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２０２０年を核兵器禁止条約発効の年に！ 

１月６日（月）新春「ヒバクシャ国際署名」行動 清水寺境内にて    
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トランプ米政権によるイラン軍事攻撃に抗議し、外交交渉による解決を強く求める。 

また、危険極まる安倍政権の自衛隊中東派兵をただちに中止するよう求める。 

 

２０２０年１月９日 

京都「被爆２世・３世の会」 

世話人代表  平 信行 

 

 

年明けの１月３日（金）、アメリカ・トランプ政権はイラクで、イラン革命防衛隊のソレイマニ司

令官らを殺害したとする驚愕の事実を発表しました。他国の領土に土足で踏み入り、他国の要人を

平然と殺害するなど、一体アメリカという国にはどんな権利、正当性があるというのでしょうか。

国際法も国連憲章をも踏みにじる野蛮で異常な行動に激しい怒りを覚えます。 

イランは報復を宣言し、アメリカは米軍増派を決めるなど、中東地域全体への戦闘拡大が懸念さ

れる重大な事態を迎えています。私たちは関係する諸国が一切の軍事行動を中止し、すべてを政治

外交交渉で解決する方向に舵を切り、中東地域と人々の安全を確保するよう強く求めるものです。 

現在の中東地域の緊張関係は、アメリカ・トランプ政権によるイラン核合意からの一方的離脱と、

それに続く経済的制裁に端を発し、対イラン「有志連合」結成の呼びかけなど軍事的圧力によって

深刻さを増してきました。戦争の危険性を作り出してきたのはアメリカ・トランプ政権であり、そ

の責任は極めて重大です。 

 

現在の事態解決にまず必要なことは、今回の殺害事件についてアメリカ・トランプ政権がイラン

と世界に対して謝罪することです。そして、軍事行動をただちに中止し、２０１５年締結のイラン

核合意に復帰し、合意履行に真摯に向き合っていくことです。そのために世界中の国々が緊急に外

交上の働きかけを強めていくことも求められます。 

 

日本の安倍政権は今回の事態に対して「緊張緩和のための外交努力を」などといった漫然とした

コメントを語るのみで、アメリカの責任は一切問わず、具体的な行動も示さず、まったくの無責任、

無能ぶりを露にしています。そればかりか、自衛隊の中東派遣を閣議決定し、それを今日の事態発

生においても省みることができず、中東の緊張激化に足を踏み入れようとしています。安倍政権は

危険で無謀な自衛隊派兵の閣議決定をただちに撤回させなければなりません。 

 

トランプ政権の軍事行動に抗議し、中止させ、イラン核合意を中心とした外交交渉に復帰させる

こと、世界中の国々がそのための外交努力を尽くすこと、日本の自衛隊の中東派兵を撤回させるこ

と、そのために、日本国内の市民運動も、アメリカ国内の市民運動も、そして世界中の市民運動が

共に声を上げていくことをよびかけます。私たちもその一員として力を尽くします。 
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草の根から新しい“時代”を切り開こう 

会員のみなさんの２０２０年メッセージ 
 

 

■社会人になり丸５年 

池田 灯（北区） 

２０２０年、早いもので社会人になり丸５年が

経過しようとしています。守るべき家族もでき、

責任のある仕事も少しずつですが増えてきまし

た。だからこそ、初心を忘れず日々精進致します。 

個人的には運動不足を痛感する日々ですので

そろそろ自転車通勤を始めてみようかなと思い

ます。本年もよろしくお願い致します。 

 

■正月３日の嬉しいできごと 

井坂博文（北区） 

正月３日、嬉しいことがあった。 

新中央病院に勤務している友人の看護師から

前日私のパソコンに一件のメールが入った。「入

院しているＯさんが、井坂さんに会いたいって言

ってます。一度見舞いに来てあげてくれません

か？」 

Ｏさんは私の地元に住まわれ、以前から何度か

相談に乗っている。だから応えないわけにはいか

ない。そこで、３日の新年の挨拶周りのあとに地

域支部の支部長と一緒に見舞いに駆け付けた。 

病院に着くと、連絡くれた看護師とばったり遭

遇し、病室に。Ｏさんは、驚いて「忙しいのによ

く来てくれた」と涙を流さんばかりにとても喜ん

で色々と症状と近況を話してくれた。こちらが照

れくさくなってしまった。「何かほしいものは」と

聞くと「テレビは見ないけど、家で読んでいた日

曜版が読みたい」といわはる。さっそく病院と相

談して配達してもらうことになった。 

帰りしなには「市長選がんばってな」と激励さ

れた。議員としても人としても嬉しくなった。 

 

■２０２０年・私の夢、思い 

石角敏明（長岡京市） 

２０２０年、「二世・三世の会」が、永年主張し

てきた「核兵器禁止条約」批准国が「５０ヶ国」

を越え、条約が発効する年になる。それに負けな

２０２０年度年次総会のお知らせ 
■日  時 ２０２０年４月１８日（土） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 

■記念講演 検討中 

 ２０２０年の総会は４月１８日（土）に開催します。ニューヨークでの原水禁世界大

会やＮＰＴ再検討会議の開幕を控えた時期で、核兵器廃絶に向けた大きなうねりの中

で総会を迎えたいと思います。 

 京都「被爆２世・３世の会」が迎える９回目の総会です。これまでのとりくみの蓄積

を一層前進、発展させていく総会にしましょう。 

 記念講演は現在検討中です。みなさんからの提案、ご希望などありましたら是非お寄

せください。 
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いように私たちの活動もがんばりたい、と思う。

「健康に関するアンケート活動」は、多くの皆さ

んの協力を得たいと思います。「あの人に頼みた

い」と頭の中には、候補者は挙がっているのだが。 

「体験記」も「本」になるという、今迄、目に

見えなかった活動が、いよいよ「形」になって現

れてくる年でもある。少しでも「私の力」が役に

たつようにガンバリたい。健康に気をつけながら。 

 

■被爆二世の国会議員として核兵器廃絶のた

めに力を尽くす決意 

井上哲士（左京区） 

昨年の参院選挙では、暖かいご支援をいただき、

四期目の当選を果たすことができました。 

選挙後最初の臨時国会では、日本政府が国連に

提出した決議案の中で、これまでの「核兵器使用

の非人道的結末」への「深い懸念」という言葉を

「認識」に変更したことを追及。「被爆者の思いが

込められた言葉から明らかな後退だ。唯一の戦争

被爆国である日本の存在が問われる」と外相に迫

りました。被爆二世の国会議員として核兵器廃絶

のために力を尽くす決意を新たにしています。今

年もよろしくお願いします。 

 

■渡慶次恒徳さんが描いた被爆体験の絵を！ 

宇多滋樹（奈良市） 

本年もよろしくお願いいたします。昨年６月に

広島からお招きした切明千枝子さんの被爆証言

を、京都「被爆２世３世の会」でも、快く開いて

いただきました。会員の古田京子さんのお母さん

（故人）が広島県立第２高女で切明さんの後輩に

あたられるそうで、切明さんが話されている間じ

ゅう、古田さんは目にハンカチをあてておられる

姿が印象に残っています。被爆された家族の記憶

がフツフツとわいて来られるのでしょう。 

１９４５年８月６日の原爆投下時、広島から５

０キロ北の芸備線・甲立に住んでおられた渡慶次

恒徳（とけし・こうとく）さんが、７日夜明けに

救護隊で入市されたときの見聞を聞き書きして、

わたしは２０年前の１９９９年に出版しました。

このときの記憶が今もわたしの目を広島に向け

させます。渡慶次さんが広島の惨状をコンパネ大

のキャンバスに描いた絵８枚のうち３枚が、こと

し３月１日まで広島平和記念資料館東館地下の

「新着資料展」に展示されています。ぜひご覧に

なってください。 

 

■映画『明日へ』の上映会にて 

木全満知子（和歌山県橋本市） 

新年あけましておめでとうございます。和歌山

は橋本からの通信です。今年もよろしくお願いい

たします。 

私は、非戦、非核、原発ゼロを唱えて、話せる

機会があればどこでも語っています。そんな中で

憲法９条のとりくみをされている方からの依頼

で、昨年１２月７日、橋本市産業文化会館で映画

『明日へ』を上映するはこびとなりました。この

映画はお釈迦様の教えである「人殺しは罪悪だ！」

を、第二次世界大戦の時に唱えた、岐阜県の真宗

大谷派の僧侶竹中影元さんをモデルに制作され

たものです。映画なのでかなり脚色もされていま

すが。 

私が代表して挨拶しました。その中で、アメリ

カの独立宣言、フランスの人権宣言、そして日本

の宗教のこと、みんな水平であることを話しまし

た。最後に戦争してはいけない。理屈はどうあれ、

人殺しをしてはいけない、と挨拶しました。 

広島平和記念館資料館地下「新着資料展」に展示されてい

る渡慶次恒徳さんの絵 

映画『明日へ』より 
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この映画には障害者も出てきます。そういう人

たちを教育し戦争に行かせるのです。このお坊さ

んは「戦争に行っても人殺しだけはするな、逃げ

て帰って来い」と教えます。戦争反対を唱えたの

で当然特別高等警察につかまります。 

「被爆二世・三世の会」は１００世まで続きま

すように。また、一世となりませぬように。世界

平和を祈り、みなさまのご健勝とご活躍を祈念し

てペンを置きます。 

 

■核なき世界に向けて自分らしくコツコツと 

国府幸代（北区） 

 今年の２月３日で古希を迎えます。被爆者の両

親からもらったこの身体、健康な人より自分を大

切にして、健康な人間生活を楽しみ、自己実現に

向け毎日努力し感謝しています。 

 「千年後の命を守るために！」と女川に石碑が

あり、「核なき世界平和を日本から」とりくんで

いきたいと、令和の２年も自分らしく出来ること

からコツコツとやっていきます。よろしくお願い

いたします。 

 

■７１才ひと踏ん張り 

小林孝企（宇治市） 

平成から令和へ。２０１９年も猛暑・台風と気

象変動をますます体感させられる年。 

政治の世界は桜・不都合な記録の廃棄・・・政

治不信増幅。 

印象に残ったことは、ローマ教皇の長崎・広島

からの核兵器廃絶のメッセージ「核兵器や大量破

壊兵器を持つことは平和や安定につながらず、む

しろさまたげになる」。 

日本の核兵器禁止条約批准への流れへ声を！  

新年早々京都市長、１２月は宇治市長と身近な

選挙７１才ひと踏ん張り。 

悲惨な戦争の歴史に学び、平和憲法を活かす暮

らしをと願うばかりです。 

趣味の芝居鑑賞、新年は前進座初春南座公演で

幕開き。これも平和であればこその楽しみです。 

今年もよろしくお願いします。 

 

■オリンピックに関心を奪われることない今

年の広島・長崎の日に 

坂上 良（高槻市） 

今年は戦後・被爆７５年 ― 今から５年前、

「平和のために何か自分にできることはないか」

と考えた。いきなり選挙に出る、という訳にもい

かず、まずは戦争と平和について学び直すこと、

そして様々な異なる立場の人と友達になること

を目標にした。 

その頃 ＩＳの支配の影響でイスラームへの誤

解や偏見がはびこる中、モスクを訪ねて話しを聞

いたり、全国の平和に関する資料館に赴き学びを

深めた。 

昨年末「第九ひろしま」に出演した翌日、旧陸

軍被服工廠を訪ねた。広島市内に残る数少ない被

爆遺構で、煉瓦造りの建物の窓に付けられた鉄扉

のへこみは原爆の爆風によるものと聞く。住宅地

に隣接しており老朽化と近年の災害のため、一棟

のみを残し後は撤去すると地元紙で大きく取り

上げられ、賛否もあるようだ。 

昨年、母に乳癌が見つかり、９月に手術を受け

た。診断後から手術までに癌が進行していたが、

今は日常生活を取り戻し、日々懸命に暮らしてい

る。若い頃から心臓、血管系の疾患を多く抱えて

来たが、癌は８１歳で初めてだった。 

被爆者の平均年齢が昨年、私の母と同じになっ

た。被爆当時、国民学校１年生だった人々は当時

の悲惨な状況を記憶している最後の世代かも知

れない。 

広島市内に残る近代建築のうち平和公園のレ

ストハウス、本通り商店街のアンデルセンが修復

の最中である。今はギャラリーになっている旧日

銀広島支店も修復を予定しているが、落札価格が

折り合わず、頓挫している。八丁堀の百貨店・福

屋は昨年創業９０周年を迎え、被爆した外壁のタ

イルが公開された。原爆を記憶するこれらの建物

は修復されながら今も街中に立ち続けており、老
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いと病いを抱えながらも懸命に生き抜く被爆者

の姿と重なって見える。そのように見てみると安

易に「古い邪魔なものは壊してしまえ！」と言え

るだろうか？ 

年明け早々に飛び込んで来たアメリカによる

イラン司令官殺害のニュースは衝撃的だった。

「このようにして戦争は始まるのだ」と実感した。

昨年注目された環境活動家の少女、グレタさんの

発言、行動を嘲笑う一部の人間が、一時の金儲け

のために環境を破壊し戦争を引き起こす。日本も

残念ながらその片棒を担いでいる。 

今年の広島、長崎の原爆の日は東京五輪の真っ

最中である。多くの人々がオリンピックに熱狂す

る中だからこそ声をあげねば、人々はより真実か

ら目を背け、一時の享楽に心を奪われていくこと

だろう。私自身、今年は思索と行動の一年にした

いと思っている。 

 

■～新年のご挨拶によせて～ 

榊原恵美子（尼崎市） 

年が明けると大抵の人は「おめでとうございま

す」と声を掛け合い新年を祝いますが、この挨拶

にちなんだ忘れられない思い出があります。 

１０年程前の年の瀬、当時お手伝いをしていた

世田谷同友会（世田谷区原爆被害者の会）の会長

でいらした横川喜範さんと年賀状についてお話

ししていた時のことです。突然、横川さんが『私

は年賀状におめでとうなんて絶対に書きません

よ！』と語気を強め、何事かと驚きましたが、聞

けば核廃絶も被爆者救済もされない状況でどう

して「おめでとう」なんて言えようか、という怒

りからと分かり、もっともだと納得したことがあ

りました。 

１６歳の多感な頃に広島で被爆し、東友会事務

局長として１９９０年８月に平和公園を訪ねた

際には、供養塔の外で「広島の建物の下は遺骨だ

らけだ。遺骨の上をこのままでは歩けない」と靴

を脱ぎ、裸足で焼香台に向かった横川さんにとっ

ては、それはごく当たり前の気持ちだったと想像

しています。 

このやりとり以来、年賀状の季節になると横川

さんを思い出し、未だ核廃絶も被爆者救済もされ

ない現実に私もおめでとうとは書けずにいまし

たが、戦後７５年の節目であり、国連本部での原

爆展が開催されるこの年に、何かのうねりが起き

る予感もしています。そんな予感に期待しつつ、

「おめでとう」と心から喜び合える日が訪れるよ

う、私も小さな歩みを進めることをお誓いし、新

年のご挨拶とさせていただきます。 

（横川喜範さんは２０１０年６月９日に８１歳

で逝去されました） 

 

■７０代に突入して３つの目標 

庄田政江（大阪市平野区） 

皆様 新年明けましておめでとうございます。 

昨年の誕生日で古希を迎え、７０代を元気に有

意義に過ごすためより努力しなければと考えて

います。 通っているクリニックで聴診器を当て

られ、偶然に心臓僧坊弁閉鎖不全症であると分か

り、特に治療することもなく普通に過ごして約１

年が過ぎようとしています。元気でいることに感

謝です。 

今年の目標は： 

１. ジムでヨガとストレッチ体操で心身とも

に鍛える。すでに２０年継続。 

２. 海外の文化遺産や自然遺産を見に行く。昨

年はベトナムとネパールでした。 

３. 広島被爆体験伝承の文章を完成させる。河

野キヨ美さんの体験と平和への願いを正

しく伝えられることを目指して。 

先月伝承者の模擬練習講話に初めて参加しま

した。被爆者の方や市の担当者が出席し、最後に

担当者は質問したり説明を求めたりしていまし

た。このハードルを超えてやっと認定を受けられ

るのだなと身が引き締まる思いでした。ボランテ

ィア気分は通用しないのです。 

それと同時に高齢の被爆者の方が伝承者の発表

をじっと聞いておられる姿を見て強い信念を感

じました。 

７０代に突入し、どう生きるかを真剣に考え、

迷わず行動に移さなければと考えています。もう

時間が少ない分、怖いもの無しで挑戦できそうな

気がします。このまま自分らしく”ありのままに”

を貫いて行きたいなと・・・・ 

二世の会にはできるだけ出席するつもりなの

で、皆さん今年もよろしくお願い致します。お酒



京都「被爆２世・３世の会」会報№８７   ２０２０年 1月２５日 

７ 

は飲めないけど、二次会も参加するのを楽しみに

しています。 

 

■多難だった２０１９年から希望の２０２０

年に 

平 信行（南区） 

ふりかえると２０１９年は多難な年でした。２

０年間広島と京都とを往復しつつ見守ってきた

母親を、１０月遂に見送ることになりました。そ

の一ヶ月後予想もしなかった胃癌が見つかり、１

２月全摘手術を余儀なくされました。 

母を喪ったことで、私とふるさととの関係をこ

れからどうするか、あらためて考えることになり

ました。父と母が生涯をかけて切り開き、営んで

きた農地や山林、私たち兄弟を守り、育んでくれ

た家屋敷等々。地方出身でふるさとを残したまま

都市生活者となってしまった人々が共通して直

面する大きなテーマです。両親の流した汗が消え

てしまうことのないよう、ふるさとの豊かな自然

が私たちをいつまでもあたたかく迎えてくれる

よう、関係する人たちと一緒に可能性を追求して

いきたいと考えています。 

胃カメラ検査で癌と診断された時は、さすがに

ショックでした。万一の場合、家族は・・・、後

何と何ができるのか・・・等々。自分の人生の尺

度まで考えてしまいました。幸い早期発見で、全

摘と引き換えに最悪の事態は免れることができ

ました。しかし、もう少し発見が遅れていれば転

移などリスクも広がっていた可能性があると診

断されました。今回のことを通じて、我が身と家

族だけでなく、日々の周りの人々との関係もとて

も愛おしく思えてくるようになりました。行動で

きる範囲が多少狭くなることはあっても、一日一

日を、ひと時ひと時を、そしてみなさんとの関係

を、これまで以上に丁寧に生きていきたいと思い

ます。 

桜を見る会疑惑、ＩＲ贈収賄疑惑、国会審議も

蔑ろにした自衛隊の中東派兵、かんぽ生命不正、

辺野古工事の完全な行き詰まり、大学共通テスト

の破綻、原発マネー還流疑惑、公選法を犯して辞

任した経産大臣と法務大臣等々。昨秋だけでも地

に堕ちた政治の実態が相次ぎました。こんな不正

義を“未来ある子どもたちにどう説明できるの

か？”私たちの国のかたちと暮らしと、そしてモ

ラルが壊されてしまっている。今や多くの国民が

身をもって感じていることだと思います。 

こんな政治を変える、民主主義を取り戻す、憲

法を堅持し不正義を許さない、そして本来のある

べきモラルを再確立していく・・・そんな２０２

０年に、そしてそこに微力でも貢献できるように

していきたいと思います。 

 

■９３歳の母の思いを我がこととして 

谷口公洋（城陽市） 

活動の拠点を、教育現場から地域に移して一年

あまりになります。また昨年は、市会議員選挙で

民主勢力の貴重な一議席を失いました。今後はよ

り一層、地域の人々の声や要求に耳を傾け、全力

で平和と福祉の政治と社会を実現するために頑

張る所存です。 

母は今年９３歳になります。自分が健在なのは

多くの人々の運動のおかげといつも語っていま

す。母の思いを我がこととして、核兵器廃絶運動

にも出来るだけの努力を続けます。 

 

■あきらめない姿勢が奇跡を起こす、広島カー

プも、戦争のない世界も 

月下星志（南区） 

原爆投下からわずか５年後の１９５０年１月

１５日、西練兵場跡地。２万人の市民の前で３０

名のプロ野球選手が紹介された。広島カープの誕

生である。初年度は、勝率.２９９で最下位。すぐ

に資金難でチーム存続の危機。合併のニュースが

流れると、新聞社や商工会議所に「わしらのカー

プ！」と市民が押し寄せたという。後援会や樽募

金で、何とかしのぐ。３年目、連盟は勝率３割を

切ったチームを廃止することを通達。.３１６で

最下位を免れ、カープ消滅の危機を回避。誕生か

ら７０年。いくつもの危機を何度も乗り越え、今

や、チケットも取れない人気球団。『広島カープ誕

生物語』の主人公・進は言う「広島カープはわし

らの希望の星じゃ」。あきらめず闘う姿は広島の

街を勇気づけた。 
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新年早々、イラン・アメリカ全面戦争の危機。

世界中で「ＮＯ ＷＡＲ！」の声が上がる。「戦争

のない世界なんて無理だ」と、笑う人もいるだろ

う。あきらめない姿勢が奇跡を起こす。奇跡は起

こる。希望をもって、一歩ずつ一歩ずつ。今年も

カープの応援と共によろしくお願いいたします。 

 

■今年も教育現場で頑張ります 

鳥羽洋子（茨木市） 

皆様、新年あけましておめでとうございます。

新年早々不穏な幕開けとなりましたが、今の世界

的な危機を各国市民の冷静な判断と連帯の力で

何とか回避させ、今年こそ核廃絶に向けての大き

な前進となるよう頑張っていきましょう。 

私は先日６８歳となりましたが、まだ、大阪の

府立高校で非常勤講師を続けています。昨年も現

代社会の授業で「環境問題」や「選挙と政治」「平

和問題」と様々なテーマを取り上げてきましたが、

二学期末にこれまでの授業で一番印象に残った

テーマは何かと問うと、多くの生徒が私の母の証

言記録ＶＴＲだったと答えました。彼らにとって

身近な人の戦争体験を聴く機会が少なくなり、被

爆者の体験を聴くのは初めてだという生徒もい

ました。感想の中に、「戦争の怖さを実感しました。

犠牲になるのはいつも一般の市民なのだとわか

りました。」「再び戦争に向かうことがないように、

今の政治にもっと敏感にならないといけないと

思いました。」などというものもありました。私た

ちは、現在起こっている様々な社会問題や政治情

勢について、もっと若い世代と情報を共有し語り

合うことが大切だと痛感しています。 

 今年も、母の健康維持を第一にしながら、引き

続き教育現場でも頑張りたいと思っています。二

世三世の会でもできることから取り組みたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■安保法制破棄に向けて今年も 

西村八郎（南区） 

今年もよろしくお願いします。 

安保法制でも頑張ってきましたが仕事が忙し

くなかなか協力できなかったことを反省してい

ます。 

去年は長崎セメント被爆二世の会調査に行っ

て荒木さんという人に出会いました。今年は広島

に行きたく考えています。 

皆様と出会うことが楽しくなりましたので今

年も頑張っていきたいと思いますよろしくお願

いいたします。 

 

■なんとしても市長選挙勝ち抜いて 

畠中孝敬（南区） 

あけましておめでとうございます。 

今年は、年末年始何事もなく穏やかな日々を送

りました。 

 昨年は、仲間の心臓手術、闘病後永眠、年末に

は胃の手術などがありました。一月には、仲間が

眼科関係の手術を控えています。年齢的にも色々

と病気が出てくる年齢になったとつくづく感じ

させられています。自らも定期受診する身体です。

病は早期発見、早期治療が大切です。内視鏡検査

をサボっているので、市長選挙後に受けようと思

っているところです。 

さて、年明けから京都市長選挙です。福山和人

弁護士は最高の候補者です。なんとしても勝ち抜

かなければと頑張っているところです。思えば、

蜷川民主府政落城後、４０数年間 府・市ともに

自民党政治を許したままです。今度こそは善戦

でなく勝利するぞ！！  

 

■令和２年を迎えて 

古田京子（八幡市） 

皆様、あけましておめでとうございます。 

２０１７年の夏に入会して２年半ほどになり

ます。例会に参加できることが少なく、会報やメ

『広島カープ誕生物語』中沢啓治 
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ールを通じていろいろなことをお知らせいただ

きありがたく思っています。 

２０１８年は両親の被爆体験や私の思いをま

とめて会報に載せていただきました。 

２０１９年は２月に広島にいる末娘と１歳の

孫と一緒に幟町小学校の平和資料室を訪れまし

た。被爆２世、３世、４世での訪問でした。３月

には中学生の孫娘と長崎の平和資料館も訪問し

ました。６月には切明さんの被爆体験をお聞きし、

切明さんが亡き母のことをとてもよく覚えて下 

さっていて、嬉しさとともに切なさを感じました。 

そして７月。京都アニメーションの事件が私が

スクールソーシャルワーカーとして勤務してい

る小学校区で起こりました事件の凄惨さ、理不尽

さに怒りと悲しみでいっぱいでしたが、その京ア

ニ事件の光景が、あるときから母から聞かされて

いた被爆当時の状況と重なってしまい、例えよう

のない耐えられない痛みをもって襲ってくるよ

うになりました。今は報道もほとんどありません

ので少し落ち着いていますが、つらい時期でした。 

被爆者のこどもであることは言うたらいけ

ん！と亡くなった両親はよく口にしていました。

私が自分の４人の娘たちも含めて、少しずつでも

原爆のことを話すようになったのは、２世・３世

の会に入会してからです。友人・知人に話してみ

て、まったく別世界の話、もう済んだ話ととらえ

られる方もいらっしゃいましたが、それでも話さ

ないよりはいいかなと思っています。 

５月には６人目の孫も生まれます。父母も生き

ていたら今頃はたくさんのひ孫にかこまれてい

たことでしょう。新しい命が生まれる令和２年を、

私は自分ができることを少しずつ、私のペースで

平和を願いながらやっていきたいなと思ってい

ます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

■初春は清水寺での署名行動から 

堀 照美（上京区） 

新しい年、２０２０年がスタートしました。今

年こそ、核兵器禁止条約に日本も批准して一日も

早い発効を実現したいと思います。平和であって

こそ、くらしも夢も守られます。 

１月６日の清水寺での初６．９行動では、たく

さんの方々の参加をいただき、署名活動を行うこ

とができました。参拝者は少ないようでしたが、

子供連れのご夫婦や、晴れ着を着た若者が立ち止

まって署名をしてくださいました。 

 

昨年末、政府は、自衛隊を中東へ派兵すること

を閣議決定しました。このことで、かえって中東

の緊張を高め、自衛隊員が戦争に巻き込まれる、

日本が戦争に巻き込まれるかもと恐ろしい思い

が突き上げてきます。今こそ、声を上げなくては

と思います。「戦争は絶対ダメだ」、日本国憲法

９条が示すように、武力ではなく対話で解決しよ

うと。 

今年も皆さんと共に、一人一人が大事にされる

世の中の実現のために頑張ります。よろしくお願

いします。 

 

■９月の「国際平和博物館会議」でプレゼンの

予定 

増田正昭（下京区） 

あけましておめでとうございます 

今年も被爆者の肖像画と個展開催、絵画展など

を通じて被爆体験の継承、被爆者の思いをたくさ

んの方に伝えていきたいと思います。昨年の１２

月「被爆者をはげますクリスマス平和パーティー」

で一昨年に続き、被爆者を描いた肖像画の贈呈式

を行いました。昨年描いた被爆者８人のうち６人

の方が参加されました。皆さん、大変喜ばれ、「私

の宝物、友達に自慢しています」など新年のメー

ルいただき、絵を描いてきて良かったです。引き

続き被爆者を描いていきます。１月に２人被爆者

の方を描く予定しています。 

更に、クリスマス会で今年の９月の「国際平和

博物館会議」京都で、芸術を通じて被爆体験の継

承についてプレゼンの依頼があり、光栄に思いま

１月６日 清水寺境内にて 
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した、さらに活動を広げていきたいと思います。

プレゼンの要項などが英文提出、申し込みだけな

のに四苦八苦、殆ど友達に手伝ってもらい、プレ

ゼンの準備など、今年は英語勉強しなおさないと

思いました、 

引き続き、こういう形ですが、体に気をつけな

がら頑張ります、昨年同様、皆さんのご協力とご

助言をよろしくお願いします。 

 

■延世大学（韓国）・長崎大学・デュポール大

学を繋いで 

宮本ゆき（アメリカ・シカゴ） 

２０１９年は４０周年ということもあり、３月

２８日未明に起きた事故の祈念集会に参加する

ため、ペンシルヴァニア州スリー・マイル島へ行

ってきました。いまだに続く放射能障害があり、

それを訴えてきたグループがあるものの、「未然

に防がれた事故」という印象操作のため、アメリ

カでもほとんど話題になっておらず、忘れ去られ

ている印象です。福島から数名の方もきていて、

スリー・マイルの方々が「福島を防げなくて」と

謝る中、何もなかったかのようなその場所が福島

の４０年後か、という思いもよぎったのでした。 

同じ４０周年ということで、７月にはニュー・

メキシコ州チャーチ・ロックにも行きたかったの

ですが、諸所の事情で断念。この場所は、７月１

６日（奇しくも初めての原爆がアラモゴルドで使

われた日です）にウラン精製時に出るゴミを溜め

ていたダムが決壊しました。アメリ

カの歴史の中でも最大規模の放射能

が流れ出た大きな事故であったにも

かかわらず、被害を受けたのがネイ

ティブ・アメリカン（主にナバホ、あ

るいはディネ）の居住地域だったた

めに、４０周年どころか事故自体が

アメリカではあまり知られていませ

ん。 

１０月には、神奈川県原爆被災者

の会二世支部副支部長の森川聖詩さ

んが私の勤務するデュポール大学の

私の授業にゲスト・スピーカーとし

て来てくださったのですが、これに

ついては森川さんご自身が同会誌で

丁寧に報告してくださいました。 

そこで、１１月の韓国の延世大学での講義のこ

とを報告します。とはいえ、韓国語の出来ない私

は（残念なことです）、延世大学の中でも帰国子女

を中心とした英語だけで授業をする特別な学部

での講義でしたので、韓国の実情に触れた、とは

言い難いのですが、韓国の大学生に原爆、そして

核兵器の話をすることは刺激となりました。徴兵

制があり、軍隊があり、いまだに戦争中である、

ということが、どのように原爆・核兵器理解に影

を落としているのか、「平和」を彼らがどう考えて

いるのか、など、これからの核兵器・放射能被害

についてのアプローチを考えるにあたり、教わる

ことの多い経験でした。 

この経験を生かして、２０２０年の秋は延世大

学、長崎大学とデュポール大学とをオンラインで

繋ぎ、原爆・核兵器に関する課題図書を一緒に読

み、それについて話し合う授業をする予定です。

また、それを２週間の広島・長崎研修旅行に組み

込み、長崎で、これまで画面越しに話していた３

カ国の大学生が一堂に会し、交流する機会を作り

ます。 

今年は被ばく７５周年ですので、原爆開発にゆ

かりのあるシカゴで、放射能障害について多くの

視点から語ってもらうイベントもできれば、と考

えています。今年も、また会員の方から色々教わ

っていきたいと思っているので、どうぞよろしく

お願いします。 

韓国・延世大学でのディスカッションの一コマ。 
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■ＮＰＴ再検討会議とＮＹ国際共同行動に参

加してきます！ 

森 優（舞鶴市） 

４月、NPT 再検討会議と原水禁世界大会 inＮ

Ｙにあわせて行われる国際共同行動に参加でき

ることになりました。世界中から集まるアクティ

ビストたちとの交流が楽しみであると同時に、日

本政府が伝えない被爆者の思いや日本の市民社

会の熱意などしっかりと国際社会に届けねばと

身の引き締まる思いでいます。今年こそ例会に参

加できればと思っております。よろしくお願いい

たします。」 

 

■２０２０年も全力疾走します！ 

守田敏也（左京区） 

みなさま、あけましておめでとうございます！ 

旧年中はいろいろとたくさんのサポートをい

ただき、無事に活動を続けることができました。 

今年はさらに奮闘しますのでどうかよろしくお

力添えください！ 

● 元旦から街頭行動に立ちました 

ここのところ富士宮で新春を迎えることを恒

例としていましたが、今年は京都で年を越しまし

た。京都市長選に向けて元旦から動くためです。 

今朝はさっそく京都市の祇園・八坂神社前に向か

い、福山和人さんと、サポーターの仲間たちと合

流。街頭宣伝を行いました。 

福山和人さんの他、「福山和人とつなぐ京都２

０２０」共同代表の梶川憲さんの司会のもと、白

坂ゆうこさんと守田敏也、渡辺俊和共産党京都府

委員長もアピールをしました。その後は南区に向

かい、東寺の南門前で福山さんがアピール。ここ

にも５０人近い方たちがサポートのために集っ

てくださいました。 

● 僕もアピールしました 

東寺前での行動を終えていったん二条の事務

所に。そこで選挙スタッフの元旦初顔合わせを行

い、昆布茶で乾杯！ 

用意していただいたお寿司とぜんざいをお腹

に詰め込み、さらに松尾大社前に移動。ここでも

待ってくださっていた右京の方たちと合流し街

頭演説しました。 

● 今年も全力疾走します！ 

昨年から僕は２０２０年は大きな社会的変革

の年になるに違いないと感じてきました。ならば

全力で駆け抜けようと思って来ました。まずは新

春の京都市長選に勝つこと！そのためになんで

もやります！もちろんフェアプレイに徹しての

中でですが。 

その後、つまり新市長誕生のもとにさらに世の

ため人のため、革命のために全力疾走します。 

昨年から引き続いた課題ですが、とにかくこれま

でため込んできたものを書籍や動画の形でどん

どん出します！ 

そのために「もりもりチャンネル」も開設しま

した。とにかく発信力を何倍にもして、世の中の

新たな流れの促進のために粉骨砕身、頑張り抜き

ます。 

みなさま。どうか今年もよろしくお願いします！ 

（２０２０年１月１日投稿の Facebookより） 

霊峰富士 １２月３１日 

 

■新年の抱負 楽しいこと、やりたいことをす

る！ 

矢ケ崎響（北区） 

今年で４５歳になります。人生の折り返し地点

を過ぎ、残りの人生をどう生きるか？と考えるこ

とが多くなってきました。そこで思うのは、もう

自分が納得いかないこと、やりたくないことに時

間を費やしている場合じゃない！ということで

す。 

そして、楽しいことやりたいことをするために、

嫌なことにはしっかりＮＯということ。それが戦

争を止めることにも続いていると思っています。 

世界はきな臭いし、格差はどんどん広がってい
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ます。私たちを、取り換えのきく「人材」、搾取す

る対象とみなす「１％」の権力の思うようにされ

たくない。消費的なお金で買える文化ではなく、

生活に根差した文化を手作りで紡いでいくこと

が、ささやかだが確実な抵抗になる。そんな気持

ちで日々の生活を楽しみたいと思います。 

具体的には、次の三つです。 

◎自分で作った服を着る 

趣味と実益を兼ねた、手作りの服が増えてき

ました。昨年買った服は、スパッツ 1 本！今年

は０を目指します。 

◎ちいさな読書会をひらく 

  ご近所のママ友や小さな教室仲間を誘って、

読書会を開きたいと思っています。読みたい本

はパウロ・フレイレの「被抑圧者の教育学」 

◎二冊目の本を書く 

  昨年出版された 1冊目は、いろいろな制限が

あって納得いっていない箇所がいくつかあっ

たので、もう一冊書きたい！ 

 

■国際平和博物館会議にご参加を 

山根和代（右京区） 

今年は９月１６-２０日に京都と広島で国際平

和博物館会議を開催の予定で、すでにその準備で

忙しくしています。京都被爆二世・三世の会から、

被爆者の肖像画を描かれている増田正昭さんに

報告していただけると良いのではないかと考え

ています。また守田敏也さんがアメリカの核関係

の博物館を訪問されたこと、どうアメリカの被爆

者の記憶を次世代に伝えようとしているのかな

どを報告されると良いのではないかと思います。

すでに参加登録、報告も仕込みを受け付けていま

す。一日参加も可能です。詳細は下記のウェブサ

イトをご覧ください。 

https://sites.google.com/view/inmp-museums-

for-peace/conferences/2020-

conference?authuser=0 

また３月には京都の被爆者の方の体験を学生

が聞き、そのデータを日本地図上で紹介し、ネッ

トで多くの人々に被爆体験を伝えていく活動（２

回目）をしたいと考えています。詳細が決まり次

第お知らせ致します。 

今年もよろしくお願い致します。 

■古希ですが、今がんばりどき 

吉田妙子（北区） 

今年、７０歳になります。自分ではあまり自覚

がないのですが、そうなんでしょう（笑）。５０年

近くいろんな活動をやってきて、ある意味、ちょ

っと疲れ、惰性的になっていたのかもしれません。

そんな自分を日々、覚醒させてくれているのが、

こんどの京都市長選挙です。「つなぐ京都＠上京」

の事務所で、毎日、楽しくやっています。不思議

なくらい、人が信じられ、変化が感じられ、何か

が動く予感がします。我が人生、今ががんばりど

き、今年もよろしくお願いします。 

 

■２０２０年にすること 

米重節男（向日市） 

１．４月にニューヨークで開かれる「ＮＰＴ再検

討会議」と「原水禁世界大会」に参加する予定

です。国連本部には前回の２０１５年会議、２

０１７年の核兵器禁止条約交渉会議と３回目

になります。今回は、乙訓からは高校生と一緒

に参加します。ヒバクシャ国際署名をしっかり

と集めて届けたいと思います。この会議までに

核兵器禁止条約が発効すれば、大きな力になる

と思います。 

２．母の被ばく体験記の作業を急ぎます。昨年８

月にＮＨＫが放送した映画「ひろしま」。その映

画が忘れ去られたことの背景とその映画にか

かわった人の証言を特集していました。それを

見て驚いたのは、そこに出ていた人の中には母

親もよく知っている人がありました。母親の死

後に、親族や遠縁にあたる人が亡くなったとの

連絡があり、その人たちの被爆についても初め

て知ることができました。また、母と隣の人が

被爆時の話をしているテープが出てきたりし

て、新たな情報が集まっていますので、改めて

整理して被爆体験記を書きます。 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/inmp-museums-for-peace/conferences/2020-conference?authuser=0
https://sites.google.com/view/inmp-museums-for-peace/conferences/2020-conference?authuser=0
https://sites.google.com/view/inmp-museums-for-peace/conferences/2020-conference?authuser=0
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● 東京オリンピックと放射能汚染水問題 

nuclear summit で福島原発汚染水問題につ

いてプレゼンしました！ 

６日にシアトルからニューメキシコに向かい

ロスアラモスの見学などを経て、Isleta casino 

hotel にいます。ここで行われている National 

Grassroots Summit on Radiation Wasteに参加中

です。「放射性廃棄物をめぐるナショナル草の根

サミット」というところかな。全米から核廃棄物

問題と格闘している人々が集っています。 

なんとも感慨深いのは豪勢なカジノホテルで

行われていること！どうしてこうなるかと言う

と多くのカジノを先住民族が特別な権利の元に

運営しているからです。ここはイスレタと言うト

ライブのカジノです。 

８日午後に日本からの参加者のプレゼンタイ

ムを取ってくださったので、今回は竹峰さんの司

会の元、今中哲二さん、守田、玉山ともよさんの

順で発言しました。「放射性廃棄物」をめぐるサ

ミットにふさわしいプレゼンをとのことで福島

原発からの汚染水問題を選びました。 

友人の田中愛子さんに英訳をしていただいた

スクリプトにアメリカで作成したパワポを加え

て熱を込めて訴えたところ、たくさんの方にスラ

イドのシェアを求められて嬉しかったです。 

ここでもシェアさせていただきます。日本語原

文です。2回に分けます。 

スライドも添付します。(時間がないので英語

版のままです）  

＊＊＊＊＊  

東京オリンピックと放射能汚染水問題 

２０１９年１１月 守田敏也 

 

● なぜ「東京オリンピックと放射能汚染水問

題」なのか 

今回のタイトルをみて誰もが「なぜ？」と思わ

れるのではないでしょうか。その答えから書きま

す。東京オリンピックが決定された２０１３年、

東京電力は放射能汚染水漏れを「告白」しました。

だから安倍首相はアテネでこう言わなければな

りませんでした。 Let me assure you, the 

situation is under control.＝「私はみなさん

核の終わりを探る旅 ８  ２０１９年１１月９日（土） 

守田敏也さんの 

ワシントン州と 

ニューメキシコ州の旅－３ 

ブログ『明日に向けて』より転載 
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に原発は統制のもとにあることを保証いたしま

す」。安倍首相は「東京に悪影響を及ぼすことは

ない」とも語り、さらに「汚染水の影響は福島原

発の港湾内〇・三平方キロメートル内で完全にブ

ロックされている」「必ず責任を完全に果たす」

と言いました。 

東京オリンピックを獲得するために、大嘘でし

たが、安倍首相と日本政府は、東京電力の「誘導」

にのってしまってもいました。 

実は汚染水問題は福島原発事故が起こった時

から始まっていて、東電はこのことを知っていな

がら２年間黙っていました。対策に膨大なお金が

かかるからでした。東電が狙ったのは政府に対策

費を出させること。それで２０１３年夏、オリン

ピック招致会議を前に「告白」を始めました。そ

もそも汚染水発生の理由はメルトダウンした核

燃料を冷やすために水を投入してきたことで高

濃度汚染水が生じたこと。それが壊れた格納容器

から漏れだしました。また福島サイトに山側から

海側へ１日推定８００トンの地下水が流れてい

て、原子炉建屋の中に入って汚染されて海へ出て

しまうことが重なってきました。 

 

●知っていながら対策をしなかった東電 

最初に問題が明らかになったのは２０１１年

４月２日のこと。「高濃度汚染水の流出を確認」

と報道されました。同年５月１１日には原子炉 3

号機地下の側溝からセシウム１３４が「一立法セ

ンチメートル」あたり３７０００ベクレルもある

汚染水が漏れてしまったと報道されました。 

国の基準の６２万倍でしたが、「濃度」しか発

表されず、どれだけ出たか、総量は伝えられません 

んでした。 

さらにこの年の１２月４日に汚染水処理施設

から４５～２２０トンの汚染水が海に流れてし

まったと発表されました。 

この３回の汚染を朝日新聞が試算し「少なくと

も４６２兆ベクレルのストロンチウムが海に流

れ込んでしまった」と発表しました。 

東電自体は４、５月に放射性ヨウ素とセシウム

が４７２０兆ベクレル海に流れ込んでしまった

という推計を出しました 

 

これらの数値は「最低でもこれだけの放射能が

海に流れ込んだ」ものです。ほんの一部が推計さ

れただけなのです。しかも東電はこれを熟知しな

がら対策をネグレクトしてきました。民主党政権

のもとで事故対策にあたった議員二人が著書で

これを暴露しています。（馬淵澄夫著『原発と政治

のリアリズム』、空本誠喜著『汚染水との闘い』)。 

事故対策の過程で地下水問題に気が付いた官

邸チームがすぐに山側に壁を作り地下水流入を

防ごうとしたものの東電が抵抗し計画が見送ら
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れてしまったというのです。 

 

● 選挙における自民党の圧勝後に東電が汚染

水漏れを「告白」 

東電が事態を明らかにしたのは２０１３年７

月２１日の参院選における自民党圧勝、民主党惨

敗の直後からでした。選挙翌日の７月２２日、東

電は初めて放射能汚染水の漏れ出しを「告白」し

ました。この過程を見ると、選挙前に東電が政府

や自民党と事前交渉し、自分たちを訴追しないこ

とや、国が対策費を出すことと引き換えに選挙後

に事実を発表する取引を行ったことが強く推測

されます。事前に情報が出されたら自民党は大敗

しただろうからです。 

 

東電はこの後に、重大発表を連発しました。そ

して８月２日に１日４００トンの放射能汚染水

が海に流れ込んでいると発表しました。空本氏は

自著の中で「約８００日間でセシウム１３７で約

１～２０兆ベクレル、ストロンチウム９０で約７

０００億～１０兆ベクレル、トリチウムで約２０

～４０兆ベクレル」と試算していますが、東電は

量については語りませんでした。 

 

政府は８月７日に対策への乗りだしを発表し

ました。しかしもし政府が８月２日の東電発表で

事実を知ったのなら、こんな短期間で乗りだしな

どできるはずがありません。ここからも東電と政

府が放射能汚染水対策を打ち合わせたことがう

かがえます。東電は自社の防衛にまんまと選挙＝

有権者をも利用したのです。

 

 

 

 

●放射能汚染水をめぐる「東電の悪だくみ」を

伝えました 

今回は「「放射性廃棄物をめぐるナショナル草

の根サミット」でのプレゼン日本語元原稿の紹介

の後半です。すいませんがまた英文のままのスラ

イドを添付します。(メルマガ配信の方はぜひブ

ログでご覧ください) 

 

核の終わりを探る旅 ９  ２０１９年１１月１０日（日） 
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＊＊＊ 

東京オリンピックと放射能汚染水問題 後半 

● 東京オリンピック招致を利用して政府からお

金を引き出した！ 

東電はその後、福島サイト内に立ち並んでいる

汚染水タンクからの高濃度汚染水漏れなども発

表しました。８月２０日には汚染水を汲み上げた

タンクから３００トンも汚染水が漏れたことを

発表。しかもベータ線を出す放射性物質が１リッ

トルあたり８０００万ベクレルと高濃度でした

から、３００トンだと２４０兆ベクレルにもなり

ました。しかしこの頃はこうした情報が連日出さ

れ、聞いている側が麻痺して「高濃度」なのかも

分からなくなっていました。東電がよくやる重大

事実を人々に受け入れさせるテクニックなので

した。 

 

そして９月８日にアテネでオリンピックの開

催地を決める会議が行われました。東電はこれに

向けて汚染水問題の「告白」を続け、政府を窮地

に追い込んでいきました。目的は安倍首相に世界

に向けて「原発事故は統制されている」「汚染水

はブロックさせている」「政府が責任をとる」な

どと言わせるためでした。あのとき世界もまた東

電が海に汚染水を何百トンも流していたと発表

したことを見ていました。タンクからの漏れ出し

のニュースも続き、「日本はどうなっているんだ」

との懸念が広がっていました。 

東電はこれもあらかじめ計算に入れていたの

でしょう。選挙だけではなく、その後に東京オリ

ンピック招致のために安倍首相がアテネに旅立

つことも分かっていたのです。東電はそれで世界

中の人々の不安の高まりをも自社に有利になる

ように利用しました。そして安倍首相は東電の狙

った通りに「汚染水の影響は福島原発の港湾内０.

３平方キロメートル内で完全にブロックされて

いる」「必ず責任を完全に果たす」と世界に公言

してしまいました。 

 

なんと東電は直後の９月９日に安倍発言の一

部否定まで行いました。「完全にブロックされて

いるとは言い難い」と言ってのけたのです。 

大嘘をついた安倍首相との対比を際立たせ、あ

たかも東電が安倍首相より正直であるかのよう

に見せるとともに、安倍首相を苦しい立場に追い

込み、より一層、政府に東電をかばい、汚染実態

を隠さざるをえなくするようにしむけたのでし

た。 

 

● 政府のお金を引き出して壁を作ったが・・・ 

その後の対策はどうなったのでしょうか。政

府のお金＝私たちの税金を使って東電は海側に
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汚染水の流れを止める壁を作りました。完成は

２０１５年１０月２６日でした。東電はこの段

階で１日２９０トンだった汚染水の海洋流出が

１０トンにまで減らせたと語りました。しかし

その発言は、東電が汚染水流出を「告白」した

２０１３年夏から２年間の間、およそ３００ト

ンもの汚染水が毎日、垂れ流しにされていたと

いうことです。 

 

しかも壁が閉合してからも毎日１０トンは出

ていると発表されていますが、壁の閉合の少し前

で、放射性セシウムが１日当たり１６億ベクレル、

ストロンチウム９０などのベータ線を出す放射

性物質７０億ベクレルが出続けた発表されてい

るので、２年間の間にかなりの放射性物質が流れ

続けていたことが推測されます。汚染水漏れはず

っと止まっていないのです。しかし東電は漏れた

量をきちんと発表していない。実態を隠し続けて

います。 

特に問題なのは壁が閉合する前の測定でセシ

ウムよりもストロンチウムなどベータ線を出す

放射性物質が４倍以上も多かったのに、ストロン

チウムの検査がほとんどなされていないことで

す。水産物を主に測定しているのは水産庁ですが

２０１７年度の検査でセシウムが測られた水産

物が１６９２９点だったことに対し、ストロンチ

ウムは２０１１年４月から２０１９年２月まで

でわずか１９８点しか調べられていません。年間

平均で約２５点にしかならないのです。まともに

測っているとは言えません。 

 

● 海を守るためもう意図的な放出を少しもさ

せてはいけない！ 

東電や一部の政府関係者はいま、福島のサイ

トにこれ以上汚染水を貯められないので、トリ

チウム以外を規制値まで取り除いたものを海に

放出したいと言い出しています。しかしここに

も騙しのテクニックがあります。あたかもこれ

から初めて放射能汚染水を流すような口ぶりで

あることです。しかしすでに東電は膨大な放射

性物質を海に流してきたのです。またいまも流

出が完全に止まったわけではないのです。そも

そも原発サイトの地下構造や地下水の流れ、海

への漏れ出し地点などには不明な点も多く、海

側の壁で本当に１０トンまでとどまっているの

かどうかもあやしいです。 

これらから導かれる結論は以下です。 

１. さんざん海を汚してきた東電を罰しなければ

なりません。また当然にももうこれ以上の意

図的な放出を認めてはなりません。福島のサ

イトに汚染水タンクを置く場所がないという
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のであれば、タンカーで受けて、柏崎刈羽原

発サイトなどに持ち込めば良いです。 

２. 東電が隠してきた汚染実態を把握するため、

セシウムと同じくらいのストロンチウム検査

を行い、発表すべきです。 

３. 自社の損得ばかり考え、当初は汚染水問題を

ないものとしてきた東電に代えて、もっとま

ともな廃炉プロジェクトを立ち上げるべきで

す。 

以上の点を訴え続けましょう！ 

これでニューメキシコでのプレゼン報告を終わ

ります。 旅を続けます。  

 

 

 

●アルバカーキからのメッセージ  

旅をひとまず終えます！ 

みなさま。核の終りを探るアメリカの今回の旅、

とうとう最終日を迎えました。もちろんひとまず

の終わりです。 

今日はお土産などを物色します。インディアン

ショップに行ってお金を落としてきます。夕刻に

は玉山ともよさんのこちらの友人と食事をして

最後の夜を終えます。 

 帰国便に乗るのはこちらの時間で明日１２日午

前６時。アルバカーキからサンフランシスコに２

時間かけて飛び、１１時過ぎの飛行機で関空に向

かいます。関空到着予定は１３日午後４時半。ア

ルバカーキを１２日早朝に出て３４時間後に着

くことになりますが、もちろんこれは１６時間と

言う時差があるから。いわば１６時間後の未来に

飛ぶことになります。 

日本に戻ってまたみなさんと元気に活動しま

す。よろしくお願いします。 

 

● アメリカで出会った人々と未来に向かいた

い！ 

今日は明日のことも考えて空港に近いホテル

に泊まっていて、朝方に散歩がてら周りを歩き

ました。するとなんと美しい朝焼けが！しかも

少し高い方に歩いて行ったらニューメキシコが

一望できる。そこで動画を撮り、想いを述べま

した。ぜひご覧ください。 

アルバカーキから もりもりチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=_VGHY9uveV8

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R01MrIeDuJwX9

3uAWFMQYBGcD_r2TmmvxWb-Kpyr0LLiGIgLi0IBIRko 

ここでも述べましたが、7月のニューメキシコ

訪問の旅と、今回のワシントン州ハンフォー

ド、シアトルを経てアルバカーキに至る旅で、

僕はとてもたくさんのアメリカのヒバクシャと

出会いました。ウラン採掘で様々な被害を受け

た先住民族の方たち、核実験で被ばくしたマー

シャル諸島の方たちや、ダウンウィンダーズ＝

アメリカの風下住民の方たち。さらに核廃棄物

のずさんな投棄などで汚染にさらされた人々な

どです。 

同時にこの方たちと一緒になって、被害を告

発し、さらなる被害を食い止め、その中で世の

中に正義をもたらし、未来を明るくしようとす

核の終わりを探る旅 １０  ２０１９年１１月１１日（月） 

アルバカーキの朝焼け 

https://www.youtube.com/watch?v=_VGHY9uveV8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R01MrIeDuJwX93uAWFMQYBGcD_r2TmmvxWb-Kpyr0LLiGIgLi0IBIRko
https://www.youtube.com/watch?v=_VGHY9uveV8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R01MrIeDuJwX93uAWFMQYBGcD_r2TmmvxWb-Kpyr0LLiGIgLi0IBIRko
https://www.youtube.com/watch?v=_VGHY9uveV8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R01MrIeDuJwX93uAWFMQYBGcD_r2TmmvxWb-Kpyr0LLiGIgLi0IBIRko
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るたくさんの人々とも出会いました。ここアル

バカーキで開催された「核廃棄物をめぐるナシ

ョナル草の根サミット」に参加している方たち

などが典型です。そこには共通の思いがある。

核の被害を憂い、核なき未来を熱望する思いで

す。だから私たちはともに歩いていく必要があ

るし、必ずその先に素晴らし未来を実現できる

と思うのです。 

● さらなる旅に向けて 

この想いを胸に、明日、帰国の途について、ひ

とまず旅を終えますが、記事そのものはまだ続き

ます。こちらで体験した素晴らしいこと、素晴ら

しい出会いがまだまだあるからです！またお気

づきかと思いますが、新しく「もりもりチャンネ

ル」を開設し、ユーチューブでの投稿を始めまし

た。 

発信力をもっとアップしようとの試みです。帰

国後にこれまで行ったたくさんの講演動画もア

ップしていくつもりです。みなさま。「明日に向

けて」とともに「もりもりチャンネル」をよろし

くお願いします！ 

●もりもりチャンネルを始めました！ 

発信力をさらに高めながら、さらなる旅に向か

います。核の終りを見つけ、平和への道を切り開

く旅です。僕は戦争と暴力にまみれた人類前史を

終え、友愛と喜びに満ちた人類後史を切り開く旅

と密かに位置付けています。あ、こう書いたら「密

かに」で無くなっちゃうか(笑） 

ともあれみなさま。日本でまたよろしくお願い

します！ 

 

 

 

 

シアトルで出会った人々と 

アルバカーキで出会った人々と 

２０２０年 

バイバイ原発３．７きょうと 
と き ２０２０年３月７日（土）１３時３０分 

ところ 円山公園音楽堂 

講演 武藤類子さん 

福島原発事故の責任は東電旧経営陣にある 

怒りのスピーチ 関電原発マネー不正還流は許さない他 

パフォーマンス 河野康弘さん（ジャズピアニスト） 

デモ出発 １５時 京都市役所まで 
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■ 「誉れの子」と戦争  斎藤 利彦  著 

■ 女たちのシベリア抑留  小柳ちひろ 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

今年は「戦後７５年」、夏頃「戦争」に関する特集が組まれるのだろう

か、それとも「オリンピック」ばかりを取り上げてこの問題に触れない

で置こうとするのだろうか？日本の姿勢が問われるように思うが。 

私は、恥ずかしながら「誉れの子」とは、何を指すのか知らなかった

し、「１０００名」近い女性がシベリアで収容所生活を送った事実も知ら

なかった。しかし、当事者たちは、大変な人生を経験されてきているこ

とが両書から知ることができた。「誉れの子」とは「靖国の遺児」と呼ば

れ、その存在が「国家」によって徹底的に利用された、戦没者の子供達

を指す、そして子供たちは父親が「戦死」をしたために、戦時中の生き

方に大きな制約も受けている。ここには「国」によって「父親の死」を

自然に悲しむことは許されなかった非情が告発されている。子供達の

「心」まで支配する国家体制の恐ろしさを垣間見ることができる。そし

て、父親を亡くし、一家の柱となり生活を支えるべく苦労した母親をも

失う「戦争孤児」の問題も扱っている。子供の内面迄支配し徹底して利

用した日本という国家。 

その犠牲は「子供」たちばかりでなく「女性」たちも。「シベリア抑留」には、戦後７０年経って、沈

黙を破り語り始めた彼女たちの「証言」が収められている。「シベリア抑留」といえば「過酷な体験、厳

しい生活」を想像するが、そのような体験が語られているのではなく、

むしろ現地の人々との交流のようなことが触れられており、我々が聞か

されていた「シベリア収容所」での厳しい生活はあまり語られていない。

しかし「帰国を拒否した元抑留者」「集団で抑留を耐えた少女（１５歳を

少し過ぎた）」「収容所で出産した女性」等、女性が「戦争」に巻き込ま

れるとは、どのような事を引き起こすのか、ということを我々に教えて

くれる。「７０年間」も沈黙を守ってきた背景には「何があるのか」を知

ることも必要ではないでしょうか？ 

戦後７５年と言われるが、まだまだ我々が知らない事実が沢山あるの

ではないでしょうか？「二度」とあのような戦争を起こさせないために

も、私たちに課せられた課題は大きいと思います。 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

毎日新聞出版 

１５００円＋税 

中央公論新社 

１７００円＋税 

文藝春秋社 

１７００円＋税 
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■「不当判決だ」原告怒りの声  

ビキニ国賠訴訟 高松高裁が一審支持 

１２月１２日に高松高裁であったビキニ水爆実験を巡る国家賠償請求訴訟の 

控訴審判決は、1審に続いて原告敗訴となった。原告は「不当判決だ」と怒りの 

声を上げた。 

この日、傍聴席には今月５日に死去した原告団代表、増本和馬さん（８３）の遺影を抱えた長男克

史さん（５３）と妻美保さん（７８）の姿があった。「長い間苦しめられ、それぞれの人生を犠牲に

してきた結果が報われないことは腹立たしい」。昨年７月の１審判決で請求が棄却されたことに怒り

と悲しみをあらわにしていた増本さんは、亡くなる直前まで元船員としてただ一人出廷を続けた。美

保さんは判決後の記者会見で、「本当に悔しい。写真は笑っているが、内心はかなり怒っていると思

う」とうつむき加減に話した。 

１審から原告代理人を務めた梶原守光弁護士は控訴審判決について「人権の砦（とりで）である裁

判所が人権を守れなかった。国民と裁判所との間に認識の乖離（かいり）がある」と語気を強めた。 

元船員らを救済しようとする取り組みは、１９８５年、平和学習などに自主的に取り組む「幡多高

校生ゼミナール（幡多ゼミ）」が実態解明に乗り出したことがきっかけとなった。高校生が聞き取り

調査を進める一方で、大人たちも県ビキニ水爆実験被災調査団を結成。調査団は太平洋核被災支援セ

ンター（高知県宿毛市）に改組し、健康調査や情報の開示請求などを続けてきた。 

調査開始から３４年、今なお立ちはだかる救済への大きな壁に、事務局長の山下正寿さん（７４） 

は「（行政の隠匿行為を）見抜くのが司法の

役割なのに、目をつむっている。残念だ。ビ

キニ事件は今も続いている」と苦しそうに語

った。 

（２０１９年１２月１２日 毎日新聞） 

 

「不当判決」と書かれた幕を掲げる原告ら＝高松市

丸の内の高松高等裁判所前で 

Scrap 

book 

■弟の死 反戦表現の原点 四国五郎企画展 元日から中区 軌跡たどる日記や手記 

戦争や原爆への怒りを、被爆地から絵や詩で表現し続けた画家の故四国五郎さん（１９２４～２０

１４年）と、１８歳で原爆死した弟の直登さんの絆を描く企画展が１月１日、国立広島原爆死没者追

悼平和祈念館（広島市中区）で始まる。２人が残した日記や手記から、弟の死に突き動かされ反戦反

核を貫いた四国さんの軌跡をたどる。 

四国さんは徴兵され、旧満州（中国東北部）で敗戦を迎えた後、シベリアに抑留された。直登さん

は爆心地から約１キロで被爆し、約３週間後に死亡。４８年に帰国して初めて、一番仲が良く、絵描

き仲間でもあった弟の死を知った。 
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▼あらためまして新年お

めでとうございます。今年

もよろしくお願いいたし

ます。 

今年も会報１月号では恒例の、

会員のみなさんの新年のメッセージ、抱負の紹介

をお願いし、２７人のみなさんからご協力をいた

だきました。原稿が間に合わなかった、うっかり

していたみなさんは、次号２月号でも続報します

ので、今からでも是非よろしくお願いいたします。 

みなさんのメッセージは本当に個性豊かで、こ

れを一通り読むだけで勉強になるなあ、とつくづ

く思います。それと合わせて今年感じたのは、７

０代に入ったとか、古希を迎えたとか、７０歳前

後の年齢のことに触れられる方が多かったこと

です。かくいう私も古希まであと１年になりまし

た。７０歳という年齢は今、仕事、家族、親、そ

して自らの健康に関わって、節目の時なんだなあ

と実感します。しかし、それでも会員のみなさん

は前を向いて更に元気に頑張ろうと決意されて

いるところがすばらしい。 

▼年齢のことに触れられた人が多いということ

はまた、「２世・３世の会」の運動へのより若い世

代の参加、継承が求められていることも示してい

ると思います。２０１９年の新規入会者は８人あ

り、会員数は１０６人になりました。その内被爆

三世会員は１１人です。三世会員も増えていく、

三世ならではのとりくみも行われていく、そんな

２０２０年もめざしたいと思います。（平）

編集後記 

企画展のメインの映像作品（約３０分）は、直登さんが死の直前まで書き続けた日記、四国さんが

書いた追悼文や戦争画を組み合わせて制作。四国さんの「おまえの怒りや悲しみが、わたしの絵にど

れだけぬりこめられるか、見ていてくれるか」などの言葉を紹介し、弟の死から、生涯を反戦反核の

表現にささげる決意を固める様子を描いている。 

２人の声は女優の故木内みどりさんが演じた。木内さんは、四国さんが描いた絵本「おこりじぞう」

の朗読活動を続けており、同館の依頼を快諾。しかし、１１月中旬に広島での収録を終えた直後に急

逝し、これが遺作となった。ナレーションは映画監督で俳優の塚本晋也さんが担当している。 

１２月下旬に同館であった試写会には四国さんの長男光さん（６

３）も出席。光さんは「父はよくアトリエで弟の日記を読んでいた。

絵は平和のために使ってほしいと言っていたので、喜んでいると思

う」と話した。 

企画展は来年１２月２９日までで、入館無料。展示室では、タッ

チパネル端末で四国さんの作品約６０点や手記、直登さんの日記な

どを閲覧できる。 

（２０２０年１月６日 中國新聞） 

四国五郎作『写生する兄弟』 
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２0２０年２月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

２  １ 土  

 2 日 京都市長選挙投開票 

 ３ 月 節分 

 ４ 火 立春 

 ５ 水  

 ６ 木 ６・９行動 

 ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土  

 

 

 

 

９ 日 ６・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火 

建国記念の日 

第５３回「建国記念日」不承認京都府民のつどい 

『東京五輪がもたらす危険』出版記念シンポ（１３時３０分・京都市呉竹文化センター） 

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 
キンカン行動 

バレンタインデー 

 １５ 土  

 １６ 日 
チェルノブイリ・フクシマ京都の集い（１４時３０分・京都アスニー） 

京都マラソン 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 安保法制違憲訴訟・京都第１１回弁論（15時・京都地裁） 

 ２０ 木  

 ２１ 金 キンカン行動 

 ２２ 土  

 ２３ 日 天皇誕生日 

 ２４ 月 振替休日 

 ２５ 火  

 ２６ 水 原発賠償京都訴訟控訴審第６回弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

 ２７ 木  

 ２８ 金 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審証人尋問（１３時３０分・大阪高裁第６民事部） 

２０２０年ビキニデー原水協国際交流会議（静岡市） 

キンカン行動 

 ２９ 土 ２０２０年ビキニデー原水協全体集会・分科会（静岡市） 

 


