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新入会員です。よろしくお願いします。 高木英孝さん １１ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １２ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １４ 

 「ヒロシマ消えた家族」 「ナパーム空爆史・・・」 「ルポ沖縄国家の暴力」 

SCRAPBOOK／ 「供養塔の遺骨１体返還調査」 (中國) １６ 

 「埼玉で若年被爆者、二世と支援者が交流」(被団協) 

 「平和公園内被爆遺構実物展示へ」（中國） 

編集後記  １７ 

２０２０年３月の行事カレンダー １８ 

被爆体験の継承（７８）あんたらに、原爆の恐ろしさ、戦争のこと話しておくんや 

高木啓成（さとしげ）さん 
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２月１５日（土）、ラボー

ル京都において、「ＮＰＴ＆

ニューヨーク世界大会京都

代表団・学習と結団のつど

い」が開催されました。参加

者は約９０人、会場は席が

足りないほどいっぱいとな

りました。 

前半は、加古川市在住の被爆者・小林愛子さんに「ヒバクシャ国際署名と被爆の体験」と題して講演

していただきました。小林さんは７歳（小学校１年生）の時、広島市の爆心地から１．５㌔の自宅で被

爆。以下、講演の要旨です。 

 

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 （仮）核の終わりを探る旅 

アメリカ・ワシントン州とニューメキシコ州 

核兵器開発現地と被害者の実態レポート 

講師 守田敏也さん 

 今年の総会記念講演は表記のテーマで守田敏也さんにお願いすることにしました。 

守田さんのアメリカレポートは既に「２世・３世の会」例会や会報掲載でも紹介して

いますが、あらためてより多くの会員のみなさんと一般参加者の方も含めて、じっく

りと報告を聞こうということになりました。 

 核開発の出発点、今もその拠点であるアメリカの実態を知ることは、私たち「２世・

３世」の運動に大いに役立つと思います。 

 多くのみなさんのご参加をお願いいたします。 

２/１５ ＮＰＴ＆ニューヨーク世界大会 

京都代表団 学習と結団のつどい に９０人 
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■原爆に殺されたお姉ちゃん 

閃光が走った瞬間、母親が私と弟の上に覆いか

ぶさってくれました。そのお陰で大きな怪我は負

わずに済みました。母親に言われて、５歳の弟の

手を引き、みんなが逃げる方向へ一緒に何時間も

何時間も歩いていきました。たくさんの人が川に

飛び込んで亡くなっていました。暗くなった頃、

土手の上から振り返ると広島の街が何もかも無

くなっているのが見えました。その中に、「熱いよ

ー」「助けて―」の声が聞こえていました。 

それから後、私はどこでどうしていたのか、記

憶がありません。疲れてしまい、二晩ほどは眠り

こけていたのではないかと思います。気がつくと

ブドウ畑の中にいて、そこで母親と兄に出逢うこ

とができました。海ほどにもなる涙を流して喜び

あいました。 

でも姉だけが見つかっていません。それからは

弟と一緒に広島の街中の救護所を訪ねて、「点子

姉ちゃーん、点子姉ちゃーん」と呼びながら姉を

探し回りました。救護所に充てられた学校の校舎

の隅でやっと姉を見つけることができました。全

身火傷でした。目も開けられず、口も閉じ、“家族

に会いたい”その一心だけで命を繋いでいたよう

でした。家に連れて帰り、ブドウを一つだけ口に

入れてやることができました。２日後、姉は息を

引き取りました。母は大泣きに泣きました。その

時私は、“お姉ちゃんは死んだんじゃない、原爆に

殺されたんだ”と強く強く思いました。 

■密かに弟の安打記録を目標にしてとりくん

だヒバクシャ署名 

２年ほど前、「ヒバクシャ国際署名」の運動のこ

とを知るようになりました。なかなか署名はして

もらえないのだ、という苦労話も聞かされました。

でも私は、一人でも、どこにでも飛び込んで署名

を集めようと心に決めて、とりくみ始めました。

４ヶ月ほど経って集めた署名は９０８筆になり

ました。東京にいる弟（小林愛子さんの弟さんは

実は元プロ野球選手の張本勲さんです）に電話す

ると、「あっぱれ！」と言ってくれたのを覚えてい

ます。弟のプロ野球生涯安打記録は３，０８５本

です。私は心の中で密かにそれを目標にして頑張

ってきました。署名数は昨日までに３，２２８筆

となり弟の安打記録を超えました。今度は「大あ

っぱれ！」をもらいました。 

私の住む加古川市の岡田市長はヒバクシャ署

名を頑なに拒んでいました。それを聞いて私は昨

年の１月市役所まで行き、「岡田市長が核兵器廃

絶署名をしないということは、選挙権のある加古

川一市民としてとても恥ずかしい。これからの子

どもたちの幸福と世界の平和ために絶対に署名

して下さい！」と大書した手紙を秘書の方に手渡

ししました。それから一ヶ月後の２月、市長から

署名が届いたという知らせがありました。 

私もニューヨークに行きたいと考えていまし

たが８２歳という年齢も考えて断念しました。ニ

ューヨークでの署名の提出はみなさんに託すこ

とにして、私は今も集め続けています。どこかで

お姉ちゃんに背中を押されているような気がす

るのです。核兵器の恐ろしさはみんなに訴えてい

かないと平和にならないからと言われて。 

今日はお話しを聞いていただいてありがとう

ございました。

ＮＰＴとニューヨーク世界大会に参加するみなさんから思いと決意 

「つどい」の後半はＮＰＴ＆ニューヨーク世界大会に京都から参加する代表の人々のあいさつと思い

の紹介と交流が行われました。京都代表団は当日までに４５人が決まっています。 

この中から、京都「被爆２世・３世の会」のメンバーの４人の参加者のあいさつを紹介します。 

森 優さん 

（舞鶴市／京都民医連の代表として参加） 

私の働く民医連の綱領では、いっさいの戦争政

策に反対して、核兵器をなくすことを目標にして
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います。また、私自身長崎出身の被爆三世なので

今度の世界大会で、いろんなアクトピストの人た

ちと交流できることを今から本当に楽しみにし

ています。 

日本政府は伝えない核廃絶を願う私たちに本

市民の思いを、被爆者の方たちの思いというもの

を、世界の人々に届けられたらいいなと思ってい

ます。 

 

馬場始延さん 

（八幡市／八幡市の新婦人の代表として参加） 

今回のＮＰＴ＆ニューヨークの世界大会には

すごく悩みました。行きたいなあ、でもどうかな

あ、と。そんな悩んでいたところに同じ八幡市の

新婦人の入江さんの方からぐっと後押しされて

行く決心をしました。今は、せっかく行くんだか

ら向こうで何を伝えようか、どんな行動をしよう

かと、新婦人の人たちと一緒に楽しみながら準備

をすすめています。 

私自身被爆二世として、やっぱり核兵器の問題

はしっかりとりくまなければならないと考えて

います。いろいろなところへ参加して、見たり聞

いたりしながら。５年前もニューヨークに行った

ことを思い出しています。目で見て、感じて、そ

れをまたみんなに返していきたいなあと思って

います。 

 

米重節男さん 

（向日市／乙訓原水協の代表として参加） 

私は母親が広島の被爆者で、私は被爆二世にな

ります。８年前京都で「被爆２世・３世の会」を

結成して参加してきました。国連のＮＰＴ再検討

会議には２０１５年の時も参加しました。それか

らいろいろなきっかけから２０１７年の核兵器

禁止条約を決める会議にも参加しました。国連の

中に入って会議そのものを傍聴して、日本と世界

の違いを実感し、よく分かりました。 

若い世代につないでいくというのはいろんな

ところで課題になっています。たまたま乙訓では

坂本君という青年が昨年の長崎での原水禁大会

に参加して、非常に勉強になったという話を聞い

ていました。そこで今回、彼に声をかけて、お金

はみんなで集めるから時間を作ってニューヨー

クに行ってみないかというよびかけをしました。

それで是非行ってみようということになり、私も

彼と一緒に行くことになったわけです。今、乙訓

ではみんなで一生懸命カンパと署名を集めてい

ます。みなさんも是非ご協力ください。 

 

山根和代さん 

（右京区／反核法律協会から参加） 

（「つどい」欠席のためメッセージを寄稿していただ

きました。） 

以前からマスコミで世界大会とＮＰＯ再検討

会議について報道されるたびに、参加してみたい

と思っていました。しかし年金生活者として参加

は諦めていましたが、たまたまデルタ航空のマイ

ルがたまっていて、ニューヨークへ行くには十分

あると分かり参加することにしました。 

私は法律家ではありませんが、紛争の平和的解

決に法律はとても重要だと思い、反核法律家協会

に入っています。こちらでは核兵器も戦争もない

世界を目指す分科会を世界大会で計画し、またＮ

ＰＴ再検討会議ではサイドイベントを申し込ん

でいます。まだ実現するかどうかわかりませんが、

実現すればそちらに参加する予定です。 

またニューヨーク大学のジョイス・アプセル教

授に連絡すると、大学で平和会議を開催したいの

で平和教育について報告してほしいと依頼があ

りました。ＮＰＴ再検討会議の開催中夕方開催の

予定で、学生を相手に報告し、質疑応答、討論の

予定です。 

同時通訳のようなことはできませんが、被爆者

の方が困っている場合はできる範囲でお手伝い

ができればと思っています。友人との再会も楽し

みにしていますが、コロナウィルスの影響が気に

なっているところです。
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パラグアイが核兵器禁止条約批准 ３５ヵ国へ 
 

南米パラグアイのアリオラ国連大使は１月２３日（木）、米ニューヨークの国連施設で、核兵器の保有

や使用を全面禁止する核兵器禁止条約の批准書を寄託し、批准手続きを完了しました。批准は３５番目

となります。条約発効に必要な批准数はあと１５で、非政府組織（ＮＧＯ）「核兵器廃絶国際キャンペー

ン」（ＩＣＡＮ）は今年中の発効を目指している、と表明しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年２月１８日現在 核兵器禁止条約批准国３５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 
パラグアイ 

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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ＩＣＡＮの１月ニュースより（抜粋） 

 

今年初めてとなる１月２３日のパラグアイの批准により、現在核兵器禁止条約には８０カ国が署

名、３５カ国が批准しています（※２月６日のベリーズの署名により、署名は８１カ国に／２０２０

年２月１２日現在）。発効に必要な５０カ国まで、あとわずか１５カ国です。条約に参加するプロセス

が順調に進んでいる政府もいくつかあり、まだ署名または批准していない国々に対してみんなで働き

かけを行えば、今年５０カ国に達することができます。広島と長崎の原爆投下から７５年周年にあた

る２０２０年に条約を発効させることは、被爆者の方々に最もふさわしい贈り物となるでしょう。 

ＩＣＡＮシティー・アピールは大成功を収めています。みなさんのたゆまぬ努力のおかげで、２６

０以上の都市や町が賛同し、政府に条約への参加を呼びかけました。まだまだ賛同は増え続けると思

いますが、２０２０年には、これらの自治体と連携して、条約に反対している政府への圧力を高め続

ける方法を検討する必要があります。 

ＩＣＡＮ議員誓約 （Parliamentary Pledge） は現在１，３８８署名集まっています。 これには、

核の傘に入る国々の現状を打破するための大きな可能性があります。ちょうど先日、惜しくも可決に

は至りませんでしたが、ベルギーでは核兵器を放棄し、条約に参加することを求める動議について採

決がありました（反対７４票、賛成６６票）。個々の議員に対するＮＡＴＯと米国からの大きな圧力が

あってもなおここまで拮抗しました。 

私たちは、今後直面するであろう政治的、財政的、あるいは構造的な障害についてはよく理解して

います。対抗勢力は信じられないほど強力であり、私たちの動きを挫くためのあらゆる策を使ってき

ます。（先日国連で、米国は私たちが「悪意のある勢力」に支援されていると発言しました）。しか

し、私たちは決して諦めず、果敢に立ち向かいます。まるでダビデとゴリアテの物語のように！ 私た

ちにも分があるのです。 

私たちのこれまでの道のりを振り返ることができ、またこれから私たちが何を一緒に達成できるか

を考えることができてとても嬉しいです。 ２０２０年もＩＣＡＮにとって最高の年にしましょう！ 

（まとめ訳：田中美穂） 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７８） 

地裁第２民事部でまたも原爆症認定訴訟の歴史に逆行する不当判決！ 

控訴審で必ず一審判決の誤りを正していこう！ 

２０２０年２月５日（水） 

 

暖かい日の続く今年の冬だが節分が近づくと

さすがに寒風が身に厳しい。そんな１月３１日

（金）、大阪地裁第２民事部においてノーモア・ヒ

バクシャ近畿訴訟の３人の原告が判決言い渡し

を迎えた。 

３人の原告は、Ｙ・Ｍさん（男性、故人、神戸

市、７歳の時長崎の爆心地から４．０㌔で直接被

爆、その翌日から入市被爆も、申請疾病は食道が

ん）、Ｏ・Ｈさん（男性、７７歳、大阪市、２歳の

時長崎の爆心地から３．０㌔で直接被爆、その後
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入市被爆も、申請疾病は心筋梗塞）、Ｙ・Ｉさん（男

性、故人、神戸市、長崎の爆心地から４．４㌔で

直接被爆、翌日から入市被爆も、申請疾病は大腸

がんと胆管がん）。３人は共に幼少時の被爆だが、

それだけでなく、直接被爆の爆心地からの距離が

原爆症の積極的認定基準とする距離から僅かに

上回っているだけのことや、翌日以降爆心地付近

まで入市してさらに被爆していることなど、被爆

の状況に共通したところが多い。 

大阪地裁第２民事部は昨秋の１１月２２日

（金）、同じ法廷で３人の原告の訴えをいずれも

退ける判決を言い渡したところだ。判決内容も、

長年にわたって積み重ねられてきた原爆症認定

訴訟の歴史と実績にいっさい学ぼうとせず、国の

主張をそのままなぞるような史上最悪で異質な

ものだった。同じ三輪方大裁判長の下では、今回

も同様のひどい結果のあり得ることを予想しな

ければならない。しかし、どんな判決が出されよ

うとも私たちは決してひるむことなく闘ってい

こう、と、判決前集会で寒風に立ち向かうような

決意を確認して１００７号法廷に向かった。 

午後１時１０分開廷。裁判長による主文の読み

上げが始まる。最初に読み上げられたのがＹ・Ｉ

さん。意外にも、「国による却下処分を取り消す」

と告げられた。後のＹ・ＭさんとＯ・Ｈさんはい

ずれも「訴えを却下する」と言い渡された。２人

敗訴だが、１人は勝訴、原爆症が認められた。代

理人席から旗出しの担当弁護士が正門で待つ支

援の人々の前に向かう。旗出しは「勝訴」、「厚労

省は原爆症認定制度を改めよ」。一人でも勝てば

旗出しは「勝訴」とされるようだった。 

主文に続いて判決理由の要旨がやや早口に述

べられていく。傍聴席からは口頭による説明を正

確に聞き取るのはなかなか難しい。ただ、Ｙ・Ｍ

さんとＯ・Ｈさんについては、放射線起因性を認

めない理由として挙げられた加齢、飲酒、喫煙の

言葉が強く耳に残った。どうも他原因を強調して

放射線起因性が否定されたらしい。 

閉廷後、会場を大阪弁護士会館に移して報告集

会が行われた。 

判決文全文を読みこなす時間も十分にはとれ

なかった中、愛須勝也弁護団事務局長から３人へ

の判決理由の要点が説明されていった。 

敗訴となったＹ・Ｍさんは、入市被爆そのもの

の事実認定から否定された。被爆者健康手帳の交

付を申請する際に書かれた被爆状況が直接被爆

だけで入市被爆には触れられていなかった。国は

これを根拠に入市被爆の事実を否定し、裁判の争

点になっていた。弁護団はＹ・Ｍさんと一緒に被

爆したお姉さんを居住地の岐阜県まで訪ねて被

爆の実態証言を聞き取り、入市被爆の事実を証明

していったが、判決はそのことを信用できないも

のとして取り扱い、事実認定から退けた。Ｏ・Ｈ

さんについても同じように、被爆者健康手帳交付

申請時に入市被爆の記載がないことを理由に、入

市被爆の事実を完全に否定した。本人の記憶も定

かでない幼い時の被爆状況を詳細に立証しない

限り認めない。そのことを被爆者側に課す不当な

判決だ。 

直接被爆だけでも、急性症状発症の状態、そし

て戦後今日まで二人が襲われ続けてきた数々の

病歴のことなどを総合的に検討すれば、積極的に

認定する範囲の枠外でも放射線起因性は十分に

認められるはずだが、その立場も判決は放棄した。

申請疾病について、一般的には放射線被曝との関

連性を肯定しながら、「その放射線量がどの程度

かを具体的・定量的に認めることはできない」と

して、被爆者に対して放射線被曝線量の具体的・

定量的な確定を求めた。１１月２２日の判決と同

様、これまでの原爆症認定訴訟の積み上げてきた

道を踏み外した最悪の判決だ。その上で、加齢、

飲酒、喫煙などの他原因をことさらに取り上げ、

強調して、放射線の影響を否定した。仮に他原因

があったとしても、放射線の影響があればその起

因性を認めて原爆症を認定する、それが原爆症認

定訴訟の到達点であるはずなのに。 
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２人の原告は却下する－はじめに結論ありき

で、そのために入市事実を否定する、そして他原

因を粗捜しする、そのような憶測をしたくなるよ

うな判決だと、弁護団の中から感想が述べられた。 

Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん二人の訴えを退ける一

方で、判決はＹ・Ｉさんの原爆症を認めた。この

ことについて原告団・弁護団・支援ネットワーク

の声明は以下のように述べた。 

「判決は、『放射線被曝線量の推定方法や、放射

性物質を体内に取り込んだ場合における人体へ

の影響の度合いについては、いまだ確立したもの

は見当たらないのであるから、定量化された被曝

線量を現時点で明確に示し得ない点をもって、放

射線起因性の判断をすることができないとする

ことはできない』と判示し、かつ、被告が主張し

た加齢及び性差という他原因による影響を否定

し、放射線起因性及び要医療性を認めた。この判

断は、これまでの判決の判断の流れに沿うもので

あって、当然のことである」 

これが当然の判決であるべきなのだが、それで

はなぜＹ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん二人に対してはそ

れとまったく矛盾した判断が下されるのか。まっ

たく理解できない。Ｙ・Ｉさんも手帳申請時には

入市のことは書いておらず、厚労省もそれを根拠

に却下処分していた。それでも平成２０年になっ

ての本人の釈明書が提出され、それが信用に足る

ものとされて、判決は入市の事実を認めたようだ。 

入市事実の否定、その根拠とされる被爆者健康

手帳申請時の被爆状況記載内容の問題について

は、報告集会でも参加者、特に被爆者のみなさん

から異口同音に強い批判の声があがった。被爆者

健康手帳交付申請は様々な状況下で様々な人の

手を介して行われているのが実態だ。将来、裁判

することなど誰も想定せず、手帳が交付されるこ

とだけを念頭に申請してきた。直接被爆だけで申

請できるのなら敢えて入市被爆のことまでは書

く必要はなかった。そんな手帳申請時の記録を根

拠に入市被爆の事実を否定するなど許されるこ

とではない、等々。 

入市被爆の事実認定については忘れられない

判決の思い出がある。２０１６年１０月３０日、

大阪地裁第７民事部で山田明裁判長（当時）によ

る２人の原告に対する判決があった。この内の一

人は入市被爆の日付・事実認定が争われていて、

この時も手帳申請時の記載内容に原告主張との

違いがあった。判決は、事実認定について争いの

ある時は被爆者の供述にこそ重きを置いて判断

を下す、と言う明確なものだった。この時裁判所

は自ら、原告の供述に基づいて当時の長崎の状況

などを詳細に調べ、一つひとつ丁寧な事実認定を

行って原告の訴えを認めた。この姿勢こそ、被爆

者援護法に基づいて行政を担い、法を執行する者

の基本であるべきではないか。 

今回の判決の第２民事部は、援護法の趣旨に立

ち返ってどこまで真剣に原告と弁護団の訴えに

向き合ってきたのかと疑問に思わざるを得ない。

３人の結審は昨年７月２４日だった。６ヶ月もの

期間があった。その間何を検討してきたのか、と。 

藤原精吾弁護団長から今日の判決の感想と評

価が述べられた。 

一人勝訴とはなったが、今回の判決の問題は基

本的な考えたが間違っているところにある。原爆

症認定訴訟の大きな流れに反した判決だ。原爆症

は人類が経験したことのないもので医学的立証

はできないこと、被爆放射線量の立証方法もまっ

たくないこと、したがって厳密な証明を求めるの

は間違いであること、そして原爆被害は国の起こ

した戦争によるものであって国に責任のあるこ

と、このことを明らかにしながら、国が却下処分

を続ける中でも、司法判断によって認定の幅を広

げてきたのが原爆症認定訴訟の歴史だ。第２民事

部の裁判長はその流れに反した考えにこだわり、

ひたすら国のやることに迎合しており、明らかに

間違っている。今回の判決の基本的な間違いは控

訴によって正していかなければならない。 

原告のＹ・Ｍさんは２０１４年５月１６日の提

訴だったが、２０１５年３月７日に他界された。
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享年７６歳だった。裁判は奥さんが承継され、そ

の意見陳述が代理人弁護士によって行われてい

る。Ｙ・Ｍさんは晩年７回もの入退院を繰り返し、

２度の抗癌剤治療を受けるなど苦闘の日々だっ

た。この日は報告集会にもＹ・Ｍさんの甥御さん

に当たられる方が参加され、お礼の言葉とともに、

一人勝訴されたＹ・Ｉさんのことは率直に「嬉し

い」のその気持ちが述べられた。これから控訴も

含めて検討し、みなさんと一緒にやっていきたい

と挨拶され、参加者一同から花束が贈られた。 

Ｏ・Ｈさんは唯一人法廷で原告席に座って直接

判決を聞くことになった。報告集会にも参加され、

胸を詰まらせながら無念の思いを述べられた。判

決は加齢が原因というが、私が心筋梗塞を発症し

たのは５０歳の時だ。どうして加齢なのか理解で

きない。父親はビルマで戦死し私は顔も知らずに

育った。加えて自分は被爆者となりダブルパンチ

の人生だった。戦争さえなければ、原爆さえなけ

れば・・・、この辛い、悔しい気持ちをどこに持

っていけばいいのか。もうとことん闘っていきた

い。その決意を励ますようにＯ・Ｈさんにも花束

が贈られた。 

一人勝訴することのできたＹ・Ｉさんは２０１

４年１２月の提訴の後、翌年の２０１５年６月１

日に他界された。享年７４歳だった。亡くなる２

ヶ月前にはホスピスへの入院を余儀なくされ、事

態が容易でないことから病床で本人尋問が行わ

れた。申請疾病は大腸癌、胆管癌だったが、その

他にも各所に多重の癌を発症していて、辛い抗癌

剤治療との格闘の晩年だった。裁判は奥さんが承

継されていたが、この日は体調不良で出廷できず、

代わりに担当弁護士だった杉野直子弁護士に花

束が託された。Ｙ・Ｉさんについては、国は控訴

するな、判決を確定させよ、これ以上被爆者を苦

しめるな！の声を上げていく必要がある。 

報告集会の最後は尾藤廣喜弁護団幹事長によ

って締めくくられた。前回１１月２２日も今回も

最悪の判決であった。１人勝訴とはなったが、そ

れは国の制度がいかにでたらめかの証でもある。

他原因については「これらの危険因子が重畳的に

作用して申請疾病が発症したと考えても何ら不

自然・不合理ではない」と言いつつ、一方放射線

の起因性については厳密な立証を求める。まった

く倒錯した判決、不当な判決だ。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟も終末に近づいてい

るが、今日の判決などどうしても覆していかなけ

ればならない。そのための努力を尽くそう。 

最後に、藤原団長の発声で「団結頑張ろう！」

を三唱して報告集会を閉じた。 

傍聴記を書くための参考に過去の傍聴記をも

う一度読んでみながら思うことがあった。今回判

決言い渡しのあった原告は３人とも提訴が２０

１４年だ。Ｙ・Ｍさん、Ｙ・Ｉさんはお二人とも

残念ながら２０１５年に亡くなられている。２０

１５年と言えば前回のＮＰＴ再検討会議のあっ

た年だ。今年のＮＰＴ再検討会議のことを思いな

がら時間の長さを考えてしまう。あれから５年を

費やしたのかと。高齢となった被爆者が長い時間

をかけて裁判で争ってでしか原爆症認定を得る

ことのできない事態の大変さ、深刻さを思わざる

を得ない。 

この５年間、世界の反核勢力は着実に絆を強め、

核に固執する国々と勢力を包囲してきた。象徴的

であり、決定的なのは２０１７年の核兵器禁止条

約の採択だ。まだ条約発効には至らないまでも世

界の歴史の歯車はしっかりと回転していくこと

を実感する。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟も、原爆症認定制度

も、そして被爆者援護制度も、正しく確実に前進

していくことを信じて頑張っていきたい。 

 

第２民事部の判決言い渡しのあった２日前、１

月２９日（水）には大阪高裁の第２民事部（田中

敦裁判長）で控訴審の弁論も行われた。控訴した

苑田朔爾さん（７７歳、神戸市、３歳の時長崎の

爆心地から４．０㌔で直接被爆、その後入市、申

請疾病は前立腺がん）の３回目の弁論で、この日

が弁論終結となる可能性のある法廷だった。 

準備書面の確認などが済まされた後、尾藤弁護

団幹事長によって意見陳述が行われた。陳述は前

半で原爆症認定訴訟の経過が簡潔に述べられ、そ

の中で特に２００８年に採用された「新しい審査

の方針」の中の「積極的認定」のことが強調され

た。「この制度の最も大切な点は、集団訴訟の判決

の到達点がこの『積極認定』の基準を上回ってい

たところから、積極的認定の対象にならない人に
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ついては、『申請者にかかわる被曝線量、既往歴、

環境因子、生活歴等を総合的に勘案し、個別に起

因性を総合的に判断する』といういわゆる『総合

判定』の制度があり、これにより認定すべき人に

ついては、認定するとしてことでした」とし、し

かし「総合認定」は極めて消極的に扱われ、実際

には直爆３．５㌔、入市時間１００時間が壁とな

ってきたことが明らかにされた。 

陳述の後半は「総合認定」を積極的に行うこと

を求め、一審判決の誤り、問題点が５点に渡って

指摘された。①放射性降下物の発生・降下機序を

無視していること、②放射性降下物の降下状況の

下での飲食の生活実態を無視していること、③

「総合認定」の視点が欠けていること、④他原因

があっても放射線被曝による影響と相まって発

症促進したと言える場合は起因性が認められる

こと、⑤加齢を理由に放射線起因性を否定するな

どあってはならないこと。 

尾藤弁護士の陳述の後裁判長が弁論の終結を

宣言し、これで結審となった。判決言い渡しは４

月１７日（金）午後２時からと決められた。 

高裁第２民事部の控訴審弁論は今回を含めて

結局３回しか行われなかった。初回は昨年の７月

２５日（木）、原告の苑田さんがあらためてしっか

りと意見陳述され、担当の濱本由弁護士がパワー

ポイントを使って放射性降下物のメカニズムや

実態、内部被曝の危険性などを詳しく陳述した。

この時は次回以降も充実した陳述、プレゼンが行

われるものと期待した。しかし１０月１５日（火）

に開かれた２回目の弁論では、予定していたパワ

ーポイントを使っての陳述は認められず、沢田昭

二名古屋大学名誉教授の証人採用申請も却下さ

れ、訴訟進行を急ごうとする裁判長の姿勢ばかり

が露になった。そして今回３回目の弁論で結審を

迎えることになった。 

裁判長の強引な訴訟指揮でここまでの事態と

なってしまったが、それでも判決まで３ヶ月ある。

「公正な判決を求める」署名運動などを最大限強

めて勝利をめざしていこう、と報告集会で確認し

あった。 

報告集会では、１月２１日（火）に最高裁第三

小法廷（宇賀克也裁判長）で開かれたノーモア・

ヒバクシャ訴訟の弁論についてその様子が報告

された。原爆症認定訴訟で史上初めて最高裁で開

かれた弁論だ。原告は広島地裁、名古屋地裁、長

崎地裁でそれぞれ提訴した３人の被爆者で、経過

観察などを要医療性の要件に認めるかどうかが

争点となっている。法廷では３人の中から広島地

裁に提訴した内藤淑子さん（７５歳）と、名古屋

地裁に提訴した高井ツタヱさん（８３歳）のお二

人が意見陳述を行い、新聞各紙やテレビ局などメ

ディアでもその内容が報道された。 

傍聴された愛須弁護士から当日の法廷の様子

が次のように紹介された。二人の被爆者の方が陳

述される姿は神々しいというほどのものだった。

被爆者が長年にわたって闘い続け、原爆症認定訴

訟も勝利を積み重ね、大きな流れを作って、とう

とう最高裁で弁論するまでに至った。二人の被爆

者は全国の被爆者の代表としてここに来ている。

そして二度と自分たちと同じ経験をすることの

ないようにと訴えている。最高裁の法廷で、核兵

器の廃絶を求め、核兵器禁止条約の発効を訴えて

いる。これは被爆者運動の歴史的瞬間ではないか。

記念すべき時ではないか。その場に居合わせ、立

ち合えていることに深い感動を覚えた。判決はど

のようなものになるかは分からない。しかしどの

ような判決であっても、決して挫けることなくさ

らに闘っていく、その決意を促す最高裁の法廷で

あった。 

最高裁の判決言い渡しは２月２５日（火）１５

時から行われる。

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

  ２０２０年 ２月２５日（火）１５：００ 最高裁第三小法廷 判決 

２０２０年 ２月２８日（金）１３：３０ 控訴審・高裁第６民事部 ８１号 医師証人尋問 

  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 

  ２０２０年 ４月１７日（金）１４：００ 控訴審・高裁第２民事部 ８２号 苑田さん判決 

  ２０２０年 ４月２２日（水）１３：３０ 控訴審・高裁第６民事部 ８１号 弁論（結審予定） 

  ２０２０年 ５月３０日（土）１４：００ ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利めざすつどい 
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「今、聞いておかないと」、父の被爆体験をテープに残して 

高木英孝さん（伏見区） 

 

皆さん、初めまして。このたび平さんにお誘いいただき、

「２世・３世の会」に入会させていただきました、高木英孝

と申します。現在、向日市、長岡京市にほど近い伏見区に在

住しています。生まれと育ちは高槻市で、現在５４歳です。 

原爆については父が東洋工業に勤めていた時に体験した事

を子どもの頃から聞いていました。父の話以外の原爆につい

ての記憶では、子どもの頃、雨の日には、「雨の中には放射能

が混ざっているから、雨に濡れると髪の毛が抜ける」という

様な事を子ども同士で言い合っていたことを覚えています。 

また、中学生の時の事ですが、１０フィート運動と言って、

アメリカが被爆後に撮影した記録フィルムを取り戻す運動に

よって作られた記録映画を、全校生徒が市民会館でみました

（当時は生徒数が多すぎて、体育館に入りきれませんでした）。

その時は非常に大きな恐怖と怒りを感じた事を今も覚えてい

ます。顔をそむける生徒がいる中、「しっかりと見な、あかん」と先生が注意していました。今考えると、

本当にまじめに平和教育に取り組んでいた時代だったと思います。 

父の体験を録音するきっかけは、仕事の関係で平和の取り組みに関わるようになり、被爆体験を記録

していく取り組みが進められている事を知ったからです。当時、私の父もすでに９０歳近い年齢になっ

ており、今、記録しておかないと出来なくなると思い、ともかくも録音だけはしたものの、そのあと、

ずっとそのままになっておりました。そのことを京都原水協の小杉さんに相談したところ、被爆２世・

３世の会の平さんを通じて、今回、体験記録にまとめていただく事になりました。 

今後、どれほど会の活動に参加できるかわかりませんが、核兵器廃絶の運動が前進する様に微力なが

ら取り組んで行ければと思います。これからよろしくお願いいたします。 

 

 

新入会会員です。よろしくお願いします。 

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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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。 

 

■旧陸軍被服支廠は軍都廣島の証としての保

存を 

平 信行さん（南区） 

広島市内の旧陸軍被服支廠の建物４棟を解体

すべきか保存すべきかで行政、市民の議論が続け

られています。「保存すべき」意見の理由は、貴重

な被爆建物として遺し、原爆のすさまじさを後世

に伝えていくため、とされています。私はこの意

見に反対するものではなく、それはそれで必要な

ことだと考えています。しかし、旧陸軍被服支廠

の建物を遺す意味はそれだけではないと思って

います。 

戦前の廣島は軍都でした。日清戦争（１８９４

年）以来、アジアへの侵略戦争の拠点都市として

拡大した都市です。全国から若者を兵士として終

結させ、戦地へ送り出す出撃基地であり、軍隊、

軍人のための軍備を整える軍需産業中心の都市

でした。 

広島は、核兵器の惨禍から復興をめざす平和都

市であるとともに、アジアの人々に暴虐を振るっ

た侵略戦争の拠点であったことも銘記し、後世に

語り継いでいかなければならない都市だと思い

ます。平和記念資料館を見学すると、ほとんどが

原爆の被害を示す展示－被害の実相で埋め尽く

され、軍都であった廣島のことは見逃すほどのわ

ずかなものしか語られていません。広島市には廣

島の果たした“加害”の事実を記録し、遺す施設

は一つもありません。広島の人々は、原爆投下後

のことはしっかりと語るが、原爆前のことは何も

かも忘れ去ってしまったのか、といった有様です。

自らの加害責任を放棄して、被害のことだけを訴

えていて、本当に世界の人々の心に響くのだろう

か、と疑問を持ち続けています。 

旧陸軍被服支廠は、軍都であった廣島の、侵略

戦争の拠点であったことを示す具体的な姿とし

て遺さなければならない。「保存すべき」と主張す

る人々にも、是非このことも含めて考えて欲しい

と願っています。 

 

■安保法制違憲訴訟にたくさんの傍聴を 

西村八郎さん（南区） 

今日（２月１９日）は安保法制違憲訴訟・京都

の弁論の日でした。京都地裁の大法廷で行われて

いますが、残念ながら傍聴者の参加は少なかった

です。この違憲訴訟は全国で闘われていますが、

すでに札幌地裁、東京地裁では敗訴の判決が下さ

れています。京都も今のような運動の盛り上がり

ようでは厳しい結果を覚悟しなければならない

ようになります。 

国会無視で行われている自衛隊の中東派兵、安

倍政権の改憲の狙いとも深く関係する裁判です。

次回の弁論期日は６月３日（水）１５時からです。

「２世・３世の会」のみなさんも是非たくさん傍

聴に駆けつけて下さい。 

 

■河野きよみさんの『あの日を、わたしは忘れ

ない』から被爆体験の伝承 

庄田政江さん（大阪市平野区） 

広島の被爆者である河野きよみさんが『あの日

を、わたしは忘れない』という絵本を出版されて

いて、私はこの人の体験を広島市の被爆体験伝承

事業として語り継いでいこうと思っています。河

野さんが自分で絵を描かれていて、いろんな資料

もあり、英訳もついています。絵があるので子ど

もたちにも分かり易く、英訳つきなので外国の人

たちにもよく分かると思います。 

伝承者となっていくための文章を作成しなけ

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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ればならず、その

ための構想を今練

っているところで

す。広島二中の記

録『いしぶみ』から

も参考にしたり、

父親の体験、私が

二世だから伝承者

になろうとしたこ

となども含めてい

くつもりです。イ

ンプットはいっぱ

いしてきましたが、なかなかアウトプットができ

ずに苦労しています。 

 

■今年８月、広島の平和美術展で父の被爆体験

を話します 

マシオン恵美香さん（北海道釧路市） 

いつもお便りをいただき、ありがとうございま

す。 

昨年も一昨年に続き、広島へまいりました。今

年は長崎へ夫を伴って行こうと思います。 

昨年は大雨の中、各地から花を手向けに来た小

中学生たちと一緒にテントの中に居ました。安倍

氏が核を保有する国と非保有国との橋渡し、と一

昨年と全く同じ文言を口にしたとき、雨がひどく

振っていたので、子どもたちが「何を言ったの？」

と尋ねてきました。私は、世界で唯一の被爆国日

本の首相が、あのように中途半端な発言をする理

由を説明できませんでした。 

今年８月２日には私は札幌で私の父 の被爆体

験と、広島でのことを平和美術展で話すようご依

頼を受けました。若者の右傾化については止めよ

うがなく、それは、悪いことをして、しぶしぶ認

めざるを得ない立場となっても謝罪もせず、自分

の役割にしがみつくような大人が、悪い見本とな

っているに違いないと感じるからです。 

 

■岡山の原発避難者の方々の交流会に招かれ

て 

加百智津子さん（岡山県総社市） 

昨日（２月９日）、関東方面からの原発による避

難者の方々の交流会があり、私もゲストスピーカ

ーで招かれ、母の被爆の話をしました。同じく、

三田先生もゲストでした。京都被爆２世・３世の

会に呼ばれた話、守田さんや平さんのことも共通

の話題になりました。三田先生については、京都

の会報に講演レポートが記載されていましたし、

いろいろな活動ぶりを聴いていましたが、直接お

会いするのは初めてでした。なかなかユニークで

ご自分の豊富なデータ集積、研究・論文などを背

景にしてのお話に聴き入りました。岡山の被爆２

世・３世の会としても座学のような形で三田先生

を囲む会をしてみたいと思います。 

避難者の方々については、なぜ東北ではなく関

東方面から？と常日頃疑問に思っていたのです

が、昨日参加された方のそれぞれの思いや事情を

お聞きして、“そうだったのか”と今更ながら気づ

かされました。私にはまでまだ理解も想像力もた

りなかったと猛省でした。放射能の恐ろしさは誰

に、いつ、どのような形で現れるのか･･･予測でき

ないことでしょうか。 

 

■２０１８年度の被爆二世健診受診者数（京都）

は１５８人 

平 信行さん（南区） 

１月２４日（金）京都原水爆被災者懇談会と京

都府健康対策課との懇談会を行い、この中で京都

府の被爆二世健診の受診者数も報告されました。

２０１８年度の受診者数は１５８人でした。前年

の２０１７年が１６３人、２０１６年が１８０人

でしたから漸減傾向になっています。健診内容の

不十分さなどあるものの、多発性骨髄腫の検査は

被爆二世健診でしか行われていないことなど、良

い点もしっかりと知らせて受診者数を増やして

いくとりくみが必要だとあらためて思いました。
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■ ヒロシマ 消えた家族  指田 和／著  鈴木六郎／写真  

紹介 宇多滋樹さん（奈良市） 

鈴木さん一家が生きていた事実は消えない 

『ヒロシマ 消えたかぞく』は、わたしにとって

魂を揺さぶられる特筆すべき本です。表紙いっぱい

の写真は、ネコを負ぶったオカッパ頭のおちゃっぴ

い（おてんば）な鈴木公子ちゃん。背中のネコも目

を細めて幸せそう。お父さんの鈴木六郎さんは、広

島市内の繁華街だった播磨屋町（現中区本通）で理

髪店を営んでいました。六郎さんは写真好きで、家

族みんなを笑わせてはスナップ写真をたくさん撮っ

て、きちんとアルバムにしていました。ほがらかな

フジエおかあさんは店を手伝い、英昭おにいちゃん

はもの静かで、いつも公子ちゃんの遊び相手をして

くれます。次に弟の護ちゃんが生まれ、さらに妹の

昭子ちゃんも生まれました。イヌの二イ、ネコのク

ロたちも家族の一員で遊びたわむれます。 

一九四五（昭和二十）年八月六日午前八時十五分、

アメリカ軍によって広島に投下された一発の原子爆弾によって、鈴木さん一家六人が消えました。つら

いことですが、消えてしまった経緯は本書に書かれています。ただ、フジエさんについては「ひん死の

大やけどをおいながらも、山側のしんせきの家にたどりつきました。しかし数日後、かぞくがみな、な

くなったことをさとると、井戸にとびこんでいのちをたったのです」と記されています。空襲にそなえ

て疎開させていた荷物の中にあったアルバムが残りました。生き残った写真たちの中から五十二枚選ば

れたのが、この写真絵本です。 

耳をすますと聞こえてきます。公子ちゃんの愛くるしい笑い声、英昭おにいちゃんの照れ笑い、おと

うさんのたからかな大笑いと、ニコニコ顔のフジエおかあさんのふくみ笑い、弟の護くんと妹の昭子ち

ゃんのはしゃぎ声、それに二イやクロたちの甘え声が響きあっています。 

著者の指田和さんが、あとがきで次のように言っております。「わたしがこの本を作るにあたって一

番に思ったのは、一発の原爆によってとつぜんにいのちを絶たれてしまったこの家族を、せめて本のな

かで、もう一度思いきり生かしてあげたいということでした。たとえいのちは消めつしても、『広島に鈴

木六郎さん一家がいきいきと生きていた』事実は決して消えない。いや、だれにも消すことはできない

のです。…いまからそう遠くない昭和の時代に、この一家と同じように戦争や原爆でいのちを落とした、

たくさんの家族がありました。こんなことは、二度とおこしてはならない。この一冊をとおして、あな

たのまわりのだれかと、いのちや平和について語りあえる機会が生まれることを願っています」と。 

本書は英語でも併記されています。ぜひ海外の知人、友人にも紹介してください。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

ポプラ社 １６５０円＋税 
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■ ナパーム空爆史 日本人をもっと多く殺した兵器  ロバート・Ｍ・ニーア／著 田口俊樹／訳 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

ナパーム爆弾が持つ「非人間性」については、ヴェトナム戦争中の一枚の少

女の写真を紹介するまでもないと思います。ここには「ナパーム弾」誕生から、

国際的に否定されるまでの歴史を「証言」「報道」等で述べられている。第二次

世界大戦では、米兵の命を救い敵に決定的ダメージを与える「兵器」としてヒ

ーロー扱いされた、まさに「英雄」扱いである。しかし、東京大空襲を引き合

いに出すまでもなく、非戦闘員、とくに子供・女性に甚大な被害を及ぼした「非

人道兵器」である。朝鮮戦争でもしかりである。「共産主義浸透」を第一線で食

い止めた優れた兵器であった。すべて「アジア」で使われ、米国内ではヒーロ

ー扱いである。 

この評価が一変したのが「ヴェトナム戦争」で、写真・映画・雑誌等で、ナ

パームがもつ「残虐性」がクローズアップされる。このことが世界に知られ、

「ナパーム」を禁止する動きが「法学界」で起こり、国連で条約が締結されることになる。しかし、こ

の間にも米国の製造会社からは、「この兵器はヴェトナムの米兵を守り、戦争の終結を早められる」と反

論する。また米国内でも、歴代大統領が、議会の条約の批准・承認を放置したまま、という事実も述べ

られている。いつの時代も「禁止条約」は、強力な策動にあうものである。 

しかし、国際世論はこのような動きを許さなかった。これは、現在世界で取り組まれている「核兵器

禁止条約」批准活動も参考になるし、力強い教訓にもなる。大作ではあるが、兵器を使う側の「自己弁

護」を厳しく糾弾し、兵器が何であれ、戦争は残虐である、ということを知らしめる。 

 

 

■ ルポ沖縄 国家の暴力  阿部 岳／著  

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

私たちはどこまで「真実」「事実」を知っているのだろうか？マスコミはどこま

で「真実・事実」を報道しているのだろうか？ここには私たちが「知らない」国

家の暴走、というか過激化する国の国民に対する姿勢を鋭く追及する。そして「沖

縄」で起こっていることは「本土」でも起こると警鐘をならしている。（実際北海

道で起こっている）沖縄で起こっている事を「知らないこと」にするのか？と本

土に問い掛ける。ここには、「高江ヘリパット」建設反対闘争を中心に、過去・現

在沖縄で起こっている事が述べられている。沖縄で「起こっている事」は、ニュ

ース・新聞等で「知っている」つもりでいたが、実際の現場はそんな生易しい事

ではない、ということを理解することができる。決して「反対運動」の活動家が

書いたのではない、「環境活動家」が調べて書いているのではない、現場に足を運

び・自分の目で見た事実を記者の目で書かれている。人口１４０人足らずの「村」

に５００人以上の機動隊員を送り込む国。そして「新聞記者」でありながら、拘束される。こんな事実・

出来事を新聞に載せる。そのために「ウソ」であるとか「デッチあげ」だと、「百田氏」の講演会で攻撃

されたり、ネトウヨからの攻撃にさらされる。でもここには、「普通の市民」を取材し、彼らの言葉で「怒

り」を・「国に対する疑問」を紹介している。決して我々が「眼」を背けてはいけない事実である。報道

に隠された「事実・真実」を見抜く力を身に着ける必要性を教えてくれた文庫本でした。 

太田出版 
2700円＋税 

朝日新聞出版 
１５４０円（税込） 
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■「ヒロシマの空白 被爆７５年」 

供養塔の遺骨 １体返還調査 広島市 １０年度以降２例遺族へ 

引き取り手のない遺骨として平和記念公園（広島市中区）の原爆供養塔の 

納骨名簿に記載されている「鍛冶山はる」さんについて、「被爆死した曽父母 

ではないか」と市に相談が寄せられ、遺骨返還に向けた調査が始まったことが２日 

分かった。名字などの漢字などが違うが、住所は一致。実現すれば原爆供養塔の遺骨返還は２０１７

秋以来となる。 

 市原爆被害対策部調査課に連絡したのは広島県府中町の会社員梶山修治さん（５４）で、本紙取材

がきっかけ。曽父母の梶山ハルさんは、１９４５年８月６日当時は６１歳。広島市皆実町３丁目（現

南区）に住んでいた。被爆後、遺骨は見つからないままだった。 

納骨名簿には、「鍛冶山はる」さんの名前とともに「皆実町３丁目」との記述もある。調査課は「住

所の一致は大きい。名前は漢字の誤記かもしれない」とみる。市内の旧町名に「鍛冶屋（かじや）町」

（現中区）があり、被爆直後の混乱の中で「梶」を「鍛冶」と混同された可能性も考えられる。 

市は、４５年当時に「鍛冶山」姓の住民が皆実町周辺にいなかったかどうかを念のため調査するな

どしながら、梶山さんと返還に向けた協議を進める。 

原爆供養塔は５５年に建てられた。地下納骨堂の遺骨は「約７万体」とされ、ほとんどは名前が不

明。ただ、一部は骨つぼなどに名前があることから、市は６８年に２３５５人の納骨名簿の公開を開

始した。現在は「鍛冶山はる」さんを含む８１４人。 

市は毎年７月に納骨名簿のポスターを全国に発送しているが、一家全滅などにより引き取り手が 

現れないケースは少なくないとみら

れる。年月の経過も壁になっており、２

０１０年度以降の返還は２例にとどま 

る。                   

（２０２０年２月３日 中國新聞） 

Scrap 

book 

■若年被爆者、二世と支援者が交流 「受け継いでいく活動」をテーマに 埼玉 

埼玉県原爆被害者協議会（しらさぎ会）は、若年被爆者、被爆二世と賛助会員を対象とした「受け

継いでいく活動～わたしたちにできること」を１２月１５日に開催、２６人が参加しました。 

被爆二世の北村俊典さんが「祖母の日記をもとに被爆体験を語り継ぐ～二世としてできること」と

題して報告。その後しらさぎ会の活動紹介と意見交換をしました。 

参加者からは「同じ二世でも４２歳の若い方が体験の継承の必要性、重要性を深く認識して活動さ

れていることは意義深く敬意を表します」「戦争体験者全般が少なくなっていく中で、受け継いでい

く活動は非常に重要ではないかと思います」などの感想がありました。 

今後は会員の掘り起こしを含めて、受け継ぐ活動を進めて行きたいと思っています。 

（吉川幸次）                   （２０２０年２月６日 被団協しんぶん） 
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▼私たち京都「被爆２世・

３世の会」が２０１２年か

ら取り組んできた被爆体

験の継承。今号で７８人目

を迎えます。昨年からの方針で

あった本にして出版するとりくみをやっと開始

します。まず上巻に予定している５０人の被爆者

の方全員に掲載の承諾をお願いしているところ

です。しかし被爆体験の継承をとりくみ始めて７

年、この間に１０人の方が他界されています。昨

年末の「被爆者を励ますつどいクリスマス平和パ

ーティー」に参加されたみなさんからたくさんの

お礼の言葉が寄せられています。「なんとか出席

できたことを喜びたい」、「来年はどうなるか分か

らない」、「でも参加できることを目標にこの一年

を頑張りたい」等々のメッセージが多く、身につ

まされます。▼出版する被爆体験の継承はタイト

ルが『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』と決ま

りました。一日も早く出版を実現させ、深い思い

をもって語っていただいた被爆者のみなさんに

お届けしたいと思います。（

編集後記 

■被爆遺構実物展示へ 広島市が旧中島地区の整備方針 平和公園に平屋施設 

広島市が、平和記念公園（中区）地下に残る旧中島地区の被爆遺構について、米国による原爆投下

により暮らしを奪われた人々の住居跡などを、その場で実物展示する整備方針案をまとめたことが

２８日、分かった。見学と遺構保護のための建物を設け、一部はレプリカ展示とする。被爆７５年に

合わせた２０２０年度の公開を目指し、原爆資料館の見学などと併せて原爆の非人道性をより深く

知ってもらう。 

展示を予定する場所は資料館東館北側の緑地帯で、被爆前に商店や住居が立ち並んでいた旧天神

町筋の一角。市の案では、新たに平屋の見学施設を設け、家の焼け落ちた土壁、間口や隣家との境目

を示す石材の列などの遺構の実物を見られるようにする。焼けて炭化した畳や板材は劣化しやすい

と想定され、レプリカでの展示とする方針。 

建物を設けるのは、遺構を日光や雨から守る目的がある。将来的には公園内の資料館と遺構、国立

広島原爆死没者追悼平和祈念館などを結ぶルートとして、旧天神町筋をイメージした園路の整備も

視野に入れる。 

市内有数の繁華街だった旧中島地区は１９４５年８月６日、原爆投下で壊滅的な被害を受けた。戦

後、土を盛って平和記念公園へと整備された。市は１９年５～９月の２度の発掘調査で、焼けた土壁

や畳などの住居跡を確認。「一瞬で家が潰され、焼かれた惨状を伝える」として、展示の対象とした。 

市は２９日に中区である有識者懇談会で方針案を示す。これまでの発掘調査では、しゃもじや茶わ

んといった生活に直接つながる遺品などは見つからず、元住民たちからは「被爆前の営みを想像しづ

らい」と調査の継続を求める意見もある。奪われた暮らしを実感できる展示の工夫については、今後

さらに議論を深める。委員の意見を踏まえて、年度内をめどに展示の基本計画をまとめる。 

旧中島地区の被爆遺構の展示整備 

 現在は平和記念公園となった旧中島地区の被爆前の暮らしと、米国の原爆投下による壊滅を伝え

るため市が計画した。２０１８年に、建築や考古学の専門家、被爆遺構の保存を後押しする市民団体

代表、被爆者たち７人でつくる有識者懇談会を設置。発掘調査や展示の計画などについて議論してい

る。                          （２０２０年１月２９日 中國新聞） 
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２0２０年３月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

３  １ 日 

３・１ビキニデー（焼津市） 

日本軍「慰安婦」問題を記憶・継承する会・「国際女性デー」連帯企画 

（１３時３０分・真宗大谷派京都教区会館） 

 2 月  

 ３ 火 大飯原発差し止め訴訟・京都第２６回弁論（１４時３０分・京都地裁） 

 ４ 水 
３．１１メモリアルキャンドルｉｎむかいじま２０２０ → ３月８日（日）まで 

（京都文教マイタウン向島） 

 ５ 木  

 ６ 金 ６・９行動／キンカン行動 

 ７ 土 
２０２０年バイバイ原発 3・７きょうと（１３時３０分・円山音楽堂） 

未来につなぐ被爆の記憶プロジェクト体験会（14時・立命大学国際平和ミュージアム） 

 ８ 日 国際女性デー（国連） 

 

 

 

 

９ 月 ６・９行動 

 １０ 火 東京大空襲（１９４５年） 

 １１ 水 東日本大震災・福島第一原発事故発生（２０１１年） 

 １２ 木  

 １３ 金 大阪大空襲（１９４５年）                      キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日  

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １９ 木 安保法制廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 金 春分の日                              キンカン行動 

 ２１ 土 国際人種差別撤廃デー（国連） 

 ２２ 日  

 ２３ 月  

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土 アメリカ・スリーマイル島原発事故（１９７９年） 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 


