であり、備えが大事です。けれど、戦争は天災ではないので、難しいことはある

でしょうが、私たちが声を上げることで戦争を未然に防ぐことや世界を変えることができるのではな

いかと思います。声を上げるのは、私たちの未来のためです。  

今回、長崎でいろんな話を聞く中で「学ぶとは、誠実さを胸に刻むこと」という言葉に出合いまし

た。その言葉を大事に、今回の作品を成功させたいと思います。  

高校生平和大使  

１９９８年に、インド・パキスタンの核実験を契機に長崎県で始まった、核実験禁止を求める署名

を国連軍縮本部に届ける運動。高校生が「高校生平和大使」として署名を届ける。高校生らは県内の

全ての高校生から署名をと 1 万人署名運動を始めた。長崎駅頭に立ち集めた署名は高校生に限らず、

幅広く集めた。その活動は共感を呼び、長崎にとどまらず全国の高校生に広がっている。国連に提出

した署名の累計は 150万筆に及び、署名は国連軍縮本部に常設展示されている。 

ストーリー  

長崎県の高校２年生杉崎真理亜（岩田華怜）は、親友に高校生平和大使募集のチラシを渡される。

迷う真理亜に、被爆体験を持つ祖母が自身の体験を語り、背中を押した。真理亜は大使に選ばれたが、  

Scrap 

book 
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編集後記 

圓光寺に眠る被爆南方特別留学生サイド・オマール展 

■８月２０日（火）１０時～ 「圓光寺オマールさんの会」総会とオープンセレモニー 

■８月２０日（火）～９月３日（火）サイド・オマール展 毎日１０時～１５時 

■９月 ３日（水）１１時～ 追善法要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼７月は参議院選挙が行

われました。改憲勢力（憲

法９条の改悪をめざす自民

党、公明党、維新の会）の議席

数は参議院全体の２／３を下回り、単

純に改憲発議はできなくなりました。しかし安倍

政権は「９条改憲」に執念を持っていて、今は「改

憲反対」を唱えている政党、議員に対して抱き込

み、切り崩しが行われるのではないかと言われて

います。例えそのような謀りごとがあったにして

も、それを許さない、抱き込まれたり、切り崩さ

れたりされない状況を作るのはやはり“憲法９条

を守り抜く”世論の力だと思います。▼参議院選

挙の渦中で、アメリカからホルムズ海峡などを警

護する有志連合が提示されたり、イランの「核合

意」を揺るがすような事態が進行したり、きな臭

い動きが顕在化しています。安倍政権がアメリカ

の言うまま、前のめりに対応していくのでは、と

危険視、不安視せざるを得ないのが、悲しいかな

今の日本の現実です。あらためて憲法９条を守り

抜く運動を強めていきましょう。９条の持つ力を

生かした外交こそを求めて行きましょう。（平）

 

選ばれなかった生徒もいた。そこで、県内の高校生全員の署名を集めよう・・・・・・との奮闘が始

まる。  

東京都渋谷区桜丘町の渋谷区文化総合センター大和田伝承ホールで、８月８日（１８時半開演）▽９～１

１日（１３時半、１８時半）、１２日（１３時半）。チケットはＳＳ席 8000円、Ｓ席 7000 円、Ａ席 6000

円、ユース席（高校生以下、桟敷席） 5000 円。問い合わせはミュージカル・ギルド q.

（http://www.musical-guild-q.com/） 

岩田華怜（いわた・かれん）  

女優。１９９８年生まれ。仙台市出身。２０１２年アイドルグループＡＫＢ

４８チームＡに加入、１６年卒業、テレビドラマや舞台で活躍。  

（２０１９年７月４日 毎日新聞） 

 

ミュージカルの主演を務める岩田華怜さん＝東京都目黒区のホリプロで、 

２０１９年６月２０日、撮影 

 

http://www.musical-guild-q.com/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562319770/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYWluaWNoaS5qcC9hcnRpY2xlcy8yMDE5MDcwMy9rMDAvMDBtLzA0MC8zMjIwMDBj/RS=^ADBGq6WrRH0z881h1muR7RQHo6_264-;_ylt=A2RivcIZyh1dnTQASkAdOfx7
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２0１９年８月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

８ １ 木 
第３９回平和のための京都の戦争展（立命館大学平和ミュージアム） 

大飯原発差し止め訴訟弁論（１４時３０分・京都地裁） 

 2 金 京都の戦争展                            キンカン行動 

 ３ 土 京都の戦争展 

 ４ 日 京都の戦争展 

 ５ 月  

 ６ 火 
広島・原爆記念日 

京都平和の集い（７時４５分・壇王法林寺）               ６・９行動 

 ７ 水 原水爆禁止世界大会（長崎） 

 ８ 木 原水爆禁止世界大会（長崎） 

 

 

 

 

９ 金 
長崎・原爆記念日                           ６・９行動 

原水爆禁止世界大会（長崎）                     キンカン行動 

 １０ 土  

 １１ 日 山の日 

 １２ 月 振替休日 

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木 「終戦」記念日 

 １６ 金 五山送り火                             キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・市役所前） 

 ２０ 火 
「圓光寺オマールさんの会」総会＆展示会オープニングセレモニー（１０時・圓光寺） 

展示会 → ９月３日（火）まで 

 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 
シベリアデ―（スターリンが強制抑留秘密指令を発したとされる日）   キンカン行動 

「帰還証言・ラーゲリから帰ったオールドボーイたち」上映会（１０時・ひとまち交流館） 

 ２４ 土 日本母親大会（静岡県） 

 ２５ 日 日本母親大会（静岡県） 

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土  

 


