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第４回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい報告（速報版） ２ 

守田敏也さんのワシントン州とニューメキシコ州の旅－１ ６ 

シカゴ・ＤｅＰａｕｌ大学を訪ねて  森川聖詩さん（神奈川県原爆被災者の会二世支部） １２ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記（７７） １４ 

新入会員です。よろしくお願いします。 

       塚崎泰史さん（綾部市） １８ 

       森  優さん（舞鶴市） １９ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２１ 

「関西電力と原発」「東京五輪がもたらす危険」 

SCRAPBOOK／「原爆の図」新たな画集 埼玉の丸木美術館 ３５年ぶり刊行（中國） ２２ 

編集後記  ２２ 

２０１９年１２月の行事カレンダー ２３ 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８５   ２０１９年１１月２５日 

 

２ 

地域を超えてつながりを深め、被爆２世・３世の運動をさらに前へ 

２０１９年１１月１６日（土）～１７日（日）岡山市 
 

 

第４回目となる、広島県被爆二・三世の会、岡山「被爆２世・３世の会」、京都「被爆２世・３世の会」

共同開催の「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」が、１１月１６日（土）～１７日（日）岡山市内に

て開催されました。参加者は広島から１０人、京都から１０人、地元岡山から１６人、その他香川県高

松市から２人、埼玉県、神奈川県、岐阜県から各１人、岡山県美作被爆二世の会から２人、合計４３人

の参加でした。また１日目の全体会では岡山市内をはじめとした一般市民の参加も多数あり、１３５人

を超える人々が集う中での開催となりました。 

 

■言葉による詐欺を見抜き、つながりを大切に 

― アーサー・ビナードさんの記念講演 

 

１日目、１１月１６日の最初のプログラムは詩

人アーサー・ビナードさんによる記念講演、『この

世はぜーんぶ紙芝居』と題したお話しと紙芝居の

上演でした。今春ビナードさんは『ちっちゃいこ

え』という紙芝居を出版されています。日本に来

ることになったきっかけ、日本の言葉と社会と文

化に入り込むことになった経緯、そして今回紙芝

居を制作出版するまでに至って過程がたくさん

のエピソードを交えながら、ユーモアたっぷりに

紹介されていきました。 

来日から６年経って初めて広島に足を踏み入

れた時、生きている被爆者のいることを知ったこ

との衝撃。広島、廣島、ヒロシマ、ひろしま、そ

して Hiroshima、人々がそれぞれの言葉に持たせ

てきた意味と違い。原爆投下後すぐに生み出され

た造語－ピカ、ビカドンの言葉に込められた被爆

者の思いと言葉の深さ。「原爆」、「原発」は人々を

騙すために作り出された言葉であり、本来「核爆

弾」、「核発電」でなければならない等々々々。 

講演で特に強調されたのは、核爆発による被害

は広島、長崎が最初ではない、最後でもない。１

９４５年７月１６日のニューメキシコ州トリニ

ティサイトが最初の核実験、核爆発であり、広島、

長崎以降も、アメリカ本土を含め、世界中で核実

験は連綿として続けられてきた。核開発、核実験

によってもたらされた被害は世界中に及ぶ。世界

の核被害のつながりを知り、つなぎあわせていく

ことが大切。ビナードさんは「言葉による線引き

をしてはならない」と表現されました。そうして

こそ、核によって支配を維持しようとする者たち

の本質を、詐欺行為を見抜いていくことができる、

と。 

私たち被爆２世・３世に対して、核被害の視野

を広く持て、使い慣らされてきた言葉に騙される

な、そこに２世・３世の果たす役割を見出してい

け、と投げかけられたように思いました。 

 

最後に紙芝居『ちっちゃいこえ』が上演されま

した。丸木位里・俊夫妻の『原爆の図』から拝借

第４回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」報告（速報版） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８５   ２０１９年１１月２５日 

 

３ 

し、ヒロシマの生き物たちの体験を細胞レベルに

まで分け入って表現された物語です。多くの参加

者が見入るように鑑賞しました。 

２時間近くの講演でしたが、時間はあっという

間に過ぎ去り、たくさんのことを学び、たくさん

の感動を共有することができました。 

 

■海外にも目を向けて － ３つの活動報告

と交流 

プログラムの第２は「被爆２世・３世の会」や

２世・３世個人の活動の交流でした。今回の交流

は３つで、最初は岡山の朗読劇グループ「スリー

ピース」によって『ヒロシマのある国で』が上演

されました。この作品は、岡山「被爆２世・３世

の会」の竹永光恵さんのお母さん・河野信子さん

の体験を語ったものです。原爆によって母、父、

弟を失っていく体験にはあらためて胸が締め付

けられる思いがしました。最後の場面で新憲法の

第９条が朗読されますが、被爆者の怒りと悲しみ

と、それを乗り越えようとした新憲法とがしっか

りと結び合った構成となっていました。 

 

２つ目の報告は、京都「被爆２世・３世の会」

の守田敏也さんのアメリカ視察報告でした。守田

さんは今年２度に渡ってアメリカ・ニューメキシ

コ州やワシントン州のウラン採掘と精錬工場、核

開発と実験場等々、そしてアメリカ本土で広く広

がっている放射線被ばく障害の人々を視察して

きました。そのホヤホヤの情報が写真画像を中心

にして報告されました。アーサー・ビナードさん

の講演内容と重なる部分も多く、アメリカの深刻

な核被害の実態が明らかにされました。 

 

３つ目の報告は、神奈川県原爆被災者の会二世

支部の森川聖詩さんの報告でした。昨年自著『核

なき未来へ』を著された森川さんが、シカゴ・Ｄ

ｅｐＰａｕｌ大学で教鞭をとっている宮本ゆき

さん（京都「被爆２世・３世の会」会員）とつな

がって、１０月、ＤｅｐＰａｕｌ大学で特別授業

の講師という、海外にも目を向けた大変貴重な経

験をされてきました。授業での講義内容は被爆二

世の実態、核保有国の被害、核兵器禁止条約につ

いてでした。限られた報告時間の中でしたが、授

業の様子、アメリカの学生たちの質問と反応など

が紹介されました。 

 

１日目の全体会を終えた後は、会場を変えて夕

食をしながらの懇親会を行いました。参加者全員

が自己紹介をしながら、地域を超えての交流を深

める機会となりました。 

 

■３世と、継承と、健康と ― ３つの分科会 

２日目は３つのテーマ「３世同士で話をしよ

う」、「被爆体験の継承と仲間づくり」、「被爆２世・

３世の健康問題について」に分かれて分科会を行

いました。 

「３世同士で話をしよう」の分科会は４人の参

加でした。親である被爆２世が祖父母である被爆

１世から体験を継承しようとしてきたように、被

爆３世も被爆者、被爆２世の体験、とりくみを聞

き出しながら継承していかなければならない。ど

のようにとりくむか。また、被爆３世の活動参加

はまだまだ少ない、３世の、若い人たちの参加を

どう作り出していくか等々について話し合いま



京都「被爆２世・３世の会」会報№８５   ２０１９年１１月２５日 

 

４ 

した。 

「被爆体験の継承と仲間づくり」の分科会には

２０人が集まりました。最初に、京都「被爆２世・

３世の会」が計画している「被爆体験の継承」の

出版計画のこと、岡山「被爆２世・３世の会」の

石原孝さんのお父さんの被爆体験と石原さんが

「２世・３世の会」に入会した経緯と思いについ

て紹介した後、参加者全員の自己紹介とそれぞれ

の思いを語り合いました。特徴的だったのは、多

くの参加者が親の体験をリアルに話されて、あた

かも分科会の会場に親子で参加されているかの

ような雰囲気が作り出されていたことです。中に

は、父親の死後、大量の書き込みメモが発見され、

それをもとに自費出版された人、母親の書き遺し

た３０冊にも及ぶ育児日記を元に自身の成長記

録を本にしていく予定の人などもありました。こ

れからの課題として、若い世代の人たちにどうと

りくみを継承していくか、を問題提起された人が

少なくありませんでした。 

 

「被爆２世・３世の健康問題について」の分科

会は１１人の参加で行いました。京都「被爆２世・

３世の会」で計画している「健康調査アンケート」、

神奈川県や東京都の被爆２世援護制度の歴史と

内容、日本被団協の行われた「被爆二世実態調査」

中間報告が資料として用意されました。参加者全

員が自身の健康状況について紹介しあい、これか

らのとりくみについての思いを話し合いました。

多くの参加者が、これまでの人生において様々な

健康障害を体験してきていることが今回も示さ

れました。被爆二世援護制度の確立と充実化につ

いては、被爆二世が独自に厚労省と交渉するなど

のとりくみを検討していくことが必要、そのため

にも被爆二世の健康実態についてより深めた調

査が求められる、京都で予定されている「健康調

査アンケート」を他の地域も含めて共同でやって

いく、ことが話し合われました。 

 

■交流と連帯をより日常的に、より深めて ― 

今回の「交流と連帯のつどい」のまとめ 

京都「被爆２世・３世の会」の平さんより２日

間のまとめを行い、今回の「交流と連帯のつどい」

を締めくくりました。以下、個人の感想とまとめ

です。 

充実した２日間の交流でした。昨日のアーサ

ー・ビナードさんの講演から今日の分科会までた

くさんのことを教えあい、学びあうことができま

した。特徴的だなと思ったのは、昨日今日だけの

交流で終わりではなく、「ウチでも守田さんの講

演をやりたいとか」、「ビナードさんと守田さんの

トークを企画したい」など、今回のつどいを機会

に具体的な計画が次につながりつつあることで

す。もう一つは、昨日今日話し合ったことの結果

を来年まで待つのではなく、もう少し日常的に報

告しあえる、交流できる関係があればいいなあ、

と思いました。各地域の中だけに留めておくのは

もったいない、と思えるような素晴らしい、価値

あるとりくみや計画がたくさんあったからです。

すぐには具体的な方法は出てきませんが、お互い
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考えていきたいと思います。 

来年２０２０年は、被爆７５年の節目の年、Ｎ

ＰＴ再検討会議も行われます。大きな視点から見

ていくことも必要ですが、同時に地に足をしっか

りとつけて着実な歩みを一歩一歩進めていきた

いと思います。 

 

■オプショナルツアー フィールドワーク： 

岡山空襲戦跡巡り 

 午後から、「岡山空襲を語り継ぐ会」の前田真理

子さん他の案内で岡山空襲の戦跡巡りを行いま

した。岡山城本丸跡を出発点にして、城内各所の

空襲の傷跡、市内の戦跡を見て回りました。市街

地の６３％が焼失、１７３７人の犠牲者を出した

岡山空襲（１９４５年６月２９日）。二度と繰り返

してはならない戦争の惨禍を具体的に目にする

貴重な機会となりました。 

 

■現地・岡山「被爆２世・３世の会」の 

加百智津子さんからお礼のメッセージ 

「第４回被爆 2世・３世交流と連帯つどい」に

は岡山までお越しくださり本当にありがとうご

ざいました。当日を迎えるまでの準備、そして当

日、鬼才（奇才）アーサー・ビナードさんが予定

通り来場して打ち合わせ通り時間内にお話と紙

芝居実演をしていただけるのか、また当日の一般

来場者はどれくらいなのだろうか・・・等々のハ

ラハラ・ドキドキ体験すべて含めて楽しかったで

す！皆さんに感謝しかありません。 

ビナードさんの講演は私は３度目でしたが、今

回は主催者の想いに応えて話をしてくださった

ことがよく分かりました。それが伝わったのでし

ょう、これまで私自身数多くのつどいや学習会を

主催してきましたが、参加者からメールや電話で

「感謝しています」「目から鱗でした」などの感想

がたくさん寄せられたこともかつてなかった気

がします。 

一つ特徴的な感想を紹介します。『ビナードさ

んの名前は前々から知っていましたが、講演は初

めて。文学や詩を専門とし、そして在日外国人の

方が日本に対してどういう切り口を持っている

のか興味がありました。予想以上の内容に衝撃を

覚えるほど感心しました。何より専門の言葉の本

質を深く捉えた鋭い考察に舌を巻きました。原子

爆弾という言葉の欺瞞性、一方それと対照的なほ

どに優れた造語としてのピカドン。目から鱗でし

た！また長い長い前置きの後の淡々と穏やかに

語られた紙芝居。こちらは胸に深く余韻を残すも

のでした。今回話しを聞き、ビナードさんは私に

とって、戦争と平和、核兵器と原発と言った問題

について教わるべきことの多い存在となりまし

た。彼の言動に注目していきたいと思います。』

（これはブログでも発信してくださっています） 

第２部活動交流にも多くの方が残って、朗読劇

に耳を傾け、守田さん、森川さんのお話から、被

爆２世・３世がグローバルな視点を持ち活動をし

ていることを知って頂けるきっかけになったこ

とも大きな成果です。評価がとても高かったです

ね。お二人にお礼を申し上げます。 

また、岡山の私たちは「つどい」までに様々な

団体・個人へのチケット販売、資金稼ぎのための

フリーマーケット出店（被爆３世の会員が、子育

てまっただ中で参加はできないけれどとベビー

服を何着も手作りして販売品として提供してく

れたことにも感激でした）、ＲＳＫ山陽放送ラジ

オのキャスターの好意で２回のラジオ出演での

宣伝などが功を奏して「一般参加者１００名以上

達成する」という目標も達成することができまし

た。 

仲間の皆さんと交流できたｖｉｖｉｄな２日

間を力に、核兵器のない世界の実現に、一歩、一

歩また一歩と前進していきたいと思います。 

２日目のフィールドワークを終えて皆さんを

お送りした後、帰る道すがらヒョイッ！と飛び上

がり小躍りしていた私でした（笑） 

またお会いしましょう。 
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● １０月３０日出国、まずは「ハンフォード」の

あるワシントン州に行きます 

みなさま。本日、夕方のフライトで出国し、再度、

アメリカに行ってきます。今回は最初にワシント

ン州に行きます。 

この地の「ハンフォード」に世界初の「プルトニ

ウム生産炉」が建てられたからです。 

ここで作られたプルトニウムから作った原子爆

弾が長崎に投下されました。 

長崎の人々を熱線・爆風・放射線曝露で惨く襲っ

た死の兵器の材料を作ったのがハンフォードで

す。 

同時にハンフォードはプルトニウムなどの漏れ

出し事故を繰り返し、周辺の人々に酷い被曝被害

をもたらしました。 

今回の旅はダウンウィンダーズ＝風下住民の方

のインタビューから始まります。 

ハンフォードサイトのＢ原子炉の見学にも行き

ます。 

ハンフォードはチェルノブイリをも越えて世界

で一番汚染が激しいのではと言われているとこ

ろ。十分身体を守っていってきます！ 

 

● マーシャル諸島の被曝問題に関わり、その後、

再度、ニューメキシコ・アルバカーキに行きます 

続いて訪れるのはシアトル。 

ここでマーシャル諸島の核実験の影響などを語

り続ける活動を行っている NGO「REACH－MI」の方

たちとお会いします。 

マーシャル諸島出身でシアトルに移住している

方々ともお会いできそうです。 

僕は恥ずかしいことにマーシャル諸島のことこ

れまで関わったことがありません。 

それだけにとても貴重な経験になると思ってい

ます。 

マーシャルのヒバクシャの方たちと支えてきた

方たちとしっかりつながってきます。 

その後、再度、ニューメキシコに向かいます。 

再度、原爆製造プロジェクトの街、ロスアラモス

国立研究所にいきます。前回に続き、この研究所

のずさんな放射性廃棄物投棄の被害を受けてい

る先住民族の女性団体のお話をうかがうほか、今

核の終わりを探る旅 1  ２０１９年１０月３０日（木） 

守田敏也さんの 

ワシントン州と 

ニューメキシコ州の旅－１ 

ブログ『明日に向けて』より転載 

ハンフォード核施設全景 ウキベディアより 

ハンフォードの位置 ネットより 
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回もアメリカ先住民族のみなさんとの交流を深

めてきます。 

８日にプレゼンの機会を得たので、僕は福島原発

放射能汚染水問題についてお話してきます。 

 

● 核の時代を終わらせる可能性を再び探ってき

ます！ぜひお力添えを 

今回の旅でもたくさんのヒバクシャと結びつき

つつ、核の始まりをしっかり見すえて、終わらせ

方の展望を探ってきます。 

そして帰ってきてまたすぐに各地で報告させて

いただきます。 

もちろん現地からの発信も行います。 

核の時代はまた戦争と暴力の時代です。 

いや僕は人類の暴力にまみれてきた野蛮な前史

を終えるのが核の時代を終わらせることだと思

っています。 

そこから友愛に満ちた人類後史を切り開きたい。

少なくともその端緒を切り開くことにみなさん

と一緒に貢献したいです。 

そのための旅にどうか力をお貸し下さい。 

旅へのご支援のカンパを訴えます。よろしくお願

いします。 

では行ってきます！ 

 

 

 

 

● ハンフォード、リッチランドで生まれ育って 

ワシントン州パスコのホテルからです。 

３０日午後６時のフライトで日本を飛びだった

僕は 30日午前 11時半にサンフランシスコ空港に

降り立ちました。 

日本からアメリカへの旅は「過去」への旅になり

ます。 

空港シャトルで今回の旅の同行者とお会いしま

した。コーディネートをしてくれている玉山とも

よさん他２名です。 

この日は滞在しているホテルに、ハンフォードの

ダウンウィンダーズのトリシャ・プリキティンさ

んをお招きしてお話を伺いました。 

トリシャさんは 1950 年にハンフォード核施設の

そばの街、リッチランドで生まれそこで育地、ハ

ンフォードからの核汚染によって被曝してしま

いました。 

１８歳までは元気に育ったもののその後、甲状腺

被ばくから様々な病を発症。壮絶な苦しみの中で

法律家の資格を獲得されています。 

その彼女やハンフォードの人たちが自らの被曝

を知ったのはなんと１９８６年のこと。ハンフォ

マーシャル諸島ビキニ環礁で行われた核実験 1946 年 7

月の「クロスロード作戦」 ネットより 

核の終わりを探る旅 ２  ２０１９年１１月１日（金） 

今回も peace flag をたくさん持って行ってきます！

どの地も本当に平和になって欲しい！ 
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ードから度々、放射性物質が放出されていたレポ

ートが出てからでした。 

彼女自身、初めてそれで自らの様々な病が甲状腺

の問題から来ていることを知り、ようやく対処の

道も見えたそうです。 

しかしその後、甲状腺が見つかって摘出。生涯、

薬を飲み続けなければならなくなっています。 

 

● アメリカにおけるヒバクシャへの補償の実態 

その後、住民たちが訴訟を起こしました。１９９

１年のことで２４年間の裁判が闘われました。 

それをお聞きしましたが、話は多岐にわたってい

ます。加えて僕の英語力が高くなくて全部を聞き

取れてはいない。 

旅の最中の短い時間の報告でどこを切りとって

お伝えするか悩むところですが、また帰ってから

きちんとしたレポートを出すことを前提に簡潔

に報告します。 

今回の話の中で特に印象的だったのはアメリカ

のヒバクシャに対する法的補償の差異でした。 

端的にいうと、ウラン鉱山や核施設の労働者には

一定の補償もされているのですが、彼女たちのよ

うな風下住民たちは除外されています。 

もちろん労働者への補償とて手厚いわけではあ

りませんが、保守系の議員が「冷戦を支えた労働

者をケアせよ」と叫んだこともあり補償の法律が

できました。 

この法律はＲＥＣＡと呼ばれます。Radiation 

Exposure Compensation Act、放射線被曝補償法

と訳したらよいでしょうか。 

制定は１９９０年。核の被害が１９４０年代、発

掘を含めればもっと前から発生していたことを

考えると、かなり経ってからの制定でしかありま

せん。 

カバーされている地域の地図を持って来てくだ

さいました。全米のウラン鉱山や核施設があった

州が対象になっています。 

 

● 無視された風下住民 

しかし労働者ではなく、風下の民が対象となって

いるのはネバタ砂漠の核実験場のそばのネバタ

州、ユタ州、アリゾナ州の一部のみ。 

他の多くの地域があきらかに放射性物質がなん

ども降っているのにカバーされていません。 

トリシャさんはその中で苦しい裁判闘争を人々

とともに続けてきました。 

困難はたくさんあります。アメリカはとても広く、

各地の風下住民が連携を取るのもなかなか難し

い。 

トリシャさん 守田撮影 

補償を表す地図。青と緑だけ核実験の風下で補償されて

いる。黄色は対象となる核施設労働者がる地域 
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それぞれが皆、被害者であり、医療費などにたく

さんのお金を使っていて、その上、訴訟でもお金

がかかるため、各地に旅ができないためでもあり

ます。 

このためトリシャさんたちの裁判も２０１５年

に和解を見たものの、十分な補償は得られなかっ

たそうです。 

トリシャさんはこの裁判の記録を残すため、原告

２４人の証言を今、本にまとめているそうです。

２０２０年出版だそうです。 

これらのお話を聞いて、アメリカのヒバクシャ、

特に風下住民たちが被ってきた苦しみが少し伝

わってきました。少しだけでもとても痛い。悲し

い。 

もっと情報をきちんと得ることでこれらの人々

の痛みを受け止め、力に変えたいと強く思いまし

た。 

続く 

今日はワシントン大学の研究者からお話を聞き、

汚染の激しかったコロンビア川周辺などを見学

してきます・・・。 

トリシャさんにインタビューした記事をご紹介

しておきます。 

（核の神話：８）「風下住民」被曝の実態、命が

けで訴え 

https://www.asahi.com/articles/ASHDC663WHDC

PTIL01T.html 

 

 

 

 

旅の報告の３回目です。 

● パスコで旅の一行が合流 

旅を続けています。初日にサンフランシスコに入

り、トリシャさんの話を聞いた私たちは、翌日３

１日は比較的ゆっくりと過ごし、夕方の航空便で

ワシントン州に向かいました。 

夜の８時過ぎにパスコに到着。レンタカーを借り

出してホテルに向かいました。ここでさらに一人

が合流し、主なメンバーが揃いました。 

今回の旅の中心は明星大学准教授の竹峰誠一郎

さん。主にマーシャル諸島の核被害について研究

されており、そこから核の問題全般に関心を持た

れています。 

その竹峰さんに声かけされて参加しているのが、

特定非営利活動法人 ANT-Hiroshimaスタッフの渡

部久仁子さん、そして「京大六人衆」と言われて

きた今中哲二さん。 

コーディネーターとして旅全体をアレンジして

いる玉山ともよさん、そして僕、守田敏也の５人

です。 

パスコはワシントン州の中でハンフォードに近

い町。 

こことトリシャさんが生まれ育ったリッチラン

ドがハンフォードの周りの町を形成しています。 

核の終わりを探る旅 ３  ２０１９年１１月２日（土） 

飛行機から見たパスコの町 

https://www.asahi.com/articles/ASHDC663WHDCPTIL01T.html
https://www.asahi.com/articles/ASHDC663WHDCPTIL01T.html
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● セルゲイさんのお話を聞く 

１日にまず向かったのは今中さんの友人でワシ

ントン大学教授のセルゲイ・トルマチョフさんの

研究室でした。 

リッチランドの中にありました。セルゲイさんは

今、United States Transuranium and Uranium 

Registries(USTUR)のディレクターをされていま

す。 

プルトニウムをはじめとする超ウラン元素に被

ばくした人々を研究している機関です。 

 ハンフォード核施設は様々な事故を繰り返した

り、ずさんな核廃棄物の投棄などによって周辺に

大変な放射能汚染をもたらしました。 

このために体内にプルトニウムを取り込んでし

まった人々もたくさんいる。その方たちを調査し、

プルトニウムの体内での動き、どこに集まりやす

いのかなどを調べているのです。ハンフォードだ

けでなくコロラド州、ロッキーフラッツの被ばく

労働者も調べていました。 

登録された方から検体を受け、死後に解剖し、臓

器の中の残存プルトニウムも調べています。 

これらについて詳しいレクチャーを受け、さらに

遺体を分解して貯蔵し、様々な試験を行っている

非公開の施設の中も案内してくれました。 

今、その内容をお伝えする余裕がないですが、と

にかく貴重な経験でした。詳しくは帰国後にレポ

ートさせてください。 

 

●長崎とハンフォードを繋ぐジムさんのお話し

をきく 

セルゲイさんのお話が、科学者としてすでに生じ

てしまった被ばく実相をおいかけるものである

ことに対し、平和運動の立場から活動してきた方

ともお会いしました。 

Jim Stoffels、ジム・ストッフェレスさんです。

１９３８年生まれで１９８２年からハンフォー

ドで戦争反対の活動をしてきたそうです。 

胸にＮＯ ＷＡＲと書いた缶バッチを誇らしげに

ついて現れてくれました。 

 

ジムさんたちが特に問題にしてきたのは核兵器

廃絶です！ 

訪問したセルゲイさんの研究所 

セルゲイさん 

セルゲイさんを囲んで記念撮影、前列左から竹峰さん、セ
ルゲイさん、玉山さん、後列左からスタッフの方、渡部さ
ん、守田、今中さん  

ジムさんのお話を聞く 
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ハンフォードが長崎に投下された原爆のプルト

ニウムが作られた場であることに痛みを感じ、長

崎への投下を問う活動をされてきました。 

ＷＣＰｅａｃｅ.ｏｒｇというグループで活動さ

れています。このままググれば素敵なサイトが出

てきます。 

そこにも書いてありますが、２０１１年 8月にジ

ムさんは初めて長崎に行かれたそうです。長年の

夢だったのだとか。 

 

リッチモンドは、高校のロゴがＲの上にキノコ雲

が湧いている形になっているなど、核開発を誇っ

ている町です。 

この高校のフットボール部の名前もＢｏｍｂｅ

ｒｓ、爆撃隊という意味です。 

最近、ここに福岡出身の高校生が留学し、「キノ

コ雲の下で起こったことを知ってほしい」とスピ

ーチして話題になりました。 

カフェでもアトミックイエールなどという店が

ありました。話のネタにセルゲイさんに連れて行

ってもらってランチを食べましたが、ピザの名前

がすごい。 

マンハッタンプロジェクトとかが並びます。僕は

リアクターコアというやつを食べました。とにか

く辛かった。リアクターはホット＝辛いの象徴な

のだとか。 

  

一事が万事がそんな感じの町で、長崎の痛みのシ

ェアを訴えて奮闘してきたジムさんの長年の活

動に共感しました。 

持参したピースフラッグを差し上げて、ツーショ

ットを撮ったらとても喜んで撮影に応じてくだ

さいました。 

続く 

今日はハンフォードの原子炉の見学ツアーに赴

きます。廃炉になっているプルトニウム生産炉の

見学です。 

 

 

アトミックエール 

ジムさんとツーショット 

２０１９年 

被爆者をはげますつどい・クリスマス平和パーティー 
１２月２１日（土）午後１時～３時／ラポール京都２階ホール 

★被爆２世・３世のみなさんも是非ご参加下さい。 

★ご参加の方はあらかじめご連絡下さい。 

http://wcpeace.org/
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シカゴ・ドゥポール大学を訪ねて 
森川聖詩（神奈川県原爆被災者の会二世支部） 

 

１０月３０日、京都被爆２世・３世の会の会員

でもある宮本ゆきさんが准教授として考案・指

導・担当されているシカゴ・ドゥポール大学

（DePaul University）の「原爆論説」のクラスで、

ゲストスピーカーとして９０分授業のなかで（英

語で）お話しさせていただきました（10.25～31 

シカゴに滞在）。 

このクラスでは、毎回テーマ別（たとえば「原

爆の製造・核開発などに伴う科学者の責任（倫

理）」）に割り当てられた学生が事前研究・考察し

たものを発表し、質疑応答により全体の理解を深

めるような流れで進行されるものですが、この日

は、私が「核なき未来へ（Toward a Nuclear－Free 

Future）」と題して１時間５分程度お話し、その後、

質疑応答に移りました。 

私は、まず自身の被爆二世としての個人史、生

い立ちについて、健康状態、闘病（諸症状）、被差

別体験、父の被爆体験の話などを交えながらお話

ししました。 

そのなかで、昨年末に著書『核なき未来へ 被

爆二世からのメッセージ』を出版して以降、被爆

二世の読者から、私と同様の、あるいは似た症状、

持病があることや被差別体験についての生の声

が少なからず寄せられていることにも触れまし

た。 

また、私の話だけで被爆二世についてのイメー

ジが偏らないようにするために、４人の被爆二世

の方の半生、仕事や活動を通じての生き方、考え

方などを紹介していきました。 

そして、後半は、とくに１９７０年代以降、現

在に至るまでの被爆二世問題の歴史と自分の二

世運動へのかかわり、とくに１９７９年度、厚生

省が「原爆被爆者二世の健康に関する調査・研究」

を強行したこと、そして（呼称や部分的な変更点

はともかく）現在の厚労省も、呼称や細部の変更

点はともかく、本質は変わらず現行の医療保障を

伴わない「健診」をし、データだけを蓄積し続け

る、ＡＢＣＣ→放射線影響研究所と同様の施策を

続けながら「遺伝的影響は認められない」と主張

し続けていることなどを説明しました（その説明

のなかで、自身が１９８０年初、「健康調査・研究」

に反対して１２２時間のハンガーストライキを

厚生省前で決行したこともパワーポイントスラ

イドで当時の写真を投影しながら披露させてい

ただきました。 

そのうえで、核被害の重要な特徴の一つは、そ

れが当該世代にとどまらず、まちがいなく次世代

以降に及んでいること、また、こうした被ばく被

害は、（戦争による）原爆被爆に限らず、核実験、

核兵器製造、原発（原子炉）を稼働するうえでの

あらゆる過程において生じるものであり、被ばく

者（グローバルヒバクシャ）はさらに増え続けて

いることを説明しました。 

そして最後に、核兵器製造や使われなかった核

兵器の解体などに伴う放射性廃棄物の増大・拡散

など、核保有国の国民こそが、決して自国の核に

守られるのではなく、被害をこうむるものである

こと、そういう核（兵器）をなくすための一歩と

してアメリカ・日本両政府が核兵器禁止条約に批

准することが緊要であると訴えました。 

 

学生の皆様からはいろいろな質問をいただき

ました。 

そのいくつかをご紹介します。 

1．今の広島市民の核・原爆（問題）についての意

識はどのようであるか？ 

2．核兵器禁止条約の批准国が 50 か国以上に到達

すれば発効するというが、実際にどのような手続

きを経て核兵器廃絶への道は具体的に切り拓か

れるものなのか？ 
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3.（私の）今のような活動をしていて、国や（主

張の異なる）団体・組織などからの圧力や反対は

ないのか？ 

4．医師たちの被爆二世の健康状態、病気や症状、

遺伝的影響などについての理解度はどうか？ 

5．ゴジラ（映画、キャラクターなど）についてど

う思うか（どのような印象をもっているか）？ 

などでした。 

このクラスの学生さんたちの関心と探求心の

強さが垣間見える質問であったと思います。 

その場できちんとお答えしたつもりでも後で

思い返せば言い足りず、不充分だったと気づいた

点などについては、後日改めて宮本さんに追加説

明のコメントをお送りし、翌週の授業で伝えてい

ただきました。 

宮本さんは、この「原爆論説」のほか、もう一

つ、倫理学関連のセミナー形式のクラスを担当さ

れていますが、ちょうど私の滞在中、ほかの教授

が担当されている政治学のクラスでも、ゲストス

ピーカーとして原爆被害と差別の実態や核問題

の現状についての講義をされました。 

この講義の一部始終が、私にとっての一生の大

切な“宝物”なのですが、そのなかでももっとも

心を揺さぶられた部分にしぼって披露させてい

ただきます。 

1．被爆者の苦悩の一つである差別の問題につい

て説明されるなかでの、１９７６年の東京都議会

における近藤信好議員の差別発言（「被爆者を絶

滅するにはどういう方法を取らなければならな

いか？・・・遺伝の傾向があるので、都は、優生

保護的な見地から子どもを生まないよう行政指

導すべきである。・・・」）にも言及し、差別が被

爆二世に及んでいること、さらには、3.11以降は、

福島の被災者、とくに避難者の子どもたちがいじ

めに会っている。 

2．原爆被害などの病気を扱うフィクション、ある

いはノンフィクション等本来事実であるとして

も、その扱い方として、「若い独身女性が白血病に

なり、（子孫を残さず）悲劇的に死んでいく」（＝

結婚せず若くして死んでいく女性＝同情・哀れみ

｟差別観念と表裏一体の感情｠の対象）ことが美

化されるようなシナリオで描かれ、その点に人気

が集中し、クローズアップされがちであるが、女

性差別と被爆者差別は密接に絡み合ったもので

もある。 

3．原爆被爆者に見受けられるような諸々の病気

（とくに白血病のような血液の病気）と、これに

伴う社会的差別及び社会秩序（国の統治）には深

い関係がある。 

この 3．のお話のなかで、 

①天皇制は、家父長制・父系の血統・血縁に固守・

維持・継続することで、いわゆる血筋による「人

の優劣」の価値判断をする＝差別観念を国民の意

識に刷り込む根幹となる制度であり、 

②その一環（対極）として被差別部落（部落差別）

は存在しているものである。 

③そのこと（血縁、血統、血筋、家系によって人

を分け隔てする価値観、観念）は、被爆者、さら

には被爆二世以降世代への差別にも相通じるも

のと考える。 

④また、家父長制への固守・浸透という点からも、

女性差別を社会の根底に据え、維持・助長するも

のでもある。 

そして、社会的差別は国民の「分断支配」

（”Divide and Conquer”）の機能を果たしてい

るものであることを示唆されていました。 

新天皇即位に乗じて天皇制、天皇制（皇室）イ

デオロギーのあからさまな強化が推し進められ

ている昨今、このとても貴重・稀有な考察に感銘

を受けました。 

この度、ドゥポール大学での授業でのスピーチ

の機会を提案してくださり、諸々ご配意・お力添

えいただいた宮本さん、そしてご縁をつないでく

ださった平さん、守田さんに改めて厚くお礼申し

上げます。誠にありがとうございました。 

 以上 

宮本さん（右）と 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７７） 

１１月２２日地裁第２民事部 

原爆症認定訴訟が切り開いてきた歴史と到達点に真っ向から逆行する異常な判決！ 

こんなものに屈することなく前を向いて闘い続けていこう！ 

２０１９年１１月２５日（月） 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の尾藤廣喜弁護

士（弁護団幹事長）の弁を借りれば、「京都・小西

訴訟以来３０年以上原爆症認定訴訟に携わって

きたが、その中で率直に言って最も悪い判決」、と

いうとんでもない判決が、１１月２２日（金）大

阪地裁第２民事部（三輪方大裁判長)で出されて

しまった。 

 

原爆症認定と国家賠償を求めて大阪地裁で争

っている原告は第２民事部の７人。そのうちの３

人が１１月２２日（金）、判決言い渡しの日を迎え

た。原告の一人は高橋一有さん（７８歳、兵庫県

三木市）。４歳の時、８月１２日に長崎の爆心地か

ら１.１㌔まで入市、心筋梗塞を発症して２０１

１年に認定申請、２０１３年年１月に提訴。申請

から８年、提訴以来ほぼ７年を要して今日の日を

迎えた。あとの二人、Ａ・Ｔさん (７７歳・女性、

大阪府河内長野市)とＭ・Ｙさん（故人・男性、滋

賀県）はすでに自庁取り消しで原爆症認定を受け

ていたが、国家賠償を求めて裁判を続けてきた原

告だ。 

判決を下す三輪裁判長は２０１７年春から第

２民事部の担当をしてきた。この２年半、第２民

事部は原告数が多かったこともあり１２回もの

弁論期日を重ねた。私たちもその都度この裁判長

と向き合ってきた。そして今回、三輪裁判長が下

す初めての判決。どんな人なのか、どういう傾向

の人なのか、私たちは知る由もない。ただ、今年

５月１５日の結審の時には、判決言い渡しが半年

も先になることをやや釈明するかのような感じ

で、あえて「判決は一生懸命考えたい」と最後に

一言添えられたのが何故か印象に残っていた。 

 

いつものように裁判所前の若松浜公園で判決

前集会を行い、入廷行進をして１００７号法廷に

入った。午後１時１０分開廷。主文の読み上げに

は原告名がなく事件番号だけ。傍聴席の私たちに

は誰についての判決なのか分からない。しかし、

いずれも「棄却する」の言葉だけは明瞭に響いて

きて、全員、認められなかったことはすぐに分か

った。なんという判決だ！腹立たしくなって席を

蹴って退席しようとした時、裁判長が判決の理由

を口頭で述べると言い出した。ノーモア・ヒバク

シャ近畿訴訟では珍しいことだ。 

口頭なので、詳細で正確なところは分かりかね

たが、「一般的には外部被ばく、内部被ばくの影響

は肯定されるものの、それ以上に進んで、原告の

放射線被曝量がどの程度か具体的・定量的に認め

ることはできない」、「原告の申請疾病（心筋梗塞）

の発症は５６歳であり、脂質異常症、高血圧症、

加齢が原因となった発症とみても不自然、不合理

ではない」等々の言葉が並んだ。原告の浴びた被

ばく線量まで具体的な数字で示されたように思

う。原告は被ばく線量を具体的に示さなければな

らない、他原因があればそちらが重視される・・・

まるで国の主張をそのまま受け入れた、なぞった

ような判決理由ではないか。半年もかけてこんな

判決を準備してきたのか、と落胆と憤怒の入り混

じった気持ちを抱きながら、裁判所前の旗出し集

会へ、そして報告集会会場の北浜ビジネス会館へ

と足を運んだ。旗出しは「不当判決」の４文字。

これだけの旗出しは近畿訴訟では初めてのこと

になった。 
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重い雰囲気の中、午後２時から報告集会。まず

愛須勝也弁護団事務局長から今回の判決をめぐ

る状況と結果について怒りの報告が行われた。要

旨は以下の通り。 

大変残念な結果となった。今回の裁判長につい

ては、これまでの他の裁判の判決状況などから警

戒感をもってはいたがこんなことになるとは。 

原告の高橋さんの申請疾病は心筋梗塞。積極的

認定範囲とする翌日までの入市、爆心地から１㌔

以内入市という基準からは少しずれるが、同じ近

畿訴訟でも同様の被ばく状況で心筋梗塞を原爆

症と認定された判決実績がある。それは心筋梗塞

発症にはしきい値はない、線量基準はないのだと

明瞭に判断されたものだった。今度の高橋さんの

判決でそのことをより確固としたものにしてい

く、高橋さんで勝てなければ認定される人はいな

いことになる、そういう位置づけでのぞんできた

裁判だった。 

しかし、判決は国の主張をそのままなぞるよう

なものだった。冒頭から高橋さんの被爆の程度に

ついて論じ、国の主張する今中論文に依拠すれば

高橋さんの被ばく量は０．００１４グレイだとそ

のまま述べ、そればかりか裁判所自らがわざわざ

入市状況の係数などを計算して実際の被ばく量

は０．００００５６グレイになると示した。残留

放射線、内部被ばくはまったく無視してよいとし、

高橋さんの浴びた被ばく線量は非常に低いのだ

と断定。「誘導放射化物質及び放射性降下物から

発せられる放射線による外部被曝及び内部被曝

を受けた可能性があるということができるもの

の、それ以上に進んで、その放射線被曝量がどの

程度かを具体的・定量的に認めることはできない

といわざるを得ない」というのがこの部分の結論

だ。言葉を変えれば、原爆症と認定するには根拠

のある具体的な被曝線量を立証しろ、と言うこと

だ。一体、被爆者援護法の国家補償的性格をどう

見ているのか、原爆症認定訴訟の歴史で積み重ね

られてきた判決実績をこの裁判長はどう受け止

めているのか、まったく理解していないのではな

いかと言わざるを得ない。そんなものは一切無視

して、普通の民事訴訟と同じ論理で判決されてし

まっている。 

高橋さんの心筋梗塞発症の危険因子は上げれ

ば山ほどある。高脂血症も高血圧も、そして加齢

も。今回の判決は、放射線の影響は否定できない

ものの、その程度は立証できない、そして他原因

も高いので認定申請を棄却するというもの。原爆

症認定訴訟で積み上げられてきた成果を根本か

らひっくりかえす結論であって、これまでの判決

の到達点に照らしても到底認めるわけにはいか

ない。 

原爆症認定訴訟において国家賠償請求が認め

られた例は過去２件しかなく、実際には難しいこ

とになっている。それでもＡ・Ｔさんの場合は、

平成７年と平成２０年と２度にわたって同じ疾

病の申請が却下処分され、行政処分のひどい実態

が明らかになっていた。それに加えてさらに、国

は遂にはＡ・Ｔさんの疾病を認めざるを得なくな

り平成２９年に自庁取り消しを行ったが、謝罪の

一言もなく認定通知を送り付けただけだった。こ

んなひどいやり方はない。当然国家賠償するに値

するとして請求を続けてきた。 

これに対して判決は、「認定申請についての審

査会の意見に従って却下処分した場合は、特段の

理由がない限り、違法の評価は受けないと」とし

た。審査会の答申通りやっているのだから行政

（厚労大臣）には問題はないというわけだ。これ

も認定行政の実態をまったく無視したとんでも

ない判決理由だ。 

このような判断枠組みでいくと、今後も続く裁

判の原告は誰も認められなくなってしまう。実際

に第２民事部は年明けの１月、それから４月と、

同じ裁判長の下での判決が続く。何とか克服して

いかなければならない。 

名古屋、広島、福岡の各高裁から上告された３

件の訴訟は最高裁で受理され、年明け１月に弁論

が開かれることになった。２００３年以来の集団

訴訟と運動によって原爆症認定制度は被爆の実

態に基づきながら拡大を勝ち取ってきた。そのこ

とを最高裁にも社会的にもしっかりと訴えてい

く機会にしなければならない。原爆症認定訴訟の

終局的な解決に向かっていく今、そういう状況だ

からこそ今回の判決は控訴して、高裁で絶対にひ

っくり返すことが必要だ。 

今日の判決言い渡しにはＡ・Ｔさんと高橋さん

の二人の原告が出廷し、自身で直接判決を聞くこ

とになった。Ａ・Ｔさんは体調不良をおしての出

廷だった。高橋さんも体調が十分ではない中、自

宅の兵庫県三木市を早朝に発って駆けつけられ

た。高橋さんの場合、ご家族が高橋さんの健康を
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心配して裁判には反対だった。それでも高橋さん

は、自分のような被爆者が原爆症に認められない

ような事態を放置しておくことはできない。自分

のためだけではない、多くの被爆者のための裁判

なのだと、氏名も公然と明らかにし、周囲からい

ろいろ言われるようなこともこあったようだが、

すべてを乗り越えて今日まで訴えてこられた。 

こうした被爆者の思いに裁判長は向き合おう

としなかった。被爆者一人ひとりの思いがここま

での裁判の到達点になっていることをまったく

理解していない、理解しようとしなかった。私た

ちはこうした被爆者の姿を裁判長に見せられて

いなかったのだといわざるを得ない。 

かって、文字通りの集団訴訟を闘っていた頃は、

難しい症例の原告があっても集団訴訟の中で一

緒に乗り超えてきた。今は一つひとつの裁判が１

人から２人の少ない原告での闘いになっている。

普通の民事訴訟のように、具体的な症状について

より緻密な審理が行われ、本来の訴訟の趣旨から

外れていきおい医学的な分析などにはしりがち

だ。 

この事態をなんとか克服していかなければな

らない。今、原爆症認定訴訟は本当に山場、踏ん

張りどころとなっている。こんなところで止まっ

ていたら、今まで何年も何をしてきたのかという

ことになってしまう。 

 

判決の分析、判決に対する声明の作成、そして

記者会見を終えて弁護団の人々も報告集会に駆

けつけてきた。まず、代理人として高橋さんを担

当してきた小瀧悦子弁護士から原告団・弁護団・

支援ネットワーク連名の声明について説明と報

告が行われた。予想もしなかった判決結果、しか

もあまりにもひどい内容であったため声明につ

いて検討し作成するのも随分時間がかかったよ

うだ。声明は、被ばく線量の確定という不可能な

ことの立証を原告に求めた問題、高脂血症や高血

圧など他原因自体が放射線被ばくによるという

知見が確立していることを無視した問題、そして

行政のやり方を追認しただけの国家賠償請求棄

却の問題等にまとめられ、強い抗議と国及び厚生

労働省に対する３点の要求を示した。 

次いで尾藤弁護士から記者会見の状況なども

含めて以下の報告が行われた。 

会見では、これほど線量にこだわった判決がこ

れまでにあったのかとか、高橋さんのような入市

日で認定されたことはあるのか、等々相当に詳細

な質問が相次いだ。 

私はこれまでで最も悪い判決であることを強

調した。その理由の第一は、原告である被爆者に

被ばく線量の確定を求めていること。被爆当時ど

こをどう歩いたかも分からない人に対して、どの

ような放射線をいくら浴びたのか立証しなさい

と言っているわけで、およそ不可能なことを強い

ている。それに答えられないと認められないとい

うのであれば、認められる人は一人もいなくなる。

すでに自庁取り消しによって認定されている二

人の原告だって、被ばく線量の確定を求められて

いたら棄却されていたことになる。今の厚労省の

基準よりもとっと厳しいことを求めたのがこの

判決だ。 

もう一つは、他原因について。脂質異常症、高

血圧、加齢、こういうものが申請疾病の発症に一

定程度要素としてあると立証されれば、原爆症は

認められないとしたこと。これまで積み重ねられ

てきた判決の考え方は、申請疾病に放射線起因性

が一応認められれば、他原因があったとしても、

他原因がもっぱらの原因として立証されない限

り、原爆症を認めるとしてきた。まったく逆転し

た反対の考え方だ。 

今回の判決は、原爆症認定訴訟の歴史で積み重

ねられてきた考え方をまったく踏み外した、特異

な判決と言わざるを得ない。こんなことに屈する

ことなく頑張っていこう。 

 

報告集会参加者からも、判決に対する率直な感

想、意見、これからさらに頑張っていこうという

発言が様々になされた。このノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟、狭い範囲での裁判運動に止めてはならな

い。原爆投下によってどれだけの被害が起きたの

か、原告となっている被爆者個人の健康問題に狭

めるのではなく、被害の実態をもっと掘り起こし

ながら大きな世論作りをめざしながら進めてい

く必要がある。同様に、核兵器廃絶をめざす運動、
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憲法９条の改悪を許さず平和を守り抜くとりく

みと共に、その中で、そうした運動に支えられた

ノーモア・ヒバクシャ訴訟にしていこう。１１月

１１日に「公正な判決を求める署名」を第２民事

部に提出したがその数は千にも満たない６８８

筆だった。率直に言って私たちの支援運動も決し

て十分なものとは言えなかった。どのような裁判

長の下であっても幅広い世論に押された、そのこ

とが具体的に示される支援運動にしていく必要

がある、といった内容であった。 

 

最後に藤原精吾弁護団長から今日の日のまと

めと、これからさらに頑張っていこうというよび

かけが以下のように行われた。 

今日の判決がどのようなものであろうと、私た

ちのめざすべき目標はハッキリしていて、それを

目指して歩まなければならない。その一つは、国

が起こした戦争によって、原爆が投下され、それ

によってもたらされた過酷な運命を被爆者は何

十年も生きてこざるを得なかった。それに対して

国は責任を取らなければならない。被団協は命の

保障、暮らしの保障、平和の保障と３つの保障を

求めているが、被爆者援護法はその保障の中の一

部でしかない。法の下での裁判なので今私たちは

放射線被ばくに限ってしか要求できていないが、

本来被爆者は現行法＝被爆者援護法の抜本的改

定を求めてきた。その中で裁判は勝利を重ね、認

定制度を少しずつ拡大してきた。裁判官の当たり

はずれはある、心得の悪い裁判官はいる、それは

裁判だからしようがない。しかし私たちはそれに

くじけるわけにはいかない。 

明日（１１月２３日）ローマ法王が来日する。

被爆者を励まし、被爆者と同じ気持ちで核兵器を

止めなさいと言い、日本政府にもそのことを示し

に来る。私たちは法王の来日をそのように受け止

めたい。 

近畿訴訟でこれから予定されている判決は同

じ第２民事部であり、厳しいことは予想せざるを

得ない。しかしたとえ不当判決が出ても私たちの

歩む道は変わらない。被爆者に対する責任を果た

させること、核兵器をなくすこと、この二つ目標

に向かって歩み続けよう。 

１２月に何度目かとなる厚労相との定期協議

が行われることになった。大臣が官僚答弁を読み

上げるだけの何にもならない協議はもうやめて、

今回は私たちの側が言いたいことを言えるスタ

イルの協議会にしようと話し合っている。 

年明け１月２１日には最高裁で弁論が開かれ

ることになった。原爆症認定訴訟で最高裁の口頭

弁論が行われるのは初めてのことだが、だからと

言っていい判決が期待できるわけではない。最高

裁が何を言おうが、口頭弁論の開かれる機会に、

私たちの訴えを広く社会に知ってもらう、そうい

うチャンスにしなければならない。最高裁での弁

論機会というチャンスを生かして、被爆者の実態、

国の政策の誤りを明らかにし、メディアには全国

に広めてもらう。広範な人々に、この問題につい

ての認識をもう一度持ってもらう、そういう活動

をしていきたい。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟もまだまだ終点に行

き着かない。これからまだしばらく闘う必要があ

るが、目標はハッキリしている。みんなで共通の

目標に向かって前進していきたい。 

 

 原告のＡ・Ｔさんは体調を考慮して報告集会に

は参加できなかったが、高橋一有さんは集会の最

後まで参加され、みんなと共にあった。「判決後の

弁護士のみなさんの検討会議に参加していて、私

どものためにここまで一生懸命やっていただい

ているのかと感動した。体が悪いとかしんどいと

か言っておられないと強く思った。ここまで来た

ら、最後の最後まで頑張ります」と力強い決意が

述べられた。 

 報告集会参加者と支援を続けてきた人々全員

から、高橋さんへの労いと激励の思いを込めた花

束が贈られて、報告集会を閉じることになった。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１９年１２月２４日（火）１３：１０ 高裁第６民事部 ８１号法廷    Ｔ・Ｉさん弁論 

２０２０年 １月２９日（水）１４：３０ 高裁第２民事富 ８２号法廷   苑田さん最終弁論 

２０２０年 １月３１日（金）１３：１０ 地裁第２民事部 １００７号法廷 

Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん、Ｙ・Ｉさん判決言い渡し 

 ２０２０年 ２月２８日（金）１３：３０ 高裁第６民事部 ８１号法廷    Ｔ・Ｉさん弁論 

 ２０２０年 ４月１０日（金）１４：００ 地裁第２民事部 １００７号法廷  Ｎ・Ｋさん判決 
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福島被災者との交流が長崎原爆に正面から向き合う契機 

塚崎泰史さん（綾部市） 

 

 

みなさん、初めまして。この度、守田敏也さん

からのご紹介で被爆２世３世の会に入会させて

いただきました。塚崎泰史（つかさき たいし）

と申します。 

私は１９７５年４月９日長崎県長崎市に生ま

れました。４４才です。１９才まで長崎市で過ご

し、大学進学とともに京都に来て現在に至ります。

京都府綾部市在住です。４人の娘たち（１１才、

９才、５才、３才）と妻の６人家族で子育て真っ

最中です。日本共産党舞鶴地区委員会の専従職員

をしています。 

小学生の頃、夏休み最中の８月９日は登校日で

した。生徒も先生もみんなが体育館に集まり、被

爆体験を聞きました。この頃、地域の公園では平

和をテーマにした映画上映会が行われていまし

た。友達と遊ぶことが楽しかった時期なだけに、

夏休みに登校しなければならないことに、当時は

意味も理解できずにいたと思います。それでも印

象深かったのは、小学１年生の時、父方の曾祖母

が「ピカドン」という言葉を使って原爆の恐ろし

さを真剣に話してくれたことでした。私の両親は

健在なのでお盆が近づくと長崎に帰省をします。

帰省中、８月のかんかん照りの真っ青な長崎の空

を見ると、なぜか胸がザワザワすることが今でも

あるのです。一方で、これまで父からは「（私の祖

父からは）被爆はしていないと聞かされて育った」

としか聞いたことはなく、月日は過ぎていきまし

た。 

このことに疑問を持ち始めたきっかけは、福島

第一原発事故でした。同じ子育て世代のママ・パ

パで「京都北部市民放射能測定所・たんぽぽ」を

つくりました。また、子どもたちが通う綾部ひま

わり共同保育園ＰＴＡでは、毎年、放射線量が高

く外遊びのできない福島県の民間保育園へ、木の

実や木の葉を届けるなどの交流が続いています。

これらの活動は、私自身が長崎原爆に対してもっ

と正面から向き合う契機になりました。それでも

遠く離れた両親に聞くきっかけを作れずにいま

した。その時に背中を押してくれたのが守田敏也

さんを講師に企画した「ニューメキシコ報告会」

と当会へのお誘いでした。 

その後、父親が話すには、祖父は三菱長崎造船

所の労働者で爆心地から約３km ほど離れた立神

町（造船所の立神ドッグのある地域）で暮らして

いたそうです。「ピカドン」の言葉を使って話をし

てくれた曾祖母も一緒に立神町に住んでいまし

た。父親は、小学生の頃、学校の指示で母親（私

の祖母）に連れられて原爆傷害調査委員会（ＡＢ

ＣＣ）に行き、「健康調査」を受けた体験を話して

くれました。 

 子どもたちが通う保育園のママ･パパには、祖

父母やパートナーが長崎や広島出身の方がいま

す。私が父親から聞いた話をすると「私も原爆投

下直後に爆心地を訪れたことを祖父母から聞い

新入会会員です。よろしくお願いします。 
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た事があるよ」「夫の親はもともと韓国の人だけ

ど、広島で被爆をした。夫の体調不良や子どもの

アレルギーは被爆と関係があるんじゃないかと

心配」と話になります。 

 今後、会の活動にどれほどお力になれるかは自

信がありませんが、同世代の中に活動が広がるよ

う微力ながらがんばりたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

 

在外被爆者、在外２世・３世と繋がりあっていきたい 

森 優さん（舞鶴市） 

 

 

皆さまはじめまして。森優と申します。長崎出

身の被爆３世で、舞鶴市内の診療所に勤務してお

ります。２世３世の会は守田敏也さんにご紹介い

ただきました。高校時代は核兵器廃絶のための高

校生 1万人署名活動や原爆資料館を案内する長崎

市青少年ピースボランティアに参加していまし

た。現在は何も活動できていないのでお恥ずかし

い限りですが、今後の抱負として以下のようなこ

とを考えております。 

２年前に亡くなった祖父は行政から「被爆体験

者」としてしか認められていません。爆心地から

１２ｋｍ圏内ではあるものの当時の長崎市には

含まれない被爆認定外区域に居住していたこと

と、兄を探す為に９日以降繰り返し長崎市内に入

市していたことを証言できる証人が見つからな

かった為です。被爆認定地域を行政単位で区切る

という科学的知見の欠片もない現状を広く周知

し、被爆の実相に基づいて被爆者手帳が交付され

るよう自分にできることを続けたいと考えてお

ります。 

また、私が高校生の時、原水禁世界大会に参加

するため我が家に宿泊していた韓国の青年が「被

爆者の１割は朝鮮の人だよ。忘れないで。」と話

してくれたことが強く印象に残っており、在外被

爆者の援護連帯とともに在外２世３世の方々と

も繋がることができれば良いなと思っておりま

す。 

皆さまと直接お会いできる日を楽しみにして

おります。これからどうぞよろしくお願い致しま

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。 

 

■個展 成功しました！ 

増田正昭（下京区） 

無事、個展が成功しました。いろいろな方に来場

していただきました。京都新聞を見てこられた方、

読売新聞を見てこられた方、京都民報を見てどう

しても来たかった方等々。初めての方にもたくさ

ん来ていただき、いろいろ方とお話しもできて、

新しいつけながりも出来て幸せでした。 

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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そして、本当にたくさんの方、「２世・３世の会」

のみなさん、関西美術院のみなさん、新美のみな

さん、造芸大のみなさん 平和を願う広島県人会

のみなさん モデルになっていただいた被爆者

の方々など、多くの方々にお手伝い、ご協力いた

だき、ありがとうございました。マスコミの方々

にもいろいろと宣伝していただきありがとうご

ざいました。 

引き続き体に気をつけながら、核廃絶に向けて微

力ながら頑張ります。これからもご支援、鞭撻を

お願いいたします。 

 

■兵庫県の被爆者の会は凄い！ 

平 信行（南区） 

１１月８日（金）９日（土）、２０１９年度日本被

団協近畿ブロック相談事業講習会に参加してき

ました。 

１日目の前半は、日本被団協事務局長木戸季市さ

んによる講演「これからの被団協運動について～

現状・課題・展望～」でした。被爆者が少なくな

っていく時代を見据えて、これから何を大切に、

どのように運動をとりくんでいくか、多角的な観

点から重要なテーマが提起されました。 

後半は参加者交流。近畿ブロックといっても参加

者のほとんどが兵庫県の各市町村の被爆者の会

の方たち。兵庫県以外は大阪府の代表の方と京都

からの私だけでした。 

兵庫県には市町村を単位とした１４の被爆者の

会があり、それぞれから活動と現状報告。昨年も

感じたことですが、会員数が減少している中でも、

あくまで市町村を単位に組織を維持し頑張りぬ

いている活動は素晴らしいものだと思います。 

京都も同じようにとはいきませんが、学ぶべきこ

とはたくさんあるように思います。 

 

■庄田さんに紹介された絵本『あの日を、わた

しはわすれない』が素晴らしい 

国府幸代（北区） 

「２世・３世の会」の例会で庄田さんから紹介さ

れた絵本、広島の被爆者である河野きよみさんが

書かれた『あの日を、わたしはわすれない』が素

晴らしいです。お寺で孫たちに読み聞かせをして

もらったら、３冊ほど欲しいということになりま

した。近くの書店で申し込みましたが出版社にも

う在庫がないことが分かりました。作者の河野き

よみさんは、庄田さんが被爆体験の伝承をされて

いる人です。庄田さんを通じて河野さんに直接問

い合わせたり、広島平和記念資料館の書籍コーナ

ーに問い合わせたりして、何とか手に入れたいと

思っています。
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■関西電力と原発    うずみ火編集部／矢島宏・高橋宏  著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

少し古い書籍ですみません。（５年前発行）でも内容は、現在も抱えてい

る問題が鋭く追及されている、ということは、５年間ほとんど問題は解決

されていない、という現れでしょうか。 

「反対のための反対をするな、一人ひとりきちんと考えよう」という立

場で、原発が抱える問題点を指摘している。「書名」に「関西電力」と入っ

ているが、関電の問題を追及しているのではない、「原発」の問題を取り上

げている。少しは「関電」の問題点（老朽原発の再稼働・不思議な労使関

係）も書かれているが。ここでは「国策」として推し進められた「原子力

発電」の危険性・問題を取り上げている。「放射性廃棄物」の処理問題・多

発する「原発事故」等は、５年経過しても何ら解決していないし、今後の

解決する目途もたっていない。だからといって、強く「反原発」を打ち出

してはいない、あくまでも、「原発の問題点、解決すべき課題」を提起する

ことで、皆さん「原発をどう考えますか？」という姿勢である。「本当に原

発で電気料金が安くなったのか」（回答・決して安くなく、廃炉を考えると今後高くなる可能性があ

る）「なぜ電力会社は、原発を再稼働させたいのか」（回答・原発を再稼働しないと使用済核燃料が不

良債権になり、電量会社は決算上倒産する）を丁寧に解説している。資料に「日米原子力協定」・「日

本の原子力開発・利用」も参考になる。 

 

■東京五輪がもたらす危険  東京五輪の危険を訴える市民の会 編 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

「マラソン」「競歩」の開催地を巡るトラブルは、みなさんご存知の通

り。しかし、選手だけでなく、観客にも、「暑さ」以上の影響を及ぼす

「放射能汚染問題」は全く論議の対象になっていない。本書は「矢ケ崎

氏」「三田医師」「福島さん」をはじめ、科学者・医師・避難者・市民の

「２６名」が、福島原発事故に伴う「危険性・問題」を指摘されている。

「福島さん」は、「２世３世の会」の全国交流会の「分科会」の論議を、

ご自分の「健康被害」も含めて、書かれている。一つ一つの論文は、短く

端的にまとめられている、しかし、必要なデータは表示されている。扱わ

れている「危険性」は、福島という限定された地域で起こっているだけで

はない、全国・世界で起こっている「放射能汚染」の怖さ・恐ろしさが取

り上げらえている。東京でオリンピックを開催することの危険性を主張さ

れているのではなく、安倍首相の発言を始め、今迄、そして今の「日本政

府の考え方・施策」の問題点も指摘されている。今後「発生するかも」し

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

緑風出版 

１８００円＋税 

西日本出版社 

１５００円＋税 

http://www.ryokufu.com/picturesn/1914l.jpg
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れない健康障害を含め、専門家が「鋭く・短く」まとめられているので、私が紹介することはできま

せん。先ず、自分が関心ある部分から読まれるのもよいのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「被爆２世・３世交流と

連帯のつどい」でのアーサ

ー・ビナードさんの講演は

衝撃的でした。発想、考え方

をいくつも変えていかなければ

ならないような。岡山スリーピースの朗読劇も、

守田敏也さんの報告も、森川聖詩さんの報告も一

日だけの時間枠にはとても納め切らないほどの

内容の充実したものでした。分科会も、この日の

発言のためにしっかりと準備されてきた人も少

なくなく、全体として時間は足りませんでした。

速報版とは言え、そうした「つどい」の内容を正

確に、焦点を外さずにまとめて会報の記事にする

のは至難の業、悪戦苦闘の会報作成となりました。

▼今度は正式な「交流と連帯のつどい」報告書作

成です。アーサー・ビナードさんの講演など果た

して活字にすることができるものなのかどうか、

疑問にも思いつつ、今年の年末年始の仕事、チャ

レンジ課題にしようと思っています。（平） 

編集後記 

■「原爆の図」新たな画集 埼玉の丸木美術館 ３５年ぶり刊行 

埼玉県東松山市の「原爆の図丸木美術館」は、広島市出身の丸木位里と妻の俊 

が１９５０～８２年に共同制作した１５部の連作「原爆の図」を収めた新しい図録「原爆の図 丸木

位里と丸木俊の芸術」を刊行した。 

同館は８４年に最後の図録を発行して以来、改訂しながら版を重ねてきたが、新しく図録を作るの

は３５年ぶり。近年「原爆の図」は米国やドイツの展覧会に出品されるなど国内外で再評価の機運が

高まっている。おととしに開館５０周年を迎えた同館が「新たな視点で次の５０年に生かせるような

画集を」と刊行を決めた。 

横長の「原爆の図」に合わせて判型を改め、昨今の調査研究の知見を踏まえて連作以外の作品も加

えた約７０点を掲載。広島市現代美術館が所蔵する再制作版や、各地に残された丸木夫妻の多様な原

爆表現を可能な限り収めた。 

丸木夫妻は「原爆の図」を制作しながら見る人たちとの対話を重ね、アウシュビッツや沖縄、水俣、

南京などにも目を向け、その痛みと向き合ってきた。図録には戦争や公害といった社会的な暴力を描

いた作品も掲載した。 

丸木美術館の岡村幸宣学芸員は「新しい図録が世に出ることで、次世代が丸木夫妻の仕事と出合

い、いまの時代にふさわしい読み解きをしていただきたい」と話す。 

Ａ４判、１５９ページ。同館で販売するほか、希望者には１冊２８６０円と送料で頒布する。 

同館☎０４９３（２２）３２６６。           （２０１９年１１月１９日中國新聞） 
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２３ 

２0１９年 1２月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

１2  １ 日 
２０１９年日本のうたごえ祭典・京都（ロームシアター） 

京都・市民放射能測定所２０１９年秋の講演会（１３時１０分・京都アスニー） 

 2 月 世界初の人工的核分裂連鎖反応に成功した日（１９４２年シカゴ大学） 

 ３ 火  

 ４ 水 人権週間 

 ５ 木 ６・９行動 

 ６ 金 キンカン行動 

 ７ 土  

 ８ 日 太平洋戦争開戦（１９４１年） 

 

 

 

 

９ 月 臨時国会会期末                            ６・９行動 

 １０ 火 世界人権デー（１９４８年国連世界人権宣言） 

 １１ 水  

 １２ 木 原発賠償京都訴訟控訴審第５回弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

 １３ 金 南京大虐殺（１９３７年）                       キンカン行動 

 １４ 土 原発賠償京都訴訟学習講演会（１３時・弁護士会館） 

 １５ 日  

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木 安保法制廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土 
被爆者を励ますクリスマス平和パーティー（１３時・ラボール京都） 

韓国統監府設置（１９０５年） 

 ２２ 日 
冬至 

全国高校駅伝 

 ２３ 月 
石田さん墓参（１５時） 

京都「被爆２世・３世の会」例会と忘年会（１８時３０・キッチンハリーナ） 

 ２４ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審第６民事部（１３時３０分・高裁８１号） 

 ２５ 水 クリスマス 

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日  

 3０ 月  

 ３１ 火 大晦日 

 


