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南方特別留学生を語り継ぐ会 

～「圓光寺オマール展」を終えて～ 
２０１９年９月２０日 

榊原恵美子（尼崎市） 

「圓光寺オマールさんの会」会員 

STORYTELLING FOR TOMORROW 主催者 

 

 

戦争の特集番組が多く企画され、平和への関心

が高まる８月、あるマレーシア人留学生にまつわ

るイベントが京都で開催されました。留学生の名

はサイド・オマールさん。太平洋戦争中に南方特

別留学生として広島文理科大学（現在の広島大学）

で学び、不運にも１９４５年８月６日にアメリカ

軍の投下した原爆により被爆。重い傷を負いなが

らも懸命に救護活動に励んだ心優しきその青年

は、帰国前に立ち寄った京都で体調が悪化し、翌

月の 9 月３日に１９歳で原爆症により、その生涯

を閉じました。今は圓光寺（左京区一乗寺）のイ

スラム式のお墓の下に眠っています。 

 

そんなオマールさんを語り継ぎ平和を誓うた

め、8 月２０日からオマールさんの命日である 9

月３日まで、「圓光寺に眠る被爆南方特別留学生 

サイド・オマール展（於:圓光寺）」が開催されま

した。主催者はこの春に結成した「圓光寺に眠る

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」）」。私

も会員の一人としてオマール展に関わらせてい

ただきました。 

 

今回の展示会は「圓光寺オマールさんの会」結

成後、初めての企画でもあり、会員一同で準備に

励みました。おかげさまで８月２０日のオープニ

ングセレモニーには展示会の趣旨に賛同する多

くの方にお集まりいただき、また、複数のメディ

アにもその様子が紹介されたこともあり、展示期

間中も来場者が絶えず、海外の方にもおいでいた

だくことができました。 

 

会場で特に反響が大きかったのは、２５年前に

地域学習で偶然オマールさんのお墓と出会い、そ

こから広島へ「オマールさんを訪ねる旅」に出た

市立修学院小学校の生徒さんらによる紙芝居で

した。１２枚の紙芝居には生徒さんが一枚ずつ心

を込めて描いたオマールさんの短い生涯が紹介

され、紙芝居を前に涙する来場者もありました。

このほか、同小学校の生徒さんによる劇の写真紹

介、被爆３世の歯科医師・古田博さんによる絵本

「オマール王子の旅」の原画、オマールさんが広

島へ向かう前に学んだ東京の日本語学校所蔵の

資料なども展示され、「オマールさんを訪ねる展

示会」ともなりました。 

 
オマール展準備の打ち合わせ会議 

８月２０日（火）のオープニングセレモニー 

背景に修学院小生徒の紙芝居 
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思えば、二年前に圓光寺で行われたオマール忌

で現在の「圓光寺オマールの会」会長である早川

幸生先生とお会いしたことがきっかけとなり、今

回の展示会に関わることになりましたが、この二

年間は私自身も「オマールさんを訪ねる旅」に出

ていたのだ、と今改めて感じています。昨年の夏

には私が主催する語り継ぎプロジェクト

「STORYTELLING FOR TOMORROW（明日の

ための語り継ぎ）」第一回目の企画で早川先生に

オマールさんをテーマにご講演いただき、その後、

私の勤める日本語学校（在大阪）の東京校で、か

つてオマールさんら南方特別留学生が日本語を

学んだことを知った時には、不思議な縁の糸とと

もに、自分に課せられた役目のようなものを感じ

ました。 

 

そして、東京校に南方特別留学生の記録を集め

た資料室があることを知り、その役目が何かわか

ったような気がしました。戦争の時代に翻弄され

た留学生の生涯を掘り起こすことが私の役目だ

─。そんな気持ちを胸に、昨年の秋に資料室を訪

ねました。そこで初めて学籍簿に貼られたオマー

ルさんの写真と対面した時には、うまく表現でき

ませんが、日本人としての罪の意識と歴史の重み

を感じ、ただじっと写真と向き合うことしか出来

ませんでした。 

 

また、オマールさんと同じくマレーシアの留学

生、ニック・ユソフさんやアブドル・ラザクさん

の写真からも、その不安そうな表情に胸が痛みま

した。ユソフさんは被爆後に避難した佐伯区で亡

くなり、ラザクさんは戦後マレーシアで日本語教

育の先駆者として活躍されましたが、２０１３年

に亡くなりました。ユソフさんは同郷の友もいな

い異国の惨劇の中で亡くなり、その時の孤独感は

どれ程であっただろうか、と想像するたびに胸が

詰まります。ラザクさんは戦後いつ原爆症が発症

するか不安だったとのことでした。原爆に苦しめ

られたのは日本人だけではない、この事実を決し

て忘れてはならないと強く感じています。 

 

戦争の時代に翻弄された南方特別留学生の存

在を語り継ぐためにも、これからもオマールさん

の命日には心ある人々で集い、継承の輪を広めた

いと願っています。そんな願いが叶い、今年の「オ

マール忌」には 100 人近い方々にお集まりいただ

き、祈りを捧げることができました。オマール展

も含め、圓光寺においでくださった皆さまに心か

ら感謝の気持ちをお伝え申し上げます。 

 

今後はユソフさんの眠る広島の光禅寺との連

携やマレーシアでの「オマールさんを訪ねる旅」

の企画など、来年の戦後７５年に向け、語り継ぎ

活動をさらに進めてまいります。最後にオマール

さんが残した短歌をご紹介し、平和への願いとさ

せていただきます。 

 

『母を遠くに離れてあれば 

南
みんなみ

に流るる星のかなしかりけり』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左からユソフさん、オマールさん、ラザツクさん 

ニック・ユソフさんのお

墓（広島市・光禅寺） 
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被爆して「夕焼け小焼け」を聴きながら亡くなっていった 

「南方特別留学生」サイド・オマールさんの法要に参加して 

守田敏也（左京区） 

ブログ「明日に向けて」№１７２８(２０１９年 9月 3日)より 

 

 

●広島で被爆し、祖国に帰る途中の京都で亡く

なられたオマールさん・・・ 

本日９月３日、サイド・オマールさん（正確に

はサイド・オマール・ビン・モハメッド・アルサ

ゴフさん  マレー語表記は  Syed Omar bin 

Mohamad Alsagoff）の法要に参加してきました。

左京区の圓光寺においてでした。 

サイド・オマールさんは今のマレーシアから日

本留学中に広島で被爆され方です。帰国のために

東京に向かう車中で容態が悪化。途中に立ち寄っ

た京都市で京都帝国大学病院に入院。そのまま回

復することなく９月３日に亡くなられました。１

９歳でした。 

遺体は南禅寺大日山の共同墓地の墓に葬られ

ましたが、１９５７年に妹さんが訪れたものの朽

ちていて見つけられませんでした。これを聴きつ

けた京都洛北平八茶屋のご主人が墓の建立を目

指し、圓光寺が土地を提供して実現。以来法要が

続けられてきました。 

 

オマールさんはイギリス領マラヤのジョホー

ルバルに生まれ育ちました。イギリス領マラヤは

１８世紀から２０世紀にマレー半島とシンガポ

ール島近辺をイギリスが支配し植民地化してい

た地域です。「英領マレー」とも呼ばれていまし

た。 

第二次世界大戦がはじまると「南方」に侵攻し

た日本軍がイギリス軍を追い払い１９４２年か

ら４５年まで占領、軍による統治を行いました。

日本はマレーを「大東亜共栄圏」に組み込むため、

マレーのエリートの若者に日本教育を施すこと

をめざしました。 

このため「南方特別留学生」を選抜しましたが、

同時に人質のような要素も持つ中で、ジョホール

州の王族出身のオマールさんが一期生に選ばれ

て１９４３年来日。広島高等師範学校を経て１９

４５年５月旧制広島文理科大学(現広島大学)に

進学しました。 

 

法要には約７０人もの方が参列された 

植民地化された東南アジアと英領マラヤ（マレー州連合）「世

界の歴史まっぷ」より 
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８月６日朝、オマールさんは爆心地から９００

メートルの留学生寮「興南寮」にて被爆。背中に

大やけどを負いましたが、倒壊した建物の下から

自力で脱出。その後、留学生仲間と合流し、大学

で野宿しながら被災者救援に奔走しました。 

一緒に野宿をした人たちによると、オマールさ

んは自らの怪我も顧みずに、ひたすら被災者を助

け続けたそうです。大八車で友人を２０キロも離

れた親せき宅に送り届け、その後に見舞いにも行

っています。少ない食べ物を子どもたちに分けた

りしたそうです。 

やがて日本が降伏しＧＨＱが進駐する中で８

月２５日に帰国許可が下り、東京経由でマレーに

向かうことに。しかし汽車の中で悪寒を覚えだし、

２６日京都到着後に病状が悪化。３０日に京大病

院に入院したもののもはや手遅れで９月４日に

亡くなりました。 

 

●夕焼け小焼け・・・を聴きながら 

写真のオマールさんをみるととても美しい青

年です。涼やかな顔、素敵な顔をされています。

オマールさん、イギリス支配下のマレーで育ち、

日本占領下に代わって日本に来ることになり、ど

んなことを思ったでしょうか。 

残された方の思い出ではとにかく明るく、礼儀

正しく、清潔好きで、いつも真っ白なシャツを着

ている王子様だったそうです。同年代でともに野

宿をした女性は「あのうっとりするような素敵な

笑顔」と回想されています。 

連日空襲警報がなり、食料も不足する生活の中

で。しかし留学生たちはいつも明るく、陽気にそ

れぞれの国の歌をうたってかえって日本人の若

者たちを励ましていたとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京大病院では若き浜島義博医師が治療を担当

されました。初めての原爆症患者を前にして治療

方針が定まらない中、「輸血しかない」と考えて

自らの血を抜いてオマールさんに与えました。 

すると一度はかなり元気になったそうで、毎朝、

大量の輸血を続けたそうです。おそらく最も妥当

な対応だったでしょう。日本語が上手だったオマ

ールさんは『荒城の月』などをこよなく愛した青

年で、病床でも「夕焼け小焼け」を口ずさんでい

たそうです。 

しかしオマールさんはそれ以上回復せず、急速

に衰弱していきました。 

興南寮跡 「広島ピースツーリングＨＰ」より 

オマールさん（圓光寺の会場の展示より） 

次々と参列者が花を手向ける 

当日スタッフをされていた榊原さん 
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浜島医師がそんな彼にこう聞いたそうです。

「日本にさえ来ていなかったらこんな苦しい目

にあわなかったのに・・・。オマール君、君は日

本人を恨んでないかい？」と。 

「先生は毎日僕に血を分けてくださっている

でしょ。先生と僕はもう兄弟です。僕の身体の半

分はもう日本人です」。オマールさんはそう答え

たそうです。 

そして「ドクター、夕焼け小焼けを歌ってくれ

ますか」とオマールさん。「ああいいとも」と浜

島先生が答えられ、「夕焼け小焼けで日が暮れ

て・・・」と歌い出す中で、オマールさんは力つ

きていったそうです。 

 

●オマールさんの遺したのもの 

オマールさんが亡くなられてから７４年目の

この日、法要には約７０人もの人が集まりました。

京都の平和運動を担っているたくさんの方が参

列されていましたが、広島から駆けつけた方もお

られました。 

圓光寺住職の読経に続いて人々がお墓に献花。

僕もその一員として祈りを捧げさせていただき

ました。そして読経と献花が終わってから、オマ

ールさんがこよなく愛し、今わの際に耳にした

『夕焼け小焼け』をみんなで合唱しました。 

その後、部屋に戻っていろいろな方とお話し、

資料などを頂きました。帰ってきてページを繰り

始めて、はまってしまったのが『オマールさんを

訪ねる旅』（早川幸生編 かもがわ出版 １９９

４年)でした。 

 

この本は圓光寺を校区の中に含む修学院小学

校の生徒が主人公で編まれたものです。同小学校

の子どもたちが校区にある圓光寺のオマールさ

んのお墓を訪ね、住職さん建立に尽力した人々、

浜島医師などに話を聞き、やがて広島を訪れたの

です。 

しかもオマールさんにゆかりの方たち・・・留

学生寮の世話をしていた方の息子さんや、オマー

ルさんに日本語を教えた先生、一緒に野宿をした

方などにあらかじめ手紙を出して質問し、返事を

もらうなどしてやがて会いに行きました。 

この本はその体験記、感想文で編まれているの

です。子どもたちがオマールさんの悲劇に胸を痛

め、その足跡を辿り、優しかった彼に心を寄せな

がら、心から戦争反対を考え、平和への愛を深め

ていく過程がつづられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私もオマールさんと一緒に被爆したのよ」と語り、深い祈りを

ささげる被爆者の花垣ルミさん 

僕も献花し祈りを捧げました！ 

本木喜幸さんの Facebook への投稿より 

『オマールさんを訪ねる旅』・・・ぜひご

一読を！ 
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感動しました。「ああ、オマールさん、あなた

はこんなに素晴らしものを遺してくれたのです

ね。あなたの誠実で優しい思いが、私たちに命の

尊さ、戦争のむごさを教えてくれています。素晴

らしい」そう思いました。 

同時に「これだけの子どもたち、キラキラした

目に何度も囲まれて、オマールさん、きっと少し

は心が癒えましたよね。あなたの１９年の生はい

まこんなにも光輝いています。ありがとうござい

ました」と彼に語り掛けたくなりました。 

そうです。誠実に生きたオマールさん、政情は

どうあれおそらくは日本の中にある一番いいも

のを愛してくれたオマールさん。あなたを思う気

持ちが大きく平和の心を育ててくれているので

す。 

 

そうだ。この気持ち、平和への切なるこの願い

をこそ、もっと大きく伝えていこう。そのことで

オマールさんに報いていこう。そう思いました。

本当に素晴らしい法要でした。 

素敵な法要・・・オマールさんと平和への祈り

の場を作り続けて来てくださったみなさまにも

感謝しつつ、この日の報告をしめたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オマールさんへの思いをさまざまに語り合う参加者 

献花で埋まったオマールさんの墓 

第５３回原爆忌全国俳句大会 
９月１４日（土）午後１時より２０１９年度の原爆忌全国俳句大会が催されました。（立命館大学

国際平和ミュージアムにて） 

 

今年の大会賞 

原爆忌骨なき墓に父がいる     さいとうこう 

京都「被爆２世・３世の会」賞 

疎開地が終のすみかや原爆忌    阿久津凍河 
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■アメリカは核のゴミをあちこちに安易に捨ててきた 

●ＷＩＰＰも問題だけども・・・ 

ニューメキシコの旅の報告のとりあえずの最

後に、前回と前々回でＷＩＰＰ(Waste Isoration 

Pilot Plant)のことを書きました。同州のカルズ

バード近郊にある核爆弾製造過程で出てきたプ

ルトニウムなどに汚染されたゴミを地下６５０

メートルの岩塩帯に捨てている施設です。 

ここは２０１４年２月に連続２件の火事を起

こしました。二回目はプルトニウムのゴミを詰め

たドラム缶が爆発して燃える深刻な事故で地下

施設のかなりの部分が汚染されてしまっていま

す。 

またドイツにある元岩塩鉱山を利用した低レ

ベル廃棄物を捨ててきたアッセ２という施設で

は、最近になって地下水の流入が確認され、ドイ

ツ政府がすべてを掘りだして他の場所に移すと

決断せざるをえませんでした。 

この点でＷＩＰＰもこの先、水の浸入がないと

は言い切れず、安全性が担保されているとはとて

も言えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしこの施設のことを調べていて、そもそも

ここの運用開始が１９９９年と比較的最近でし

かないことの重大な意味に気が付きました。端的

に言って、それ以前はどうしていたのか？ それ

で調べてみたら驚くべきことが分かりました。 

広島・長崎に原爆を投下して以降、かなり長い

間、アメリカは核のゴミをあちこちに安易に捨て

てきたのです！当然にもそれはアメリカに住ま

う人々にさまざまな汚染をもたらしてきたと思

われます。ウランを採掘し、核実験を行って放射

能をまき散らし、その上、核のゴミを安易に捨て

てきた・・・これが核大国アメリカの実態なので

す。 

 

●浅い溝のようなところに核のゴミが放り込ま

れていた 

このことはニューメキシコから持ち帰ったさ

まざまな文献の中の”ＦＡＣＩＮＧ ＲＥＡＬ

ＩＴＹ”という論文集の中に書いてありました。

１９９２年５月の出版です。僕が見つけた論文の

執筆者はドン・ハンコッ

クさん。前回もご紹介し

たサウスウェスト・リサ

ーチ・アンド・インフォ

メーション・センター(Ｓ

ＲＩＣ)の中心的研究者

で、今回もいろいろと教

えてくださった方です。

そのロンさんが「放射性

ニューメキシコの旅 12  ２０１９年８月 24日（土） 

守田敏也さんの 
ニューメキシコの旅－３ 

 

ブログ『明日に向けて』より転載 

WIPP の構造図 写真は Los Alamos National Laboratory

より 
FACING REALITY 1992 May 
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廃棄物の貯蔵と処分」という一文を書いているの

ですが、この中でこんな記述が出てきます。 

 

「第二次世界大戦のマンハッタン計画以降、核

兵器複合体は何百万立法フィート、あるいは一億

キューリーを上回る放射性廃棄物を生み出して

きた。しかし当初の数十年の間、核兵器製造にお

いては、核産業が安易に核のゴミを捨てているこ

とに思慮に欠けた態度をとり続けたことが際立

っている。廃棄された核のゴミの種類も量も記録

されず、捨てた場所が地図に示されることもまれ

だった」 

 

 

 

ドンさんの論文の冒頭部分 

 

 

 

論文の中にはプルトニウムが生産されてきた

ワシントン州のハンフォードで、放射能のゴミが

箱に詰められて、浅い溝のようなところに放り込

まれていた写真が添えられていました。しかも１

９８０年代半ばまでです。 

この他に、核のゴミが川の中に放り込まれたり、

石油などの採掘のために掘った「インジェクショ

ンウェル」という井戸にも放り込まれたことなど

が記されています。何せその中身が具体的に記録

されていないのですから想像を絶します。 

●世界のヒバクシャの連帯を強めたい！ 

核兵器製造を始めた国、アメリカは同時に核被

害大国です。アメリカ政府は広島・長崎での投下

や南太平洋での核実験でたくさんのヒバクシャ

を生み出しただけでなく、いまなお現在進行形で

アメリカ住民を被曝させ続けています。この実態

をより深くつかみ、世界に紹介する中で、アメリ

カに住まう人々の内側から核兵器や核エネルギ

ーの廃絶に向かうムーブメントが強まることを

望みたい。 

いやすでにその道を逞しく歩んでいるアメリ

カ先住民族やダウンウィンダーズ、そしてドンさ

んのように核廃棄物と格闘している人々の奮闘

に学び、連帯を強め、それを日本および世界の民

衆運動ともっとつながっていきたい。 

 

そのために僕は１０月末から１１月にも再度、

アメリカを訪れます。今回はワシントン州ハンフ

ォードにも行きます。長崎に落とされた原爆のプ

ルトニウムを製造したところであり、たくさんの

核のゴミを生み出し、深刻な汚染ももたらしてき

たところです。 

 

その後にまたニューメキシコにも訪れます。 

このために今後も今回持ち帰った文献を読み込

んでいきますが、７月の訪問記についてはとりあ

えず今回の投稿で締めとしようと思います。 世

界のヒバクシャの連帯で核と戦争のない未来を

実現するためにさらに歩みます！ 

連載終わり 

 

 

 

ハンフォードで浅い溝に捨てられていた核のゴミ 1980 年代

中ごろまで 

ハンフォード地図 「よくわかる原子力 キッズページより」

http://www.nuketext.org/kids/NWtests/NWtest4.html 

http://www.nuketext.org/kids/NWtests/NWtest4.html
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核兵器禁止条約発効めざして 

８月２９日、カザフスタンが核兵器禁止条約批准 ２６ヵ国目 

前回の南米のボリビアが核兵器禁止条約を批准する２５番目の国となった際（８月６日）、広島原爆

被爆者であるサーロー・節子氏は次のように語りました。「私たち被爆者は、自分たちが体験した苦し

みを語ることで、核兵器は絶対悪であると訴えてきました。それが、核兵器がもたらす破滅的な人道上

の影響に関する国際的な認識を広げ、２０１７年７月７日の国連における核兵器禁止条約の採択を導き

ました。それから２年後のまさに広島原爆の日に、この法規範を受け入れる国が、発効に必要な５０カ

国の半数に達しました。ちょうど７４年前の今日、１３歳の女学生として原爆の筆舌に尽くしがたい惨

害を体験した私にとって、これほど大きな喜びはありません。」 

サーロー氏の声明全文（英語、日本語）は原文リンクで読むことができます。 

「この大きな節目は、広島原爆の日に達成されるにふさわしい。（中略）これは、核兵器がいかなる

国にとっても合法にはなり得ないという世界中の国々からの重要なメッセージです」とＩＣＡＮのベア

トリス・フィン事務局長は話しました。 

ラテンアメリカ諸国は、条約批准の道を先導しています。ボリビア、コスタリカ、キューバ、エルサ

ルバドル、メキシコ、ニカラグア、パナマ、ウルグアイ、そしてベネズエラの９か国が条約を批准し、

アルゼンチンを除く残りの国々は条約に署名しました。 

「国連に提出される批准書等が今後も広がることを期し、一刻も早く核兵器のない世界へ進むよう、

被爆者は、力を尽くします」と日本原水爆被害者団体協議会はコメントを発表しました。原文リンクか

ら全文をご覧ください。 

９月２６日にはニューヨーク国連本部でセレモニーが開催され、世界のさまざまな国・地域が条約に

署名し、批准することが期待されています。ＩＣＡＮは、直ちにこの条約に参加するようすべての指導

者に呼びかけます。 

その後８月２９日にカザフスタンが核兵器禁止条約の批准書を国連に寄託し、同条約の締約国は２６

カ国になりました。） 

出典：ＩＣＡＮウェブサイト まとめ訳：田中美穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月１０日、ニューヨークの国連本部で、広島、長崎の原爆被害と、カザフスタンで旧ソ連が行っ

た核実験に関する展示に見入る見学者（共同） 

https://www.facebook.com/hashtag/核兵器禁止条約?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD5wVCyRpez6zd7id_U-oL7qxt1dsU1ELT3-KSyf4_YYzscPyCWwwUyGy7cAt80cQN0cD4GlCZLqK8Obh4gamjL83fu6FBk8Lqeb_XiHwoOHt9B6wZ_DEstCKseHirEVZGIGl22iDyYH8lH-UyamhhA57VbrLfUHGN-uE5a4ZhewvrzQ9NYih3EMU6tVTbCJmL1pDdMYuia1WC2XLyjxCUGMn2z7DusSss2Xmbpv6JSNhv0UupVQxF4NCdGDyUm_qFUZvjfDT7UUtuZBEpT5WtKRKSGkix5AbymgoVplvN8BGfRZ7b6GAH4IvtpKdYoGjyLKGvCGpt9YqCGxjb7aXtzLw&__tn__=%2ANK-R
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２０１９年８月３１日現在 核兵器禁止条約批准国２６ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

リニューアルされた広島市平和記念資料館を見学していて、

はっと目に留まる展示物がありました。死亡診断書と病床日誌

です。死亡診断書の方は昭和２０年９月１日に亡くなられた人 

のもの、病床日誌の方は初診日が昭和２０年８月９日となっています。はっとしたのは病名です。

死亡診断書の方は「ウラニゥム中毒」、病床日誌の方は「原子爆弾症」と手書きされていました。 

一体何が起こったのかもまだ正確には分からない、傷一つ負わず、火傷もまったくしていない人

たちが、鼻血、下痢、下血、脱毛、歯ぐきからの出血、皮下紫斑に見舞われながら原因不明のまま

次々と亡くなっていき、人々を恐怖の底に陥れていた頃、すでに「ウラニウムが原因」と診たり、「原

子爆弾による障害」と断定した医師たちがいたことに驚きます。放射 

能による障害に苦しむ市民と、それを救済しようとする医療従事者た 

ちの懸命な姿が伝わってくるような展示です。（平） 

オーストリア 

サンマリノ 

バチカン市国 

パレスチナ 

ガンビア 

ベトナム 

タイ 

ニュージーランド 

パラオ 

ヴァヌツ 
サモア 

クック諸島 

メキシコ 

キューバ 

エルサルバドル 

ニカラグア 

コスタリカ 

ベネズエラ 

ガイアナ 

ウルグアイ 

セントルシア 

南アフリカ 

パナマ 

ボリビア 

セントビンセントグレナディーン諸島 

カザフスタン 

ウラニゥム中毒 
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２０１９年９月１０日（火） 

原発賠償京都訴訟控訴審第４回弁論の報告 

２０１９年９月１2 日 京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

９月１０日の京都訴訟控訴審第４回期日の報

告です。長文、重複、ご容赦ください。 

今回も炎天下、１２時３０分から１３時まで京

阪淀屋橋の大阪市役所方面出口付近で街頭宣伝

行動を行ないました。原告と支援者１５名ほどが

集まり、原告が交代でマイクを握り福島の現状を

伝え支援を訴える中、京都訴訟を紹介するカラー

チラシを配布しましたが、通り過ぎる人の割にチ

ラシを受け取ってくれる人は少ないのが現状で

した。その後、原告は集合場所である弁護士会館

に移動し、１３時３０分から入廷行進を行ないま

した。 

 

９月とは思えない連日の暑さのせいか、傍聴に

集まった人の数もいつもより少なく、抽選になる

かどうか心配しましたが、抽選券配布締め切りの

直前に傍聴席数を上回り、無事抽選となりました。

最終的には８０名余りの人が傍聴に来てくださ

いました。暑い中を本当にありがとうございまし

た。 

 

【原告側のプレゼン】 

今回は１６名の原告が出廷しました。以下、原

告側プレゼンの要旨です。 

① 森田基彦弁護士による「予見可能性に関する

追加主張」 

 東電は２００２年に、長期評価の知見を津波

評価技術で評価することによって敷地南部

でＯ．Ｐ．＋１５ｍの津波を予見していた。 

 東電が長期評価より信用できるとしている

津波評価技術（土木学会）は、それだけで個

別地点の津波水位を導けるものではなく、

時々の最新の知見・データを基に計算条件を

設定することが予定されていた。 

 日本原電も、「三陸沖から房総沖にかけて、

どこでも地震が起こり得る」という長期評価

の知見を採用して計算した結果、原子炉施設

付近まで浸水することを予測していた。 

 ＪＡＥＡ（日本原子力研究開発機構）も、長

期評価の見解を津波評価技術に反映させて

津波高を計算し、明治三陸型の地震が福島～

茨城沖で発生した場合、東海再処理施設の建

物付近が浸水することを予測していた。 

 ここから、長期評価の信用性は電気事業者ら

が無視できないほど高く、長期評価の知見を

津波評価技術によって評価することはスタ

ンダードな手法である、と言える。東電の２

００２年の試算は予見可能性を強く根拠付

けるものだ。 

② 鈴木順子弁護士による「政府報告審査制度と
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人権条約機関における総括所見」 

 前回、国連人権理事会における人権保障の制

度である普遍的定期レビュー（ＵＰＲ）及び

特別手続きについて説明した。それ以外にも、

人権条約に基づく締約国の義務履行を確保

するために人権条約機関が置かれ、政府報告

審査制度が設けられている。締約国は義務の

履行状況を報告し、審査を受ける。人権条約

機関は総括所見（勧告）を出す。 

 人権条約機関が福島第一原発事故に関して、

どのような総括所見を出しているのか。社会

権規約委員会は「健康の享受の権利に関する

特別報告者の勧告」（グローバー勧告）の履

行を慫慂（強く勧める）（２０１３年５月）。

自由権規約委員会は２０ミリシーベルト基

準による避難指示・解除に懸念を表明（２０

１４年７月）。女性差別撤廃委員会は２０ミ

リシーベルト基準による避難解除に懸念を

表明（２０１６年２月）。児童の権利委員会

は年間１ミリシーベルトを超える被ばく線

量区域の児童に「包括的かつ長期の健康診断

の実施」など７項目を勧告（２０１９年３月）。

文科省は２０１８年１０月に「放射線副読本」

改訂版を配布したが、７項目の１つは「教科

書及び教材において、放射線被ばくのリスク

や、児童が放射線に対する感受性が高いこと

について、正確な情報を提供することを勧告

している。 

 日本政府は、国際社会の要請に応えず、繰り

返し懸念を表明されていることがわかる。 

③ 高木野衣弁護士による「国際人権法とその裁

判規範性」 

 国際人権法には、人権条約（人権保障を目的

とした多数国間条約）、国連総会等で採択さ

れた宣言や決議（世界人権宣言など）、これ

ら条約、宣言等を背景として形成されている

慣習国際法の規範を含む。 

 人権条約が目的とする個人の人権保障は、そ

の個人を管轄下に置く各締約国が第一義的

に責任を負う。 

 国際人権規約は自由権規約と社会権規約に

分けて採択されているが、そのいずれの権利

についても、権利を侵害しないという消極的

な「避止義務」と権利を実効的に保障するた

めの積極的な「作為義務」の両方を締約国に

課している。 

 原子力災害被災者は、放射能汚染という危機

や脅威から免れ、自分や家族の生命や健康を

守るために安全な場所への移動を選択する

権利（避難の権利）を有する。また、被災国

は被災者を保護するため、環境災害を防止し

軽減するために実質的な措置をとらねばな

らない。 

 日本が批准した条約は、公布という手続きを

経るだけで国内的効力を持つ（憲法９８条２

項）。全ての国家機関は、条約の趣旨に沿っ

た権限行使が要請される。裁判官も、条約の

規定に基づいて国内法を解釈・適用すること

によって、国家機関としての義務を果たすこ

とが求められる。 

 

今回も、被告側のプレゼンはありませんでした。 

 

【報告集会】 

その後、ＡＰ大阪淀屋橋に移動して、報告集会を

行ないました。 

 

◆守田敏也さんの連帯あいさつ 

最初に、京都在住のフリーライタージャーナリ

スト・守田敏也さんが連帯のあいさつ。話はおお

よそ以下のようでした。アメリカに行って、核実

験による放射線被ばくの被害者たちと交流した

話を紹介された。昔から運動はあったが、ずっと

抑えられてきた。それが今、また大きくなってい
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る。その原因が福島原発事故だ。福島原発事故の

被害から立ちあがった、みなさんたちの運動も伝

わっている。日本に帰ったら、被災者の人たちの

運動が私たちを勇気づけたと伝えてほしいと言

われた。みなさんの運動は世界的にも非常に大き

な意味がある。 

◆短編映画上映 

その後、９月１９日に判決を迎える東電刑事裁

判に連帯するため、河合弘之監督短編映画『東電

刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故』を上映しまし

た。まだご覧になっていない方は、ユーチューブ

で見ることができるので、ぜひご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJhyDSnutqk 

◆川中弁護団長のあいさつ 

控訴審になって、京都・大阪・兵庫の裁判を支

援してくれる人たちの力が大きくなって、その前

に進む力で周りの学者の先生たちも協力的にな

って、いい感じで進んでいるなと思っている。今

の映画にあった刑事裁判も検察がやっているん

じゃない。以前は検察審査会が起訴すべきと言っ

ても、検察が不起訴と言えばそこまでだったが、

司法改革で検察審査会が２度起訴すべきだと言

った場合は、弁護士が検察役になって起訴すると

いう風に変わった。そういう経過があったので、

今の映画を観て感激した。 

◆支援する会石田紀郎共同代表のあいさつ 

私は、この支援する会に協力させてもらうまで

は、告訴団の関西のまとめ役をやっていて、告訴

人を募ったりも市民環境研究所でやっていた。１

９日の判決の日には、私も朝一番の新幹線に乗っ

て行こうと思っている。京都の暑さは格別で、福

島から来られたみなさんは大丈夫かなと心配す

るが、さっきもらった原告からのメッセージには

「暑い中をいつもありがとうございます」と書い

てある。われわれが心配されている。裁判はまだ

まだ続くが、原告と支援者が心を配り合って最後

まで頑張っていこう。 

◆弁護団からの報告 

☆田辺弁護団事務局長 

次回期日は１２月１２日（木）１４時３０分か

ら。国が責任論についてプレゼンをすると言って

いる。先日の関西訴訟では、国のプレゼンを進行

協議でやった。大阪高裁の裁判長は、内容に関わ

ることは法廷でやると、きちっとした訴訟指揮を

した。われわれも反論をするので、合わせて１時

間ぐらいになる。 

☆森田弁護士 

今日のポイントは木野龍逸さんが情報公開し

てわかったことで、東電や日本原電だけでなく国

の機関であるＪＡＥＡも長期評価を確定論（必ず

来る）としてとらえ、津波を計算していた。国は

長期評価は信用性がなかったとか、確定論ではな

く確率論（何％かの確立で来るかも知れない）で

取り込もうとしていたなどと主張すると思うが、

それに対する小粒だけど重要な事実だというこ

とで取り上げた。 

☆高木弁護士 

前回から３期日をかけて国際人権法に基づく

主張をしている。鈴木弁護士は前回の続きで、「も

う大丈夫、帰還してもいいよ」と言っているのは

日本の政府だけ。国際的に見たら、今でも避難す

べき状況だ。だから避難には相当性がある、とい

うことを主張した。私は、国際的な関係で批准し

た条約が自動的に国内でも効力を持つ。だから、

国も裁判所もその条約の趣旨に従ってその権限

を使ってくださいね、と主張した。本件に関して

は、社会権規約の「健康に対する権利」が重要な

意味を持つ。これと避難の権利の関係については、

次回に詳しく書くことになっている。 

☆損害班の井関弁護士 

２つのことに取り組んでいる。陳述書を通じて、

被害の資料は十分に提出しているが、各世帯ごと

に被害は多様なので、裁判所は全体像がわからな

いのではないか。竹沢先生と伊東先生には、原告

の陳述書の内容を６０項目くらいに分類して、１

項目ずつ全体の傾向を明らかにする（見える化）

という作業に取り組んでもらっている。もう１つ

は精神的苦痛を数値化する作業。ＰＴＳＤを測る

ための世界的に定評のあるアンケート調査を原

告のみなさんに答えてもらおうということで取

り組んでいる。それと、東京訴訟で精神的苦痛に

ついて意見書を書かれた辻内先生にお願いして

https://www.youtube.com/watch?v=ZJhyDSnutqk
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いた意見書がやっとできあがるところまで来た。

東京訴訟で突っ込まれた点にも答え、ものすごく

わかりやすいもので、１４０頁の大作だ。次回か

次々回には出していきたい。 

 

◆原告の発言 

報告集会には１０人の原告が参加し、途中退席

した１人を除く９人が前に出て発言しました。 

 

 映画を観て、避難した頃のことを思い出した。

プレゼンにあった国連関係では、うちの原告

の園田さんが人権理事会の定期レビューで

話をして４か国から対日勧告を引き出し、翌

年には後ろにいる森松さんが人権理事会で

発言された。私も２０１５年に子どもの権利

条約の関係でカウンターレポートを出した。

そういうことで繋がっていて、今があるとい

うことを、プレゼンを聞きながら思い出した。 

 今日の映像で、…。こんなの（資料）が残っ

ていたんですね。これが真実ですね。正義は

勝たなければいけない。私たちも負けないで

頑張ろうと思う。 

 さっきの映画で、東電の幹部が長期評価を握

りつぶそうとしていた。先日、名古屋でひど

い判決が出たが、今日森田先生が新しく出て

きた証拠を取り上げたのを聞いて心強かっ

た。いま東京の東雲の国家公務員住宅に住ん

でいる避難者が家賃２倍請求され、５世帯が

明け渡し訴訟を起こされようとしているが

許せない。みなさんも、ぜひ応援してほしい。 

 最近、アンケート調査が送られてきて、心が

揺れている。自分はなんとか書いて、子ども

はどうかなと思ったが、意外にもあっさり書

いてくれた。思い出したくないことをほじく

り出さないと勝てないのかと悩み、今日も行

けるかなと思いながら参加したが、結果的に

来て良かった。 

 プレゼンを聞き、映画を観て、本来は隠され

るはずだったものが、誰かの良心で表に出て

きたのかなと思った。これだけ証拠が出され

ても、知らないとか記憶にないと言うことは、

それだけ大きいことだったんだなと感じた。

自分は、家族に対して誠実でいたいなと思う。 

 石田先生は私たちのことを心配して下さっ

たが、私は暑い京都で飲むビールはなんでこ

んなに美味しいんだろうと思っている。次男

は「京都に来て良かった」、「楽しく暮らして

いる」と言っているが、その子がちょっと前

に首にしこりがあると言って、「これも原発

事故の影響かな」と心配しているのを聞いて、

やりきれなかった。社会の問題を自分のこと

として考えるのは難しいと感じているが、み

なさんがこうして支えてくださるのは本当

にありがたいことだと思っている。 

 ストレスチェックの話を聞いたり、アンケー

トに答えようとして、いろいろ掘り起こされ、

今回はすごく心が乱れている。私は２０１６

年１２月に甲状腺がんを発症したが、自分の

中では放射線の影響だと思っている。私にと

っての勝利とは何かと考えると、誰もが健康

で生きられるということ、被ばくしてしまっ

た子どもも大人もデトックス（解毒）できる

ような国の施策が必要だと思う。 

 裁判を続けるためにできるだけストレスを

溜めないようにしているが、アンケートを書

く書かないで子どもとやり取りした。最近は、

息子から「母上はいったい何をやってんだ」

「忙しすぎる。もう家にいたら」と言われる

が、京都で暮らす以上は、根を張って、地域

の人とも関わって生活したいと思っている。 

 先日ＰＴＳＤの勉強会があり、そこに出るま

では「私はもう大丈夫」と思っていたが、話

を聞いて「私のＰＴＳＤは今も続いていたん

だ」と思った。ずっと健康に自信がなかった

ので、いろいろ勉強して自分と子どもの健康
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に関しては不安がかなり減ってきた。アンケ

ートも頑張って書きたい。 

 

◆各団体からのアピール 

☆関西訴訟団（佐藤副代表、森松代表） 

 先日、近畿訴訟団交流会をやって、そこで全

国の訴訟団に来てもらって交流した。 

 京都が大阪高裁に上がってきてくれたので、

大阪で一緒に盛り上げていきたい。原発問題

は人権問題だ。無用な被ばくを逃れる権利が

ある。人権救済裁判だということを訴えてい

きたい。 

☆ひょうご訴訟団 

 来週１９日（木）にひょうご訴訟の期日があ

る。今まで抽選になったことがないので、ぜ

ひ来てほしい。 

☆富山大学・林衛（まもる）さん 

 ＩＣＲＰが新しい勧告を出そうとしている。

日本のＩＣＲＰ委員が京都訴訟で国・東電側

専門家証人として意見書を出している。９月

１６日に京都でも勉強会があるので、ぜひパ

ブコメを書きましょう。１０月１５日に福島

県のコメ農家が農地の原状回復を求めてい

る裁判の差し戻し審の判決がある。やっとＮ

ＨＫ福島が取材レポートを放映するように

なった。注目してほしい。 

☆ゴーウェスト（園さん） 

 ９月２９日に「原発被ばく隠しを許さない」

大阪集会＆デモをやる。避難者問題でデモを

やるというのは滅多にないので、デモだけで

も来てほしい。新たに避難を希望する人への

支援（電話相談や交通費支給）をしている。

友人知人にぜひ知らせてほしい。 

☆大飯原発差し止め訴訟（吉田事務局長） 

 いま「電力システム改革」に名を借りて原発

を存続させる政策が経産省を中心に進めら

れている。１０月５日に学習会をやるので、

ぜひ来てほしい。この学習会は「老朽原発動

かすな！キャンペーン」の一環としてやるも

ので、１１月２３日からは高浜原発から関電

本店までのリレーデモもやる。 

 

◆京都原告団からのお礼（福島共同代表） 

 毎回毎回足繁く傍聴に来てくださり、カンパ

をしてくださって、本当にありがとうござい

ます。私たちの裁判ではお金しかとれないで

すが、現在統一要求というものを近畿から広

げていこうと考えている。この統一要求の中

で、東日本の人たちの権利や将来起きるかも

知れない原発事故の被害にも適用できるよ

うな施策を盛り込んでいけたらと考えてい

る。心を引き裂かれそうな時もあるが、皆さ

んの応援が支えになっている。これからもよ

ろしくお願いします。 

 

なお、会場で集まったカンパは、５７，６８５

円でした。ありがとうございました。次回期日は

１２月１２日（木）、次々回は来年の２月２６日

（水）、開廷時刻はいずれも１４時３０分です。

傍聴をお願いします。 

 

 

 

２０２０年 
あなたの署名をニューヨークへ 

学習と交流のつどい 
１１月２日（土）SUINA室町(京都経済センター)７階 CD 会議室 

１０：００～１２：００学習会 

「核兵器の廃絶に向けて世界は今」  中村桂子さん(長崎大学核兵器廃絶研究センター) 

１３：３０～１５：００交流会 
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石角敏明（長岡京市） 

 

９月５日～７日まで、福島県を訪問してきまし

た。幹線道路からは、「フレコンパック」の山も、

避難され「放置」されたままの住居も殆ど目にす

ることはありませんでした。そして「役場」「学

校」等の公共施設は「豪華で」「綺麗な」建物に

なっています。復興住宅・復旧住宅も、被災者が

「入居」されており、表面的には「復興・復旧」

が進んでいるようにみえますが、実際はどうなの

でしょうか？「被災者」の顔・声が、全くといっ

てよいほど見えません・聞こえてきません。 

以下、少しですが今回の活動を報告したいと思

います。 

いわき市の「市民放射能測定室・たらちね」で

お話を聞きました。ここは市民から持ち込まれる

「物」は全て放射能汚染度をチェックされている

そうです。時には「掃除機のゴミパック」「お掃

除シート」も。今でもかなり「高い放射能濃度」

が検出される場合もあるとのこと。そして「甲状

腺検査」を定期的に実施されており、現在まで約

１１，０００人検査をされています。県は「７歳

以下」の子供の甲状腺検査は実施しないそうです。 

「保養キャンプ」でも「県の教育委員会」の後

援を取り付けるなど、幅広い活動を行っておられ、

ホールボディ検査は、「会社単位」での申し込み

もあるそうです。今後も活動の幅を広げる計画が

あるそうです。 

皆さんご存知の「希望の牧場」では、牧場主の

「吉沢さん」からお話をお聞きしましたが、牧場

だけの話ではなく、「浪江町の状況」の説明もし

ていただきました。「３００億円」もかけて造っ

た「ダム」が、今では「一番放射能を溜める」施

設になり、ここから放射能に汚染された水が、川

に流れ海を汚染している。将来このダムをどうす

るのか全く未来が見えない。そして「目につく復

興」ということで、２００億円もかけて「港」を

復興させているが、人は「住むな」という。誰の

ための、何のための復興なのか？帰還住民は「１，

０００名」くらいしかいないが、住民票は「１６，

０００～１７，０００」人が残している。税金・

その他の費用が安い、という理由で。「絶望の町、

浪江」だと寂しい一言が。 

そして、事故を起こした「東電」は、「東電廃

炉資料館」を作り「事故を起こして申し訳ない」

と謝り、「廃炉」にむけて「如何に安全に取り組

んで」いるかを一生懸命アピールしている。どこ

にも「こんな事故を起こしたので原発は廃めます」

という言葉はない。何を・誰に謝っているのでし

ょうか？ 

福島の人は「復興どころか復旧すらしていない」

と言います。「浪江町」「双葉町」「大熊町」「富岡

町」、それぞれ避難指示が解除されましたが、「何

人」の人が帰還したのでしょうか。「浪江町」で

は、小学生１５名・中学生１名で、若い人・家族

は殆ど還ってきていない。富岡町でも、帰還者は

９００名（昨年７００名）しかいない。比較的復

興が進んでいる南相馬市小高区でも、小学校が４

校あったが、児童数は今「５８名」しかいなくて

「一つの校舎」で勉強中。でも教頭先生は「３名」

もおられる。これでは「地域再生」は不可能でし

ょう。そして「仮設住宅」から復興・復旧住宅に

移った人からは「仮設住宅のほうが人との繋がり

があってよかった。ここに移ったが、孤独でしか

ない」という声も出ているそうです。 

見た目の「復興」を急ぐためか、高速・幹線道

路は「汚染土」（除染土）を積んだ「１０トン」

トラックが走っています。「大熊ＩＣ」は、人の

すめない街に作られ、利用するのは「トラック」

のみ。そしてここから「中間貯蔵施設」に続く道

路が新たに建設中。ところが「市民」には、「Ｉ

Ｃを造るために『低濃度汚染土』を使用させろ、

さもないとＩＣはつくらない」と交換条件が出さ

れている。そして「幹線道路」から外れた場所に

は「フレコンパック」が山積みされたまま。今、

国はお金をかけて「中間貯蔵施設」に「汚染土壌」

を運びこんでいます。しかし、この「汚染土壌」

も３０年後には、最終処分場に運びだすという。

福島をたずねて 
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でもその最終処分場の目途は、全くたっていませ

ん。このことを知っているから「被災者」は国を

全く信用していません。汚染土壌だけではない、

まだまだ「避難指示」が解除されていない地域も

あります。自宅の「前」に立ち入り禁止の看板が。

まだまだ「福島」は復興・復旧していません。報

道等で知らされることと言えば「廃炉作業」「汚

染水問題」が主ですが、「私たちは『福島を忘れ

ない』という思いを持ち続けることが必要ではな

いか」、という思いを持ちつつ京都に帰ってきま

した。 
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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。 

 

■会報はいろいろな形で使いたい 

守田敏也（左京区） 

会報 No.８２号、読みました。いつもながらの

充実した紙面の作成、ありがたいです。 

今回はみなさんの報告の一つ一つも共感しな

がら読みました。とくに長崎には行きたい気持ち

があったので、大会の報告など嬉しかったです。 

鳥羽さんのお話をはじめ、みなさんのそれぞれ

の報告も胸に来るものがありました。とくにノー

モア・ヒバクシャ近畿訴訟の傍聴記読んで「ああ

またぜひ公判にいかなくちゃ」と思いました。 

最後に庄田さんが書いて下さった、ニューメキ

シコ訪問報告の感想もとても嬉しかったです。 

ぜひ会報をいろいろな形でもっと使いたいで

すね。 

昨日、会報でも紹介されていたサイド・オマー

ルさんの法要に参加してきました。とても良かっ

たです。なんというか、悲しいのだけれど、どこ

か心が温められるような法要でもありました。榊

原さんがスタッフとして活躍してくださってい

ました。また奥田さんも駆けつけておられました。

被爆１世では花垣ルミさんが来られて「私ね、オ

マールさんと一緒に被爆したのよ」と語って深い

祈りを捧げておられました。いろいろと感動する

ことが多かったので、ブログ「明日に向けて」に

報告を載せました。 

 

■会議のための新しいツール大歓迎 

庄田政江(大阪市平野区) 

守田さんの良いご縁で新しく入会くださる舞

鶴のお二人大歓迎です。新しい方も増えより活発

になってきて充実してきましたね。 

遠くて参加できない方のために新しいツール

を使うのは大賛成です。ズームでもスカイプでも

使ってより開かれた話し合いをしましょう。途中

で参加してもらって一言話してもらうだけでも

親近感が湧くと思います。もう今から楽しみにな

ってきました。守田さんありがとう！ 

 

■アッツ島、「玉砕」、母の愛した人 

平信行(南区)から宇多滋樹(奈良市)へ 

宇多様、こんにちは 

昨日の早朝、たまたま早く目が覚めてしまって、

ＮＨＫのラジオ深夜便を聴いていました。すると

午前４時から、「明日への言葉」のコーナーで、"

玉砕させた"祖父の眠る島へというタイトルで、

アッツ島遺族会幹事の山崎信之さんという人の

インタビューが放送されました。この人はアッツ

島守備隊の部隊長だった人のお孫さんだそうで

す。「玉砕」したアッツ島守備隊の人たちの遺骨

はほとんど還ることなく今も現地に放置されて

いるのだそうで、その収集をめざして活動されて

いる人でした。 

「玉砕」という美名の下に死を強制されたこと

への静かな怒り、自分の祖父が隊長であったこと

の責任、そのためにも今、遺骨収集を実現させよ

うと働きかれられていること、そして、こうした

悲劇を二度と繰り返されないよう世の中の動き

に警戒感を強めなければならないという訴え。 

とても聴き応えのある放送でした。 

放送を聴いていて、宇多さんのお母さんのこと、

そして岸成朋さんのことを思わずにはいられま

せんでした。お母さんがお聴きになったら、どん

な思いを持たれたことだろうと。 

この放送はＮＨＫのホームページからでも聴

くことができます。ひょっとすると宇多さんも聴

かれていたかもしれませんが、もしまだでしたら、

お勧めです。 

宇多滋樹から平信行への返信 

貴重な情報をお知らせ下さり、ほんとうにあり

がとうございます。アッツ島は今もアメリカの基

地なので、一般の人は近づけません。日本人遺族

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
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の墓参も公式にはできないと聞いています。 

１９４３年５月２９日に敗残兵たちが斬り込

んで、たちまち殲滅され守備隊２６００余人が玉

砕したとされていますが、この日一時に戦死した

わけではなく、米軍上陸以来じわじわと死んでい

ったことでしょう。母親の許嫁の岸成朋さんが、

どの時点で戦死したのか、かいもく分かっていま

せん。 

そのあたりの事情は「ヒロシマへの手紙」が連

載３回目で、アッツ島のことは第１回目に書きま

した。雑誌のストックがありませんので、冊子に

はなっていませんが、折りをみて原本をプリント

アウトしてお渡してもいいです。ただ、平さんは

２世３世の会の活動で忙殺されておられるでし

ょうから、広島への列車の中ででも、目を通して

くださればと思います。 

アッツ島遺族会幹事の山崎信之さんは、最期の

斬り込み隊の先頭に立って蜂の巣になった山﨑

保代大佐のお孫さんだろうと思います。ＮＨＫラ

ジオ深夜便をＨＰを一度のぞいてみます。ありが

とうございました。 

ＮＨＫラジオ深夜便をＨＰから聞きました。遺

骨収集に向けて動き出していたのですね。アッツ

島は天候が急に悪化するところだと聞いていま

すので、今回は着陸できなかったのでしょう。し

かし、時間がかかっても少しずつ進めていけるこ

とを祈っています。アッツ島はアメリカ軍の通信

基地かと思っていましたが、いまは無人島になっ

ているようですね。 

ただ、わたしは岸成朋さんの血縁関係者ではあ

りませんので、広島の岸さんの姉の山岡鉄子さん

を探す時のように、より困難が伴うことでしょう。 

放送の中で「山崎さんが小学校低学年のときに、

玉砕（全滅）するくらいなら、降伏すればいいの

ではないか、と思った」と言っておられますが、

これは東條英機が戦陣訓で敵の捕虜になること

は恥であり、自決せよ」と言いました。これがた

めにたくさんの戦場で自決者が出ました。沖縄、

サイパンをはじめ、民間人まで集団自決を選びま

した。わたしの作品に書いていますが、ドナル

ド・キーンさんがアッツ島全滅のあと、捕虜がい

たら通訳をして聞き出す役目で上陸したのです

が、突撃、自決した死体を見て、なぜ日本兵は降

伏しないのだろう、アメリカ兵なら勝てる見込み

がないと判断すれば、降伏して捕虜になるべしと

訓示されているのに」と不思議に思ったそうです。 

今夜はわたしも眠れそうにありません。でも貴

重な話をお聞きして、今後の参考になりそうです。

感謝しております。おやすみなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オマール王子の旅～広島で原爆に遭った南方特別留学生～ 作：古田博一  絵：藤原飛鳥 

紹介 平 信行（南区） 

これは絵本です。作者の古田博一さんは京都市内の歯科医師で被爆３世。お祖父さんから広島の原爆

の恐ろしい話を聞いていました。古田家は左京区の圓光寺の檀家で、古田さんも年一回はお墓参りをし

ていました。墓地の一角に見慣れないイスラム様式のお墓があり幼い頃から気になっていました。やが

てそのお墓が戦争中の南方特別留学生サイド・オマールさんのお墓であることを知り、なぜオマールさ

んがここに眠っているのかを詳しく調べていくようになりました。そして原爆の恐ろしさと犠牲者であ

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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るオマールさんの足跡を語り継いでいかなければならないと思うように

なりました。 

その矢先に東日本大震災と福島第一原発事故が発生し、核被害の脅威

を知ることになりました。古田さんはオマールさんのことに加えて、核

兵器と原発の問題は根っこのところで同じ、繋がっていることの理解を

広げなければならないと思い立ち、平和への願いと核廃絶を訴えるドキ

ュメンタリー映画『ヒロシマが泣いている、フクシマが泣いている』を

製作しました。映画は同名の書籍にもされて刊行されています。 

映画と書籍で訴えられたことをさらに幅広い人たちに、より分かりや

すく知らせていくために、絵本という形で表されたのが本書です。 

絵は藤原飛鳥さんによって描かれています。藤原さんは、「この絵本の

お話しは原爆のことですから、子どもたちから怖がられて、すごく悩み

まして、悲惨な惨状を描く中でも、色はたくさん使うようにして少しでも

鮮やかに、そして原爆が落ちる前のシーンには本当に色取りをたくさん入

れて、彼は青春をここで色鮮やかに暮らしていたっていうのが伝わるように、濃さをつけて、いろいろ

考えて描いてみました」と語られています。寿命が５年縮まるように魂削って描き上げたと語られてい

ます。 

京都「被爆２世・3 世の会」も「圓光寺に眠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」に参加しています。絵本『オマール王子の旅』が幅広いみなさんに読まれて、語り継がれていくこ

とを願います。 

 

 

■平和の栖(すみか)－広島から続く道の先に  弓狩匡純 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

サブタイトルが示す通り、被爆直後の広島が「生きる」ために立ち上が

り、「平和都市」という概念を確立し、平和式典開催へ、そのために奮闘す

る市民の姿を「市長」を中心に描いているが、取り扱っていることは、幅

広い。あとがきに、その姿勢が明確に示されている。「憲法」については、

「制定時」の動きから、「憲法」の持つ意義、そして「改正」問題も含めて

論評を加え、自民党改憲案では「広島平和記念都市建設法」が消滅する、

と警鐘をならす。しかし、この本の素晴らしさ、というか読みごたえがあ

るのが、「資料」の部分ではないか。当事者の当時の「発言」をきめ細かく

取材しており、歴史的資料としても利用できる。原爆投下は「７５年は草

木も生えない」と言われ、来年でその年を迎えるが、今の「広島」は、後

進国・被災国から研修生を受け入れ「復興」に向けた支援を強化しており、

研修生は「広島に出来たのであれば我々にだってできる」と確信をもって

帰国する。ここにサブタイトルの「広島から続く道の先に」という言葉の

意味が理解できる。「非核」「被爆」問題だけを扱うのではなく、違った広

島の顔も見せてくれる。「原爆投下」については、資料で批判し、未来には「広島」が果たすべき役割

を明確に示す、従来の「ヒロシマ」論とは違う内容である。 

切明千枝子さんの「談」も載っております。 

あいり出版 

1500円 ＋税 

集英社クリエイティブ 

2500円＋税 
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■光に向かって這っていけ   サーロ―節子・金崎由美 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

著者については、改めて紹介する必要はないと思います。ここには著者

の「希望」に満ちたというか、力強い主張が述べられており、読んでいて

「力」を与えられた気がする。彼女は「原爆投下」は犯罪である、という

考えで「米国」の責任を鋭く追及するだけでなく、「自分の祖国」という、

日本・カナダについても「核兵器禁止条約」に対する姿勢を、厳しく糾弾

する。そして「被爆者の役割」、次世代の人達に期待することも発信をす

る。なぜ彼女の発する「言葉」はここまで「力強いのか」、悲惨な被爆体

験を抱えながら、彼女の発する「言葉」は人々の胸を打つのか。彼女の「被

爆悲惨な被爆体験（彼女に大きな影響を与えた出来事を含め）、ご主人と

の出会いからカナダでの「家族生活」そして「核兵器禁止条約」運動に取

り組む活動等、場面々々での「主張・訴え」も載せながら紹介されている。

私は「楽しく」読ませて頂きました。（ここには彼女の家族、そして彼女

に連なる華麗なる人も紹介されております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原爆展 アフリカで開いた 安芸高田の元米プロバスケ選手 

森下さん 広島で２７日報告 

米国の元プロバスケットボール選手で平和活動に取り組む森下雄一郎さん 

（４２）＝安芸高田市＝が今年６～８月、アフリカ１２カ国で原爆展を開いた。 

被爆者のメッセージなどを携え、世界五大陸を巡る計画の第１弾。原爆被害の実態を若者たちに伝え

た約２カ月間の旅の報告会を２７日、広島市中区の原爆資料館で開く。 

原爆展はエチオピアやケニアの大学、教会など計３０カ所を巡った。焼け野原となった広島や熱線

で着物の模様が背中に焼き付いた女性の写真など約３０点を並べた。核兵器廃絶を訴える被爆者約１

０人のビデオメッセージも流した。 

現地では、大半の住民に原爆投下の知識はなかったという。「核兵器の恐ろしさは、世界でまだま

だ知られていない現実に驚いた」と話す。「伝えてくれてありがとう」。何度も感謝の言葉を掛けられ

た。ウガンダの大学では、展示を機に平和について考えるサークルが発足した。 

兵庫県尼崎市の出身。プロバスケ最高峰のＮＢＡを目指して１８歳で渡米し、独立リーグやストリ

ートバスケで活躍した。１３年間の米国生活では、肌の色の違いで分断される住民たちに直面した。

「互いを認め合うところから平和は始まる。黒人でも白人でもないお前なら、世界平和に貢献できる

はずだ」。ホームステイ先で掛けられた言葉が、活動のきっかけになった。 

 

Scrap 

book 

岩波書店 

1800円 ＋税 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼日本の植民地支配と侵

略戦争の犠牲者とでもいう

べき南方特別留学生。彼らは

原爆投下後の広島で被害者救

済のために懸命に働き、帰国途上のサ

イド・オマールさんのために京都大学の濱島医師

は自らの血液を輸血して救命しようとし、そのオ

マールさん慰霊のお墓を建立するために奔走し

た京都の人々。“サイド・オマールさんを語り継

ぐ”ことは決して失われることのなかった人々の

人間性を証していくことでもあると思います。今

年「サイド・オマールさんを語り継ぐ会」が作ら

れ、多くの人の尽力でオマール展と彼の命日の法

要が営まれました。これを機会に、オマールさん

のことが、特に子どもたちの間に末永く広く語り

伝えられていくようになることを願うものです。

会員のみなさんのおかげで“サイド・オマールさ

んを語り継ぐ”とりくみを多様な記事で紹介する

ことができました。(平) 

今年１月、安芸高田市に移住した。被爆者団体や原爆資料館の協力も得

て、１００カ国での開催を目指す。次回は１０～１２月にヨーロッパ大陸

を訪れる。資金約２００万円はインターネットのクラウドファンディング

で募っている。 

報告会は午後３時から５時まで。森下さんは「平和づくりの輪が、遠い

アフリカで広がっていることを知ってほしい」と話している。 

           （２０１９年９月１２日 中國新聞） 

■核なき世界実現へ会議 カザフ大使館 被爆者ら２５０人参加 

在日カザフスタン大使館は１９日、核兵器廃絶と核実験禁止の重要性を訴える国際会議を東京都内

で開いた。旧ソ連がカザフスタンで繰り返した核実験の被害者や広島、長崎の被爆者を含む約２５０

人が参加し、「核なき世界への道」をテーマに議論した。 

同大使館のイエルラン・バウダルベック・コジャタエフ大使は、カザフスタン政府が８月２９日に

核兵器禁止条約を批准したことを紹介。「核のない世界の実現に向け、積極的に提唱していく」とあ

いさつした。 

その後、核実験の影響で生まれつき両腕のない画家のカリプベク・クユコフさんがスピーチ。世界

の国々に包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）を批准するよう求め「核の悲劇が繰り返されないよう声

を上げるべきだ」と訴えた。 

長崎市東京事務所の光武恒人所長も登壇し「平和への道を歩み続ける」と田上富久市長のメッセー

ジを読み上げた。同大使館が、旧ソ連の初の核実験から今年で７０年の節目になるのを受けて企画し

た。                           (２０１９年９月２０日 中國新聞） 

https://this.kiji.is/544639434785686625?c=388701204576175201
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２0１９年 10月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

１０ １ 火  

 2 水  

 ３ 木  

 ４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 ６ 日 6・9行動 

 ７ 月  

 ８ 火  

 

 

 

 

９ 水 日本被団協全国代表者会議・二世交流会                  6・9行動 

 １０ 木  

 １１ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（11時・大阪地裁第２民事部） 

ノーベル平和賞発表                         キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日  

 １４ 月 体育の日 

 １５ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（13時 30分・大阪高裁第 6民事部、第 2民事部） 

 １６ 水  

 １７ 木 京都「被爆 2世・3世の会」例会（１８時 30分・ラボール京都） 

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 戦争法廃止をめざす行動日 

 ２０ 日 京都「被爆２世・３世の会」結成の日（２０１２年） 

 ２１ 月 10・21国際反戦デー 

 ２２ 火 即位礼正殿の儀  鞍馬の火祭 

 ２３ 水  

 ２４ 木 国際軍縮週間 ⇒10月 30日（水） 

 ２５ 金 
日本人被爆者と日系アメリカ人被爆者の活動から平和運動を考える 

（16時 30分・立命館国際平和ミュージアム）             キンカン行動 

 ２６ 土 

詩人尹東柱の想いを今につなぐつどい（11時・宇治市） 

立命館大学国際平和ミュージアム（原水爆関連）映画会（10時 30分～） 

時代祭 

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木  

 

 

 


