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７・１６ 

トリニティ核実験とチャーチロック核物質汚染水流失事故の犠牲者

追悼・被害者救済・核廃絶を訴える街頭宣伝行動（河原町三条） 

７月１６日（木）、表記の街頭宣伝行動を行いました。１１人の参加で、写真パネルを掲示し、チラシ

を配布し、ハンドマイクで訴え、「ヒバクシャ国際署名」をよびかけました。 

アメリカでは１６日、トランプ大統領が声明を発表し、あらためて核実験の成功を称賛、原爆開発を

正当化しました。日本ではほとんど顧みられることのなかった７月１６日のこの日。私たちのとりくみ

はトランプ大統領声明への抗議の意思を示すこととなり、歴史的な行動にもなったと思います。 

尚この日は、午後９時から「核のアンソロジー 二つの７月１６日に ともしびをつないで」とタイ

トルされたオンライン企画が催され、河原町三条での宣伝行動も紹介されました。 

次年度以降も是非継続してとりくんでいきたいと思います。 
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●７月１６日（木）の宣伝行動（河原町三条）で配布したチラシです。 

 

 

 

 

 

本日、7月 16日は、人類にとってとても大きな二つの事件があった日です。 

一つは 1945 年 7 月 16 日のこと。アメリカのニューメ

キシコ州で「トリニティ核実験」が行われたのでした。人

類史上初の核実験でした。使われたのはプルトニウムを詰

めた原爆。のちに長崎に投下されたものと同じ仕組みで、

長崎への投下のための実験でした。 

もう一つは 1979 年 7 月 16 日のこと。同じくアメリ

カのニューメキシコ州のナバホ・ネーションの中にあるウ

ラン精錬工場の汚染水ダムが決壊して、近くのプエルコ川

に流れ込みました。ダムにはウラン鉱滓(スラグ)と呼ばれ

るさまざまなウラン精錬過程で出る有害なゴミや、強酸の

薬剤などさまざまなものが混じっていました。 

 

どちらの事故も周辺の住民に多大な被害を及ぼしまし

た。とくに膨大な放射能を降らしたトリニティ実験では、

何も知らされなかったたくさんの住民が被曝し、のちにガ

ンをはじめさまざまな病が発症して、何人もの方が亡くな

られました。 

この事実が告げているのは、世界で初めて核爆発による

放射能の被曝被害を受けたのは、広島ではなくト

リニティサイト周辺の方たちだったということで

す。またウランによる被曝、ないし重金属としての

ウランからの被害は、先に世界各地でウランを掘

りだした地域～その多くが先住民族の住まう地で

した～で起こっていました。 

 

わたしたちはこの二つの 7 月 16 日からそれぞ

れ 75年、41年の今日、核の被害で苦しんできた

トリニティサイトの周辺や、ナバホ・ネーションの

方たちと、その痛み、苦しみ、悲しみ、家族や友人

知人への愛を少しでも分かち合いたいと、今日、こ

うしてこの事実をみなさんに知っていただくためのチラシ配りをすることにしました。 

あわせて、世界から核をなくすためのヒバクシャ国際署名を行っています。ぜひご協力

ください。 

2020年 7月 16日  京都「被爆 2世・3世の会」 

二つの 7 月 16 日を記憶するために 

―核なき未来をめざして― 

トリニティ核実験爆発の瞬間 

ウラン採掘・精錬事故に抗議する人々 

ニューメキシコ州 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:US_Locator_Blank.svg
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２０２０年０7 月１７日（金）例会の報告 

 

■ＺＯＯＭを使った例会 ４回目 

７月１７日（金）、７月度の例会を開催しました。今回もラボール京都の６階のやや広い円卓会議室で

行いました。今回もＺＯＯＭを使った例会です。会議室参加１３人、ＺＯＯＭ参加者６人の合計１９人

の会議でした。前回に引き続いて、川崎市在住の森川聖詩さんにもＺＯＯＭでゲスト参加していただき

ました。また取材途中の朝日新聞記者さんも傍聴参加されました。 

以下、話し合った内容を抜粋で報告します。 

 

■人種差別撤廃運動から植民地政策の歴史を見直す運動へ 

 毎回、前回例会以降の主な出来事を報告しています。今回は、アメリカの黒人差別撤廃運動をきっ

かけとして、欧米諸国の中でかっての植民地政策、黒人奴隷政策の誤りを指摘し、それを償う運動

が広がりつつことも報告で触れました。 

 それに関連にして例会では二つのことが追加報告されました。 

 一つは守田敏也さんから。昨年訪米した時に、ワシントン州ワシントン大学の博物館を見学す

る機会があった。その時「博物館と植民地主義」と言うテーマの展示がされていた。かっての

帝国主義時代、欧米の侵略者は様々な物を侵略先から強奪してきた。博物館こそ植民地主義の

先兵だった。今、それらを返還する運動が始まっていて、心の籠った展示だった。マーシャル

諸島もその一つだが、そこへ返還されるよりもアメリカの博物館の方が管理状態がいいので留

め置くようにと言われているらしい。また、展示物もマーシャル諸島の人たちだけは触れても

いいようにされている。 

私たちが忘れてはならないのは、マーシャル諸島やビキニでは戦後たくさんの核実験が行われ

たが、もともとそこは日本の植民地だったところ。言葉や食生活など今も日本の影響が少なか

らず残っている。私たちも道義的にも考え直して行くことが大切だ。 

 もう一つは米重節男さんから。ニューヨークの国連本部には、かっての奴隷船や黒人奴隷を表

した記念碑が設置されている。私が２０１５年４月のＮＰＴ再検討会議に行った時に見た。記

念碑の設置は２０１５年３月とされていた。植民地政策、奴隷政策を見直す議論がこの頃から

始まっていたのではないかと思う。 

〈米重節男さん提供の写真〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奴隷船の内部図 奴隷船内で横たわる人 
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■「健康調査アンケート」思い切ってとりくみを前進させよう 

 「健康調査アンケート」は現在回答者数が合計で１３人に止まっています。その中には他府県から

の回答者も４人含まれています。この運動を思い切って前進させるために、あらためて積極的にと

りくんでいくことを確認しました。 

 毎回実施していたアンケートからの実例紹介は、今回は準備できなかったのでお休み、次回に回す

ことにしました。 

 この間のとりくみで特徴的なことを紹介しあいました。 

 生まれつき化膿しやすい体質だったこと、２回も流産している人、生まれつき指に障害があり、

手術してリハビリの一環としてビアノを習い始め、今ピアニストになっている人等々様々な事

例に出逢っている。 

 電磁波に非常に敏感な体質でパソコンも打てないという人もあった。私たちもまだまだ知らな

いことが多い。 

 アンケートに答えたくても文字が書けない人もあった。聞き取りをしてアンケートに答えても

らうよう、神奈川県まで行ってくる。 

 今回のアンケートをやることで、多くの被爆２世が「自分だけの問題」として抱えていたこと

を社会的にオープンにしていくきっかけになっている。これは補償の問題にもつなげていく機

会にもなっていく。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞の普及と販売促進 

 被爆証言集『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの

心』＜上巻＞の取り扱いが７月２日（木）にス

タートしました。初日は１０人ほどの参加で、

献本と購入予約者への発送作業を行いました

（写真）。取り扱い開始から 1ヵ月近くになり

ますが、これまでに「２世・３世の会」の会員

とりくみだけで約４００冊の普及・販売に到

っています。 

 例会では会員のみなさんの取り組み状況、経験、これからの提案などを出し合い、話し合いました。

以下その抜粋報告です。 

 通販のサイトではかなりアップされているようだ。 

 Facebook、ブログでもアップして紹介してきた。 

 身近な人たちに話すと、率直に「価格が高い」と言われてしまっている。 

奴隷貿易の港銘板 奴隷貿易碑の銘板 
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 「この本は京都に住んでいる被爆者の人たちの体験集なんだ」と話すと、びっくりされて強い

関心を持たれる。（京都にそれだけ被爆者のみなさんがおられることが知られていない） 

 中国新聞、長崎新聞などのメディアにも、また諸団体・組織の会報詩などにも掲載してもらう

よう働きかけていこう。 

 ＴＲＣ（図書館流通センター）の新刊全点案内に掲載された。ＴＲＣで２００冊ぐらいは購入

されることになる。 

 各地の様々な図書館に是非置いて欲しい本だ。案内を強めていきたい。滋賀県多賀町図書館、

広島市立図書館、広島女学院大学図書館、京都市議会図書館などではす既に置かれることにな

っている。 

 南区にある吉祥院病院では、院内職員のグループで集団購入し、グループの一人ひとりがこの

本を読んで感想を出し合うとりくみが行われている。感想が全部そろったらその資料も寄せて

いただくことになっている。 

 「下巻はいつ発行されるのか？」という声も多い。 

 これまでに寄せられている本書の感想を紹介しました。感想文は７ページに掲載しています。 

 

■８月－平和のための活動計画 

 間もなく８月６日、９日の日を迎えます。今年、京都「被爆２世・３世の会」として以下の取り組

みを行うことを決定しました。 

 ８月６日（木）と９日（日）、核による犠牲者追悼のキャンドル・ビジル（追悼の祈り） 

 両日とも、午後７時～８時までの１時間 

 三条大橋にて 

 核によって犠牲になられた方々を追悼

し、被害を受けられた方々をお見舞いす

るキャンドル・ビジルです。 

 ピースウォーク京都のみなさとの共催で

す。 

 ８月６日（木）と９日（日）の夜は三条大

橋にお集まりください。 

 増田正昭さんの第３回被爆者・肖像画の個展 

 ８月６日（木）～９日（日）まで、時間は毎日正午から午後７時まで 

 会場はギャラリー３５（ミーコ）１０ページのチラシ参照 

 期間中の会場係にご協力下さい。 

 ＷＥＢ展示会（ライブ）も８月６日（木）午前１１時～正午開催されます。 

 その他、各団体や地域によって次のようなとりくみも催されます。 

 原爆犠牲者・世界の戦争犠牲者を追悼する第６２回京都平和の集い 

 ８月６日（木）午前８時～９時 

 檀王法林寺（左京区川端三条上ル） 

 平和の鐘を鳴らし、希望の灯を献灯し、犠牲者のための追悼法要 

 核兵器廃絶を願って、「ヒバクシャ国際署名」行動 

 ８月６日（木）午前１０時～１０時３０分、午後２時から２時３０分 

 ８月９日（日）午前１０時～１０時３０分、午後２時から２時３０分 
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 清水寺境内にて 

 京都教職員組合女性部のみなさんが毎月行っている行動に参加します。 

 ８月６日・９日は京都府内各地のお寺・教会で平和の

鐘をつく集い 

 乙訓地域では 7 つのお寺で３２回目となる「平和

の鐘」をつく集い 

 福知山市では市内１００のお寺と教会に「平和の

鐘」をつくとりくみの要請 

 京丹後市でも、８月６日（木）、９日（日）、１５日

（土）に「平和の鐘」をつくよう各寺院に申し入れ 

 その他 

 

■会員のみなさんの近況等報告

 「会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介」のページで紹介しています。 

 

■次回例会は８月２０日（木）です！ 

 『「放射線副読本」すっきり読み解きＢＯＯＫ』の学習会を行い

ます。 

 次回の例会は８月２０日(木)に行うよう決めました。時間は午後

６時３０分から 

 次回例会では上記の学習会を行います。 

お母さんたちが『放射線副読本』をどう受け止め、母親目線でど

う反対するのかをまとめられたとても分かり易い内容です。 

講師は守田敏也さん 

 

以上 

 

 

 

 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉に寄せられている感想(抜粋) 

２０２０年７月１７日（金）現在 

 

祝 教充さん 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』（上巻）受領しました。有難うございま

した。 

５２０頁を越える立派な本に感動しています。 

急ぎ頁を繰りました。裁判でお顔を拝見しているお方のお名前も分かりまし

た。 

大変な経験をしておられる中、お元気にご活躍されておられるみなさん方の

ことを知ることが出来嬉しく思います。 

その中で、私にとって一番忘れられないお方は小高さんのことでした。長谷
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川さんの「傍聴記」にも紹介されておられますが、あの法廷で、集会で、発言されておられた小高さん

が忘れることが出来ません。急ぎ拝読したいと思います。 

その他、多くの方々のお話しもしっかり読ませて頂きたいと思います。 

本当に素晴らしいご本です。下巻の出版も期待しております。 

コロナ禍の大変な情況ですが、お身体を大切にご活躍されますようお祈りいたします。 

あわせて会の益々のご発展をご祈願いたします。 

 

池村奈津子さん 

早速お送りいただきありがとうございました。 

会報と共にお送りいただいていましたので、読んでいたものなどもありますが、こうしてまとめられる

となかなかすごい証言集ですね。 

これだけインタビューをされるのも大変な労力だったことと思います。 

多くの人に発信し伝えていくための、とてもいい資料となると思います。 

ボチボチと読んで、京庫連平和文庫に置かせていただきます。 

今年は平和のための京都の戦争展が無くなりましたので、京庫連は以下の通り、別途展示を企画しまし

た。ここに、この証言集も置かせて頂こうと思っています。 

日時：８月４日から７日まで １０：００～１７：００ 

場所：ひとまち交流館１F展示コーナー 

タイトル：本が伝える「戦争と平和」展 ー 京庫連平和文庫からー  

 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

少し雨に濡れたレターパックから取り出したずっしりとした重量感のある本を手にしました。 

綺麗な折鶴と花垣さまが出版に寄せて詠まれたうたが素敵すぎて…！それだけでもう胸がいっぱいに

なりました。 

これから時間をかけて毎日読みすすむことになりそうです。そして私のなかにどんな想いが広がってい

くのか想像もつきません。大切な愛読書になるのは間違いなしです。亡き両親のこともいろいろ思い出

すことになるでしょう。 

本当におつかれさまでした。よくぞ出版してくださいました！「はじめに」にお書きになっている平さ

んはじめ出版に携わられた方々の心意気や使命感などをしっかり受け取りました。私も連なります。 

感想文は読了後に必ず書きます。取り急ぎ受け取ったお知らせまで。 

 

吉田廣子さん（掲載された被爆者） 

梅雨のさなか、コロナ禍もまだ続いています。平素は大変お世話になっております。さて「ヒロシマ・

ナガサキの心」とても嬉しく拝受しました。皆様の貴重な体験聞き取り語りの中にお仲間に入れて頂い

て感謝しております。 

 

庄田政江さん（「２世・３世の会）」会員) 

産経新聞（電子版）に好意的に紹介されて嬉しいですね。 

私はあえてジュンク堂に頼みました。 本の存在を少しでもアピールできるかなと・・・・ 

私は広島の知人や広島市の平和教育課にメールしたり、チラシを郵送したりして本を紹介しました。 

先日、平野図書館にチラシを置かせてもらえないか頼みに行きました。思っていた通り、大阪市のイベ

ント以外は置けないと言われました。 

でも、責任者の方が出てきてくれて、お話が出来ました。 
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私は「広島市の語り部伝承の勉強中で、被爆者関連の本を探しましたが、参考資料が少ないと 

思いました。 ５０人〜１００人もの体験をまとめた本は今までなかったし、今後もないかもしれませ

ん。 

私達は営利目的ではなく、図書館で購入してもらって多くの人に読み継いでもらいたい。」と感じたま

ま話しました。  

その方は「とても良い本ですね。大阪には２４の図書館があり、何冊かは購入できるでしょう。 

チラシを 1枚ください。」と。 興味を持って見てもらえて気分よく帰宅しました。 

関西は広島も近くて関心も高いのですが、東日本からは遠い感じがすると聞いたことがあります。 

東日本の図書館でも買ってもらいたいですね。 

 

三宅成恒さん 

読後の感想（まだ３分の２ですが）：「初めのうちは、被爆者であることを隠していた人たちが、多くの

人の励ましや勧めで次第に心を開き、被爆者であることを明かし、手帳を取得し、また手記を寄せ、こ

の一冊が完成した。この力が、一つひとつの積み重ねがあって、国連での核兵器禁止条約の採択に結実

したと思います。聞き語りを丁寧に文字を起こし、読む者に感動を与えてくれる。見事です。何処から

でも読めて読み易いです。（みやけしげのぶ、２０２０年７月１２日） 

 

寺迫育代さん（掲載された被爆者の長女さん） 

新型コロナウイルス感染のために大変な状況の中、無事に『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉

が発行されておめでとうございます。母が木村民子が少しばかりですがお役に立てて嬉しく思います。

わざわざ本を送って下さってありがとうございました。 

現在 母は介護サービス付き受託で生活しております。かなり認知症も進んできており、なんとか施設

での毎日の生活ができていますが、新しいことや自分にとって不都合なことはどんどん忘れていってい

ます。年を取っていくことの大変さを見ながら、いろいろと私自身も考えることが多々あります。 

まだまだ、新型コロナウイルス感染予防には気が抜けません。 

どうか京都「被爆２世・３世の会」の皆様も十分に気を付けられて過ごされますように。 

取り急ぎお礼まで。 

 

吉祥院病院 平和学習企画「被爆体験を語り継ぐ」週刊ブックレビューより 

あの日のリアルな広島 

「わあ、よう焼いてはるねえ」 

もう恐いとか恐ろしいなんて感覚はなかった。 

 戦争を知らない私たちですが、語られる出来事はあの日８月６日とそれなれのリアルな広島を教えて

くれます。好枝さんの言葉でありのままを優しく語られる中には感情はあまり書かれていません。 

しかし本当は多くの感情があっただろうなと、想像しては泣きそうになります。 

それでも力強く生き、私たちのためにあの日々を伝えて下さり、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。 

こんなに様々な視点からあの日々や、被爆者の方々を知ることができる本は他にはないのではないでし

ょうか？ 

二度と繰り返さないため、忘れないために、そして伝えていくために・・・・・ 

大切なすべての人に読んで欲しい一冊です。 
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増田 正昭 個 展 ご案内 
・・・被爆 75 年・・・・  
今のうちに残しておきたい、伝えておきたい被爆
の体験 
―「被爆者の肖像画で被爆体験を語り継ぐ 被爆 2 世の思いを込めて」の

第 3 弾― 
 

今年は、被爆 75 年の記念の年ですが、コロナのために毎年夏に行われている「戦争展」「反核平

和の小品展」など、新型コロナの関係で発表の場次々中止になっています、 

急ですが、8 月 6 日 (広島の日) ～9 日(長崎の日) にコロナ対策も考えながら「第３回増田正

昭個展」を開催します。 

 

今回は WEB 展示会(ライブ)も行います  

8 月 6 日 (木曜日)  11:00～12:00  (zoom ミーティングに参加できます) 

https://us02web.zoom.us/j/82221072505 

ミーティング ID: 822 2107 2505 

今年も被爆者と対話を重ねて・・被爆者生きざま肖像画で思いを受け継いでいきます。 

これからも絵を通して発信し、描き続けていきたいと思います。  ご高覧くだされば幸いです 

日時 8月 6日(木)～8月 9日(日) 
12時～19時 

場所 ギャラリー35 (ミーコ) 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７人目被爆者 

近藤 紘子さん 

１８人目被爆者 

斎藤 綾子さん 

被爆アオギリの木 

その２世の樹木 

https://us02web.zoom.us/j/82221072505
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核兵器禁止条約発効めざして 

 

フィジー、ボツワナが核兵器禁止条約批准 ４０ヵ国へ 

条約発効まであと１０ヵ国 
 

会報６月号発行以降に二つの国が核兵器禁止条約を批准しました。７月７日（火）に南太平洋の国フ

ィジーと、７月１６日（木）に南アフリカの国ボツワナです。これで条約批准国は４０ヶ国になりまし

た。条約は５０ヵ国が批准するとその９０日後かに発効します。２０２０年度中にも５０ヶ国に到達す

るのではないかと見通しされています。 

残念なのは日本政府がいまだに署名もせず、批准もせず、条約に背を向け続けていることです。 

今年８月の原水禁世界大会はインターネットを使ってオンラインで開催されます。その様子は世界か

ら、国内から誰でも幅広く視聴できることになります。より多くの人に核廃絶運動を広げていくチャン

スです。 

秋の国連総会、延期となっているＮＰＴ再検討会議に向けて、核廃絶をめざす各国政府、世界中の市

民運動と力を合わせて、大きな一歩を踏み出し、築いていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年７月２５現在 核兵器禁止条約批准国４０ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
フィジー 

キリバス 
クック諸島 

メキシコ 
ベリーズ 
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 

ボツワナ 

南アフリカ 
レソト 

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 

ナミビア 

フィジーの国旗 ボツワナの国旗 
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核兵器廃絶に向けて―ＮＰＴと核兵器禁止条約 

学生は何を感じて、どう受け止めたか 
大学生協関西北陸ブロック学生事務局学習会の感想文紹介 

６月６日（土）、大学生協関西北陸ブロック学生事務局の学習会に招かれて、「核兵器廃絶に向けて

―ＮＰＴと核兵器禁止条約」題したお話しをしました。ＺＯＯＭ学習会でしたが２０人ほどの参加

でした。 

当日参加された学生のみなさんの講演を聞いての感想文を紹介します。 

日頃接触することの少ない若い世代の人たちが、講演を聞いて何を感じ、どう受け止めたかを知る

機会です。 

 

 

●一番感じたこととしては、核兵器に関する歴史

って根深いなということです。大きな印象は広

島・長崎の原子爆弾がありましたが、それ以外に

も様々な国での核実験があって、そのことを今ま

でなんで知らなかったんだろうと深く感じまし

た。地球上では核実験がたくさん行われていて、

しかもそれは先住民族や少数民族の土地で行わ

れていることを知って、核問題ってとても広くて、

色々な問題がからんでいるんだと改めて思いま

した。 

私は今まで日本では核問題は忘れてはいけな

いけどあまり身近に感じられなかったり終わっ

たものだという印象でしたが、いまだに核兵器を

保有している国はたくさんあるし、怖いと感じて

いる人もたくさんいて、だからこそＮＰＴでみん

なで話合う必要が今でもあるんだ、ととても思い

ました。 

なかなか自分事として感じにくい問題ではある

かもしれないけど、国際問題として 1人 1人が意

識して、まずＮＰＴという言葉から広がっていけ

ばいいなと思いました。 

 

●この学習会を通して私が感じたことは、これま

で学校で学んできた平和学習は本当に平和学習

だったのかなということです。自分たちの住んで

いる国の過去を学んでいて、かなり一方的な視点

のみを学んでいるように感じ、それが本当に平和

学習といえるのかなと思いました。いろんな視点

で核や平和について考えるきっかけになり、よか

ったです。 

 

●核の問題については唯一の被爆国である日本

で生きている一人の市民として考えていかなく

てはならない問題だと思っている。これまでニュ

ースなどで大きな出来事は報道され、知ってきた

ものの核の現状を今回改めて学び知らないこと

が多いと感じた。こういった学びの機会がないと

核保有の現状や国際政治における核の立ち位置

などを知らないだけでなく、ＮＰＴ再検討会議に

ついても全く知らずに生きていたと思う。そう思

うと、今回学んだ者としてこれを広げていく責任

があると思うし、今後も学び、向き合い続けない

といけないと思った。 

 

●今回お話を聴いて、核保有するということにつ

いて核実験がおこなわれているという事実に初

めて気が付きました。よく考えてみれば、使用で

きる状態であるためには実験を行わなくてはい

けないので、今までそこまで考えが及んでいなか

ったと気が付きました。さらに、そうした実験は

旧植民地や先住民族の土地で行われてきている

ことにも驚きました。今まで日本に住んできて、

どうしても広島や長崎のことを考える機会が多

いですが、世界各地でこうした事実があることに

胸が痛くなりました。 

核の問題に限らず、こうした問題についてはま

ず「知る」ことが重要だと考えています。自分に

できることは、まずは自分が知ること・深く学ぶ

ことが大切だと思います。そこから、周囲に広め

たり考える機会を一緒につくっていったりする

ことができると思いました。 

 

●今は日本は戦争も無くて、若者は今の平和があ

たりまえだと思っていますが、それは過去の平和
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じゃない状態があってこその今の平和があるの

だなっていうことを感じました。また、今も実は

平和ではない部分もあって、核兵器を持った国々

がいることを改めて思い直すきっかけになりま

した。その中で今の日本はどういうことができる

か、または将来を担う若者がどう知り、どう行動

するのかが課題だなと思いました。 

今の現状をしっかりと把握することもこれか

ら生きていくには必要なことだと思うので、まず

は学生事務局としては知らせることを重要視し

たいと思います。また、知らせることでどう思っ

た？など感想を聞いて、同時にどう行動するかも

一緒に考えていきたいと思います。 

 

●地元が広島であるため、小学生の頃から平和の

教育は続けてきましたがまだまだ知らないこと

はたくさんあるなと感じました。ヒガイシャは広

島・長崎だけではないこともきちんと認識したの

は初めてだったように思います。またヒガイシャ

という目線からしか平和というものを捉えたこ

とがなかったので、なぜ「使いやすい核」を作ろ

うとする国が出てくるのか全く見当がつきませ

んでした。  

小学生のときに部落差別の授業をしたときに

友だちが「部落差別の存在を知っておくことが、

逆に部落差別を想起させてしまうから何もなか

ったことにしたほうが、過去は学ばないほうがい

いんじゃないか」と言っていたことを今だに覚え

ています。その時には自分の中で答えを出せずに

いましたが、やっぱりヒガイシャ側のことも、加

害者側のことも知ったうえで部落差別をするべ

きじゃない、核を使うべきじゃないと全ての人が

断言できないと平和なんて来ないのだと改めて

思いました。  

核のヒガイシャからの目線しか知らない私は

いつかふとした瞬間に加害者側になるかもしれ

ないということを心に留めておくべきだなと改

めて思いました。 

これからは核を体験したことのある人がいらっ

しゃらなくなる時代を生きていく者として、ヒガ

イシャ目線も加害者目線も忘れないように日々

のニュースなどを見ていこうと思います。 

 

●核の話が中心だったが、核に関しては単にそれ

を廃絶しようという話ではなく、一人ひとりが考

えて、廃絶すべきなのか、平和のために必要なの

か等々自身の意見を持つことに価値があると思

う。平和について、核について一人ひとりが考え

るきっかけを作れるような働きかけをしていき

たい。また、平和に関しては自分自身も意見をし

っかりと持つ必要があると思う。今回のような学

習会等を通して、自身の学びも積極的に深めてい

きたいと考えた。 

 

●今回の学習会でいろいろな考えが広がったと

いうか更にみんなで一緒に考えていきたいなと

いう気持ちが芽生えてきました。今現在も世界中

に核兵器があるし、実験が行われているというの

が一番モヤモヤしたというかなんで？？？？っ

ていう気持ちに学習会が終わってからなってし

まいました。実験を今現在している人はどういう

気持ちで行っているのかなとかそんなに数持っ

ててなんの意味があるん？？とかいろいろ疑問

がわいてきました。 

 学生事務局としては先ずは知るということが

この問題では一番大事ではないのかなと思って

います。今回の部会で他の大学生よりは多くのこ

とを知れたと思いますし、この学習会で興味が出

てきたのでこういうニュースとか話題が目に付

いたら自分から知りにいくと思います。その知っ

た状態から一歩踏み出していくためにはその情

報を誰かと一緒に話して考えを深めていったり

情報を発信していけると周りにも考えであった

りきっかけを作っていけるのではないのかなと

思っています！！ 

 

●ＮＰＴと核兵器禁止条約について詳しく学ぶ

ことができてよかった。ニュースなどで断片的に

知ることはできているが、具体的な内容について

は知らなかったのでいい学びになりました。最近

考える平和は核兵器がない社会というよりは、人

種差別がなく人々が平等に暮らすことができる

社会を平和と考えるようになってきている。が、

自分の考える平和と核兵器がない社会の平和が

どこかでつながっていると考えられるので自分

の言葉で話すことができるようにこれからも考



京都「被爆２世・３世の会」会報№９３   ２０２０年７月２５日 

１４ 

えていきたい。 

 

●核兵器の根絶のためには核兵器を禁止しない

といけなくて、不拡散条約ではあまり意味がない

のではと思っていたが、核兵器に依存している国

への圧力にはなっていて、核軍縮につながってい

るということが分かった。ひきつづき圧力をかけ

ることが大事でそのために現在どのような話が

進んでいるかを知り、そして参加できるものに関

しては声を上げて参加することが大切だと思っ

た。  

また、学生事務局として担当会員に知ったこと

を伝え、今度は担当会員の学生委員会が知って組

合員に伝えればさらに広がると思った。またヒバ

クシャ国際署名は大阪・兵庫・和歌山エリアでの

回答数がかなり少なく、これにはただ署名してい

ないのではなく、そもそも存在をしらないという

ことが一因だと考えられるのでこれもまた伝え

ることで広がればいいなと思った。 

 

●純粋な感想として、各国が保有している／して

いたと考えられる核の量・威力がとてつもなく大

きなものだと感じました。また、すでに世界では

小国であってもその首相が、会議の最前線に立っ

ていることに、今後の希望を見たように思いまし

た。 

 核に限らずどんなものでもそうだと思います

が、使用者の意図や心の在り方こそが重要なので

はないか、と思います。核も実際、安全に運用す

れば便利なものです。戦争などの行為に用いない

という、人々自身の強い意志が試されているよう

に思います。 

 

●社会に生きる一人の人間として、周りの人たち

と一緒に考えて、行動していくことがすごく大事

だと思えた学習会でした。また、小学生などで習

ったことであっても、今改めて知るとまた違った

感情が湧いてきますし、そういう経験ができる場

を増やす、ということは大事だなと感じました。

自分は平和担当なので、そういった経験ができる

場を増やすこと、知ることから行動することにみ

んなでつなげていきたいと感じました。 

 

●自分は社会的課題の担当として核について考

えてきたつもりになっていましたが、まだまだ学

ぶことはたくさんあるなと思いました。日本は世

界で唯一の被爆国と言いながらもアメリカの核

によって平和が保たれているという見方もあり、

一つの視点だけでは判断できないなというのが

率直な感想です。大学生協としてできることは、

持続可能な社会（みんなが平和な社会）にするこ

とが大事だと思っています。そのために多くの組

合員が今の現状について知り、じぶんなりの考え

を持つことが大切だなと思います。私たち学生事

務局はこの事実を発信することが大切だと考え

ました。 

 

●長崎と広島の原爆関連の施設には行ったこと

があり、祖父母からもよく戦争の時の話を聞いて

いました。ですが、２世・３世の方からのお話を

うかがう機会が今までなく、今回新たな目線から

の貴重な学びの機会になりました。 

 「核兵器・戦争＝悪であり危険」という認識は

持っているものの、実際に経験していないことそ

れも絶対にそうなってほしくないことを自分事

として積極的に考えるというのはやはり難しく、

このように同世代とともに学ぶ機会が必要だと

感じました。学生委員として「平和」について考

えているときにいつも思うのは、「平和なときに

は平和について考えたり実感したりするのは難

しく、平和でなくなったときにはじめて平和を実

感する」ということです。戦争や核兵器の被害を

経験することはもちろんできませんが、ご存命の

当事者の方や詳しいお話をご存じの２世・３世の

方にお話を伺うことで、想像力を働かせて平和で

ない状況をイメージすることはできるのかもし

れません。第 2 次世界大戦から長い月日がたち、

戦時中を生き抜いた方も少なくなっています。い

まの若い世代が関心を持ち、積極的に平和を呼び

掛ける必要があると思いました。 

 

●核兵器のことも戦争のことも、今まで何度も聞

いたことのある話だと思っていましたが、ここま

で詳しい知識はなく、自分の無知さに気が付きま

した。私は広島出身で、今まで平和教育も受けて

きましたが、やはりどこか他人事で、自分事にお
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としこむことの難しさを感じました。話を聞いた

直後は、自分たち自身でこれから考えていかない

といけないと思えるのですが、その気持ちを持続

させることが私の中では課題です。だからこそ、

定期的にこのような平和について考えることは

重要だなと改めて感じました。核兵器や戦争につ

いてだけじゃなくて、身近な平和について日々の

生活の中で考えることができれば、いざこういう

ことを考えるというときにも、その思考ができる

のかなと考えました。 

 本題とは離れるかもしれませんが、核兵器は危

険性があり、人体にとてつもない影響を及ぼすと

いうことは核を作っている人も知っているので

はないかと思うのですが、どういう思いでそれを

作っているのだろうと気になりました。話の中に

あった、日本では原爆は絶対に悪だと思われてい

るけども、海外ではそういう認識ではないだとか、

むしろその核があることで平和につながってい

るという考え方なのかもしれないと思うと、世界

全体にとっての平和ってなんなんだろうと、ゴー

ルはないけど考えないといけないと感じました。 

 

●広島や長崎に原爆が落ちたという話はほとん

どの人が知っていることで、私たちが小さいとき

から学校とかでは習ったり修学旅行に行ったり

していました。けど、修学旅行などで行かないと

現地で起きたことなどは知ることはなかったし、

実際そういう学生はいまでもたくさんいると思

います。学生委員に入って、そして学生事務局に

なったからここまで平和について考えることも

あるので、よく言われるかもしれませんが、みん

なが自分事として考えることができるように工

夫して発信していけるといいなと思いました。 

 

●平和を伝えていく立場の年代であるというの

と、1 組合員・学生事務局として平和を目指して

いる一人であるのでとても考えさせられる内容

でした。核兵器の問題は知っているようでまだま

だ知らないことが多く興味を持ち続けながら学

んでいく必要があると感じました。被爆国である

日本からどのような平和の議論が生みことがで

きるかは大切にしたいです。 

平和ではない状態は平和を考えることができ

ない状況だと私は今回の学習会を通じて考えま

した。今、こうやって平和に対して考えみんなで

平和について取り組んでいこう！という動きは

本当にうれしいことだと思いした。また、私は将

来教員の道を目指しています。1 人の教員として

今回学んだことや感じたことをしっかりと伝え

残していく立場になろうと思います。 

ありがとうございました。 

 

●この学習会の最後に話していただいた私たち

の課題が印象に残っています。特に、日常的に「民

主主義・法の支配・非人道性」の３つの力を語ら

れているようにしなくちゃというところです。こ

のようなお話を聞いた時には必ず自分の心に残

るのですが、それを日常的に想い続けるのがとて

も難しいと思います。それは推進するときも同じ

かなと考えています。だからこそ、このような学

べる回数を増やして、必然的に日常的な意識の中

に平和を組み込むことが出来るかなと思います。 

 

●最近、昨今のコロナの情勢もありますが、隣国

の動きだったり近年の飛翔体発射などのニュー

スを見聞きして、自分はいつ死ぬかわからない、

いつ死んでもおかしくないなと考えるような世

の中だなと感じております。それは決して平和な

世の中ではないなと思っています。 

 学習会いただいた中で主にお話しいただいた

核兵器の話は、その一端を担っており、その一端

の中でも大きな課題の一つだなと感じています。 

 学習会の中でたくさんお話しいただいたよう

な、運動がたくさん行われているにも関わらず世

界ではあまり核軍縮に向けて大きな動きがない

なと感じているのは本音のところです。そこで感

じているのが、私自身が大学生協に関わりを持つ

前に「運動（体）」に対してあまりいい印象を持っ

ていなかった過去があるため、世の中的にもそう

だったりあまり興味関心を持っていないような

人が多いのではないかということです。 

 学生常勤として、この学習会の話に限った話で

はないかもしれませんが単に運動を起こすので

はなく「本質を伝え続ける」ということはしっか

り意識をしないといけないなと改めて認識をし

ました。
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  ７月１７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。 

 

■ＵＤトークの紹介 

倉本史陽さん（右京区） 

ＵＤトークというスマホアプリの話題が広が

っています。これは音声を認識しながら文字に変

換していく機能のアプリです。元々は視聴覚障害

者とコミュニケーションをとるために開発され

たものですが、今や一般にも広がって多方面で活

用され始めているようです。無料アプリです。私

たちの「会」での音声からの文字起こし作業にも

有効なものだと思います。 

 

■宮本ゆきさんの著書『なぜ原爆が悪ではない

のか』 

石角敏明さん（長岡京市) 

京都「被爆２世・３世の会」会員の宮本ゆきさ

んの著書が出版されます。書名は『なぜ原爆が悪

ではないのか―アメリカの核意識』（岩波書店）で

す。７月２９日発売開始です。一緒に勉強してい

きましょう。 

 

■イノセント・ピープル～原爆を作った男たち

の６５年～ 

小林孝企さん（宇治市) 

核兵器開発のマンハッタン計画、トリニティサ

イト核実験のことなどから、「イノセント・ピー

プル～原爆を作った男たちの６５年～」という舞

台演劇のことを思い出します。第二次世界大戦中。

アメリカ、ニューメキシコ州のロスアラモス研究

所。原子爆弾開発・製造を目的としたマンハッタ

ン計画のため、科学者や

技術者が集められまし

た。その中の５人の若者

たちもメンバーとして開

発に従事し、ヒロシマ・

ナガサキに落とされた２

発の原子爆弾を作り上げ

ます。「アメリカの英雄」

と称された彼らが歩んだ

戦後の６５年間を描いた

ものです。 

渡辺源四郎商店という劇団が上演しているも

ので、脚本は畑澤聖悟。日本人が史実に基づいて

アメリカの青年を描いたものですが、詳細な調

査・研究の上に描かれたものです。みなさんにも

台本を紹介したいと思います。 

 

■黒岩晴子先生の『被爆者を援助し続ける医療

ソーシャルワーカーたち』から論文作成 

田尾まゆみさん（木津川市) 

論文作成のために、佛

教大学の黒岩晴子先生の

書かれた『被爆者を援助

し続ける医療ソーシャル

ワーカーたち』（本の泉

社）という本を読み始め

ています。原爆被害につ

いて、特に被爆者の健康

問題について深めたいと

思っています。 

 

■学校現場は今すごくやばい！ 

掘 照美さん（上京区) 

学校授業が再開となって、子どもたちの半数ず

つが登校していた時はよかったけど、全員いっせ

い登校となってからは教室は「密」でいっぱい。

１クラス３０人以上の教室で、1 ㍍や 2 ㍍間隔を

空けるソーシャルディスタンスなんてとてもで

きるわけがありません。それでなくても子どもた

ちは密着しあうことが大好きなのに。給食が一番

大変です。一年生たちには先生が一人ひとりに食

事を配っている状態です。早く一クラス２０人学

級にして、先生も増やさなければ。 

私の勤務している修学院小学校では毎年６年

生が広島に修学旅行に行っていましたけど、今年

はコロナのために難しくなっています。どうする

か今検討中です。 

 

■９月２日（水）安保法制違憲訴訟の弁論期日 

西村八郎さん(南区) 

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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安保法制違憲訴訟・京都の次の弁論期日は９月２

日（水）です。原告になっていない人もたくさん

傍聴に来てください。午後３時から京都地裁。 

 

■「核兵器禁止条約批准を求める」議会請願に

意見陳述 

加百智津子さん 

（岡山県総社市／岡山「被爆２世・３世の会」） 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』、これから、

追々、市立図書館へのリクエストや諸々の団体に

普及するお手伝いをさせていただきます。 

さて、核兵器禁止条約への批准国が３８か国に

なり、締結まであと一歩になりました。岡山県で

はこの署名が始まった２０１６年から岡山県原

水協が中心で県内２７自治体（県を含めると２８）

に請願 

陳情を続けてきており、これまで１７自治体で採

択されていました。このほど 6月議会で、かつて

「不採択」をした、１０自治体に改めて請願を行

いました。今回は県被爆者会会長と岡山「被爆２

世・３世の会」加百の連名で請願しました。県被

爆者会会長が請願人を受けてくださるとは、これ

までの経過を振り返るとまず望めないのではな

いかと思っていましたが、新しく会長になられた

方が良識をもち動いてくださいました。本当に嬉

しいことでした！ 

私は２自治体の６月議会総務文教委員会で意

見陳述を行ない、趣旨採択と継続審議という結果

でしたが、これまで不採択としてきた自治体の態

度が一歩前進したことに力を得ました。質疑では、

やはり自民党の重鎮とおぼしきおじさん（失礼か

な？）議員から想定通り、アメリカに守られてい

るだの、北朝鮮からの核攻撃に備えるために核抑

止力は必要だの、と質問がありました。それに対

して私は、「日本政府は批准しない理由を、日本は

アメリカの核の傘のもとでこそ守られる、核兵器

は安全保障にとって必要だと言っている。また、

そのように信じている人が少なからずおられる

ことも知っている。しかし、私はそれは違うと思

う。平和のために核兵器が必要であるというなら

ば、すべての国が核兵器を持つべきだということ

にならないでしょうか？広島と長崎の惨状に思

いを致し、市民を守る立場で市議会として勇気を

持ち心ある判断で核廃絶の方向に舵を切ってい

ただきたい。」とやんわりと返しました。 

陳述では、母の被爆体験、２世として思いなど

も述べました。陳述時間はわずか５分でした。 

会報９１，９２に紹介された「私の健康履歴」

には、書かれた方の勇気と決意がつたわり、よく

ぞ書いてくださった･･･と頭が下がります。書か

れた方の履歴に自分のそれがずいぶん重なるこ

とにも驚きました。自分の健康問題、人格形成に、

被爆２世として育ったことも影響しているかも

しれないなあ～と、自分自身についていろいろと

考えました。そして、このような“書いてみる”

作業の持つ力を感じました。岡山「被爆２世・３

世の会」でも会員全員と身近な 2 世・3 世に調査

アンケートに参加していただく活動の取り組み

をすすめていく準備をしているところです。 

 

■４ヶ月ぶりの帰郷 

平 信行さん（南区） 

コロナ禍のために自粛していましたが４ヶ月

ぶりに帰郷してきました。実家家屋に風を入れる

ためと、周辺やお墓まわりの草刈りなどが目的で

した。間もなく母親の初盆を迎えるのでその準備

のようなものです。長雨で実家周辺の草は人の背

丈ほど伸びていました。２日かけてなんとか除草。

本当はシルバー人材センターなどにお願いして

いるのですが、人出不足と長雨の影響で仕事が詰

まりなかなか順番が回ってきません。 

田舎の夏は草との闘いです。 
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■ 戦争は女の顔をしていない    スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

意味深い書名である、「女の顔」をしていない「戦争」に女性が参戦するの

である。その体験をインタビューし「活字」にし、それを読む。しかし文章を

読むことで「語り部」の気持ち・感情を知ることが本当に知ることができるだ

ろうか？と本書を読むまで疑問に感じなかった。本書は「コミック版」も発行

されており、読まれた方もおいでになるだろう。５００人以上、当時の「ソ連」

の従軍女性の生の声を編集した内容である。看護婦や軍医としてのみならず、

「兵士」として武器を手にして戦った、そして「戦後」に受けた仕打ち、それ

は「予想」だにしなかったことだった。なかなか自分たちの経験を語ってくれ

ることは困難を極めたという、我々が想像すら出来ないことを経験された人

は「自分の経験を他人に話す」ということ自体が困難なのかもしれない。戦争・

戦場で男以上の苦しみを体験されたが、復員後は別の戦いが待っていた、とい

う。その困難を乗り越えて話されたことだが、「本」にするにも困難が待ち受け

ていた、という。体制・指導部が変わり、「表」に出すことが可能になったとい

う。語り部の「息遣い・思い」が少しでも理解できればと思うが、私の力量では難しかった。著者、と

いうかインタビュアーは「ノーベル文学賞」を受賞しているが、本書は著者の執筆日誌によれば１９７

８年から１９８５年に書かれたことになっている。永く日の目を見なかった「女たちの戦争の物語」で

ある。 

 

 

■ 土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ   中西友子 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

発行年が「７年以上」前で・「ＮＨＫ出版」で、「調査データ」も古く、内容

的には「？」という意識を抱きかねないが、表題の「土壌」は何百年もかかり

農業従事者が作りあげたもので、「除染」という名目で「表面土を削りとる」と

いうだけで問題が解決するのではない。現地の大量の「フレコンパック」の処

理問題も、狭い分野でとらえるのではなく、もっともっと深い問題である、と

知ると共に、農業をいとも簡単に破壊する「原発事故」の怖さを知りました。 

著者は「放射能汚染」の全貌を把握するには「１０年単位」の調査が必要と

指摘し、放射能の人体への影響評価は、あらゆる分野の研究者を総動員して対

応すべきと提言する。この姿勢は一貫して貫かれており、本書に紹介されてい

るのは事故後、著者達が集約したデータだけが記載されており、その影響につ

いては殆ど触れられていない。放射能の影響がはっきりしないが、「原発事故」

でもたらされた被害については厳しく糾弾する。 

「汚染」の実態も「農作物」から「「果樹」「家畜」そして「海洋」まで広く紹

介されている。「汚染水」の処理問題がクローズアップされているが、海水の循環経路を知れば、海への

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

岩波現代文庫 

１，５４０円＋税 

ＮＨＫブックス 

９５０円＋税 
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投棄が「怖く・恐ろしく」なってくる。そして、「原発事故」は、「稲作」をすることによって作りあげ

てきた「地域」を破壊した、と指摘する。掲載されている「データ」を読み込むことが苦手な人でも「土

壌」の持つ意義、そしてそれを破壊することの「罪」の重さを知ってほしいし、原発事故が起こした「犯

罪」を知ってほしい。こんな事故をおこす「原発」を一刻も早く「停止」させ「廃炉」するために。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼アメリカの黒人差別撤廃を

求める運動はヨーロッパ等に

も広がり、世界的な運動になりつ

つあります。運動はさらに今日の差別

問題に止まらず、１７世紀に始まる帝国主義国に

よる植民地政策、奴隷制度の歴史的見直しにまで

進みつつあります。この動きが大きなうねりとな

っていくことを期待します。▼植民地政策を考え

る時、戦後の２，０００回数以上にのぼる大気中

核実験がどこで行われたかも問われなければな

らないと思います。ほとんどが、かっての植民地

で、先住民族や少数民族の居住地で行われました。

マーシャル諸島、ポリネシア諸島、オーストラリ

アのアボリジニ居住地、アメリカ・ニューメキシ

コ州、サハラ砂漠、中国の辺境地、旧ソ連領セミ

パラチンスク等々です。各地で膨大な数の犠牲者

を生み出し、今なお多数の人々が苦しみ、被害は

世代を超えて続いています。植民地政策と奴隷制

度の評価の見直しは地球上の核実験被害の実態

と責任を明らかにするところまで至らなければ

ならないでしょう。そのために私たちの活動も、

世界の核被害者と手を取り合って進めることを

より本格的に追及することが必要です。（平） 

編集後記 

■レストハウス装い新た 被爆前の市街も紹介 平和公園２年半 

 ぶり再開 

平和記念公園（広島市中区）の被爆建物レストハウスが１日、改修を終えて 

約２年半ぶりにオープンした。国内外から広島市を訪れる人を迎え、原爆被害を 

伝える新たな施設として再出発した。新型コロナウイルスの影響で観光客はまだ少ない中、市民たち

が装いを新たにしたレストハウスの姿を確認に訪れた。 

新型コロナの感染予防で地上３階、地下１階建ての建物の各フロアに消毒液を設置。接客を伴う売

店や喫茶コーナーのカウンターには透明の仕切りを置いた。密集を避けるため、混み合った場合の一

時的な入場制限も検討しているという。 

現在は平和記念公園となった旧中島地区の被爆前の姿を紹介する３階展示室では、市民が熱心に

見学していた。公園でボランティアガイドをしている加藤睦治さん（７４）＝南区＝は「よくこれだ

けの資料が残っていた。ガイドに役立ちそう」と、戦前の街並みを伝える写真や動画に見入った。 

レストハウスは１９２９年に大正屋呉服店として建設された。市は２０１８年２月から休館し、改

修で外観を当初の姿に近づけたほか、内部に観光案内や売店、喫茶・休憩ホールを整備した。被爆時

に近い状態で残る地下室を生かして、建物の被爆の歴史を伝える展示も整えた。開館時間は原則、午

前８時半～午後６時。                   （２０２０年７月２日 中国新聞） 
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２０ 

２0２０年８月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

８ １ 土  

 2 日 原水禁世界大会国際会議（オンライン） 

 ３ 月  

 ４ 火

曜 

 

 ５ 水  

 ６ 木 

広島原爆投下の日、広島平和記念式典 

原水禁世界大会・広島デー（オンライン）10 時 

「平和の波」ヒバクシャ署名（１０時、１４時・清水寺） 

犠牲者追悼キャンドル・ビジル（１９時・三条大橋） 

 

 

７ 金 キンカン行動 

 ８ 土  

 

 

 

 

９ 日 

長崎原爆投下の日、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典 

原水禁世界大会・長崎デー（オンライン）10 時 

「平和の波」ヒバクシャ署名（１０時、１４時・清水寺） 

犠牲者追悼キャンドル・ビジル（１９時・三条大橋） 

 １０ 月  

 １１ 火

曜 

山の日 

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土 「終戦」記念日 

 

 

１６ 日 五山送り火 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・。市役所前） 

 ２０ 木 京都「被爆２世・3 世の会」例会（１８時 30 分・ラポール京都） 

 ２１ 金 キンカン行動 

 ２２ 土 ノーモア・ヒバクシャ訴訟完全勝利をめざすつどい（１４時・大阪社福会館） 

 ２３ 日 シベリアデー（スターリンが強制抑留秘密指令を発したとされる日） 

 ２４ 月  

 ２５ 火  

 ２６ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審第６民事部弁論（１３時３０分・大阪高裁） 

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 


