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京都「被爆２世・３世の会」の２０１９年 

１年間お疲れ様でした！ 
 

１. この１年 

 １月 日立製作所 イギリス原発計画の「凍結」を決定 

  アメリカ 爆発力の小さい新型核爆弾の製造開始を公表 

  『核なき未来へ』の著者：森川聖詩さんを囲む会 

 ２月 アメリカとロシア 中距離核戦力（ＩＮＦ）離脱・履行停止を発表 

  沖縄県民投票 辺野古新基地「反対」７１．７４％ 

  ２回目の米朝首脳会談開催 

 ３月 ２０１９年３・１ビキニデー 

  世界の高校生・大学生が「気候のための学校ストライキ」３００都市以上で一斉実施 

 ４月 第五福竜丸展示館、広島平和記念資料館リニューアルオープン 

  統一地方選挙 

  ２０１９年度年次総会 

   記念講演 森川聖詩さん「核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ」 

 ５月 新元号「令和」 

  ヒバクシャと話すＫｙｏｔｏ原爆展開催 

 ６月 香港市民デモに２００万人参加 

  広島の被爆者：切明千枝子さんの被爆体験を聞く会 

  ２０１９年国民平和大行進 

 ７月 九州南部豪雨 

  守田敏也さんのニューメキシコの旅 

  参議院議員選挙 

  第３９回平和のための京都の戦争展 

 ８月 原水爆禁止２０１９年世界大会（長崎市） 

  南方特別留学生サイド・オマールさんを語り継ぐ展示会 

 ９月 台風１５号関東地方に上陸 大規模停電・断水等大災害発生 

  「グローバル気候マーチ」１６３ヵ国４００万人以上参加 

  原発マネー関電還流疑惑発生 

 １０月 消費税１０％増税強行 

  台風１９号 東海・関東甲信越・東北の広い範囲で記録的豪雨 大災害発生 

 １１月 守田敏也さんのワシントン州・ニューメキシコ州「核の終わりを探る旅」 

  第４回被爆２世・３世交流と連帯のつどい（岡山市） 

  増田正昭さんの個展「被爆者の肖像画で被爆体験を語り継ぐ」 

  国会で「桜を見る会」私物化疑惑追及 

  香港区議選 民主派圧勝 

  ローマ教皇来日 

  核兵器禁止条約の批准国 ３４ヵ国に 

 １２月 日米貿易協定承認案、公立学校教職員の１年単位変形労働時間制法案 成立 

  ペシャワール会の中村哲医師らが銃撃を受けて死亡 
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２. この１年間に新たに入会されたみなさん 

 古田 兼三 さん 

 田尾まゆみ さん 

 西河内靖泰 さん 

 宇多 滋樹 さん 

 国府 幸代 さん 

 小林 孝企 さん 

 塚崎 泰史 さん 

 森   優 さん  

現在会員は、２世５８人、３世１１人、その他３７人 合計１０６人 

 

３. この１年間に紹介させていただいた被爆の体験 

 木之下フジノさん 長崎は私の白衣生活の原点 

 土肥恵美子さん ３人の息子を奪われた父の悲しみ 

 三谷 祐幸さん 呉で大空襲に襲われ広島で原爆に遭う 

 本庄美保子さん 被爆者がやっと話せるあの事を 

 關  桂子さん 原爆の閃光と私の家族たち 

 切明千枝子さん 広島第二県女の奪われた命を語り継ぐ 

 森  容香さん “二度と戦争を起こしてはならない”の思いを込めて 

 

４. ２０２０年度に向けて 

(１) ２０２０年は、被爆７５年、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議の年 

① 核兵器禁止条約の批准５０ヵ国超過で条約発効を現実に 

② 世界の圧倒的世論で核兵器固執勢力を追い詰める 

(２) 放射線の世代を超えた影響の実態に迫る 

① 「被爆２世・３世健康調査アンケート」のとりくみ 

(３) 憲法改悪の狙いを完全に断念させる１年に 

(４) “被爆体験の継承”の出版：『語り継ぐヒロシマ・ナガサキのこころ』の発行 

(５) その他 

① 第１０回国際平和博物館会議 ９月１６日～２０日（広島～京都） 

(６) 主なスケジュール 

① ２０２０年度総会 ４月１８日（土）１３時３０分～１６時３０分 

② 原水禁世界大会ニューヨーク ４月２４日（金）～２６日（日） 

③ 第１０回ＮＰＴ再検討会議 ４月２７日（月）～５月２２日（金） 

④ ２０２０年度「２世・３世交流と連帯のつどい」   検討調整中 

 

５. その他 

(１) 会報新年号（№８７）のために 

 会員のみなさんの新年のメッセージをお願いします。 原稿締め切り １月１０日（金） 

(２) １月の例会日程  検討調整中 

以上
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● ハンフォードサイトへの旅 

今日はいよいよハンフォードサイトへ。午前

１０時に入口にあたるマンハッタンプロジェク

ト国立歴史公園に到着。１０時半から始まるリ

アクターＢ路見学ツアーに参加しました。 

ハンフォードサイトはかなり広大です。まず

はバスでサイトに向かって延々と走り、途中で

ゲートをあけてさらに走っていく。数十分走っ

てやっと着きました。 

 

ここには世界で初めて作られたプルトニウム

生産炉Ｂ炉をはじめコロンビア川沿いにＣ.Ｋ.

Ｎ.Ｄ.Ｈ.Ｆと７つの原子炉がありました。他の

２つを合わせて９つの原子炉がありましたが全

てが廃炉になっています。 

地図や写真をご覧ください。ハンフォードサ

イト、とにかく広い。 

バスで向かいましたが遥か遠くにＢ炉が見え

ました。続けて作られたＤ炉とＦ炉も遥か遠く

に設置されている。 

核の終わりを探る旅 ４  ２０１９年１１月３日（日） 

守田敏也さんの 

ワシントン州と 

ニューメキシコ州の旅－２ 

ブログ『明日に向けて』より転載 

はるかかなたに原子炉が見える 守田撮影 

Ｂ炉の中へ 守田撮影 

1944 年に 100 エリアに作られた原子炉 B、D、F。200
エリアにプルトニウム取り出し施設＝再処理工場も
建てられた  守田撮影 
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全てコロンビア川沿いですがそれぞれがざっ

と１０キロぐらいは離れている。戦中の建造な

ので「敵」の攻撃も考えたのでしょうが、やは

り危険性を十分に分かっていたのではないか。 

早速中に入るとちょうど建物のセンターあた

りに原子炉が剥き出しのままドーンと置かれて

いました。商業用原発では事故が起きた時に放

射能を止める役目を背負っている格納容器があ

りますが、ここにはそんなものはない。 

剥き出しなのです！なんとも怖い気がしまし

た。 

 

映像も撮ってきたのでご覧ください。 

ハンフォードリアクターＢから 

20191102  もりもりチャンネル

https://youtu.be/9sBj1uZ1Psc 

 

● リアクターＢが語っているもの 

もう少し内部を説明します。この原子炉は黒鉛

炉と言います。黒鉛を減速材として使っている。

減速材とは中性子のスピードを弱め、ウランに当

たりやすくして核分裂連鎖反応を可能にする物

質です。いわば巨大な練炭が置いてあり、そこに

ウランを棒状にして差し込む。その中で核分裂が

行われるのが黒鉛炉です。 

もちろんそのままでは暴発してしまうので、そ

れぞれウランを差し込む所に水を流している。大

量の水はコロンビア川から取水していますがや

がてお湯として排出される時に汚染ももたらし

てしまう。 

しばらく核分裂を続けていると炉内に入って

いる核分裂しないウラン２３８の一部に中性子

があたり、取り込まれて違う物質に変わる。それ

がプルトニウム２３９です。 

このプルトニウム２３９を含むウラン棒を反

対側に押し出すとプールがある。高熱でなおかつ
Ｂ炉の炉心の目の前でレクチャー 守田撮影 

この時は 0.2μSv/h を記録した 守田撮影 

ガラスの向こうに広がっているのが核分裂後のウラ
ン棒を沈めたプール跡 0.54μSV/h 守田撮影 

https://youtu.be/9sBj1uZ1Psc
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たくさんの死の灰を含んでいるのでそのまま水

に沈めるのです。 

このプール跡も見学しました。すでに上に板が

かぶせてありそれをガラス窓の内側から見るの

ですが今も０．５μSv/h を示していて危険な場で

した。 

なんとも言えなかったのは往時の写真です。原

子炉の前でたいした防備もしない人たちが作業

をしている。原子炉のまんまえにエレベーターが

あり、それに乗って人が直近で作業している。こ

れだけ見るだけでもこの炉が作業者の被曝にな

んらの配慮もせずに運転していたことが分かり

ます。 

 

作業者を被曝させ、周辺環境、そして住民を被

曝させ、そうした作られたプルトニウムで作った

原爆が長崎に投下されて人々を大量虐殺し、その

後も苦しめ続けているのです。 

 

●核の始まりが命を奪うための原爆製造から始

まっていることを伝えよう！ 

さて問題はこんな風に始まった核の歴史をど

う終わらせるかです。僕は一番大事なのは、全て

の核がこのように核兵器製造から始まっている

ことをもっと広く、大きく伝えることだと思いま

す。 

原子力発電所も同じ。原子炉は発電のために作

られたではないのです。このＢ炉が雄弁に物語っ

ているように、人々を瞬時にたくさん殺すための

プルトニウムを作るのが目的だったのです。その

時、ものすごい熱が出るので冷却水が必要になる。

すると水が蒸気になる。そこにタービンをかませ

たら発電ができたわけです。 

しかも発電も平和目的で始まってはいません。

潜水艦に搭載するために開発されたのです。核戦

争では発射場所を秘匿することが重要なポイン

トだったからで、こうして作られたのが原子力潜

水艦です。 

そのように戦争＝大量虐殺を目的に始まって

いるがゆえに、ウラン発掘過程、核兵器製造過程、

廃棄物処理過程の全てで被曝影響が無視された。

だからそれが今の汚染にも繋がっているのです。 

そのことを核抑止力を支持す人々、さらに原子

力の平和利用の幻想の中にいる人々に伝えるた

めに、私たちはシンプルですが、何度でも「キノ

コ雲」の下で起こったことを伝えることが大事だ

と思います。 

象徴的だったのは炉内で制御室の説明を行っ

ていた父がここのワーカーだったという方が、私

たち日本人グループに近づいてきて語ったこと

です。「父はその後に何回か広島に行ったが、い

つも日本人に原爆投下を感謝されていた。独裁者

をよく倒してくれたと言われた」と。彼は原爆は

戦争を止めて多くの人々の命を救ったとも語っ

ていました。 

 

その彼がビジターセンター横で開いている土

産物屋にも行ってみましたが、リッチモンド高校

アメラグチームのスタジャンが売られていまし

た。背中にキノコ雲をあしらったものです。チー

なんと原子炉直近で作業。展示されていた往時の写真より 

私たちに作業員だった父は広島で原爆投下を感謝された
と語った説明員 制御室にて 守田撮影 
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ムの名前は「リ

ッチモンド・ボ

ンバーズ」、Ｂｏ

ｍｂｅｒは爆撃

機のことです。 

この核の幻想、

虐殺を正義と言

い換えてきた歴

史をひっくり返

すこと、そして

暴力の呪縛から

人々を解き放つ 

 

 

こと。僕はそこにこそ「核の終わりの可能性」が

拓けると再度確信しました。 

 

旅を続けます！今日はマーシャル諸島出身の

皆さんと交流します！ 

 

 

 

● シアトルの美しい夕焼けに魅せられて 

 １１月３日、ハンフォードサイト近郊の町、パス

コからシアトルに移動しました。１時間ほどのフ

ライトでしたが、空港について小さなプロペラ機

からタラップで降りてきたらあまりに夕焼けが

美しい。思わず動画撮影してしまいました。 

シアトル空港の夕焼け もりもりチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=K9A53KE5u

vg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xlPrCONf9Fr

3d2-HAieIhvY-oggmg2mQfsJ7FYsFY3z20sz3KV-

IbwWA 

世界はあまりに美しい。そう思います。この美

しい世界をできるだけ素敵な形で未来世代に手

渡していきたい。そのためにも頑張り続けようと

思ったひと時でした。 

核の終わりを探る旅 ５  ２０１９年１１月４日（月） 

リッチモンド高校フットボール部
のスタジャン 守田撮影 

炉心の前で暴力に立ち向かう気持ちで Peaceflag を
掲げました！ 渡部久仁子さん撮影 

ツアーに同行したみなさんと 今中哲二さん撮影 

美しいシアトルの夕焼け 守田撮影 

https://www.youtube.com/watch?v=K9A53KE5uvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xlPrCONf9Fr3d2-HAieIhvY-oggmg2mQfsJ7FYsFY3z20sz3KV-IbwWA
https://www.youtube.com/watch?v=K9A53KE5uvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xlPrCONf9Fr3d2-HAieIhvY-oggmg2mQfsJ7FYsFY3z20sz3KV-IbwWA
https://www.youtube.com/watch?v=K9A53KE5uvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xlPrCONf9Fr3d2-HAieIhvY-oggmg2mQfsJ7FYsFY3z20sz3KV-IbwWA
https://www.youtube.com/watch?v=K9A53KE5uvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xlPrCONf9Fr3d2-HAieIhvY-oggmg2mQfsJ7FYsFY3z20sz3KV-IbwWA
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● マーシャル諸島出身者の方たちに迎えられて 

さてシアトルに来た目的はマーシャル諸島出

身者の方たちと交流するためです。およそ２０

年ほどマーシャル諸島に通い続け、現地の方た

ち、アメリカに移住された方たちと交流しなが

ら、核実験の影響などを研究してきた竹峰誠一

郎さんが連絡をつけてくださいました。 

空港からホテルへレンタカーを借り出して向

かいました。なかなか素敵なホテルなのです

が、竹峰さんの知り合いのマーシャルの方が働

いていて、格安で泊めさせていただけることに

なりました。私たちのフライト、少しく遅れた

のですが、ホテルについたらマーシャルの方達

が何人も待っていてくださいました。 

しかもホテルの一室を借りていて、そこに入

ると歌で出迎えてくださいました。さらにクク

イという実で作った首飾りを一人一人にかけて

くださいました！この過程も動画で撮りました

が、首飾りをかけてくださるところはうまく撮

れなかった。 

でもマーシャルの方たちの暖かいもてなしの

雰囲気は伝わると思うのでどうかご覧くださ

い。 

マーシャルの方たちに出迎えられて もりも

りチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=pE4d6Ru0G_o

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KPEw44nvZ5zvt

DGGubqMsU_dd0LXCBKlLQ3OsAZA62eo4Xcvxsc2HBdE 

 

● マーシャル諸島についてあらためて知る 

マーシャル諸島とはどういう島々か。「真珠

の首飾り」と言われる美しい環礁が集まった

島々です。同時にアメリカがビキニ環礁やロン

ゲラップ環礁などで繰り返し核実験を行なった

島々であり、たくさんの島民の方が被ばくされ

た場でもあります。‥‥とここまでは多くの方

が知られていることではないかと思いますが、

私たちが捉え返さなければならないことは、か

つてこの島々を日本が植民地領有していたこと

です。 

もともとこの地域は初めにスペインの侵略を

受けました。その後、米西戦争におけるスペイ

ンの敗北後の１８９８年にドイツに売却され、

ドイツ領ニューギニアと呼ばれました。 

ところが第一世界大戦でドイツが敗北。連合

国側で参戦した日本が現地のドイツ軍を駆逐しホテルで出迎えてくださったマーシャルの方たち 

いただきたククイの実の首飾りを胸に でもにやけ
すぎ(笑) 守田撮影 

https://www.youtube.com/watch?v=pE4d6Ru0G_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KPEw44nvZ5zvtDGGubqMsU_dd0LXCBKlLQ3OsAZA62eo4Xcvxsc2HBdE
https://www.youtube.com/watch?v=pE4d6Ru0G_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KPEw44nvZ5zvtDGGubqMsU_dd0LXCBKlLQ3OsAZA62eo4Xcvxsc2HBdE
https://www.youtube.com/watch?v=pE4d6Ru0G_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KPEw44nvZ5zvtDGGubqMsU_dd0LXCBKlLQ3OsAZA62eo4Xcvxsc2HBdE
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て占領、１９２０年の講和会議以降、日本の植

民地としました。 

このように太平洋の島々は「帝国主義列強

国」によって何度も踏み荒らされ、奪い合われ

たのです。 

日本が領有していた時、この地域は他の諸島

群も含めて「南洋諸島」と呼ばれました。マー

シャル諸島はそのうちの一地域です。この他、

パラオ、ミクロネシア連邦、北マリアナ諸島な

どが含まれます。 

その中でマーシャル諸島は１９８６年にアメ

リカの「自由連合盟約国」となって独立。ミク

ロネシア連邦も同年、パラオも１９９４年に独

立しましたが、北マリアナ諸島はまたアメリカ

の統治下にあります。 

正直にいうと、これらのことを僕は十分に理

解していませんでした。とても恥ずかしく思っ

ています。この旅を通じて日本とこれらの島々

の方たちとの間の歴史を胸に刻もうと思ってい

ます。   

 

 

旅を続けます。  

 

 

 

●  Ｒｅａｃｈ-ｍｉなどが交流の場を作ってく

ださいました 

シアトルでの３日から５日に至るマーシャル

の方たちとの素晴らしい交流についてご報告し

ます。２日夜にホテルで素敵な出迎えを受けた私

たちは３日から５日にシアトル在住のマーシャ

ルの方たち、またシアトルで平和運動を担う方た

ちと素敵な交流を重ねることができました。 

３日はシアトル北方、カナダとの国境に近い町、

エバレットに車で向かい交流会の会場となる教

会へ向かいました。マーシャルの方は敬虔なクリ

スチャン(プロテスタント)が多い。ここにシアト

ル在住のマーシャルの方たちが集ってくださっ

ていました。 

主催は竹峰誠一郎さんも立ち上げに参加され

たＲｅａｃｈ-ｍｉというマーシャル人主体のグ

ループです。 

教会の礼拝堂を借りて日本からの一行がそれ

ぞれに短いプレゼンを。僕も主に自分が父が広島

での被ばくが疑われ、母が東京大空襲の奇跡的生

き残りなこともあって平和のために尽力してい

ることを紹介。またその心を込めてどこにでもｐ

ｅａｃｅ ｆｌａｇを持参して掲げていることを

紹介しました。竹峰さん、渡部さん、今中さん、

玉山さんもそれぞれにハートフルなプレゼンを

披露。内容はまたの機会に紹介します。 

 

核の終わりを探る旅 ６  ２０１９年１１月６日（水） 

「南洋諸島」地図 国際連盟の「委任統治」という名の下
の植民地支配がなされていた ネットより 

礼拝堂を借りて私たちがそれぞれに短いプレゼンを。写真
は今中哲二さんの発言風景です。守田撮影 
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● サイパン出身の方と語らって 

このプレゼンを終えた後にサイパン島出身の

男性が近寄ってきて話をしました。サイパン島は

北マリアナ諸島に属していてマーシャル諸島に

は含まれません。まだアメリカから独立していな

いのですが、そのサイパン周辺にはかつて日本軍

の基地がありました。太平洋戦争の後半で米軍の

激しい攻撃を受けましたが、この時、彼のお父さ

んは山に逃げたのだけれど米軍機に機銃掃射さ

れたそうです。上陸してきた米兵が日本人を殺す

のも見たとか。 

米軍は日本軍守備隊を壊滅させて島を占拠。や

がてわずか８キロ離れたテニアン島を奪取、日本

軍が作ったハゴイ飛行場を拡張しＢ２９発進の

基地としました。僕の母や親戚を襲い、主要都市

の全てを燃やし尽くした３００機を超えるＢ２

９編隊も、広島、長崎を襲ったエノラ・ゲイもボ

ックスカーもここから飛びたったのでした。 

彼はこの２機がテニアンから飛び立ったこと

を始め、日本人を殺しに行く爆撃機を毎日、お父

さんが見ていたこと。それが心の痛みであること

を僕に伝えにきてくれたのです。 

あとで竹峰さんにお話を伺うと、太平洋の島々

の人々は日本軍を襲う米軍の空襲に巻き込まれ

たそうですが、同時にそれに反撃する日本軍の攻

撃にも晒されたそうです。どちらの攻撃も危険で

島の中で逃げ惑ったのかとか。そんな体験をお父

さんが経ただろうに、なお広島・長崎、そして空

襲を受けた日本の諸都市の痛みをシェアしてく

れているこの方に深く心を動かされました。 

● 子どもの誕生日会にたくさんの人々が 

さてそんな意味深な交流もありましたが、続い

て子どもの誕生日に来賓招かれ、マーシャル人コ

ミュニティの陽気さ、結びつきの深さを実感しま

した。 

「１歳の子の誕生祝い」と聞いて、どんなもの

か想像がつかなかったのですが、参加してみたら

二人のお母さんがそれぞれに子どもを抱いてい

る。そこに次々と人々が集い、歌を唄い、紙幣（１

ドル）を用意された桶に入れて子どもの手を握っ

ていくのです。コミュニティの子どもの１歳の誕

生日をみんなで祝福していく。 

驚いたのはマーシャルの方たちが歌が上手い

こと。誰かが適当に歌いだすとどんどんハモって

いく。素晴らしい歌声でした。もう少し大きい子

どもたちもたくさん集まり、大騒ぎしている。と

にかく楽しい場なのですがこれがまた延々と続

いていく。みなさん、明日の仕事もあれば子ども

の学校もあるのに。でもこうやってみんなで集っ

て、祝福し合い、励まし合い、助け合って生きて

いるのですね。 

竹峰さんによると最近、マーシャル諸島からア

メリカへの移住者がどんどん増えているのだそ

うです。移民に対する態度が厳しくなっているア

メリカですが、それでもマーシャル諸島は中・長

距離のミサイル実験ができる唯一の場なのだと

かで、そのためアメリカもマーシャルの方たちに

は多少の便益ももたらしているのだとか。 

ではなぜ特にワシントン州なのかと言うと、最

初にマーシャルからの移民コミュニティが形成

されたアーカンソー州などに比べて医療補助が

いいからなのだそうです。と言っても６５歳まで

なのだそうですが。 

ともあれそんなことも新たに知りながら交流

を深めました。 

旅を続けます。 

今日はシアトルを発ちニューメキシコ州、アル

バカーキに向かいますが、この場ではもう少しシ

アトルでの交流をお伝えします。しかしどこまで

書ききれるかなあ。完全にｉｎｐｕｔが上回って

ます。 

子どもの誕生日をみんなで祝うマーシャルの

方たち もりもりチャンネル 
マーシャルの方たちとの交流から。写真は 5 日夜のものな
のですが、早くお見せしたくてここで先に紹介しちゃいま
す！ 
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https://www.youtube.com/watch?v=ymqj7_5uuF0

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rLwg9j6qR5j0e

aOi62iTcvlPpQt35q6NDUdgcS-r_6NlvST4todxGsYE

  

 

 

● シアトルの禎子像を訪れて 

昨日、シアトルからニューメキシコ州アルバカ

ーキに移動しましたが、もう一回、シアトルでの

ことをご報告します。 

２日夜にパスコからシアトルに移った私たち。

３日のマーシャルの方たちとの交流に続いて４

日にまずはシアトルの禎子蔵に向かいました。 

禎子さんは広島原爆に２歳で被ばくし１９５

５年に１２歳で白血病で亡くなった女の子です。

その痛みをシェアしようとシアトルの方が建て

てくださいました。 

 

ここにもロングヒストリーがあるのですが、そ

れもまた後日に。 

ともあれこの像を訪れ、広島から持参した折り

鶴を像にかけることを一つのミッションとして

参加している渡部久仁子さんがここでビデオレ

ターを作りました。写真をご覧ください。 

渡部久仁子さんがシアトル禎子像に折り鶴を

献納 

https://www.youtube.com/watch?v=FrHVAIa3kZk

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qfwJYG-

SRHl4Vog5oGrcKCqkN27-

ucmynoJQ05X3IBiQbxRByIvmD_ig 

この像が建っていることにも象徴されるよう

に、ハンフォードを同じ州の中に抱えるシアトル

は平和運動の力が強い。アメリカ軍の原子力潜水

艦の近くにあることにも影響されているそうで

す。そんな中で禎子さんや被爆者の痛みを分かち

合おうとするムーブメントがあることに嬉しい

気がしました。 

 

● ワシントン大学の学生たちはキラキラした目

で迎えてくれた 

その後にすぐ近くのワシントン大学に向かい

ました。竹峰さんの旧知のハリー・バーカーさん

が迎えてくれました。 

彼女はマーシャル諸島に深く関わられている

方でワシントン大学内にあるバークミュージア

ムの仕事もされている。大学でも教えていてとて

も多忙な方です。その方が授業で私たちのスピー

チの場を作ってくれました。シアトル生まれのマ

ーシャリーの学生のマライカさんも参加してく

れました。 

核の終わりを探る旅 7  ２０１９年１１月 7 日（木） 

禎子像の前で 竹峰さん撮影 

https://www.youtube.com/watch?v=ymqj7_5uuF0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rLwg9j6qR5j0eaOi62iTcvlPpQt35q6NDUdgcS-r_6NlvST4todxGsYE
https://www.youtube.com/watch?v=ymqj7_5uuF0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rLwg9j6qR5j0eaOi62iTcvlPpQt35q6NDUdgcS-r_6NlvST4todxGsYE
https://www.youtube.com/watch?v=ymqj7_5uuF0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rLwg9j6qR5j0eaOi62iTcvlPpQt35q6NDUdgcS-r_6NlvST4todxGsYE
https://www.youtube.com/watch?v=ymqj7_5uuF0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rLwg9j6qR5j0eaOi62iTcvlPpQt35q6NDUdgcS-r_6NlvST4todxGsYE
https://www.youtube.com/watch?v=FrHVAIa3kZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qfwJYG-SRHl4Vog5oGrcKCqkN27-ucmynoJQ05X3IBiQbxRByIvmD_ig
https://www.youtube.com/watch?v=FrHVAIa3kZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qfwJYG-SRHl4Vog5oGrcKCqkN27-ucmynoJQ05X3IBiQbxRByIvmD_ig
https://www.youtube.com/watch?v=FrHVAIa3kZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qfwJYG-SRHl4Vog5oGrcKCqkN27-ucmynoJQ05X3IBiQbxRByIvmD_ig
https://www.youtube.com/watch?v=FrHVAIa3kZk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1qfwJYG-SRHl4Vog5oGrcKCqkN27-ucmynoJQ05X3IBiQbxRByIvmD_ig
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ここでも私たち５人が発言しました。僕も前夜

と同じ内容ですが、広島と東京の間から生まれた

息子として平和のために活動し続けるつもりだ。

そんな気持ちでｐｅａｃｅ ｆｌａｇを持ち歩い

ていると話しました。印象的だったのは学生たち

がみんなキラキラした目で発言を聞いてくれて

いたことです。ここでも広島・長崎の痛みを一生

懸命シェアしてくれている。 

 

● 博物館と植民地主義と暴力 

その後、ハリーさんがミュージアムを案内して

くださいました。感動したのはミュージアムの入

り口に「植民地主義の暴力の遺産」と書かれたパ

ネルがあり、しばしばミュージアムがそこに加担

してきたことを述べていること。博物館は大きな

力を持っていて、しばしばその地の貴重なもの、

勝手に公開してはいけないものを暴力で集めて

きました。今、返還の流れが強まっていますが、

それをきちんと掲げている。 

さらに非公開の貯蔵物も見せてくれました。マ

ーシャル諸島の貴重な編み物なども見せてくれ

ました。ちなみに今もマーシャルの方達はａｍｉ

ｍｏｎｏと語るそうです。 

返還を検討したものの、現地の方から「むしろ

博物館にあった方が末長く保存してもらえるか

ら持っていて欲しい」と言われたものもあるとか。

面白いのは子孫である人だけが触っていいこと

になっていることです。なのでここではマーシャ

ル人であるマライカさんだけが編み物に触れま

した。ゆっくりと古の人に語りかけるように。 

 

 

● マーシャルの方たちに再度のプレゼン 

さてこの夜は再度、マーシャルの方たちが集ま

ってくれた場でお話できました。 

 

さらに翌日には午前中に再度、ワシントン大学

を訪れてハリーさんらと歓談し、午後に今度はシ

アトルの平和運動を担っている方たちとの交流

の場も持ちました。毎年８月６日に灯籠流しをし

ていると言う日系人の女性にも会いました。広島

に親戚がいたもののその多くが原爆で亡くなっ

バークミュージアム 守田撮影 

ハリー・バーカーさん 秘蔵のものを色々と見せて
くれました 

マーシャルの方たちにおばあさんの被ばくを伝える渡
部久仁子さん 
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てしまったのだそうです。 

 

この場にマーシャルの方たちも参加してくだ

さり、交流の場が終わってから一緒に食事をしよ

うと言うことに。それで訪れたのは焼肉レストラ

ンでした。韓国のお店です。マーシャルの方たち

はお米を炊いたご飯を食べるので韓国料理は好

きらしい。 

この場でもとにかくみんなで写真を撮りまく

りました！これらを一挙にご紹介します。 

 

メルマガ配信の方はぜひブログをご覧くださ

い！ 

旅を続けます。 

今日は再度、原爆製造の町、ロスアラモスを訪

れます！  

 

 

 

シアトルの平和運動の方たちと。日系人の女性は灯籠
流しを毎年行っていることを紹介 

マーシャリーのみなさんと焼く肉で楽しみました！ 

新年は「ヒバクシャ国際署名」の宣伝行動から 

 
■新春６・９行動  1月 6日（月）、9日（木） 

 14:00-15:00 清水寺門前 

■2020年新年署名宣伝行動 1月 18日（土） 

 14:00～15:00 河原町三条 
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アンティグア・バーブーダ核兵器禁止条約を批准 ３４ヵ国へ 

カリブ海の島国アンティグア・バーブーダが１１月２５日(月)、核兵器禁止条約の批准書を国連に寄

託しました。同日付の「ＵＮジャーナル」（国連の公式活動日誌）に掲載されました。同条約を批准し

た国は３４カ国となり、発効に必要な批准国は残り１６カ国となりました。 

 

■日本政府の禁止条約への署名、批准などを求める地方自体議会の意見書 

日本政府の禁止条約への署名、批准など、条約への参加を求める意見書を採択した地方自治体議会数

は全国で４２４(１０月１５日現在) 

京都は６自治体 綾部市議会、亀岡市議会、京田辺市議会、木津川市議会、向日市議会、精華町議会 

都道府県議会で採択された自治体は 岩手県、長野県、三重県、鳥取県、沖縄県 

 

■ヒバクシャ国際署名 

全国と海外から寄せられた署名数 １０，５１７，８７２筆（１０ 月１１日国連提出） 

京都の署名数 ２１２，３０５筆（１１月２５日現在） 

地方自治体首長からの署名数 １，２００市町村長と２０都道府県知事 

京都の自治体首長は１４人(元職含む) 

京都府:西脇隆俊知事、山田啓二(元)知事、京都市:門川大作市長、綾部市:山崎善也市長、亀岡市:

桂川孝裕市長、長岡京市:中小路健吾市長、福知山市:大橋一夫市長、向日市:安田守市長、伊根町:

吉本秀樹町長、笠置町:西村典夫町長、京丹波町:太田昇町長、寺尾豊爾(元)町長、与謝野町:山添

藤真町長、南山城村:手仲圓容村長 

 

２０１９年１２月１日現在 核兵器禁止条約批准国３４ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核兵器禁止条約発効めざして 

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 

バングラデシュ 
タイ 

ラオス 
ベトナム 

ニュージーランド 

パラオ 

サモア 
ヴァヌツ 
キリバス 

クック諸島 

メキシコ 
エルサルバドル 

ニカラグア 
コスタリカ 
パナマ 

エクアドル 

ベネズエラ 
トリ二ダード・トバコ 

ガイアナ 

南アフリカ 

ボリビア 
ウルグアイ 

キューバ、ドミニカ 

アンティグア・バーブーダ 
セントビンセントグレナディーン諸島 
セントルシア 

カザフスタン 

モルディブ 
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２０１９年１１月２６日（火）の京都新聞に京都「被爆２世・３世の会」会員の市田里佳さん（向日

市）の語りが記事掲載されました。記事の紹介と、それを受けての市田さんの思い、会員のみなさんへ

の問いかけです。 

 

京都新聞２０１９年１１月２６日(火) 

ローマ教皇 長崎・広島訪問 

核なき世界 向日でも願い 

核廃絶を訴えてきたローマ教皇フランシスコの来日に、向日市の市民が思いを寄せている。平和を

願う被爆２世の女性や、８月に長崎で行われた原水爆禁止大会で被爆者の声に耳を傾けた男子高校

生―。核のない社会の実現や、見通しの立たない核兵器禁止条約批准へ、願いを託す。(宇都寿) 

言葉、胸に刻む 被爆２世市田さん 

「私は被爆２世です。そんな人がいることを知ってほしい」。２４日、向日市寺戸町の寺戸公民館

で開かれた催し「核のない世界をめざして」。同市上植野町の飲食業市田里佳さん（５０)は参加者

へ静かに語った。 

自身が固縛２世だと知ったのは小学生の時。当時学校の定期健診とは別に毎年検査を受けていた。

異質な雰囲気で「記録や調査をされているようだった」。何も知らされておらず疑問に思った市田さ

んは母に告げた。「私が被爆者。放射能を受けた影響があなたにもあるかもしれない。いつか話そう

と思っていたんだけど・・・」。検査は、国の援護策だった。 

中学生の時、祖母が当時のことを１度だけ話してくれた。あの日

は、２歳の母を連れて広島市内へ帰郷していた。乗っていた市電の

窓ガラスが爆風で割れ、祖母は母を守ろうと座席の下に押し込んだ。

けがはなかったが、その３日後には親戚を探して、母と焼け跡の中

を歩いたという。市田さんは「町を歩かなければ祖母も母も被爆せ

ずにすんだのでは・・・」と感じたが、祖母を思うと何も言えなかっ

た。 

市田さんは将来の悲観を胸に抱きながら生きてきた。母も私もい

つ死んでしまうのか分からない。戦争さえなければ。社会人になり

２世という事実から遠ざかっていた時期もあったが、３６歳で長男

を出産した時に再び現実を突き付けられた。「この子を３世にしてし

まう」。同じことが繰り返されぬ平和な世の中を強く願った。 

２４日、教皇が広島と長崎を訪れた。核兵器のない世界は不可欠

と語る姿を、市田さんは胸に刻んだ。「市民も、日本の指導者も教皇

のメッセージを受け止めてほしい。２度の被爆を経験した日本だか

ら果たせる役割があるはずだから」 

 

市田里佳さんの京都新聞掲載記事紹介と 

「２世・３世の会」のみなさんへの問いかけ 
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私の思い、「２世・３世の会」会員のみなさんはどのように？ 

京都新聞に掲載していただいて、それは良かったのですが、記事の内容を通して気になる点がありま

した。それは自分自身のことです。 

記事にあるように２世として生まれたことは、確かに私の子どもの頃の性格に影を落としました。今

も健康については不安があるし、理不尽な思いは消えません。 

戦争が過去のことにされていく中、今も２世、３世がいるんだよって知ってもらうことが戦争につい

て考えてもらうきっかけになれば良い、それがまず私にできることだと今までは素直にそう思っていま

した。だから公な所で話すこともその一つだと。 

でも、あの記事を読んで、自分も過去のものにされた気がしました。 

いま健康で一見なんら他の人と違うことのない私のような存在はどこまで理解されるのか。 

戦争を体験した人や体験を聞いた人は少なくなって、これからは想像力があり過去に寄り添える人の

中にだけ、戦争が記憶される時代になっていくようで。だからこそ継承・語り継ぎが必要なのでしょう

が、不安です。 

他の２世３世の方は自分の存在をどのように受け止めておられるのか聞いてみたいです。 

市田里佳さん（向日市） 

 

今回の問いかけを機会に、みなさんの意見、思いを出し合っていきませんか？ 

例会の話し合いで、会報での誌上交流で・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

■“第１回 岐阜 被爆２世として「平和な未来」

を若者に”に４０人の参加 

今井雅巳さん（岐阜県大野町） 

京都「被爆２世・３世の会」会報 No.８５（１１

月号）をありがとうございます。 

早速、岡山での交流会の記録、感謝申し上げます。 

岡山では、大変お世話になり、誠に有り難うござ

いました。 

帰宅してから、１１月２４日の岐阜被爆２世の会

の立ち上げ、つどいの準備に忙殺されていました。 

第１回 岐阜 被爆２世として『平和な未来』を

若者には、毎日新聞・岐阜新聞が事前に記事にし

てくれ、５０００枚のチラシを播き、４０名の参

加者を得て、まずまずの盛会となりました。 

時まさに、フランシスコ・ローマ教皇がナガサキ・

ヒロシマで「核兵器廃絶のメッセージ」を発し、 

世界中に核兵器・核発電が「未来に対する大きな

負の遺産」であるとの警告を伝えました。 

よく似た事柄の発言をしたのですが、教皇ほどに

格調高く語るのは、難しいですね。 

京都には遙かに及びませんが、岐阜でもボチボチ

活動を本格化していこうと思います。 

今後とも、どうか宜しくお願い致します。 

 

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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■アーサー・ビナードさんの紙芝居はとても好

評 

山根和代さん(右京区) 

いつも充実したお便りをありがとうございます。 

アーサー・ビナードさんには平和学の授業でゲス

トスピーカーとして来ていただいたことがあり

ました。 

とてもわかりやすく鋭い視点でのお話で、学生に

大好評でした。 

あいにく反核法律家協会の意見交換会に参加す

ることを求められ、被爆二世・三世の交流会に出

ることができませんでしたが、お便りで内容を知

ることができて幸いです。 

彼の紙芝居は平和のための博物館市民ネットワ

ーク全国交流会で、丸木美術館の理事長の小寺先

生が実演され、とても良かったです。 

 

■実りの多かった岡山での「交流と連帯の夕べ」 

庄田政江さん（大阪市平野区） 

いつもながら平さんの迅速で完璧な報告には頭

が下がります。 

また岡山まで往復運転してくださった米重さん

の息子さんにお礼を申し上げます。 

岡山から帰った翌々日、ネパール１週間の旅に出

てヒマラヤ山脈とカトマンズの寺院を見てきま

した。 帰国前には風邪をひき咳が出て感想を書

くのが遅くなりました。 

ビナードさんは３回目くらいですが、広島に住ま

れるようになり核問題により取り組まれている

印象で趣旨にあった内容でした。守田さんのニュ

ーメキシコとハンフォードの報告に関心され一

緒に講演をしたいとの申し出があったこと良い

縁が結ばれたなと・・・・。 ハンフォードの報

告ぜひ聞きたいと思っています。 

また国府さん「あの日を、わたしは忘れない」の

紹介ありがとうございます。この本は２世の会で

回覧して自由に見ていただければと思い余分に

購入しました。書店では購入できなくて、広島資

料館内の書籍販売でしか購入できないようです。

ネパールに同行した友人に話すと読み聞かせを

している友人にあげたいと。子供に読み聞かせる

というアイデアは思いつかなかったので嬉しい

です。もうすぐ著者の河野さん（私が伝承する語

り部さん）に会うので報告するのが待ち遠しいで

す。 

河野さんは８８歳でとても精力的に活動されて

います。１０月はローマ教会の報道官に講話する

予定があると仰っていました。フランシスコ教皇

の深い言葉はそういう事前調査に基づいている

のかなと想像します。検索したら下記が見つかり

ました。ほぼこれを元に証言されています。 

KohnoStoryJ.pdf  

夕食会では先輩の広島伝承者の古田光恵さんに

ご挨拶すると良いアドバイスを頂きました。「語

り部さんの言葉をもっと聞きたかったと言われ

たので、地図だけを使って体験を中心に語ってい

る」と。私はこれまで様々な語り部さんや伝承者

のお話を聞き、パワーポイントなどで情報を入れ

ることを考えていました。そろそろ原稿も書き出

さないとと思っていた矢先なので貴重なアドバ

イスになりました。河野さんの体験と思いを伝え

ることが優先すると確信できました。 

周到な準備を楽しくこなして有意義な内容を企

画してくださり、古い友人を迎えるように歓迎し

て頂き、岡山に行って良かったなと。大きな収穫

のある交流会でした。そして嬉しいことに京都の

会はかなり注目されている感じでした。 

ネパールの旅の写真も紹介します。 

カトマンズからナガルコットへ移動してランタ

ンリルンを遠くに見る 

カトマンズから飛行機でポカラに移動してマチ

ャプチャレやアンナプルナを見る。（サランコッ

http://wfchiroshima.com/wp-content/uploads/2016/09/KohnoStoryJ.pdf
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トの丘やホテルから） 

ポカラから視界が悪くて飛行機がキャンセルに

なり車を用意してもらってガタボコ山道を７時

間かけて移動してカトマンズに戻る。 

レーダーがなくてパイロットは目視で着陸する

そう・・・・ 

ネパールは盆地なのでインドや中国の大気汚染

が滞留するらしい。 もやがかかって観光地から

は午後になると山が見えなくなる。 

ホテルの部屋からアンナブルナ、マチヤプチュレ 

サランコットの丘から朝日の当たるアンナプル

ナ連峰 

エベレスト（右の山）飛行の機内から撮った写真 

もちろん地図をもらっていましたが、どれがエベ

レエストか分からなくて空港に戻ってからガイ

ドさんに教えてもらいました。 

往復１時間でシャンペンとエベレストの写真付

き。 

カトマンズ

の仏教寺院 

スワヤンブ

ナ―ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月は２

０度前後な

のでヒマラ

ヤ桜が咲い

て い ま し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中村哲さんの意思をシェアし引き継いで 

守田敏也さん（左京区） 

７日夕方５時半から三条大橋にて中村哲医師と

アフガンのすべての犠牲者を追悼するビジルが

行われました。僕が言い出しっぺとなりピース

ウォーク京都主催で行いました。 

のべで約１２０人が参加してくださいました。

ただ少しの時間だけでもと立ってくださった方

もたくさんいて正確なところはわかりません。

弁護士の福山和人さんも忙しいスケジュールを

縫って駆けつけてくださいました。 
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寒い中でしたがみなさんじっと立ち続けてくだ

さり、７時少し前に三条大橋のたもとに集まっ

て簡単な集会を行いました。自由発言でしたが

主にピースウォーク京都を担い何度も中村さん

をお迎えしてきた仲間たちが次々と発言しまし

た。涙ながらの発言が続き、輪を作ってくれた

みなさんも落涙されていました。 

１時間半の間に参加者や通りすがりの方がカン

パをたくさんしてくださいました。くださった

方に２００１年１２月の中村哲さん講演録をお

渡ししました。集まったお金は僕が責任を持っ

てペシャワール会にお届けします。 

おりしも今日、中村哲さんのご遺体が日本へと

戻って来られ、ペシャワール会のある福岡市で

１２月１１日午後１時からご葬儀が行われると

のことで急きょですが駆けつけて、昨日の写真

の焼き増しも加えてお渡ししてきます。 

こうした行動を通じながらみんなで中村哲さん

のご遺志をシェアし分け持っていきたいと思い

ます。 

７日夜、急きょお集まりいただいたみなさま。

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スノーデンファイル徹底検証  小笠原みどり  著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「桜を見る会」問題だけでなく、今迄マスコミで「疑惑」として報道されて

きた事を我々はどこまで覚えており、その怒りを持ち続けてきただろう。この

本で取り上げられている「スノーデンの告発」も最近は「話題」にすら上らな

い。著者は、この「告発」を長く追及してきた。対外的には、日本が如何にア

メリカに協力、というより「アメリカの情報機関」に日本の税金・土地を提供

してきたことを明らかにしている。日本国内においては、自衛隊が個人情報を

収集することは「憲法上」懸念があり、躊躇していたが、政府内部からの圧力

により「姿勢」を変えていく姿が描かれている。ここには「市民監視」のけた

外れた大量情報システムも取り上げられている。私たちが、便利さを追求する

あまり、日頃利用している「カード」が、どのように個人情報として収集され

利用されようとしているのか、歴史を振り返りながら警告し、「情報」は深く

静かに収集されている、と警鐘を鳴らす。そしてこの情報収集国家は、民主

主義を破壊し、独裁国家になっていく、という。今からでも遅くはない、一人一人が抵抗を、抗議の声

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

毎日新聞出版 

１５００円＋税 

https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/46203/4620325961.jpg
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をあげよう、そうしないと、あっという間に監視カメラが設置され、顔認証・声認識ソフトがインスト

ールされ、私達一人ひとりが信用スコアで点数化される、と警告する。少しでも「今の日本の監視社会」

の現実を知り、個人情報を守る行動に出ましょう。 

 

■異端の被爆者   横井秀信 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「そんなに被爆して、生きている人はいませんよ」と若い研究者から言

われたり、フランスの記者から「これは本当にあなたの染色体なのか？本

当にこんなことが起こるのか？なぜ生きていられるのか」と質問された経

験をもつ「一人の被爆者」の生きざまを記録している。著者はＮＨＫのプ

ロデューサーで、映像の世界では、被爆者の人生のわずかな部分しか描け

ない、という反省から書かれた評伝である。しかし、ここに描かれている

のは「一人の被爆者」の生きざまであると同時に、彼と一緒に「被爆」

し、生き抜いた同級生の記録でもある。被爆死した同級生の遺族との関

係・被爆体験を後年まで明かさなかった同級生、ここには「被爆」し「生

き残った」ために、背負うことになった被爆者の苦悩・苦闘が描かれてい

る。生き残った被爆者だが、「被爆から７０年以上経ってもその影からは逃

れられないということだろうか。どれ程怒りの言葉を並べても陳腐になっ

てしまう」（あとがき）というように、４０歳５０歳になって、病魔に襲わ

れる。襲われた「ガン」の病名を列記するだけで、「原爆」「放射線」の恐ろしさがわかる。ここには

「放射線」の恐ろしさが描かれ、警鐘をならすと共に、「原爆」によって人生を左右されるのは「ゴメ

ン」だと力強く生きてきた「被爆者」の姿が描かれている。「被爆時」の状況を「言葉」にするのは困

難を極めたと思いますが、この問題を乗り越えられた内容だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆２世健診 受診７４％ 放影研 

放射線影響研究所（広島市南区、放影研）は２６日、被爆２世の健康追跡 

調査のために設置した第三者委員会「被爆２世臨床調査科学倫理委員会」の 

会合を同研究所で開き、進捗（しんちょく）状況を報告した。２０１４年１１月 

に始めた３巡目の健康診断について、対象者の受診率が今年９月末現在で７４％だったことを明ら

かにした。 

調査対象１万３１００人のうち、９７５０人が協力した。平均年齢は６０・８歳。受診者のうち、

研究のため血液や尿の保存に同意した人の割合は９９％、遺伝子の解析研究への同意は９７％だっ

た。 

放影研は２０００年から７年かけて２世の健康調査を実施。親の被爆に関連した病気のリスクを

示す証拠は得られなかった。「今後、健康への影響が出る可能性は否定できない」として、１０年以

降はおおむね４年に１度のペースで無料健診をしている。 

（２０１９年１１月２７日 中國新聞） 

Scrap 

book 

新潮社 

１５５０円＋税 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８６   ２０１９年１２月２５日 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坪井直さんの半生をまとめた冊子の英訳などを検討す

る馬屋原瑠美さん（左から 2人目）ら＝京都市右京区の

京都外国語大で 2019年 7月 22 日 

 

 

 

■「ビカドン先生」94 歳坪井直さんの半生 中高生が英語版作り ８日から WEB 公開 

広島原爆で被爆し、中学・高校の教壇で「ピカドン先生」と名乗って体験と反戦を伝えてきた坪井

直（すなお）さん（９４）＝広島市＝の半生をまとめた冊子を広島県内の中高生らが英訳し、インタ

ーネット（https://www.survivors－stories.com）で公開している。タイトルは「Cry of the soul 

Tsuboi Sunao」。「坪井さんの非核への強い願いを全世界に発信し、核兵器のない世界を作りたい」

と意気込む。 

同県福山市の盈進（えいしん）中学高校ヒューマンライツ部の生徒たちが２０１６年に坪井さんに

インタビューし、数学教師として教壇に立ちながら、被爆体験を子供たちに伝えてきたことを記録。

広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）理事長として核兵器廃絶運動に取り組んできたことも盛り

込み、「にんげん坪井直 魂の叫び」として冊子にまとめた。 

冊子は、広島市の原爆資料館に寄贈され、大きな反響を呼んだ。そのため、外国人にも読んでもら

おうと、同部部員ら約１０人が昨年から英訳作業を実施。被爆証言を多言語に翻訳する活動に取り組

む「被爆者証言の世界化ネットワーク」（事務局・京都市）が協力した。 

生徒たちは坪井さんに電話で再取材する一方、休みを利用して何度も京都を訪問。英語表記などに

ついて同ネットワークから助言を受けた。部長で盈進高２年の馬屋原（うまやはら）瑠美さん（１７）

は「未熟な英語で、坪井さんの壮絶で尊い人生の価値を下げてはならないと思った」と責任の重さを

振り返る。 

特に難しかったのは、微妙なニュアンスを表現する適切な英単語を選ぶことだった。例えば「（き

のこ雲の下は）真っ暗だった」。当初は「It was black」と訳したが、同ネットワークの指摘で「It 

was pitch black（真っ暗）」と暗さを強調した。英訳の進行を聞いた坪井さんは「ありがとう」

と喜んだという。 

 英訳は今年 11 月に完成。世界に伝えるにはネット公開が効果的と考え、ウェブページも同ネット

ワークに作成してもらった。イラストや写真などと共に日英両文を掲載する。 

公開日の８日は、１９４１年の真珠湾攻撃（現地時間７日朝）から７８年の節目の日。「世界の多

くの人が戦争に思いをはせる日で関心を呼びたい」と馬屋原さん。広島の被爆者で語り部活動をして

いる切明（きりあけ）千枝子さん（９０）の体験も英訳する予定で、「存命の被爆者が年々少なくな

る中、もっと世界に発信したい」と話す。  

 今後は被爆２世の証言や、この取り組みについての馬屋原さんのエッセーも英訳して掲載する計

画だ。                          

（２０１９年１２月７日 毎日新聞） 
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▼１２月９日(月)、臨時国

会が「慌ただしく」閉会し

ました。会期の最後の１ヶ

月間、安倍首相は参院本会

議での法案採決の時以外まっ

たく国会に姿を現さなかった異常さ

です。この事態に誰もがモラルの崩壊を感じたの

ではないでしょうか。大人だけではない、この事

態を目にしている子どもたち、少年少女たちがど

う感じ、これからどのように育っていくか、と思

うと空恐ろしいほどです。現政権の作り出した腐

敗した構造、モラルを私たちの手で作り直してい

かなければならない、そんな２０２０年をまもな

く迎えることになります。▼京都「被爆２世・３

世の会」の２０１９年～この１年を簡単にふりか

えりました。(２～３ページ) みなさん一人ひと

りのこの一年はどうだったでしょうか。お互いに

振り返りつつ、この一年を糧に次の年の前進を開

いていきたいと思います。何はさておき、お疲れ

様でした。(平)

編集後記 

■旧陸軍被服支廠 「解体ノー」相次ぐ声 倒壊危険 地元は理解も 

広島県が「旧陸軍被服支廠」の方向性を打ち出した４日、県が所有する全３棟を「物言わぬ被爆者」

として保存を求めてきた市民からは、「解体ノー」を訴える声が相次いだ。建物の地元からは、倒壊

の危険性を除くための安全対策として理解を示す意見も出た。 

市民団体「旧被服支廠の保全を願う懇談会」の中心メンバーの一人、多賀俊介さん（６９）＝広島

市西区＝は県議会棟のモニターで、総務委員会の審議を見守った。県が示したのは、「２棟解体、１

棟保存」の原案だった。終了後、「やはり３棟保存に動いてほしい」と率直に打ち明けた。 

懇談会は２０１４年３月に発足し、現地で被爆証言を聞く会などを重ねてきた。多賀さんは「被爆

者が老いゆく中、ますます建物の価値は高まっている。何とか残す道を探ってほしい」と県に再考を

促した。 

築１０６年の被服支廠は国内最古級の鉄筋コンクリート建築物でもある。見学イベントなどで訪

れる市民グループ「アーキウォーク広島」の高田真代表（４１）＝中区＝は「３棟が南北に並ぶ圧巻

の規模、軍都広島の貴重な軍需遺構・・・。希少性を挙げればきりがなく、２棟解体は残念の一言だ」

と嘆いた。 

建物が立つ南区出汐町内会元会長の長田

弘さん（８０）は「危険性のある建物が、町

の中に取り残されていた状況から脱却でき

る」と、県の原案を歓迎した。保存される１

号棟については「平和を発信する空間とし

て、子どもやお年寄り、外国人が訪れてもら

えるようになればいい」と願った。 

（２０１９年１２月５日 中國新聞） 
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２0２０年 1 月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

１  １ 水 元日 

 2 木  

 ３ 金 キンカン行動 

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 
小寒 

新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 ７ 火 七草 

 ８ 水  

 

 

 

 

９ 木 新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土  

 １２ 日 都道府県対抗女子駅伝 

 １３ 月 成人の日 

 １４ 火  

 １５ 水  

 １６ 木  

 １７ 金 
阪神淡路大震災発生の日（199５年） 

キンカン行動 

 １８ 土 「ヒバクシャ署名をすすめる京都の会」新春街頭署名行動（１４時・河原町三条） 

 １９ 日 
京都市長選挙告示 

「安保法制」廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 月 大寒 

 ２１ 火 ノーモア・ヒバクシャ訴訟最高裁弁論（１３時３０分・最高裁第三小法廷） 

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火  

 ２９ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審（１４時３０分・大阪高裁第２民事部） 

 3０ 木  

 ３１ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部判決（１３時１０分・大阪地裁１００７号） 

キンカン行動 

 


