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２０１３年国民平和大行進 

６月２１日／東京・広島コース 

山科区から京都市役所へ 
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お知らせ 学習企画「原発・内部被曝問題を考える」 ～ 守田敏也さんを囲んで ～ ２ 

２０１３年度各自治体の被爆二世健診実施予定のお知らせ ３ 

２０１３年国民平和大行進＜綾部・亀岡コース＞行進日誌   平 信行 ４ 

韓国「２０１３陝川（ハブチョン）非核・平和大会」計画書 ９ 

韓国被曝２世・３世の会、その運動から学ぶ 

          ～ 全ての核兵器廃絶と原発ゼロの世界のために ～  石田信巳 １０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １３ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 原爆被爆の日、吉川晃司さん始球式と「イマジン」 （毎日新聞） １４ 

 核兵器「軍事的には無用な存在」パウエル元米国務長官 （朝日新聞） １４ 

 原発被災者支援 動かぬ国 期待が落胆に 法成立１年 見えぬ方針 （中国新聞） １５ 

行事カレンダー  １６ 

フィリピンから参加したマラヤ・ファブロスさん 

６月２６日／綾部・亀岡コース 福知山市内 
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お知らせ 
京都「被爆２世・３世の会」学習企画 

原発・内部被曝問題を考える 

～ 守田敏也さんを囲んで ～ 
 

 

 

 

 

  

いよいよ梅雨本番の時期を迎えましたがいかがお過ごしでしょうか。 

 

 

福島の被災地と福島の人々は今、どうなっているのか？ 

どうしなければならないのか？ 

福島の人々のためにも、私たち被爆２世・３世は何をしなければならないのか、何がで

きるのか？ 

核被害を根絶する社会実現に向け、私たちは何をどうとりくんでいくか？ 

 内部被曝問題について今、多くの発信をし、多方面で活躍されているフリーライター・

守田敏也さんを迎えてお話しをいただき、学習し、一緒に考えていきましょう。 

守田さんは原発による内部被曝問題だけでなく、広島市にある放射線影響研究所の訪問

や被爆者の実態調査なども行われ、広島・長崎の原爆による内部被曝の影響についても見

識を深めておられます。幅広い視野からのお話をしていただけるものと期待しています。 

 

★学習会準備の都合上、ご出欠の予定をメールまたは返信用封筒 

にてお知らせ下さい。（７月２６日・金までにお願いします。） 

★会員・賛助会員以外の方でも是非お誘いして一緒にご参加ください。 

学習会終了後、懇親会も予定したいと思います。ご都合の良い方、ぜひご参加下さい。 

  

■日時  ２０１３年８月３日（土）１３：３０～１６：００（予定） 

■会場   ラボール京都（京都労働者総合会館）６階北会議室 

（中京区四条御前） 

■お話し 守田敏也さん 

フリーライター 

市民と科学者の内部被曝問題研究会理事 
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あなたは被爆二世健診を受信していますか？ 

もしまだでしたら今年度からの受診を考えてみませんか？ 

各自治体の二世健診実施予定のお知らせ 
 

現状の検査内容が不十分なものであっても、被爆二世健診の受診者数を増やしていくことは重要な課題です。こ

れから健康対策の充実化を求めていく上で、二世健診受診者数の実績はその基礎となります。全国集計されている

健診結果データは、二世・三世の健康対策を研究・検討していく上で有効に生かされなければなりません。その場合、

受診者数はより多いことが望まれます。 

 

京都府の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県の場合 
 

 

 

 

 

 

和歌山県の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施期間  ２０１３年１１月１日（金）～１１月２９日（金）が予定されています。 

●申込期間  ２０１３年９月２日（月）～９月３０日（月）が予定されています。 

●実施医療機関  昨年と同様です。京都府のホームページに一覧が掲示されています。 

●広報 ①『府民だより』８月号に掲載される予定です。 

      ②８月頃ホームページ情報が更新される予定です。 

③その他、過去に京都府に申し込み書類送付を依頼されたことのある人には、３年間は実施要領 

 と申込書が送付されます。 

●担当 京都府健康福祉部 健康対策課 

電話０７５－４１４－４７２５ 

●初めての方は、直接京都府の担当に書類送付の申し込みをされることをお勧めします！ 

 

●実施期間  ２０１４年１月～３月頃の実施が予定されています。 

●広報 滋賀県の広報誌『滋賀＋１』１０月号頃に掲載される予定です。 

●担当 滋賀県健康福祉部 健康長寿課 

電話０７７－５２８－３６１９ 

●詳しくは、滋賀県・健康長寿課に直接問い合わせて下さい。 

●実施期間  ２０１４年１月～３月頃の実施が予定されています。 

●広報 和歌山県の広報誌『県民の友』１１月号頃に掲載される予定です。 

●担当 和歌山県福祉保健部保健局 健康推進課 

電話０７３－４４１－２６５６ 

●詳しくは、和歌山県・健康推進課に直接問い合わせて下さい。 

★和歌山県の場合、ポーページに「希望者多数の場合、未受診者、異常を訴える方を優先」と表示されて 

います。注意が必要です。 
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２０１３年７月１日  平 信行 

 今年の国民平和大行進、京都府下の３コースの一つ「綾部→亀岡コース」を通し行進してきました。その行進

日誌・ダイジェスト版です。 

 

 

１日目 ６月２５日（火） 

【綾部市】 

 午前１０時、綾部市役所集合 

 出発集会の後、市街地を歩いて綾部高校前

まで、参加者２５人で平和行進。 

【福知山市・旧大江町】 

 福地山市旧大江町に移動。 

 大江地域のみなさんの大江支所長への要請

行動に参加。（大江支所ロビーでの原爆パネ

ル展開催要請などが主な内容） 

 支所前で出発集会（１５人）の後、５台の車で

旧大江町内を平和自動車パレード。 

 大江町はここかしこに「９条の会」の幟が

翻り、活発な活動の様子が伺える。 

 平成１６年の台風２３号による由良川氾

濫の痕跡が残る町。河川の大規模堤防

工事が今も進行中。 

【福知山市・旧夜久野町】 

 福知山市旧夜久野町に移動。兵庫県と接す

る丹波地域最西端の町。 

 夜久野でも支所長に要請行動。地域の人た

ち中心に１０人の参加。 

 ４台の車で旧夜久野町内を自動車パレード 

 田畑の鳥獣害対策はどこでも大変なよう

だが、夜久野町は特に田畑を囲む柵が

ことさら厳重な感じ。まるでサファリ―パ

ークの中で柵で囲って農業をしているよ

うな感じだ。 

【福知山市】 

 夕方、福知山市中心部に移動して、福天教

育会館での「２０１３年福知山平和行進の夕

べ」に参加。参加者１０人で交流。 

 福知山の平和運動の活発な活動の様子をい

ろいろと聞かせてもらえた。以下その要旨。 

 福知山では市町村合併の機会に、旧町

単位でのとりくみ強化を重視した。今で

は合併前よりも活動は広がっている。 

２０１３年国民平和大行進 綾部・亀岡コース 行進日誌 
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 福知山市立六人部中学校では長崎へ

の修学旅行が重視されている。生徒た

ちが平和を学ぶ貴重な機会だ。 

 原爆パネル展を福知山市と福知山市老

人クラブ連合会の後援を得て実施した。

老人クラブ連合会は自らチラシ増刷す

るなど積極的に宣伝協力してもらった。 

 パネル展は旧町（大江、夜久野、三和）

の支所すべてで開催要請している。中

学校やＪＲの駅などでの開催も実現させ

ていきたいと思っている。 

 午後８時散会  この日は福知山市内に泊 

 今日一日の万歩計 １０，４６２歩 

 

２日目 ６月２６日（水） 

 目覚めるとすでに本格的な雨。 

【福知山市】 

 ９時３０分、福知山市への要請行動に参加。 

 松山正治市長が出席。市長自らメッセ

ージの読み上げなど、市長との懇談は３

０分以上に及ぶ。 

 ＮＰＴ再検討会議第２回準備委員会で

の声明に日本政府が賛同しなかった問

題、経が岬Ｘバンドレーダー問題、若狭

湾原発問題等について、市長の見解を

伺う。 

松山市長から激励 

 市議会議長にも要請と懇談。さらに京都府中

丹広域振興局にも要請と懇談。 

 午後から激しい雨の中、福知山市内を平和

行進。３０人の参加。 

 

【福知山市・旧三和町】 

 夕方旧三和町に移動。 

 大江、夜久野と同様の要請行動と車５台によ

る町内自動車平和パレード。 

 終わる頃には雨も上がり一旦帰宅の途に。 

 今日一日の万歩計 １０，４９２歩 

 

３日目 ６月２７日（水） 

【京丹波町・旧瑞穂町】 

 午後１時、京丹波町・旧瑞穂町支所に集合 

 昨日とは打って変わった晴天。 

 支所には「核兵器のない平和な世界を－非

核平和宣言のまち－京丹波町」の懸垂幕が

掲揚。（この時期だけとか） 

 支所前で集会の後、商店街を１５人で平和

行進。 

【京丹波町・旧丹波町】 

 京丹波町役場に移動して、京丹波町への要

請行動。 

 役場前の集会の後、１５人の参加で関西電
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力変電所前までを平和行進。 

【京丹波町・旧和知町】 

 旧和知町の支所に移動。 

 和知では９人が参加し、自動車パレードと３ヶ

所でのスポット街頭ミニ演説。 

 急遽、私も街頭宣伝の弁士に。 

 自動車パレードで流すだけよりも、ポイ

ントポイントで街頭演説し、しっかりと訴

えるのもなかなか良い。 

【南丹市・旧美山町】 

 夕方、和知から旧美山町に移動。ここから自

治体は南丹市だ。 

 午後６時から旧美山町を１４人で平和行進。 

 午後７時に行進終了。園部駅に移動して、Ｊ

Ｒで帰宅。 

 今日一日の万歩計 １４，０３６歩 

 

山と谷と緑と 

 福知山市旧３町、京丹波町旧３町、そして美

山も含めた南丹市旧４町の地域は、広大な

範囲に広がる丹波高地だ。移動はすべて車。

道路は比較的よく整備されているが、ほとん

どが山々を超え、谷を抜ける所ばかり。山が

迫り、視界いっぱいに夏の緑が広がり、そうし

た時間がしばらく続くと、まるで森林浴を浴び

ているような錯覚にとらわれる。都会の喧騒を

しばし忘れるひと時だ。 

 

４日目 ６月２８日（金） 

【南丹市・旧日吉町】 

 午前１０時、山陰線胡麻駅集合。 

 １２人が参加して、胡麻駅前で第一声。地元

の９条の会代表と私とが街頭ミニ演説。 

 ６台の自動車パレードで流しながら次のポイ

ント日吉支所前に移動。 

 日吉支所前でも同様の街頭ミニ演説。 

【南丹市・旧園部町】 

 午後、南丹市役所にて簡単な要請行動。 

 市役所前にて集会の後、２０人の参加で平

和行進。 

【南丹市・旧八木町】 

 八木支所へ移動し、八木地域の中心地を１０

人ほどの参加者で平和行進。 

 行進参加者は少ないが、９条の会の横

断幕がよく目立った。 

 八木地域は、行進終了後に支所前で集会。

これで南丹市ともお別れ、次は亀岡へ。 

 

南丹市の小学校統廃合計画 

 南丹市では丁度この日、小学校統廃合計が

市議会本会議で可決された。 

 南丹市全体で１７の小学校を８校に、昨日の

美山地域では５校を１校にするという、大変

な削減計画だ。人口減、児童数減で統廃合

はやむを得ないとしても、ここまで減らすのは、

子どの教育にとっても、地域コミュニティを維

持していく上でもあまりにも問題が大きく、反

対も多かったようだ。 

 採決に際してたくさんの付帯決議がつけられ、

そこまで付帯決議するならそもそも今回の市

議会で決める必要もなかったのではないか、
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と言われるほどだったらしい。 

 平和行進でたまたま遭遇した出来事だった

が、過疎、高齢化の進む地域の抱える深刻

な問題の一端に触れる思いだった。 

 

【亀岡市】 

 夕刻、八木から亀岡の平和行進の出発点で

ある千代川郵便局前に移動。 

 亀岡市の平和行進参加者は５０人。 

 八木までは１０数人の平和行進が続い

ていたので、さすがに５０人の参加者数

は大部隊。行進らしさを実感して歩く。 

 途中並河駅前での小休憩を挟んで午後６時、

亀岡市役所に到着。行進時間は２時間、歩

いた時間も行進を実感する長さだった。 

 今日一日の万歩計 １７，２１４歩 

 

最終日 ６月２９日（土） 

【亀岡市２日目】 

 午前１０時、亀岡市役所前に再集合。 

 市役所前にはライオンズクラブ贈の「亀岡市

非核平和都市宣言」全文の石柱が設置され

ていた。 

 行進は昨日に引き続く形でアルプラザ前を

目指す。但し、今日は参加者が３０人に減。 

 今回の平和行進で最高の晴天、最高の

気温。 

 亀岡市のコースは、旧山陰街道の府道を基

本に歩く。それほど広くない道幅で、車の離

合には注意が必要なほどだが、なんとなく落

ち着いた佇まいの道筋で、歴史を感じさせる

街の様子がどこまでも続く。 

 昨年４月、登校中の児童ら３人が亡くな

った痛ましい交通事故はこの道路だ。 

 そのせいか、平和行進を警護する警察

官は１０人もいて、異常な多さだった。 

 １１時３０分、アルプラザに到着。簡単な挨拶

をして平和行進を終えた。 

 この日の行進も１時間３０分。亀岡市の

コースは昨日と合わせて３時間３０分も

歩いたことになり、一つの自治体として

は最高の距離ではないか。 

 昔は亀岡市から老ノ坂を超えて京都市内・右

京区の平和行進までリレーしていたそうだが、

今はない。それでは、というわけでもないが、

私一人でも午後の京都市内網の目行進につ

なぐつもりで、ＪＲ馬堀駅から京都市内・南区

コースの出発点・久世診療所に急いだ。 

 今日一日の万歩計 京都市内網の目行進含

めて３１，２３９歩 

 ５日間合計の万歩計 ８３，４４３歩。 

 

歩き終えて 

 昨年の富山・広島コースもそうだったが、今

年の綾部・亀岡コースも、各地域の体制がな

かなか大変な中で、この平和行進は行われ

ている。徒歩行進を止め、自動車パレードや

地域街頭演説に内容変更するなど、いろい
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ろと工夫も苦労もされながら。 

 それでも今年も全自治体を、一つとして途切

れることなく“平和の横断幕”はリレーされて

いった。特に綾部・亀岡コースは今年も合併

前の旧町すべてにおいて取り組まれた。 

 この、本当に草の根とも言うべき、地域に張り

付いた地道な平和行進が、憲法９条の改悪

を許さず、非核三原則を維持してきた、最大

の力なのではないかと思う。 

 福知山の平和行進含む平和のための運動

には学ぶことが多かった。決してこの時期の

ことだけではない。１年間を通じた取り組みが

行われ、地域に根付いた活動が蓄積されて

おり、その成果が自治体要請や、平和行進

に結実されている。 

 

以上 
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●韓国原爆被害者協会陜川（ハプチョン）支部、韓国被爆２・３世の会「患友の会」等の主催による「2013陜川

（ハプチョン）非核・平和大会」が８月５日～６日開催されます。その大会の概要と、大会に招かれて発言される

京都「被爆２世・３世の会」賛助会員・石田信巳さんの発言要項を紹介します。 

 

 

「2013陜川（ハプチョン）非核・平和大会」計画書 
 

核から被爆にあって、絶望を相続しながら生きていく被爆者らの切なる人生に共感しながら、核と放射能危険

から抜け出して平和な世の中を作るために国内原爆被害者らが最も多く生きる韓国の広島-平和都市慶尚南道

（キョンサンナムド）、陜川（ハプチョン）で「2013陜川（ハプチョン）非核・平和大会 Hapcheon Anti-Nuclear & 

Peace Festival 2013」を開催する。 

1行事目的 

■放射能被害のない平和な世の中を念願する全人類の希望を入れた「2013陜川（ハプチョン）非核・平和大会

HapcheonAnti-Nuclear & Peace Festival 2013」開催を通して、国内外被爆者に対する関心と世論を高揚する。 

■核と放射能問題はある一地域、一国家、ある民族の範囲を抜け出して、地球村全人類の持続可能な生存と

直結した問題である。核兵器を含んで、究極的には核のない世の中を作るための共感を形成する意志と実践的

努力を傾注する。 

■被爆者らに対する支援と補償にあって国家の法的根拠と制度的福祉支援が一度もない現実で国内原爆被

害者らが体験している身体的・精神的苦痛を治癒して、被爆者および市民社会団体の平和意志を世界に広く

知らしめながら、非核・平和に対する認識と意志を高揚する。 

■また、1945年日本、広島と長崎に投下された原子爆弾により犠牲になった朝鮮人原爆犠牲者らを追慕しよう

と 68周期原爆犠牲者追慕祭も共に開催しながら、国内原爆犠牲者と被害者に対する関心を高揚する。 

■ 2012年陜川（ハプチョン）で開催され、延べ人数 4,500人余りが参加した「2012陜川（ハプチョン）非核・平

和」の関心と熱気を集めて、2013年「2013陜川（ハプチョン）非核・平和」を開催する。 

2.推進方向 

■韓国人原爆被害者が最も多く住んでいる‘韓国の広島’陜川（ハプチョン）で「2012陜川（ハプチョン）非核・平

和大会」を通じて、核と放射能被爆者および全国と全世界の市民らに平和に対する熱望を知らせて、平和都市

イメージを伝達する。 

■青少年らを対象にした非核・平和文芸コンテスト,絵を描くこと等を通して、青少年らに非核・平和に対する認

識を持たせて、忘れられた韓国の歴史に対しても悟らせる契機を用意する。 

■映画祭と専門家の講演を通して、核と放射能の危険性に対して前国民的警戒心を呼び覚まして、その被害

者らに対する関心を促す契機を用意する。 

3.行事概要 

■行 事 名:「2013陜川（ハプチョン）非核・平和大会」-英文名“Hapcheon Anti-Nuclear & Peace Festival 2013” 

■趣旨:“核・放射能被害ない平和な世の中作り” 

■期 間:2013.8.5.(月)～6.（火）(2日間) 

■場  所:陜川郡（ハプチョングン）総合社会福祉舘,陜川（ハプチョン）原爆被害者福祉会館 

■主 催:韓国原爆被害者協会陜川（ハプチョン）支部、韓国被爆２・３世の会「患友の会」、（財）ウイードアジア 

■主 監:陜川（ハプチョン）平和の家 

■後 援:慶尚南道（キョンサンナムド） 
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■主要内容:①非核・平和映画祭②68周期原爆犠牲者追慕祭③平和フォーラム④シンポジウム⑤核ない世の

中,青少年平和大行進 

■「2013陜川（ハプチョン）雨核・平和大会」日程 

8.5 (月) 

14:00-16:00 核ない世の中青少年平和大行進 [陜川（ハプチョン）原爆被害者福祉会館講堂] 

17:00-19:00 非核・平和映画祭 [陜川（ハプチョン）原爆被害者福祉会館講堂] 

19:00-21:00 平和フォーラム [ファン・カン野外公演会場] 

8.6（火） 

10:00-11:00 68周期原爆犠牲者追慕祭 [陜川（ハプチョン）原爆被害者福祉会館] 

13:00-14:30 シンポジウム [陜川（ハプチョン）原爆被害者福祉会館講堂] 

14:30-15:00 閉幕式 

 

 

 
韓国被曝２世・３世の会、その運動から学ぶ 

   
～ 全ての核兵器廃絶と原発ゼロの世界のために ～ 

石田信巳  

 

日本の京都から出席させていただきました石

田信己と申します。京都では昨年１０月に発足し

た京都「被爆２世・３世の会」の賛助会員として

この運動にかかわり始めています。当地、陝川を

訪れるのは昨年の「２０１２陝川非核・平和大会」

に続き３回目ですが、６８年目を迎えたヒロシマ

被爆の日、８月６日をこの地で迎えるのは初めて

です。お招きいただいて、かつ発言の機会をいた

だいたことに深く感謝します。 

 私が京都の「被爆２世・３世の会」の正会員で

はなく賛助会員であるということは被爆者の２

世ではなく、親族に被爆関係者がいるということ

と関係しています。 

 私の母方の叔父は１９４５年８月６日、日本の

旧海軍の兵士として広島市内から直線距離で約

３０ｋｍ地点の大竹区域で閃光を浴びています。

十代後半に「志願兵」として戦地に赴くはずの軍

港にいたと思われます。大竹区域から被爆後の広

島市内に入っていたのかどうかは定かでありま

せん。この叔父は生涯、頭髪はきわめて薄く、疲

れやすい体質だったようで一日の仕事を終えた

後の飲酒での酔いでその苦しさを紛らしていた

ように記憶しています。戦後は早稲田大学を卒業

し、朝日新聞の記者をしていたいわゆるインテリ

としておそらく自身の最後の病魔についての「理

解」が、つまり閃光の被爆が関係していることを

承知していたかと思います。その病魔とは白血病

ですが六十歳を迎える前に亡くなっています。叔

父の葬儀の日、私の父が「戦争は終わっていなか

ったな！」と呟いていたことを忘れられません。 

 さらに思いもよらぬ出来事ですが、痛恨の「戦

争は終わっていなかった」ことはその後も続きま

した。叔父は亡くなる直前の白血病の病床にあっ

た時、長女（私の従姉妹）の結婚が間に合う日取

りとなり、ビデオ出演にてわが子の婚姻を祝い喜

んだものでした。ところがその後、この従姉妹は

二人の子供をもうけますが、ある日失踪し、約半

年後に二人の幼子とともに「自死」していること

が判明します。叔父の死後数年後の、なにゆえに

よる「自死」なのか、なぜ二人の幼子を道連れに

してしまっているのか、きわめて不可解、理不尽

な最後です。叔父の白血病による死去が背景にあ

る被爆２世に架せられた社会的抑圧、あるいは何

らかの「差別」的な圧迫によるものか、事の真実

は今日に至って不明のままであります。 
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 社会的運動と個人的尽力の限界 

 

私は今年６４歳になりましたが、京都の地で二

十代前半は学生運動を、その後半は京都府下の農

村地域での青年運動（青年団活動）を、その後３

０歳からこの三月までは中小零細企業家の経営

運動に携わってきた身でありながら、今日まで社

会的な運動を続けてきた者が最も身近な親族の

「戦争は終わっていなかった」ことに立ち向かえ

ていなかったのではないか、ひいては社会的運動

を行う者の使命の本質は何かという問いに対し

て、悔悟をもって錘重にかけられた自責と躊躇い

のなかにあったというのが実感です。母方の親族

のなかで唯一同じ関西地域に居ながら、なぜ「自

死」を立ち止まらせることが出来なかったのか、

従姉妹の婚姻後の音信不通に悔やむばかりの取

り返しのつかない事態でした。 

 核兵器による被爆と次世代への遺伝的後遺症

問題、その医学的実証と科学的事実による理解の

不足、非科学的認識による社会的抑圧・差別と生

命の尊さ、これらの突きつけられた課題とは私に

とっては他でもなく叔父と従姉妹親子のその生

涯をもって私自身の人生観そのものを、つまりは

いくつかの社会的運動に身をおいてきた者への

深刻な問いかけであったわけです。もちろん日本

では戦後いち早く原水爆禁止の実現めざす国民

的運動が高揚し、この運動にも青年期に参加して

いる経験が私にはあるものの、一方でその内心た

るや忸怩たるものがあったのも事実です。直接の

被爆者ではないがためになし得ることは何か、思

い悩み巡らしてきたことは否めません。被爆は肉

体的に重大な後遺を残すとともに本人はもとよ

り関係者にもその後遺が故に心理・精神内面をも

傷つけ、健全なる肉体・精神生活に負荷をかけ、

苦しみに晒されることを忘れてはならないと痛

感しています。 

 

   「人生は続かなければならない」 

 

 この私、ほぼ六年前、実は自身の不摂生により

癌を患い病床にて自らの生命「生存率」を通じて

改めてそのかけがえのなさを実感をもって自問

自答した体験をしました。この時期にネットの世

界を通じて「金亨律」の存在を知るに至りました。

彼が文字通り自らの命をひき換えにして非人道

的戦争行為を、核兵器の恐ろしさを、そして植民

地支配の不条理を告発し続けてその尊い命を全

うししていたことに驚き身震いする思いを持ち

ました。被爆者の２世であることを開示し、その

病魔と闘いながら、被爆者２世・３世の運動に身

を挺し「人生は続かなければならない」ことを韓

国はもとよりかっての宗主国であった日本にお

いても知らしめていたのです。その勇気と強固な

る意志、強さに、かって植民地支配をした国の２

世世代の私が励まされ、奮い立たされる思いでし

た。不条理極まる植民地支配にあった国の被爆２

世・金亨律がその「被害の実相」をあからさまに

した告発とその勇気により、理不尽な植民地支配

をしていた側の国の被爆２世世代の私は励まさ

れ「人生は続かなければならない」ことに勇気づ

けられた次第です。 

 この金亨律氏の告発について私はその強さの

根底に日本の被爆者、その２世・３世、関係者に

はない堅牢な意志が働いていると考えています。

その意志の強さとは植民地支配を背景にした被

爆であることが根底にあり、だからこそ未だ「過

去の克服」「過去の清算」をしきれていない植民

地支配の傷跡を残してしまっている日本国の私

たちはアジア・太平洋戦争の実相とその過ちを自

覚、自戒した上で、日韓・日朝の絆を新たに築か

なくてはいけないと痛感してます。ご承知の通り、

日本の敗戦後は「過去の克服」「過去の清算」を

完遂することなく、その不徹底さの選択と表裏の

関係にある対米従属の体制下による「朝鮮戦争

（韓国戦争）」を経て「戦後復活」を敗戦国とし

ていち早くアジア地域で「成し遂げた」とされて

います。この「不徹底さの選択」は戦後日本に生

きる私たち日本国民の中にもその「不徹底さ」に

よる残影が放射されているのではないかとの危

惧をもっているものです。いわゆる「曖昧な国、
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日本」という視点、観点で批評される成熟してい

ない民主主義社会観です。もとより金亨律氏、あ

るいは韓国・朝鮮の被爆者２世・３世の運動はこ

の「不徹底さ」とは無縁であり、この社会観への

抵抗軸として「徹底」できる強さがあるのだと思

います。かっての宗主国、植民地支配した側に、

私たちが世代を越えて問われていること、それは

日本の近現代の成立過程への批判的認識の深ま

りに関わることかと思います。残念ながらむしろ

その逆バネが働いているとすら思える「右傾化」

の傾向が橋下発言などによって典型的に露出し

ている昨今でもある現状です。「韓国のヒロシマ」

の地で８・６を迎えるにあたって「徹底」の姿勢

を問い直す機会を得ているものと自覚を強めて

います。 

 

 被爆と被曝、いっさいの差異はない 

 

 先般、この５月に釜山にて金亨律氏のご両親の

配慮で梵魚寺に出向き、お昼に鴨鍋の会食・懇談

の機会を得ました。６歳の時に広島で母と姉を亡

くして被爆したオモニはいつもの笑顔で「日本語

はもう、アリガトウゴザイマス、を憶えているだ

け」と言いながら「朝鮮、帰れ」と差別され続け

たことは鮮明に記憶していると語り、１９４５年

の１０月に故郷であるこの地、陝川に帰還したと

の被爆体験を聞くことができました。 

 私は日本の東北第一原発事故被曝による避難

住民が１５万人にも及び、故郷を捨てざるを得な

いでいること、帰郷が極めて困難な事態が続いて

いることが、陝川に帰郷したオモニの被爆体験と

子息・金亨律の人生に重なってその苦しみに心が

痛みます。 

 日本の無謀なアジア太平洋侵略と戦争の結果、

米軍による許してはならない核兵器使用による

被爆のために多くの親兄弟・知人・友人を喪

ったうえ寄る辺もなく帰郷を余儀なくされた無

辜の人たち、安全神話がいかに絵空事であったか

を今も示し続けているおどろおどしいまでの恐

怖と底知れない不安に苛まれている福島第一原

発事故による被曝とその畏れのために帰郷

することを許されなくされ避難生活をする１５

万にも及ぶ福島の人たち、６８年の歳月を経てな

お核兵器と制御できない核エネルギーの使用が

人類の生命に与えた断じて許し難い人為的被害

は、もうこの地球上から二度と再び繰り返しては

いけません。国境も民族もそこには何の障壁もな

いのです。 

 

 核兵器と核エネルギーによって不条理にも生

命を奪われた人たちの声が響きますか！ 

 核兵器と被爆の実相に立ち向かい闘い抜いた

人たちの声は届いていますか！ 

 声なきまま理不尽にもその命を終えた多くの

被爆者の叫びが聞こえていますか！ 

 今まさにこの瞬間、不安におののく核エネルギ

ー被曝の被害者は私たちのごく近くにいるので

はないですか！ 

 

 希望は私たちにはあります。「金亨律」の「人

生は続かなければならない」ことに学ぶならば、

必ず「過去の克服」「過去の清算」、そして二度と

再び核兵器を使用させない平和な世界の実現、制

御不可能な核エネルギーに依存した経済活動と

消費生活からの脱却、そして何よりも核放射線被

害に現在も苦しむすべて人たちへの直ちなる「救

済」と「共感」「連帯」の輪のなかにその託され

た希望は生き続けることができると確信してい

ます。 

 本日、陝川の地で８月６日を迎えることによっ

て改めて本当に微力ながら「ノーモア・ヒロシマ」

「ノーモア・ナガサキ」「ノーモア・核被害」「原

発ゼロ」の世界実現をめざし、日韓・日朝の揺る

ぎない平和的友好と友情的交流を草の根の運動

として推進していくことを自らの終生の決意と

したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 ２０１３年７月 京都市左京区在住、石田信己 
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■内部被曝問題 

山根和代さんから 

メールをありがとうございました。 

内部被曝の問題は、福島の原発事故の後で多く

の人の問題になっていると思います。海水の汚染、

魚の汚染、食品、水を通して、知らないうちに内部被

曝している危険性はないのか？などいろいろ不安で

す。 

内部被曝の研究をされている沢田先生とオリバー・

ストーンと長崎で学生に話をしていただきます。（今

回の学習会には参加できませんが）また今度参加さ

せていただきたいと考えていますので、よろしくお願

いいたします。 

 

■学習会を楽しみに 

倉本史陽さんから 

いつも会報ありがとうございます。 

永原先生への平さんの思いがとても伝わる記事だ

と思います。あらためてご冥福をお祈りします。 

ところで、昨日、今日と綾部・福知山を行進されお

疲れ様でした。あいにく、仕事の都合がつかづ参加

できませんでした。 

８月３日の学習会には、なんとか参加したと思いま

す。また、準備で何かお手伝い出来ることがあれば

お手伝いしたいと思います。大したことはできません

が、よろしくお願いします。 

 

■韓国の第二回「非核平和大会」に参加して 

きます 

石田信己さん（賛助会員）から 

韓国では当事者は当然でしょうが、被爆問題は

「植民地支配」「ひろい意味での強制連行」「日帝強

占期」の歴史認識と過去精算問題が問われなければ

立ち向かえない課題であるからこそ、「支援体制」の

充実とともに韓国・朝鮮被爆者の地域が特定されや

すいこととあいまって２世・３世の運動はすすんでいる

ものと思います。 

永原誠先生の告別式の日、同日・同時刻に韓国

被爆２・３世の会初代会長、故金亨律氏の８回目の慰

霊祭に石田は韓国・釜山にて出席していましたが、こ

の青年の文字通り命がけの闘いをぬきに今日の韓国

での被爆２・３世の運動の出発はありません 

この支援団体のひとつ「陝川平和の家」を主催者

のひとつとして「非核平和大会」が昨年、３／１１一年

後に開催されたことは、４月にお会いした時に資料集

とともにお知らせしましたが、今年の８月６日には第二

回目の開催を現地関係者が今、準備しています。す

でに当方には姜済淑さんより参加依頼があり、今回も

陝川に行くことを決めています。この大会の開催趣旨

等の案内が届きましたら、また送付しますので、会員

メンバーにも情報としてご案内していただければと思

っています。当方、その際「京都被爆２世・３世の会、

賛助会員」としても参加させていただきたいと思って

います。 

 

■『被爆アオギリと生きる--語り部・沼田鈴子 

の伝言』を読んで 

石角敏明さんから 

先日、岩波ジュニア新書『被爆アオギリと生きる--

語り部・沼田鈴子の伝言』を読みました。 

戦争というものにまったく疑問を持たない「軍国少

女」が被爆者という立場から、そして「日本人としての

被爆者からの立場」から強いメ

ッセージを発し、行動に移され

る姿に、引き込まれていくように

読み進みました。 

私達の活動に参考になると

は言いませんが、教えられるこ

とは多くありました。「被爆者」と

いう立場だけでない見地からの

発言、行動にハッとさせられる

ことがありました。 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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■原爆の日、吉川晃司さん始球式と「イマジン」 

８月６日の原爆の日、広島市のマツダ 

スタジアムであるプロ野球・広島−阪神戦 

のイベントで、被爆２世の歌手、吉川晃司 

さんがジョン・レノンの「イマジン」を歌う。 

イベントを主催する生協ひろしまが２１日発表した。吉川さ 

んは母校の小学生と共にメッセージソング「あの夏を忘れな 

い」を作曲するなど、平和への思いを発信している。 

吉川さんは始球式をし、五回裏の後に歌う。「広島から平 

和の大切さを伝える試合に参加できることを感謝します」とコ 

メントし、一球入魂を誓っている。 

（２０１３年６月２２日 毎日新聞） 

 

scrapbook 

■核兵器「軍事的には無用な存在」 パウエル元米国務長官 

【ワシントン＝論説副主幹・吉田文彦、アメリカ総局長・山脇岳志】米軍制服組トップと国務長官を務

め、米国の外交・安全保障政策の中軸を長年担ったコリン・パウエル氏が朝日新聞のインタビュー

に応じ、核兵器は「極めてむごい兵器」であるために使えず、軍事的には無用な存在だと語った。

北朝鮮の核の脅威には核兵器を使う必要はなく、強力な通常兵力で抑止力は足りるとの見方を示 

した。 

特集：核といのちを考える 

■印パを仲裁「広島・長崎を思い出せ」 

米国の核戦略の最前線にいた元軍人による核兵器不要論として注目される。パウエル氏は、核

武装したインドとパキスタンの間で２００２年に緊張が高まった際、パキスタン首脳に広島、長崎の被

爆後の悲惨な写真を思い起こすよう説いて、対立緩和に導いた秘話も明かした。被爆地の記憶

が、実際の国際政治に影響を与えたとの証言だ。 

この対立では、両国が核による威嚇も辞さない恐れがあった。国務長官だったパウエル氏はパキ

スタン首脳に電話し「あなたも私も核など使えないことはわかっているはずだ」と自重を促したとい

う。さらに「１９４５年８月の後、初めてこんな兵器を使う国になるつもりなのか。もう一度、広島、長崎

の写真を見てはどうか。こんなことをするのか、しようと思っているのか」と迫ると、パキスタン側は明

確に「ノー」と答えた。インド側への働きかけでも同様な反応だった。こうした説得の結果、危機は去

った、と振り返った。 

パウエル氏は、かねて核兵器は不必要との考えを示していた。今回その理由を詳しく問うと「極

めてむごい兵器だからだ」と明言し、「まともなリーダーならば、核兵器を使用するという最後の一線

を踏み越えたいとは決して思わない。使わないのであれば基本的には無用だ」と強調した。 

核実験やミサイル実験を繰り返す北朝鮮への抑止策としては「（米国の）通常兵力は強力であ

り、核兵器を使わなければならないことはない。もし北朝鮮が核兵器を使ったり使おうとしているとみ

たりした場合、米国はすぐ北朝鮮の体制を破壊するだろう」と主張。核の抑止力そのものは否定せ

ず、「政治的な意味」があるため北朝鮮は核に頼っている」とした。ただ、使えない兵器である核を 
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持つことは、彼らを守ることにはならず、むしろ自殺行為だと強調した。 

オバマ米大統領が６月のベルリン演説で、配備済みの戦略核弾頭を

さらに３分の１削減する方針を表明したが、交渉相手のロシアが米の欧

州ミサイル防衛（ＭＤ）計画と核削減を絡めていることについて、「ＭＤに

対するロシアの態度は、米ロの戦略核の保有量を削減してきた過去１０

年の二つの削減条約の成立を妨げなかった。ＭＤと保有量の削減は今

後の交渉に任せるべきだ」と述べた。 

（２０１３年７月１０日 朝日新聞デジタル版） 

■原発被災者支援 動かぬ国 期待が落胆に 法成立１年 見えぬ方針 

福島第１原発事故で被災した人や、避難している人を支える「子ども・被災者支援法」は、成立から１

年がたった。しかし、法に基づく施策の推進に必要な基本方針さえ、政府はまだ示せていない。膨らん

だ期待は、落胆に変わりつつある。（新本恭子） 

参院選公示まで１カ月を切った６月９日、子ども・被災者支援法に関するフォーラムが広島市中区で

あった。「法律ができても何も変わっていない」「なぜ被災者支援が進まないのか」。集まった約５０人か

ら発言が相次いだ。グループに分かれて意見交換もした。  

範囲決まらず 

支援法は、民主党政権時の昨年６月、全会派の共同提案による議員立法として全会一致で採決さ

れた。避難区域の住民だけでなく、自主避難者も支援対象に定義。必要な各種施策を講じるとした。

妊婦や子どもへの特別な配慮も定めている。 

しかし、「支援対象地域」や、その前提となる基本方針がまだ決まっていない。同法は、支援対象地

域については「一定の基準以上の放射線量」としか明記しておらず、線引き次第で国の財政負担の規

模が大きく変わることも背景にある。 

「成立から１年以上も放置されているのは異常」。フォーラムで講師を務めた司法書士丹治泰弘さん

（３６）は指摘する。自身も昨年１０月、福島市から岡山市南区に一家で移り住み、「福島の子どもたちを

守る法律家ネットワーク」の一員でもある。「被災者の不安を和らげるには今は支援法しかない。骨抜き

にしてほしくない」と訴える。 

「裏切られた」 

フォーラムは、東日本大震災の被災地から広島県内に避難した人たちでつくる団体「アスチカ」が開

いた。中国地方５県の最新の集計によると、震災に伴う５県への避難者は計２００６人。福島県からは計

９６１人と４７・９％を占める。  

福島市から小学生の息子２人と一緒に広島市に避難している、アスチカ副代表の佐々木紀子さん

（４１）は「国会で決まれば物事は進むと思っていた。国を信じていたけど、裏切られた気持ち」という。 

６月中旬には、政府への被災者の不信をさらに強める問題が発覚した。復興庁で被災者支援に当

たる幹部職員が、短文投稿サイトのツイッターで支援策先送りを容認するような内容を含む暴言を繰り

返していた。佐々木さんは「腹が立った。せめて、この問題で支援法のたなざらしの状態に関心が高ま

ればと思ったけど、何も変わっていない」と嘆く。 

参院選が幕を開けた４日、自民党総裁でもある安倍晋三首相は、福島市から遊説を始め復興支援

への姿勢をアピールした。選挙戦の序盤が終わり、丹治さんは「原発の存続は議論になっているが、支

援法をどうするかは争点になっていない。今まさに被曝（ひばく）している人への視点が欠けているので

は」との思いを強めている。 

（２０１３年７月９日 中国新聞） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Colin_powell_(official_portrait).png
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行事カレンダー 

月 日 曜 行事 

７ ２０ 土  

 ２１ 日 参院選挙投票日 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 [国際平和ミュージアム]夏休み親子企画              関電前アピール 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火 [国際平和ミュージアム]教員下見見学会 

 ３１ 水 [国際平和ミュージアム]教員下見見学会 

８ １ 木  

 ２ 金 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第一陣判決（大阪地裁）        関電前アピール 

 ３ 土 ２世・３世の会学習企画 

 ４ 日  

 ５ 月  

 ６ 火 
広島平和記念式典、          平和のための戦争展（国際平和ミュージアム） 

世界ヒバクシャ展（相国寺承天閣美術館）→９月８日まで 

 ７ 水 原水禁世界大会（長崎）、平和のための戦争展 

 ８ 木 原水禁世界大会（長崎）、平和のための戦争展 

 ９ 金 長崎平和祈念式典、原水禁世界大会（長崎）、平和のための戦争展   関電前アピール 

 １０ 土 平和のための戦争展 

 １１ 日 平和のための戦争展 

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木  

 １６ 金 五山送り火                           関電前アピール 

 １７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月  

 ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木  

 ２３ 金 関電前アピール 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 関電前アピール 

 ３１ 土  

 


