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２０２０年０５月１４日（木）例会の報告 

 

■今回もＺＯＯＭを使って開催 

５月１４日（木）、５月度の例会を開催しました。「行動変容」が求められる中、なかなか会議場への

参加もままなりませんが、それでも８人の参加でした。前回４月からＺＯＯＭを使ってオンラインによ

る例会参加もできるようにしてきましたが、今回も８人のＺＯＯＭ参加でした。ＺＯＯＭ参加された方

は、和歌山県橋本市在住の木全満知子さん（残念ながら音声がつながらなかったようですが）、庄田政江

さん（大阪市平野区）、田尾まゆみさん（木津川市）、小林孝企さん（宇治市）、増田正昭さん（下京区）、

高木英孝さん（伏見区）、倉本史陽さん（右京区）、國府幸代さん（北区）でした。遠方の方、仕事の都

合で職場から参加の方等、例会参加者の輪を広げる上でＺＯＯＭは有効なツールになっているようです。

この他、溝江清美さんも会議終了近くに参加されたことを知らせていただいています。 

お互いＺＯＯＭの使い方にも慣れていくようにし、会議運営の方法もより改善していくようにして、

より多くのみなさんの参加する例会にしていきたいと思います。 

 

■７月１６日・人類史上初の核実験の行われた日に日米連携の企画を検討しよう！ 

例会では最初に、この間の主な出来事などを報

告して、それにかかわる意見交換をしました。 

具体的なことの一つは、守田敏也さんが昨年訪

米された際、アメリカ在住の反核運動の方とつな

がりを持たれています。この人たちと提携して、

人類史上初めて核実験の行われた７月１６日（ア

メリカ・ニューメキシコ州・アラモゴード）に合

わせて、日米連携の具体的な行動を検討しよう、

ということになりました。人類史上最初の核兵器

爆発被害者はアラモゴードでのトリニティサイ

ト核実験による、周辺住民です。被害は今も続い

ています。２世、３世も含めて。日本では７月１

６日のこの日はあまり注目されていませんが、で

きれば私たちから日米連携のとりくみを具体化

したいと思います。初めての試みで、どうなるか

まだ分かりませんが、ご期待ください。 

次に、安保法制違憲訴訟・京都の弁論が６月３

日（水）午後３時から京都地裁で行われることが

報告され、是非たくさんの人に傍聴して欲しいと

訴えられました。今はコロナ対策に集中すべき時

なのに、政権は、火事場泥棒のように検察庁法を

改定しようとしたり、改憲にも踏み込もうとして

います。予断を許しません。私たちの声をより大

きく、広くしていきましょう。 

もう一つ、今年は、平和行進や原水禁大会など

夏の平和の取り組みがすべて中止、というか、例

年のようなパターンでは開催しないことになっ

ています。多くがオンラインを使った限定的な開

催になる予定です。その上で、より工夫したとり

くみを考える必要があり、「２世・３世の会」も、

みなさんの提案や意見に基づいて創意あるとり

くみをこれから考えていきたいと思います。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の表紙デザインを決める 

京都「被爆２世・３世の会」が発行する『語り

継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の表紙デザインを

話し合って決めました。第２案と第４案に賛成意

見が集中しましたが、最終的に最も賛成の多かっ

た第２案でいくことになりました。ご意見を寄せ

ていただいたみなさん、ありがとうございました。 

表紙の絵は増田正昭さんの制作によるもので

す。広島平和公園内にある

被爆アオギリの木は、その

子となるアオギリ２世の木

と寄り添って立っていま

す。１世の思いを２世が引

き継ぐイメージで描かれま

した。 
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■「健康調査アンケート」で会員の“健康履歴”を交流 

先月から「被爆２世・３世健康調査アンケート」のとりくみを始めました。既にアンケート回答が寄

せられ始めています。その中から毎回の例会で報告しあい、会議の場でもそれぞれの健康実態を共有し

あうことにしました。初回の今回は、石角敏明さんと平信行さんにアンケート回答に基づいて自らの健

康歴を紹介してもらいました。 

 

以下、石角敏明さんの報告の要旨です。 

 小学生の頃から化膿しやすい体質だった。夕

ご飯の後に、よく膿を掻き出された記憶が今

も鮮明に残っている。弟や妹が「父が針をマ

ッチで焼く（消毒のために）姿を憶えている」

と言っていた。 

 親からは「あんたはちょっと怪我したらすぐ

膿むんやから、気を付けなければいけない」

とよく叱られた。私は小学５年や６年の子が

怪我もせずに遊ぶなんて無理やと思ってい

たので、親に向かって「なんでそう偉そうに

言わんならんのや。こんな体に産んだのは母

親じゃないか」と思っていた。 

 化膿しやすい体質は今も続いている。蚊に刺

されても化膿してしまう。 

 鼻血もよく出していた。少学６年生の時に先

生に「病院に行って精密検査を受けろ」と言

われて、２日ほど入院して精密検査を受けた。

結局原因はよく分からないまま、「気をつけ

て下さい。ただ鼻の骨がちょっと異常ですね」

と言われた。中学生になって以降はあまり鼻

血の出た記憶はない。 

 子ども頃はよくお腹をこわしていた。夏は必

ず腹巻をして寝る。とにかく体を冷やすなと

言われていた。そのことで私は胃腸が弱いの

だと思ってきた。大人になって人間ドッグで

胃カメラを飲んだ時、「いや大丈夫ですよ、異

常はないです、健康的な胃腸ですよ」と言わ

れた。それからはあまり気にならなくなった。 

 今も咳がひどい。冬の乾燥期に出るというよ

うなものではなく、時期も季節も関係なく、

しょっちゅう咳が出て止まらない。気管支が

弱いのかなあとずーっと思っている。 

 ６０歳になる前に糖尿病だと診断された。そ

の後治療を受け続けている。血糖値のＨｂＡ

1ｃはだいたい 8.７から 8.３の間で変わらな

い。担当医からは「私の立場も考えて下さい

よ。これだけ血糖値が高いと。何とかしても

らえませんか」と言われている。治療は投薬

だけ、インシュリン注射まではいっていない。 

 ５０代半ばで歯医者から「あなたは化膿しや

すい体質だから、歯槽膿漏になる可能性があ

る。将来、歯が全部抜けるよ」と言われた。

それ以来３ヶ月に 1回の割合で歯科医にも通

院している。目的は歯の状態の点検のため。 

 

次に平さんの報告は、アンケートの補足資料としてまとめられた平さんの「私の健康履歴」に基づい

て報告されました。その「健康履歴」は７～８ページに掲載、紹介しています。 

 

その後二人の報告に基づいて話し合いました。 

話し合った主な内容の一つは、二人とも、それ

以外のメンバー含めて糖尿病を発症しているこ

とについてでした。一般に糖尿病発症原因は生活

習慣と言われていますが、近年、被爆者（一世）

には糖尿病発症を訴える人が少なくありません。

原爆症認定集団訴訟などでは、放射能被爆が糖尿

病発症に関係していることを、データや論文に基

づいて明確に証言されるようになってきていま

す。被爆２世への遺伝的影響についても、十分留

意して行くことが必要ではないでしょうか。 

二人のもう一つの共通点は歯の異常です。平さ

んは全歯抜け落ち、石角さんも将来その可能性が
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あると診断されています。歯の問題は私たちの健

康アンケートの参考症例事例にもなく、新しい情

報提供ということになります。しかし、これも被

爆者（一世）には多数の症例が明らかにされてお

り、ビキニ環礁水爆実験で被災した多くの漁船員

からも「若くして歯が全部抜けてしまった」とい

う症例がいくつも報告されています。放射能被爆

と歯の関係、さらにその遺伝的影響についても留

意していくことが必要だと思われます。 

最後に石角さんから今回の健康アンケートに

ついて提案がなされました。その要旨は以下の通

りです。 

このアンケートを書くのはかなりしんどい作

業だと思う。書き進めていくと病気の名前がたく

さん出てきて、また病気の話か、また病気の話か

となって、明るい話題や楽になることがない。そ

ういうことで書き終わった後でもの凄くしんど

い思いをした。最後の方はもう書けなかったとこ

ろもある。 

提案は、まず、アンケート用紙全体に目を通し

てもらって、その上で別の用紙に、箇条書きでも

いいから自分の健康履歴のような内容を書いて、

それをアンケートの回答にしてもいいのではな

いかと思う。自分の幼い頃からのことをずーっと

振り返りながら別の用紙に書いてもらう方法。 

この件は、別途協議することになりました。 

 

■新型コロナウイルス感染 西村八郎さんの体験報告 

例会では新型コロナウィルス感染問題について意見交換しました。４月にウイルスに感染して入院、

闘病し、無事退院、生還することのできた京都「被爆２世・３世の会」会員の西村八郎さんから体験を

報告してもらいました。以下、その内容を紹介します。 

 

４月 ３日（金） 仕事で夜勤 

４月 ４日（土） 夜勤明けの帰宅で体がしんどく、血圧が１８０もあった。元々血圧は高い方だった 

 のであまり気にはしていなかったけど、一応診療所に行って診察を受け、風邪薬を 

 処方された。 

 夜１１時頃になって、体のしんどさがひどくなり、体が思うように動かせなくなっ 

 た。 

 そのため、地下鉄に乗って京都駅前のＴ病院救急外来に駆け込んだ。体温は少し 

 高い（３７度を下回る）程度だったが、血圧は高く、脈も早いと診察された。 

 さらにＣＴスキャン撮影もされた。 

 ＣＴの後診察室で待っていたら、医者の対応が先ほどまでとはまったく違ってい 

 て、コロナ用のマスクと服装も着装されていた。 

 それから空気を吸い込む装置に向かって息をし、鼻から粘膜をとられ、２種類の 

 血液検査の採血も行われた。 

 その日は、「公共交通機関には乗るな」と言われて、３０分かけて歩いて帰宅し 

 た。 

４月 ５日（日） 日曜日には検査結果が出ると言われていたので、待っていたけどその日は結局連 

 絡は何もなかった。 

４月 ６日（月） 朝８時３０分頃こちらから電話したら「まだ検査していない」との返事だった。 

 その後何度電話しても電話がつながらない状態だった。 

 夕方５時頃やっと電話がつながったと思ったら「担当者はもう退勤しました」と 

 の返事。それから区役所に電話して、区役所から連絡をとってくれて、午後７時 

頃になってやっと京都市帰国者・接触者相談センターというところから連絡がき

た。 

その時初めて「陽性反応だ」と聞かされた。しかし、入院は今２０人待ちなので 
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しばらく待つように言われた。それからはこの間の私の行動についてあれこれ細か

い質問をされた。 

体調は、熱が３６．６度から３７．５度まで上がり、足がつったり、咳がでたりし

てとてもしんどい状態だった。 

「高血圧で肺炎になっている、どうしても入院した

い、一時も早く」と訴えた。 

４月 ７日（火） 午前中、「Ｋ病院が開くことになった」と連絡があり 

 霊柩車のようなワゴン車に乗せられてやっと入院する 

 ことになった。 

 Ｋ病院にコロナ感染で入院するのは私が初めてだった 

 ようで、病院職員のみなさんもまだおそるおそる作業 

 している感じだった。 

 私の後もう２人入院されてきたようだ。 

４月８日（水）～１６日（木） 

 入院して２～３日頃から熱が３９度２分まで上がるよ 

 うになってきた。 

 治療中に言われたことは、Ｋ病院は、薬（アビガン）の投薬検査をするグループ 

 の病院になっているみたいで、「薬を投与していいですか？」と確認をとられ、も 

 ちろんＯＫした。その他抗生物質も飲んでいた。 

 酸素を鼻から入れながらの治療も続いた。喘息のための吸入器も使われた。 

 Ｋ病院では使える薬や器材はなんでもやっみて治そうという感じだった。 

 それから４日ほど経ってから、やっと回復してきて、落ち着いてきた。 

 

４月１３日（月） 

３８度近くの熱が続いています。インフルの薬も飲んでいますが、先が見えず不安です。 

見通し暗いです。 

今インフル関係の薬を飲んでいますが、これが効果なかったらどうなるのだろう。心配です。 

 

４月１４日（火） 

昨日の８時に解熱剤を飲んで１８時間。今朝から体温が下がりました。 

まだまだ油断はできませんが、食欲も出て、今日はシャワーを浴びようと思っています。 

先ほどの体温は３５度９分でした。 

私の部屋はすごい換気です。室温３０度ですが寒いです。布団の上から毛布をかけてもらいました。 

 

４月１７日（金） 

一昨日のＰＣＲ検査結果は陰性でした。 

今日はレントゲン検査で肺に異常なし。体温も落ち着き３６度台です。 

今日、病院から言われました。明日午後にＨホテルに移動することになりました。 

 

 

４月１７日（金） レントゲン撮影で肺の影がなくなったことが確認された。体温も３６度まで下が 

 り、落ち着いてきた。医者から「肺炎が治ってきたので、もう退院しても大丈夫 

 だよ」と言われた。 
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４月１８日（土） １６日（木）、１７日（金）とＰＣＲ検査をしたが結果はまだ。 

 それでもＫ病院を退院して、京都御所近くのＨホテルに移動。 

４月２０日（月） １６日（木）、１７日（金）に行ったＰＣＲ検査の結果、２回とも陰性だった。 

 Ｈホテルからの退所もＯＫと言われる。 

 

４月２０日（月） 

Ｋ病院で検察した結果は２回続けて陰性になりました。 

明日午後にはホテルでの隔離から解放されることになりました。 

皆様にはご心配をおかけしました。この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

 

４月２２日（水） 晴れて帰宅することができた。 

▼４月４日から２２日までの１８日間を振り返っ

ての西村さんの感想です。 

この間、女優の岡江久美子さん、大相撲の勝武

士さんがコロナで亡くなられました。私とほとん

ど同じ時期のことでした。亡くなられた人がいて、

私のように生き延びることができた人がいて、と

複雑で深刻な思いを持ちました。 

日本と韓国の検査のやり方の違いにも思うこと

がありました。日本は医療体制をどんどん削られ

ていて、保健所の体制も削られていました。設備

はあっても人がいなかったら何もできないですよ

ね。韓国はさっさと検査できたのに、日本はモタ

モタしてきました。私見ですが、コロナの検査が早くできるような体制が必要だと思います。コロナウ

イルス感染の第２波、第３波は確実に来ると言われています。それに備えて欲しいと思いました。 

最後に、入院中は「２世・３世の会」のみなさんからＬＩＮＥを通じていっぱい励ましの言葉をいた

だきました。ありがとうございました。不安いっぱいで闘病している時、みなさんの励ましが大きな支

えになりました。とてもありがたかったです。本当に生きる力になりました。 

 

■例会でのミニ学習会について希望や提案を 

例会は最後に次回を６月１７日（水）に行うことを確認して終了しました。次回もＺＯＯＭを使って

開催します。 

例会では毎回、ミニ学習会（１時間程度の）を行うようにしようと思っています。「今、これを聞きた

い」テーマや講師について、みなさんの希望、提案をお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費お支払いまだの方は以下のようによろしくお願いいたします。 

振込でお支払いいただく場合は以下のいずれかからお願いします。 

郵便振替 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

京都銀行四条支店 店番 111 口座番号 447963 

口座名 京都原水爆被災者懇談会 振込いただいたらご一報ください。 

Ｈホテルから見た京都御所 
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被爆２世・３世健康調査アンケート 回答補完資料 

私の健康履歴 平 信行 ２０２０年５月１４日 

 

■幼少の頃 

幼い頃、体は大きくなかったが、とても元気で腕白少年。 

喧嘩は絶対に負けない。たとえ相手が年上でも。 

子ども相撲大会ではいつも優勝していた。 

しかし、二つの問題があった。 

① 暗幕の引かれた暗い中での映画（動画）を観ることができなかった。めまいがし、ひどく気分が

悪くなり、嘔吐症状もあった。 

 街中の映画館で映画鑑賞会のある日は欠席。 

 小学校内の講堂で映画会がある場合は、一人で校庭で遊んでいた。 

② 乗り物酔いが著しくひどかった。とても気分が悪くなり、何もしなければ必ず嘔吐していた。 

 貸し切りバスでの小旅行などの場合、事前に酔い止め薬を飲み、万全の準備をして参加して

いた。 

三半規管に問題があるような症状だったが、病気と言う意識はなく、その症状を治すために医者にか

かることはなかった。二つの問題症状も学年が上がるにつれて少なくなり。中学校進学前には解消して

いた。 

 

■中学、高校の頃 

中学時代はバスケットボール部、高校は柔道部で、健康そのもの、スポーツに勤しんでいた。 

 

■進学、就職 

１９７０年、親元を離れて大学進学。以来結婚まで一人暮らし、外食中心の食生活を続ける。 

１９７４年、同志社大学生協に就職。１９８６年に京都工芸繊維大学生協、１９８８年に京大生協、

２００７年に大学生協京都事業連合と職場を移動。２０１１年定年退職まで３７年間大学生協に勤務。 

 

■糖尿病の発症 

１９９９年、４８歳の時、職場の定期健康診断で、突然、糖尿病だと診断。高血圧、高脂血症もあわ

せて指摘される。 

この時のＨｂＡ１ｃが６．４、血圧は１４１／９５。体重が６７．２㌔でＢＭＩが２５．８。 

ＢＭＩが２５以上なので肥満と言われてもしかたなく、糖尿病はもっぱら生活習慣から来ていると認

識。以来２１年間、投薬と食生活改善と運動（ウォーキング）を続けてきた。 

ＨｂＡ１ｃは７．０を前後して上下を繰り返してきたが、徐々に低下。２０１９年末の胃癌手術によ

って食事量が減り、その影響で直近のＨｂＡ１ｃは６．３まで下がってきた。体重も現在６１．０㌔ま

で落ち、ＢＭＩは２３．４。 

糖尿病に関係して、ほぼ同時期から眼科の定期診察も受けるようになる。単純網膜症と診断されてい

て、著しく悪化しているわけではないが、一部出血は確認されていて、注意し続けることが必要となっ

ている。 

 

■全歯の喪失、総入れ歯 

 ２００２年（５１歳）頃から、一本、また一本と歯が抜け始め、最初は部分入れ歯で対応していた。

２００７年（５６歳）の頃、抜ける歯が増え始め、部分入れ歯では対応できなくなり、最終的に全歯を



京都「被爆２世・３世の会」会報№９1   ２０２０年 5月２５日 

８ 

抜歯、総入れ歯を余儀なくされることになった。 

 

■内痔核手術 

２０１１年（６０歳）に内痔核発症。切除手術ではなくジオン注射で処置。 

２０１４年（６３歳）、再び内痔核発症。この時も手術はせず、ジオン注射で処置 

２０１５年（６４歳）、三度内痔核発症。この時も手術はせず、ジオン注射で処置。 

２０１７年（６６歳）、４回目の内痔核発症。今度は手術による切除処置。 

 

■胃癌の発症、全摘手術 

２０１９年（６８歳）、１１月に人間ドッグの胃カメラ検査で胃癌を発見。１２月１９日に全摘手術。 

昨年までの胃カメラ検査では一切異常は発見されていなかったこと、血族関係者に癌の発症で亡くな

った人は記憶にないことから、自分は癌には縁のない人間と勝手に決めつけていたので、宣告された時

はショックだった。 

幸い早期発見であったこと、胃癌手術後に健康回復されたたくさんの人の事例があることなどから、

最速で手術をすることを決断した。 

摘出後の組織診断の結果、正式な症状名は低分化腺癌、ステージは２Ａ。 

この癌はまだ症例数が少ないという理由で、万が一の転移や再発に備えて、１年間の予定で抗癌剤を

服用中。 

 

■大学生協時代・現職の頃のこと 

３７年間の大学生協勤務中２５年間は役員（専務理事、常務理事）として勤務。大学生協も例外なく、

まともな事業経営を維持すること、職員組織をマネジメントすること、大学当局との正常な関係を作り

上げていくこと等々は、大変なプレッシャーとストレスを伴う。強い緊張状態の中で長く勤務を続けて

いると、メンタルヘルスケアを必要とする事態を招くこともある。 

幸い、ケアを必要とする事態までには至らなかったが、あと一歩でそういう状況に陥る、断崖絶壁か

ら谷底を見るような感覚に襲われたことは一度や二度ではなかった。 

 

■親のことと、弟のこと 

父親は１９２３年（大正１２年）生まれ。２２歳の時広島で被爆。 

６０歳代から肝硬変を患うなど、様々な病気に見舞われた。 

２０００年頃からアルツハイマー病を発症し、本人も家族も苦しみながら、２００１年（平成１３年）

他界した。享年７８歳。今の時代、若過ぎる死亡だ。死亡診断書は誤嚥性肺炎が直接の死因とされてい

る。 

母親は１９２６年（大正１５年）生まれ。１８歳の時に広島市江波で被爆。 

５０歳代になって狭心症を発症、その後高血圧、白内障、不整脈も発症。９２歳になって肝臓癌を発

症して、２０１９年１０月、９３歳で他界。死亡診断書は肝臓癌を直接の死因とされている。長寿をま

っとうできたと思っている。 

４歳年下の弟は現在６４歳。私と同じ糖尿病の投薬治療を続けている。 

 

糖尿病の発症、それとも関係しているのではないかと思っていた全歯の喪失、は生活習慣によるもの

ではないかと思っていた。しかし、胃癌の発症に至っては、すべてが親の被爆による遺伝的影響もある

のではないか、遺伝的要因含めた複数の要因が重なっているのではないかとも思う。 

以上 
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核兵器禁止条約発効めざして 

 

世界の８４の市民団体が共同声明 
 

この４～５月にニューヨーク国連本部で開かれる予定であった核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議は、

新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となりました。しかし、核軍縮・不拡散の取り組みを停滞さ

せてはいけません。特に今年は、広島・長崎への原爆投下から７５年、またＮＰＴが発効して５０年、

無期限延長から２５年という節目でもあります。ＮＰＴで定められた核軍縮の義務を加盟国がしっかり

と実行するように、世界の市民の声を各国政府に届ける必要があります。 

そこで、世界のＮＧＯが協力して共同声明をまとめ、５月１１日、世界８４団体の連名のもとですべ

てのＮＰＴ締約国政府に対して送付しました。声明のとりまとめをしたのは婦人国際平和自由連盟（Ｗ

ＩＰＬＦ）です。                     川崎哲（ＩＣＡＮ国際運営委員） 

 

 

NPT締約国に対する市民社会の共同声明 2020年 5月 11日 

世界は今新型コロナウイルス（COVID-19）のおそるべきパンデミックに総力で対処しているなかにあ

るが、私たち全員を脅かしている他の世界的課題を見失ってはいけない。それはすなわち、地球規模で

悪化する気候危機や、破滅的な核戦争の継続した脅威である。これらはすべて、コフィ・アナン元国連

事務総長の言葉によれば「パスポートなき問題」である。 

このパンデミックが世界的に大規模な危機を引き起こしているのは、複合的な政治的失敗によるもの

である。諸国政府や他の関係者は、国境を越える脅威とその影響を防ぎまた緩和する措置についての世

界中の科学者らによる警告を、くり返し無視し退けてきた。COVID-19の場合には、こうした警告はあま

りにも長きにわたって無視され、今では手遅れとなっている。 

私たちは今、急速に広がるコロナウイルスに対する戦いにおける重要な点にいるばかりではない。同

時に私たちは、核戦争の脅威を減らし核兵器を廃絶するための長期にわたる 努力における転換点にも

あるのだ。 

世界の核保有国間の緊張は高まっている。核使用のリスクは増大している。核兵器を更新し改良する

ために何十億ドルもが費やされている。核の競争を抑制するための主要な合意は深刻な危険にさらされ

ている。 

この世界的危機から学ぶべき多くの教訓の一つは、人々よりも利益を優先し力の強い者に特権を与え

るような見せかけの「国家安全保障」政策によって科学を無視することは許されないということである。 

米国による広島・長崎への原爆投下から厳粛なる７５周年を迎え、また、核不拡散条約（ＮＰＴ）の

無期限延長を導いた一連の決定からの２５周年にあたる今年２０２０年、ＮＰＴ再検討会議は延期され

てしまった。こうしたなかで、この声明に賛同して以下に連名する市民社会組織は、ＮＰＴ締約国に対

して３つの主要なメッセージを発する。 

１．ＮＰＴに対する世界的な支持は強いが、ＮＰＴが長期的に存続できるという保証はない 

最近の国連安保理会合を含め、すべての国がＮＰＴへの支持を表明していることは前向きなことであ

る。しかし条約の強さとは、それが履行された分だけのものである。ＮＰＴ再検討会議においてコンセ

ンサスで合意された決定が履行されない状態が長引けば長引くほど、ＮＰＴやその義務がもつ重みは減
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る。ＮＰＴが長期的に存続するためには、すべての国がその義務を完全に履行しなければならない。過

去のＮＰＴ再検討会議でなされた誓約や行動措置の主要部分は今日も有効である。それは、歴史的な１

９９５年の再検討・延長会議で合意された基準や、２０００年また２０１０年の再検討会議でさらにな

された誓約などである。その多くはいまだに履行されていない状態にあり、また、新戦略兵器削減条約

（新ＳＴＡＲＴ）のように、反転また完全に消失する危険にさらされているものもある。 

2．世界的諸問題のゆゆしき状態や高まる核の紛争や軍備競争の危険に対して、責任ある諸国による新

しいより大胆なリーダーシップが求められている 

過去の行動計画を実施することは、ＮＰＴの規定を前進させるための最低限度であって最高限度では

ない。核兵器使用の危険性はきわめて高く、とりわけ、攻撃的なサイバー活動や人工知能が世界の安全

保障環境にかつてない不安定性をもたらすなか、そのリスクは増大している。「あらゆる核兵器の使用

がもたらす破滅的な人道上の帰結に対する深い憂慮」に基づいた行動が必要である。多くの国々は、核

兵器禁止条約に加わることによって核軍縮への誓約を表明した。核兵器禁止条約は、核戦争の脅威を除

去し核兵器を廃絶するという共通の目標に向けて、重要な貢献をしている。 

３．変化に抵抗して、さらなる前進のためには「環境」が好ましくないという者もいるが、責任ある 者

たちは各地で起ち上がっている 

世界は、軍縮のための環境が「好ましい」ものになることを待ってはいられない。たしかに、紛争の

予防と解決、核以外の軍事能力の管理、人権の保護、気候と環境の保護やその他の重要な取り組みが成

功すれば、核軍縮の促進に役立つだろう。しかし、合意の交渉 や一方的行動を通じて軍縮のための行動

をとることは、それ自体が核兵器のない世界の達成への環境を整えるものであり、また、相互信頼の雰

囲気を作り、世界の他の差し迫った 課題の解決に前向きに寄与するものである。 

２０２０年ＮＰＴ再検討会議が延期されたことは、世界が現在の流れを変え、痛烈な政治的対立を乗

り越え、核兵器を終わらせるための努力に集中するためのかつてない機会を与え ている。以下に連名

する市民社会組織は、ＮＰＴ締約国および国際社会に対して、この追加的時間を賢明に生かすよう求め

る。現在の状況は、責任ある諸国による新しいより大胆なリー ダーシップを求めている。ＮＰＴ第６条

の目標に向けた行動計画を多数国により合意し、軍縮のさらなる前進に必要な機運をつくるために協働

して、核戦争の惨禍から人類を救わなければならない。 

 

 

 

参考資料 

世界の分離プルトニウム保

有マップ 

（２０１６年末データ 

単位：トン） 

 

長崎大学核兵器廃絶研究セ

ンターＨＰより 
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  ５月１４日の例会で出された近況報告なども含めて紹介。 

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。 

 

■ＺＯＯＭ会議参加に挑戦しましょう 

庄田政江さん（大阪市平野区） 

この度本の表紙も決まり出版がいよいよ現実

のものとなって来ました。企画から書店との交渉、

掲載への承諾、拠出金の声がけまで熱心に取り組

んで来て下さいました。本当にありがとうござい

ます。効果的な広報宣伝で電話とか私に出来るこ

とはさせて頂くつもりです。 

また、増田さんの「あおぎり 」の絵も堂々とし

てとても素晴らしく二世の会の趣旨に合った作

品だと思います。増田さんの想いのこもった絵を

大きくした２番を私は押しました。増田さんあり

がとうございました。この絵が表紙になるのが楽

しみです。 

先月はうっかりミーティングの日を間違えて

アクセスできませんでしたが、今月はすんなりＺ

ＯＯＭに繋がれ参加できました。意見も言えるし、

臨場感もあり大変有意義でした。顔を映す設定が

分かりませんでしたが・・・真っ黒が私で（苦笑） 

個人的には息子がロスに住んでいるのでＺＯ

ＯＭで食事しながら主人の誕生日を祝おうとい

う話があり、便利な世の中だなと。 

皆さんも是非挑戦して居ながらにして人と繋

がってみてはどうでしょうか？ 

 

■自分の健康履歴を振り返りましょう 

石角敏明さん（長岡京市) 

「健康調査アンケート」、記入するのが「辛い」

かもしれない、と強調しすぎたかも？と思ってお

ります。まず「アンケート」全部に軽く目を通し

て頂いてそれから「質問項目」一個一個に回答す

る、というのではなく、自分の経験・思いを別紙

に書き出し、自分の健康問題について振り返る、

という作業をされてもよいのではないでしょう

か（守田さん、ごめんなさい、苦労して作成して

もらったのに） 

健康診断・人間ドッグの結果を思い出しながら

「記入」されても構わないのでは。「健康である・

異常がない」というのが一番「良い」のであって、

自分の異常を強いて発見する必要はないと思い

ます。みなさん、ぜひ一度この辺で「自分の健康」

を振り返ってみましょう。 

 

■２ヶ月ぶりのキンカン行動 

井坂博文さん(北区) 

コロナ禍は終息のめどが立たないなかで、３９

県が緊急事態宣言を解除。京都府は継続しながら

休業要請を一部緩和。 

一区切りでもないが、二ヶ月ぶりにキンカン行

動に参加。懐かしい方々に挨拶してエール交換し、

少しだけコール。マイクを消毒し、道路側に向け

てコールした。その合間をぬって記録写真を撮ら

せてもらった。コーラーデビューした人も。 

世情を反映してか参加者が少ないのが寂しい

が、コロナを吹っ飛ばしていつものキンカンに必

ず戻るよう期待している。 

 

■電話による「お元気ですか」訪問 

平 信行さん(南区) 

私の所属しているもう一つの組織・吉祥院健康

友の会では５月２日（土）、高齢で独居の会員さ

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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んに電話による「お元気ですか」訪問をしました。

７人参加で８３人の会員さんにつながりました。

コロナ関係で、体調を崩していないか、病院や介

護サービスの利用で困っていることはないか、そ

の他心配なことはないか、が主な「電話訪問」内

容でした。 

幸い、体調を悪くしている人や、困っている人

はなく、この「電話訪問」は大変喜ばれました。

コロナのことで何かあったらどうしようかと思

っていたが、吉祥院病院や友の会に連絡すればい

いことが分かって安心した、という感想もありま

した。 

不安、差別･偏見の感染に打ち勝つのはやはり

人と人とのコミュニケーションです。こういう時

だからこそ。 

 

■何故オリンピック？放射性廃棄物の海洋投

棄？戦闘機の購入？ 

マシオン恵美香さん 

(北海道釧路市／北海道・被爆二世プラスの会) 

反核運動の拠点である北海道庁前行動も、やっ

ていると、公共の交通機関でいらっしゃる方が感

染機会を増やしてしまうため、６月まで行動をや

めると昨日、北海道内のＭＬでお知らせがありま

した。私などは癌のサバイバーなので、虚弱な人

は家にいるしかないと早期に自分で決め、籠城生

活をしています。 

この騒ぎに乗じて国が好き勝手なことをしは

じめたという印象は、やはりあります。放射性廃

棄物の海洋投棄や、軍事費の使い方など、「何故、

それをいま？」という疑問を感じます。 

それにしても、２０１１年から９年も経過して

いるというのに、まだマスクや防護服も備蓄して

いない国が他所の国の宝であるアスリートを招

いて何が何でもオリンピック？自然災害の多い

国なのですから、何が起こるかわかりゃしないの

に、高い玩具みたいな戦闘機を言い値で買い込む

という間違った判断をし続け、自国の民には不備

なマスクさえ届けやしない（うちはまだ届いてま

せん）なんて、ドイツと随分違いすぎて、哀しく

なります。 

今年ははじめからろくなことがありませんけ

れど、台風の季節までもつのか心配の種はつきま

せんね。市民運動を維持するには生きていなけれ

ばなりませんので、今年は広島へも行きません。 

 それぞれの場所で生きていましょう。 

 

■『放射線副読本すっきり読み解き BOOK』すぐ

にダウンロード１００人超過 

守田敏也さん（左京区） 

何回かお知らせしてきた『放射線副読本すっき

り読み解きＢＯＯＫ』、すでに先行リリースが始

まっていて、ダウンロードしてくださった方がす

ぐに１００人を越えました！ありがたいです。本

当に頑張って作って、無料でダウンロードできる

形にしたので、まずはぜひ手に取って下さい。周

りの方にもお勧めください。 

作ったのは「にょきにょきプロジェクト」です。 

先行リリース申込先 

https://bit.ly/2OUPSJ0

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2OUPSJ0%3Ffbclid%3DIwAR2iBR2QhP0Qr6fUIsVpFu4xGV7646zIv9N1uSEBQdxHRNVvZ3VmnIC8CoE&h=AT0xLO5jDRift8OtWFQu1MFJOZlnSTh1wTbm-zA8kz-ksV6jPZlUJz-IqAFLQhWPl-wyRAn-u6Quel3TtzdYQqc4e5MZ2Dts3jLrpJHVK4VYP3tUhdGp9eQWlfYAj90w71LT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2djBD-vmTqxnXCsgFplADRS-l-FjH0UXx7Mo9eGowK2nzSGDgzMoAb6ey1SzrF-MrOmcK88GGP3Ru9BxA7t91WMCCgMVksE4KGoBEWvD1rvLsPQVgH4tdL-mlzQquxn4rR4exiWNUU8T7ehYgQ0A
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■ 小学生のためだけじゃない放射線副読本   にょきにょきプロジェクト 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「守田さん」達が作成された「小学生のためだけじゃない放

射線副読本」、ぜひ皆さん「手」に取って読んで欲しいと思い

ます。 

「放射線副読本」そのものが入手困難になっていますが、そ

んな心配は不要です。大変工夫をされていて「見開きページ」

対応で、左側は「副読本」が右側は「批判」というか「問題点」

が書かれており、どこが問題なのかすぐ理解できるようになっ

ており、すぐ読み進めます 

  また、３人の方（読み解きＢＯＯＫを読めばわかります）

の会話も「関西弁」丸出しで楽しいし、「守田さん」も登場さ

れます、登場の仕方はぜひ読んで知ってください。 

 

 

■ 原発は日本を滅ぼす    青山知己・小倉志郎・草野秀一・後藤政志・後藤康彦・山際正道  共著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者を見て納得、そして「もっと早くこのような本を出して欲しかっ

た」という感想をもった。「原発」が抱える問題を丁寧に解説されており、

最初から読む必要はない、自分の分からない事・疑問に思っている事の章

から読むことが出来る。「こんな初歩的ことは知っている」と言わず、人

に説明する時「やさしくこのように説明しよう」という観点からでもよい。

一度「手」にとって読んで欲しい。 

事故から「９年後」に書かれているが、原発の抱える問題は、事故が起

こる前から発生しており何年経過しても解決していない、ということか。

「原発は環境に優しいのか？」「原発の電気は安いのか？」等、国民が抱

えている、というか疑問に思っていることが一つ一つ丁寧に解説されてい

る。文章も専門用語を用いずに分かり易く書かれている。誰でも理解でき、

納得できる。「原発副読本」の内容についても、いくつかのポイントを取

り上げ間違いを指摘されている。「脱原発」「反原発」を訴える人達だけで

なく、特に若い人に読んで頂き、「原発」について理解を深めて欲しい。こ

の本の分かり易さは著者のリストをご覧いただければ、私が下手な紹介をするよりもわかって頂けると

思います 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

緑風出版 1８00円＋税 

http://www.ryokufu.com/picturesn/2001l.jpg
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■ 脱原子力 明るい未来のエネルギー    折原利男  編・著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

ドイツで「脱原発」のために奮闘された「ミランダ・シュラーズ」さん

の、日本の訪日記録である。ミランダさんの著書も発行されているので、

ご存知な方もおいでになると思います。「何故ドイツで脱原発ができたの

か？」「日本とドイツの脱原発運動の違いは」「日本に期待するもの」等、

ミランダさんの力強い言葉が紹介されている。「原発は単なるエネルギーの

問題ではない、民主主義の問題」と言われ、「脱原発運動」を広い視点でと

らえられている。そして日本は、「脱原発」という面では、ドイツより先に

行っていた時代があった、その経験を見ても、日本でも「脱原発は可能」

であることを、ドイツの活動を紹介しながら教えてくれる。 

高校生の対話では、日本の「脱原発運動」の弱さも鋭く指摘されている

「政治を変えるのは難しい、だからもっとがんばれ」と、特に若い人たち

に向かって発信すべき事を具体的に述べられている。 

「何故、ドイツでは脱原発が受け入れられたのか」、そこには日本が学ぶ

べき取り組み、特に再生エネルギーに対する取り組みが述べられている。「原発」は将来世代に対する

「倫理」の問題でもある、という指摘は新たな視点でもある。「原発問題」といえば、経済問題という発

想が頭に浮かぶが、ここでは「民主主義」「倫理」の問題であるという底流がある。なぜなら「原発はも

う採算がとれないシステムで、廃れていくエネルギーである」という明確な事実があるからであろう。

「脱原発運動」を進める上で、大変参考になり、希望が持てる著書である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原民喜の遺影登録 被爆作家 「夏の花」つづる 

広島平和祈念館 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（広島市中区）は１１日、広島市出身の被爆作家、原民喜（１

９０５～５１年）の遺影を登録したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大による閉館で登録件

数は減少傾向だが「被爆７５年の節目の年。歩みを絶やしたくない」と協力を呼び掛けている。 

４５年１月に千葉から広島に疎開した民喜は、同年８月に幟町（当時）の生家で被爆。生き残った

家族とともに旧八幡村へ逃れた。途中の避難所だった広島東照宮（東区）で目撃した被災者の姿など

を克明につづった記録は、後の小説「夏の花」につながった。  

祈念館は民喜の遺影の登録を「広島文学資料保全の会」に相談。同会の仲介で民喜のおいの原時彦

さん（８５）から提供を受けた。民喜の文学を研究・継承する「広島花幻忌の会」の長津功三良事務

局長（８５）は「戦前は繊細な文体だった民喜が、被爆後は写実的に変わった。そんな作家の人生を

多くの人に知ってほしい」と話している。  

祈念館は新型コロナで２月２９日から閉館中だが、登録は受け付けている。「コロナ禍で登録件数

は落ち込んでいる。一般登録を幅広く求めたい」として、希望者には申込用紙を郵送している。祈念

館☎０８２（５４３）６２７１＝休館中は平日のみ。 

（２０２０年５月１２日 中國新聞） 

Scrap 

book 

新評論 1８00円＋税 
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▼４月に続いて５月の例会

もＺＯＯＭを使って開催し

ました。例会で話し合われたこ

とを今回は詳しく本誌で紹介しま

した。この記事も参考にしてより多くの会員さん

が例会に参加するよう、またなかなか参加が難し

くても会報を読んでの感想や近況報告をしてい

ただき、会員同士の交流がより活発になることを

願うものです。▼例会では今回、石角さんと私（平）

の幼い頃からの健康状態を振り返って報告しあ

いました。これまであまり注視してこなかった具

体的な健康問題が明らかになるなど、新しい問題

提起になるような内容もありました。これを参考

にぜひ会員のみなさんも一人ひとりの“健康履歴”

を振り返り、健康アンケートに回答していただく

ようお願いします。▼本誌編集途中に検察庁法改

正案の強行審議・採決が今国会では見送り、先送

りになりました。私たちの国の、社会の民主主義

の底力が発揮された結果です。芸能人や元検察庁

の人たちの発言・行動もかってなかったことです。

もっともっと多くの人たちとつながりあってい

きたいと思います。（平）

編集後記 

■被爆南方留学生 絵本に マレーシアの桧山さん親子 日本語教材用 ウェブで公開 

マレーシア在住の日本語教師、桧山純子さん（４８）＝山口市出身＝と大学生の長女アイナ・ヒヤ

マ・ザズリさん（２０）が、広島で被爆したマラヤ（現マレーシア）出身の留学生をテーマに、日本

語学習者用の絵本を制作した。国際交流基金クアラルンプール日本文化センターのウェブサイトで

ＰＤＦ版を公開している。 

絵本「ヒロシマにいた友だち」の主人公は、現在の広島大に留学中に被爆したニック・ユソフさん、

サイド・オマールさん、アブドル・ラザクさん。太平洋戦争中の１９４３年以降に「南方特別留学生」

として来日した。 

原爆が落とされた後の光景や、ユソフさんとオマールさんが１９歳で被爆死したこと、生きて帰国

したラザクさんが７年前に８８歳で亡くなるまで周囲に体験を語っていたことが書かれている。日

本の人たちがユソフさんとオマールさんの墓をつくり、毎年墓前で手を合わせていることも紹介。円

光寺（京都市）のオマールさんの墓と、光禅寺（広島市佐伯区）にあるユソフさんの墓の写真と住所

も載せた。 

絵本作りのきっかけは、広島の日本語教師らが活動する「平和の大切さを伝える日本語教材をつく

る会」の知人を通して、原爆資料館（中区）のヒロシマ・ピース・ボランティアでもある中越尚美さ

ん＝広島県熊野町＝と出会ったこと。桧山さんが絵本の構成を練り、アイナさんがデジタルアートで

イラストを手掛けた。中越さんに原爆被害の用語や記述を見てもらった。 

「戦争の光景を何度も想像して絵を描いた」とアイナさん。桧山さんは「私の伯母は原爆で亡くな

った。南方特別留学生が被爆していた事実や、広島の人たちの追悼の気持ちを知ってもらいたい」と

力を込める。                      （２０２０年４月２０日 中國新聞） 
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２0２０年６月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

６ １ 月  

 2 火

曜 

 

 ３ 水 安保法制違憲訴訟・京都弁論（１５時・京都地裁） 

 ４ 木  

 ５ 金 キンカン行動 

 ６ 土 ６・９行動 

 ７ 日 沖縄県議選投開票 

 ８ 月  

 

 

 

 

９ 火

曜 

6・９行動 

 １０ 水 
入梅 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審弁論（14時 30分・大阪高裁） 

 １１ 木  

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日  

 １５ 月  

 １６ 火

曜 

 

 １７ 水 
京都「被爆 2世・3世の会」例会（18時 30分・ラボール京都） 

第２０１通常国会会期末 

 １８ 木  

 １９ 金 
戦争法廃止をめざす行動日 

キンカン行動 

 ２０ 土  

 ２１ 日 
夏至、父の日 

２０２０年国民平和行進・滋賀から京都へ引き継ぎ（山科ラクト公園） 

 ２２ 月  

 ２３ 火 
沖縄慰霊の日 

新安保条約発効（１９６０年） 

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 
２０２０年国民平和行進・京都から奈良への引継ぎ（般若寺） 

キンカン行動 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

 ２９ 月  

 ３０ 火  

 


