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コロナ禍を乗り越えて 

新型コロナ感染拡大防止のため、今年の原水禁世界大会はすべてオンラインで開催されました。この

ため多くの人が京都の地に止まり、多彩な取り組みが繰り広げられました。以下、活動模様のスケッチ

レポートです。 

 

■オンライン世界大会の視聴 

 オンラインで行われる世界大会をみんなで視聴

しようと、視聴会を全体で延べ１０ヵ所儲け、

約９０人の人たちが参加しました。 

 以下参加者からの感想です。（抜粋） 

オンラインの世界大会だと気軽に参加できるの

がいい。 

世界の核廃絶運動の第一線で活動される人たち

の発言を居ながらにして聞くことができるこ

とは素晴らしい。 

オンラインのおかげで初めて世界大会に参加

することができた、数年ぶりに参加した。 

コロナ禍の下での世界大会開催の大変さを思う

とともに、世界からたくさんの人が参加する大

会にこの上ない力強さを感じた。 

オンライン開催によって今後の発展の可能性を

感じる。 

■原爆犠牲者・戦争犠牲者を追悼する第６２回京都平和

の集い 

 毎年、東山区の檀王法林寺にて催されている法

要です。 

 今年は３０人の参加で開催されました。。 

■炎天下の清水寺６・９行動（ヒバクシャ国際署名） 

 ８月６日（木）と９日（日）の午前、午後、京教

組女性部のとりくみに合流して行われました。

いつもは１時間単位での行動ですが、猛暑を考

慮して各３０分ずつの行動でした。 

 めっきり少なくなった清水寺の外国人観光客。

それでも２日間合計で１９０筆の署名が集めら

れました。 

■原爆と核の犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル 

８月６日～９日「平和の波」行動 
多彩なとりくみが繰り広げられました 

東山区・良恩寺での視聴会 

ラボール京都での視聴会 
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 ８月６日（木）と９日（日）の夜 7時から８時ま

で、三条大橋で原爆と核の犠牲者をと追悼する

キャンドル・ビジルを行いました。 

 ろうそくの火を灯して、静かに犠牲者を追悼し、

祈りを捧げました。 

 ６日（木）は４０人、９日（日）は７０人の参加

でした。 

■各地で平和の鐘をつくつどい 

 京都府内各地でお寺や教会のご協力を得て、「平

和の鐘をつくつどい」が行われました。 

 乙訓地域では７ヶ寺で２７０人の参加。福知山

市、京丹後市でも開催。 

 上京区の本久寺でも８０人の参加で催されまし

た。 

■スタンディング宣伝と「ヒバクシャ国際署名」 

 ８月６日（木）と９日（日）には各地でも宣伝と

署名行動がとりくまれました。 

 右京原水協は西院で、舞鶴市はらぽーる前と保

健所前で、亀岡市（西友前）、八幡市（市役所前）

でも。 

■増田正明さんの絵画作品個展「今のうちに残しておきた

い、伝えておきたい被爆の体験」 

 「平和の波」行動期間に合わせて、増田さんの被

爆者の肖像画をメインにした個展が開催されま

した。（中京区二条釜座通上る ギャラリー３５

にて） 

 期間中の来場者数は約７０人でした。 

■その他、地域毎の様々なとりくみ 

 その他にも各地域毎に様々なとりくみが行われ

ました。 

 上京区では地域のみなさんの力を合わせて「原爆

展」が開催されました。 

 新婦人のみなさんは全地域でピース班会

を行い、平和と核廃絶に向けた学習を深

めてきました。 

■黙祷 

 京都民医連中央病院では８月６日(木)正

午に、職員のみなさんにも、患者さんに

もよびかけて、黙祷が捧げられました。  

 

長岡京市・西山浄土宗本山光明寺にて 

三条大橋でのキャンドル・ビジル 



京都「被爆２世・３世の会」会報№９４   ２０２０年８月２５日 

４ 

「黒い雨」訴訟 国・広島県・広島市による控訴に断固抗議します！ 

控訴を撤回し、原告全員に被爆者認定を！ 
 

２０２０年８月２１日 

京都原水爆被災者懇談会 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

７月２９日(水)、原爆投下後の「黒い雨」による放射能被害の認定を求める８４人の原告に対し

広島地裁は全員勝訴の判決を下しました。これに対して国は、「判決は科学的知見が十分とはいえ

ない」などという言いがかりのような口実で、広島市と県に控訴を強い、８月１２日(水)、市と県、

および国はそれぞれ控訴しました。 

記者会見で松井市長は、国の側が今後、「援護区域の拡大も視野に検討」する方針を示したことで

少しでも被害を受けた方の状態が改善される可能性が出てきたことを、国の控訴要請を受け入れた

理由としています。「毒杯を飲む」ようなものではあるけれども、権利が拡大される実をとることを

理由としています。 

しかし、国が定めた「黒い雨」の降雨地域が、実際に被害を受けた住民の証言に照らしても、ま

た１０年前広島市の行った３．７万人規模の市民対象調査に照らしても極度に狭いことは、今日初

めて分かったことではなく、従来から明らかにされていたことです。にもかかわらず一審を否定し

て控訴することは、被害の範囲をできるだけ狭いものに固定しようとしている国の意向に沿ったも

のであり、欺瞞に満ちたものでしかなく、黒い雨被害者に対する裏切りと言わざるを得ません。 

日本政府はこれまで一貫して、原爆被害を過少に見積もり、補償・援護に消極的姿勢をとり続け

てきました。放射能被害の及んだ地域を狭く設定し、残留放射能の影響日数を短く切り、内部被曝

の影響は一切ないものとしてきました。しかしこれらは被害者が実際に体験してきたこと、実際に

発症してきた疾病などに照らして、まったくそぐわない、事実に背くものでした。２００３年以来

今日に至るまで積み重ねられてきた原爆症認定訴訟では、国の態度は国民的な批判も受け、司法判

断は国の認定基準の誤りを断罪し、被爆者の勝訴率は９０％にも及んでいます。 

住民や広島県・広島市の求めてきた「黒い雨」被害地域の拡大に対して、厚労省は有識者検討会

議を設け、その検討会議は２０１２年、「地域拡大は困難」との報告書を出しました。しかしこの

時、検討会議メンバーの誰一人として現地調査に入った人はありませんでした。また検討会議から

聞き取り調査を受けた現地住民も一人もいませんでした。被害者に向き合うことなく、耳を傾ける

ことも一切なく、すべて机上の論理、空論で片付けられてきた、これが厚労省の言う「科学的知見」

の実態です。 

これらは放射線被曝の被害をできるだけ小さなものに見せかけることで、核戦略を維持しようと

してきたアメリカ政府の意向にも沿うものであり、被爆した人々、被害を受けた人々を、米日両政

府と共に踏みにじる行為です。 

「黒い雨」訴訟は提訴以来５年の年月を費やしてやっと地裁判決に至りました。原告の被害者の

みなさんは全員高齢です。判決を聞くことも出来ずに他界された原告は１２人にもなります。この

上控訴してさらに数年の時間をかけることは、“原告（被害者）が他界するのを待つ”行為に等し

く、人道上も決して許されることではありません。 

私たちは、あらためて政府と広島市・広島県に対し、控訴を取り下げ、地裁判決を受け入れ、原

告全員に被爆者健康手帳を交付すること、また、依然として訴訟の続いている原爆症認定問題を含

め、高齢化する被爆者に対して、被爆の実態に即した補償と救済の措置をとるよう強く要求します。 

以上 
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２０２０年０８月２０日（木）例会の報告 

 

■今回もＺＯＯＭを使って開催（５回目） 

８月２０日（木）、８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、合わせてＺＯＯＭも使った例会です。会議室

参加１２人、ＺＯＯＭ参加者４人の合計１６人の

会議でした。 

以下、話し合った内容を抜粋で報告します。 

 

■新入会会員の紹介 

新しく入会された畠山進さん、松川直弘さん、

垣内玲子さんの３人からそれぞれ自己紹介をして

いただきました。 

 

■学習会『小学生のためだけじゃない放射線副

読本～すっきり読み解きＢＯＯＫ』 

今回の例会の前半は、「にょきにょきプロジェ

クト」によって編集・発行されたこのＢＯＯＫについて、プロジェク

トの中心メンバーでもある守田敏也さんからお話しいただき、みん

なで学習会しました。 

小学生の副読本を通じて広げられようとしている「放射能の被害

をできるだけ小さく、少なく見せようとする」文部科学省の意図を、

分かり易く丁寧な編集、表現で暴き、問題点の指摘、放射線の実態を

解き明かされたＢＯＯＫです。文科省の「副読本」は何も書かないこ

とによって放射線の恐さを隠そうとしている箇所が随所にある、と

いう指摘が特に印象的でした。 

会員のみなさんにも、このＢＯＯＫを是非読まれることをお薦め

します。 

 

■「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２５人です。（目標は少なくとも１００人） 

京都の「会」が集めた回答数は１２人ですが、その他にも神奈川９人、静岡２人、高松市２人と、

他府県のみなさんにもご協力いただいています。 

この運動をさらに前進させるために、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、木全満知子さん、庄田政江さんのお二人

にお願いしました。（きまたさんは例会欠席のため代読紹介） 

 実例紹介の内容は６～８ページの「私の健康履歴」をご覧ください。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞の普及と販売促進 

 ７月にスタートした『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞の普及活動。８月２０日現在、
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「２世・３世の会」や被爆者懇談会のみなさんのとりくみによる普及が６００冊（一部献本含む）、

かもがわ出版による流通出荷が３００冊、合わせて９００冊となっています。（作成数１３００冊）

取り組み開始から２ヶ月、予定を超えて好調な普及状況となっています。 

 多くのメディアでも取り扱われ、社会的な広がりも見せてきました。報道されたメディアは、毎日

新聞、産経新聞、中國新聞、朝日新聞、読売新聞、しんぶん赤旗、京都新聞、長周新聞、ＭＢＳ（毎

日放送）テレビ、ＫＢＳラジオです。 

 読後感想、書評も寄せられています。会報前号以降に寄せられた感想・書評を９ページから紹介し

ます。 

 

■広島「黒い雨」訴訟 － 国・広島県・広島市の控訴に対する抗議声明と行動 

 ７月２９日（水）、広島「黒い雨」訴訟で、広島地裁は８４人の原告全員に勝訴を言い渡す画期的判

決を下しました。 

 しかし、国・広島県・広島市は、「控訴するな！」の圧倒的な世論にも関わらず、「判決には科学的

知見が欠けている」という難癖のような、口実で控訴手続きを取りました。 

 この控訴に対して、原水爆被災者懇談会と京都「被爆２世・３世の会」は連名で抗議声明を出すこ

とにしました。（４ページ） 

 また、８月２９日（土）の午後５時から河原町三条で我当宣伝抗議行動を行うことにしました。 

お時間のある方は是非ご参加ください。 

 

■次回例会は９月１７日（木）です！ 

 次回の例会は９月１７日(木)と決めました。時間は午後６時３０分から。場所はラボール京都６階

北会議室です。 

 次回もＺＯＯＭを利用して行います。 

 次回例会でのミニ学習会のテーマを募集します。「こんなことを学びたい、話し合いたい」、「あの人

の話を聞きたい」といった要望をお寄せ下さい。 

以上 

 

 

 

被爆２世・３世健康調査アンケート回答 要約版 

私の健康履歴 木全満知子さん  ２０２０年８月２０日 

 

■別紙 私の心身の健康状態について 

 幼少の頃（幼稚園、小学校低学年）、怪我をしたらなかなか血が止まらないからと、あまり外に出し

てもらえなかった。近くに鴨川があり（北区）、近くに住んでいる子ども同士でタオルを持って魚取

りに遊びに行った思い出がある。ヒルが足にピタリとくっ付き、とれなくなり、ヒルをはがすと血

がたらたらと出て止まらなかった思い出がある。母親がどじょうで冷やしてくれていた。 

 ジフテリアにかかり（もしくは疑い）、大きな錠剤をのまないと死ぬよ！となり、一生懸命飲んだ覚

えがある。 

 バスに乗っての遠足は嫌いだった。車の臭い（ガソリン？）、バスが揺れるので酔いやすく、吐きそ

うになるからです。「どうしたんだろう？機嫌が悪いな？」と思ったら、遠足の前の日だったと母親

が言っていた。 

 学校へ行こうとしたらお腹が痛くなった。お医者さんがお腹、おへその周りを少し触っただけでお
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腹がひきつる。「神経過敏なのだ。あまりこういう子にものを言ってはいけない」とお医者さんよ

り。 

 私は、関東育ちの母親、尾張一宮出身の父親の間に生まれた子どもで、言葉のアクセントが京都で

は違い、幼稚園、小学校へ行くと、友だちたちは私が質問すると笑う。先生も母親も後輩も、リー

ダーにと期待してくれるのだが、嫌だった。お腹が痛くなり、学校へ行かなくてよいとなれば、腹

痛はなくなった。 

 少学１年～３年は京都御所南小学校、小学４年～６年は花園小学校。美術教室へは楽しく通った。

土曜日の午後開催。 

 小学校４年生から中学生にかけて、副鼻腔炎で耳鼻科に通う。私立中学校に通うのに電車通学でし

た。学校の先生の指導で耳鼻科へ行き受診していた。簡単な手術もした。 

 鼻血が出たら１時間や２時間は止まらなくて、病院で止血してもらったこともある。鼻血が口の方

へ回る。鼻血はドロドロの固まりになっていた。 

 乗り物酔いが辛かった。バスに乗るのは相変わらず苦手だった。 

 高校生、大学生の頃も、鼻血が出るとなかなか止まらないから、鼻血が出るのが恐かった。 

 ２０代より周期カタルとなる。目が赤くなる。（２.３.４月、９.１０.１１月）今でいう花粉症でし

ょうか？ 

 大学生の時、（運動したら）フラフラし、また少し吐き気もし、大学病院を受診しても原因が分から

なかったが、和歌山県橋本市の市民病院内科で起立性低血圧との診断で薬を服用していた。 

 夏は体がだるくしんどくなった。 

 ２０代、３０代は鼻血が出たらなかなか止まらなかった。（１時間や２時間） 

 めまいもあった。めまいがすると長い間立てなかった。 

 血液検査で糖尿の気があると診断。 

 鼠経ヘルニアの手術。４０代前半。 

 小さい時からの化膿しやすい体質は続く。 

 腰痛。坐骨神経痛、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア。 

 出産 

長男 ３１００㌘ 予定日より２週間早い 身長５０㌢ 

長女 ２９８０㌘ 予定日より早い      ４９．８㌢ 生後４１日目に死亡 

次女 ４０２０㌘ 予定日通り        ５２㌢ 

次男 ３７８０㌘ 予定日通り        ５１㌢ 

糖尿の気があるからか？ 大きい子が生まれた。 

 ６０歳代になって坐骨神経痛、脊柱管狭窄症 

 もともと猫背でしたが、急に背中がまるくなった。脊柱彎曲。一昨年より「どうしたのですか？背

中がそんなに曲がって」と会う人が気をつけてと教えてくれる。 

 めまいが起こると恐いのでゆっくりと寝起きして、注意している。 

 ４０歳代から高脂血症。 

 飲み込みが悪くなり、むせるようになってきた。咳も出やすくなった。 

 私の弟：小さい時よく、熱性けいれん、ひきつけを起こしていた。特異体質とお医者さんに言われ

たと、いまだにその話になる時がある。 

 私の母親：１９２３年（大正１２年）生まれ、２０１３年没。広島で爆心地から２．１㌔で被爆。

被爆者手帳は持っていた。自律神経失調症。見る夢と言えば広島での原爆のことと言っていた。 

 骨粗鬆症。晩年は食べる物が入りにくいと言っていた。誤嚥性肺炎。８０歳代になって統合失調症

と診断された。 
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被爆２世・３世健康調査アンケート回答 要約版 

私の健康履歴 庄田政江さん  ２０２０年８月２０日 

 

■個人情報 

 １９４５年８月６日、父は広島の暁部隊に所属し、爆心地から６㌔離れた金輪島にいて被爆。 

 入市して己斐地区で救護に当たり、数日間活動し被曝。 

 河原でテントを張り野宿し、帽子・長袖ズボンの軍服を着て活動。 

 食事は米が炭化して食べられなかったので、みかんの缶詰を見つけて食べていた。 

 遺体を荼毘に付したり、川に入って遺体を土手に上げたりしました。何日間滞在したかは覚えてい

ないようでした。 

■森川さんの『核なき未来から』と同じ体験 

 不整脈、めまい 

 ３０代で子どもが２人いて、下の子が５ヶ月ぐらいの時、寝不足が続き、めまいで起きられなくな

った。天井がグルグル回り、歩くと嘔吐するのでトイレまで這って行った。医者で診てもらってめ

まいの注射をして血液検査をしたが、数日後の結果は異状なしだった。 

 ４０代で学校で勤務している時期、急にめまいがして平衡感覚がなくなって仕事も２日休んだ。そ

の後も二度ほどめまいが起こったが、いつも整体などで癒して自然に治った。無理を重ねた過労と

更年期障害だったと思う。 

 女子高で働いている時、生徒が扱いにくくてストレスが溜まったのか不整脈になった。退職してい

つの間にか治った。 

■健康管理手当」の対象疾病と同じ病気を発症 

 変形性関節症 

 白内障 

 膝関節が痛み、内膝が横に出て腫れる。５０代ぐらいから始まって、膝を曲げられない時もあった。

レントゲンを撮って軟骨が８ミリしか隙間がないと言われ、ヒアルロン酸注射に通ったが、姑が入

院して行かなくなった。針治療で改善しほとんど完治。 

 父は５０代で胃癌、７０代で胆嚢がんを手術し、８６歳で肺癌で亡くなった。 

■『広島・長崎の原爆災害』より「精神神経系の障害」と同じ症状 

 常習便秘 

■みなさんの病の体験について 

 現在は白内障と２０１９年に心臓僧帽弁膜閉鎖症であることが判明。白内障はクリニックで目薬を

もらい視力は保っている。心臓の方は行動制限はないが、年一度は検査している。今春の検査では

変化なし。国際的レベル４で手術だが、現在レベルは２以上。 

 コレステロールが高かったので５～６年前から薬を服用中。年一度は動脈硬化の検査をしている。 

 ２０１９年胆嚢にポリープが出来ていたが心配はないとのこと。 

 入院は出産の時のみで、弁膜症と言われるまでは健康と思っていた。 

 弟は子どもの頃からアトピー性皮膚炎。 

 妹は現在、喘息を患っている。 

 息子と娘とその子たち（私の孫たち）は健康で問題なし。 
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『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉に寄せられた感想・書評 ② 

２０２０年８月２０日（木）現在 

 

■国広博子さん（高松市） 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』読み進めています。お一人おひとり

がとても重く、初めて知ることも多く、中には、「この方、父とどっかで会

っているかも・・・・」と、心がゾワゾワしながら、何回も読み返していま

す。 

私たちが「こうしたらいいなあ」と思ってもできないことを京都のみな

さんは実行しているのですね。ただただ頭が下がります。 

 

■尾藤廣喜さん（弁護士） （尾藤さんの Facebookから転載させていただきました） 

８月７日 

今年の８・６広島「原爆の日」、７５年になります。毎年８・６に広島か、８・９に長崎かのどちらか

の式典に参列しているのですが、今年は、コロナ禍の関係で、自宅でテレビで追悼の式典を拝見しまし

た。その代わり、「語り継ぐ ヒロシマ・ナガサキの心」(京都「被爆２世・３世の会」編)をゆっくりと

読ませていただきました。京都の被爆２世・３世の会の方々が、１０年以上の期間をかけて、５０人の

被爆者の方々から、原爆被害の実相と今を聞き取った記録集です。被爆者の方々の平均年齢が、８２歳

という今、こういう形で被爆体験を語り継ぐことは、本当に貴重な取り組みだと思います。この中には、

小高美代子さん、木村民子さん、大坪郁子さん、原野宣弘さん、柴田幸枝さんなど多くの原爆症認定訴

訟をともに闘った原告の皆さんの語りも収載されていて、感慨深いものがあります。 

とりわけ、３号被爆者(救護被害者)として、始めて認定訴訟に

立ち上がった森美子さんが、「看護婦として召集された大村海

軍病院で被爆者救護に従事して被爆」された体験と救護被爆者

の被害救済のためになるならとただ一人敢然と認定訴訟の原

告になられた経過を語られているのを読むと、涙が止まりませ

ん。森さんは、裁判では、放射線と症状の因果関係は認められ

たものの、肝機能障害の程度が軽く、治療の必要な病気の状態

ではないということで、ただ一人第１陣から第 4陣の原告の中

で、敗訴された原告でした。それでも、「救護被爆者の認定の道

は開けた。敗者復活戦があれば、また闘いたい。」と凛として発

言され、１審、２審とも敗訴して、気落ちした私たち弁護士を

励ましてくださいました。その森さんも、今年春に９５歳で亡

くなられたそうです。素晴らしい被爆者でした。 

８月９日 

もう一人というかもう一組、どうしても書かなければならな

いご夫婦がいます。「こぎゃんことがあってよかとか」という絵を書かれた寺山忠好さんとお連れ合い

の寺山妙子さんです。忠好さんは、長崎から１７キロ離れた大村第２１海軍航空厰で原爆投下を見、８

月１１日に爆心地から１００㍍の位置にある自宅に灼熱の中向かい、瓦礫の中、半焦げのお母さんと弟

さん、妹さんをやっと見つけ、１５歳一人で、身内６人を荼毘に付すという凄まじい体験をされていま

す。爆心地付近だけでなく、そこに至る道々でもまさに地獄のような現実を味わい、ご自身も残留放射
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線のため、闘病の日々を過ごした忠好さん。入市被爆者として、

心筋梗塞について認定申請を行うも厚生労働大臣は認めず、訴訟

を提起しましたが、体調からして、出廷はできませんでした。こ

のため担当の私が代理人として、第一回期日に意見陳述をしまし

た。私は、私の言葉よりも、忠好さんが書かれた絵に語ってもら

おうと考え、「こぎゃんことがあってよかとか」の絵をパワーポ

イントで示しながら、忠好さんの言葉をそのまま代読しました。

忠好さんは、「原爆投下から５９年。苦しみながら生きてきた５

９年。仕事もまともにできなかったこの体。この人生を国にきち

んと認めてもらいたいのです。今なお地球上には核兵器が存在し

ています。「今も核兵器を持つアメリカについていく小泉首相は

許せない。戦争の生き証人として訴えたい」と思い、核兵器の即時廃絶のためにこの裁判をたたかいた

いと決意しています。」との言葉で締めくくりました。この２５分の意見陳述の後、裁判官も、原告も、

原告・被告の双方の代理人も、傍聴席も、釘付けになり、あまりの衝撃で、法廷内は静まり返りました。

その経過が、この聞き書きには、忠好さんの言葉で紹介されています。 

忠好さんにとって幸せだったことは、優しく夫思いの妙子さんという最良のパートナーを得られたこ

と、子どもさんにも恵まれたことだと思います。妙子さんは、忠好さんの闘病生活を支えただけでなく、

京都原水爆被災者懇談会の立ち上げ、体調がまだ比較的良かったころには原水爆禁止世界大会への参加

を裏から支え、被爆体験を繰り返し繰り返し聞いておられたとのことです。忠好さんは、訴訟中２００

７年（平成１９年）５月２６日に判決を聞くことなく亡くなられたのですが、妙子さんは、私との裁判

の打ち合わせにも終始立ち会われていました。法廷での個別立証では、忠好さんの遺思を受け継ぎ、忠

好さんの症状の経過を中心に供述され、１２年前の２００８年（平成２０年）７月１８日に勝訴判決を

受けられました。その年の８月９日には、子どもさんたちと長

崎の寺山家のお墓に報告に行かれたそうです。お墓には、１９

４５年（昭和２０年）８月９日死亡という６人のお名前が並ん

でいたそうです。私にとって救いだったのは、「こぎゃんことが

あってよかとか」の絵の最後が、自宅前に咲いた白い花で締め

くくられていることです。どんな悲惨な状況でも、「希望」を忘

れてはならないというのが忠好さんのメッセージだったと思

います。この４１枚の絵は、長崎原爆資料館に納められていま

す。今日は、長崎原爆忌。政府は、「いつまでも、原爆症認定を

争うな」「核兵器禁止条約に批准し、核廃絶の先頭に立て」とい

う被爆者の声を聞けと強く言いたい。たくさんの被爆者の方々

のことを思いながら過ごしたいと思います。合掌。 

 

■谷川佳子
よ し こ

さん（谷川さんからいただいたお手紙を紹介させていただきます） 

花垣さんを通じて『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉を拝読しました。毎日新聞でも大きく

取り上げられ、みなさんの長年のご尽力の様子を知りました。このような貴いお仕事をなしとげられ本

当に敬意でいっぱいです。まだ下巻への道程は続いているので、途上で一息ついて心身エネルギー補給

をして下さい。 

拝読している最中といった方が正しく、この先も一人お一人の唯一のご体験や思いを読み続けて参り

ますが、一言感想をお伝えしたいと思いました。 
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被爆者のみなさまは、思い出すたびにあの地獄に又戻され苦しまれるとききます。一生忘れたくても

忘れられない、しかし伝え残さなければ死んだ人達に許してもらえない、あちらへの門をくぐれない 

― と、サバイバーズ・ギルティに苦しまれると。さんな方々に対面され、聞き取りをされた二世でい

らっしゃるみなさんが書き起こされたものは、まっすぐに読み手の私の魂
ソウル

に届きました。まるで目の前

に語り手がおられるかのような「生声」が聴こえて来るような気がして驚くほどでした。 

どうして今まで読んだり翻訳したりしたもの（多くの手記・証言）と違うと感じたのか考えました。

はじめの方のいくつかを読んだだけでも、「平さんたちが聴き手だからでは？」と思いつきました。語り

手の方々は「平さんたちの姿勢に対し、封印していた気を放たれたのでは？」 

人は相手によって話すことを変えます。同じ被爆語り部でも自ら書かれたものとだれかとの対話で喋

った話では違いが出るでしょう。自然なことです。この本の中の「お話」は平さんたちに語られた真実

で、そしてその真実がみなさんのご努力で私たちにそのまま手渡されました。出版を待たずお亡くなり

になった方々も、「平さんに話せてよかった。あの世の仲間に迎えてもらえた」と感謝しておられること

でしょう。 

まだこの先も、お話一つ一つをゆっくり聴いていくつもりです。お父上、お母上も含めた全ての犠牲

者の方々への哀悼と敬意、被爆二世としての自覚と責任感

がこの本を通じて静かに人々に広がっていくと思います。

当事者でないのに我が事と感じる人が一人、又一人と・・・・。

増えていくと信じます。 

どうかこの先も、相手の心と言葉を広く聞かせる「聴き手

マイスター」としてこの使命をお続け下さい。 

くれぐれもご自愛ください。 

感謝と尊敬をこめまして、筆をおきます。 

 

■松浦悦枝さん(北区) 

被爆後７５年が目前に迫りました。（８月４日付のお手紙です） 

過日は『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』お届けいただき感謝いたします。 

ご苦労の日々もお察ししながら皆様の体験記に胸せまりつつ、やっと完読させていただきました。 

戦争体験の無いお方がお読み下さり、平和な世をと祈っております。 

皆様の益々のご健勝とご活動を祈念しつつお礼のご挨拶まで。 

 

■由田郁代さん（向日市） 

今日は原爆投下から７５年。当時の報道では“広島は７５年草木も生えぬ”と言われた。でも広島は

復興している。私たちもその姿に目を見張り・・・・・ しかし、今なお７５年、いろんな意味で苦し

み続けている人々が多くおられることを思わねばならない。 

テレビで平さんと花垣さんのインタビューを見ました。平さんが京都の「被爆２世・３世の会」でい

ろいろな方々の手記を集めておられ、本も出すとのこと。私も期待しています。 

これからも皆さんお元気で。どうぞ穏やかにお過ごしされることを心より念じています。微力ながら

私にできることがあれば知らせて欲しいなと存じます。 
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核兵器禁止条約発効めざして 

 

８月６日広島の日、９日長崎の日に合わせて 

一気に 4 ヶ国が核兵器禁止条約批准  

条約発効まであと 6 ヵ国 
 

 ８月６日（木）にナイジェリア（アフリカ）、アイルランド（ヨーロッパ）、ニウエ（南太平洋）の

３ヶ国が、８月９日（日）にはセント・クリストファーネイビス（カリブ海）が核兵器禁止条約を批准

しました。これで批准国は合計４４ヶ国。条約発効に必要な５０ヵ国まで後６ヶ国。いよいよカウント

ダウンに入ってきました。 

 

 セントクリストファー・ネービスのブラントリー外相は「長崎への原爆投下は残虐性と非

人道性の極みだ。核兵器を持たない小さな国々が世界の平和に貢献している中で、核兵器

に有用な目的を見いだせない。すべての国が人類のための平和と互いを尊重する世界に

向けて取り組むことを願う」と発表しました。 

 一方、国連のグテーレス事務総長は、９日の長崎の平和祈念式典に寄せたメッセージの中

で「国際的な核軍縮体制の重要な一部となる核兵器禁止条約の発効を心待ちにしている」

と述べており、国連としては条約の発効を核軍縮の機運を高めるきっかけにしたい考え

です。 

２０２０年８月１０日（月）ＮＨＫニュースより 

 

 

 

２０２０年８月２０現在 核兵器禁止条約批准国４４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 

ニウエ 
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 
セントクリストファー・ネービス 
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 

ナイジェリア 
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一般健診の内容 
■問診 

■血圧測定、視診・聴診・打診・触診 

■血液検査  白血球数、赤血球数、ヘモグロビン（Ｈｂ）、ヘマトクリット（Ｈｔ） 

  ヘモグロビンＡ１ｃ 

  肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ） 

  ＣＲＰ（血液中のＣ反応性蛋白） 

■血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（希望者のみ） 

■尿検査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 

精密検査 

一般健診の結果精密検査を必要とされた場合、同じ医療機関で精密検査を受診できます。 

但し、費用が限度額を超えた場合は超過金額が自己負担になりますので、事前の確認が必要で

す。 

２０２０年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 

「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、各都道府県に委託して行

われるとりくみです。（一般健診は受診費用は無料です） 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２５日（金）まで 

 実施期間 １１月２日（月）～１１月３０日（月）で行われます。 

２０１６年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診を受ける

人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」に掲載さ

れます。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策係 

電話 ０７５－４１４－４７３６ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 
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京都府の２０２０年度被爆二世健康診断委託医療機関一覧 

 医療機関名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

1 
独立行政法人地域医療機能推進機構 京

都鞍馬口医療センター 
603-8151 北区小山下総町 27 075-441-6101 

2 社団法人京都保健会 仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町 217 075-462-1510 

3 医療法人 幸生会室町病院 602-0031 上京区室町通上立売下る裏築地町 88 075-441-5859 

4 
公益社団法人信和会 京都民医連あすか

い病院 
606-8226 左京区田中飛鳥井町 89 075-701-6111 

5 
一般財団法人日本バプテスト病院連盟医療

団日本バプテスト病院 
606-8273 左京区北白川山ノ元町 47 075-781-5191 

6 医療法人社団貴正会 仁王門村上診療所 606-8361 左京区仁王門通高倉福本町 410 075-751-8080 

7 
公益社団法人京都保健会 京都民医連太

子道診療所健康サポートセンター 
604-8454 中京区西ノ京小堀池町 18 番地の 1 075-822-8246 

8 一般財団法人京都工場保健会診療所 604-8472 中京区西ノ京北壷井町 67 075-823-0526 

9 
公益財団法人京都保健管理研究会 中央

診療所 
604-8111 中京区三条通高倉東入桝屋町 58-56 075-211-4503 

10 公益社団法人信和会 東山診療所 605-0952 東山区今熊野宝蔵町 43 075-561-5500 

11 医療法人藤原病院 607-8153 山科区東野百拍子町 27 の 1 075-595-3902 

12 医療法人貴正会 村上内科医院 607-8041 山科区四ノ宮垣ノ内町 1 075-501-2551 

13 医療法人健康会総合病院 京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町 8 075-312-7361 

14 医療法人社団 和田クリニック 600-8216 
下京区塩小路通東洞院東入東小路町 547-

3 明石屋ビル 2Ｆ 
075-341-0025 

15 医療法人啓信会 京都四条診療所 600-8497 
京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町

412・414 番地 
075-361-3400 

16 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8152 右京区太秦堀ヶ内町 1 番地 1 075-863-6152 

17 医療法人岡田医院 616-8347 右京区嵯峨中又町 25 075-861-0582 

18 松尾青木診療所 616-0022 西京区嵐山朝月町 44 075-881-9251 

19 医療法人社団弘田医院 612-8438 伏見区深草フチ町 14 番地の 2 075-641-1730 

20 
社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病

院 
617-0814 長岡京市今里南平尾 8 075-955-0111 

21 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市填島町石橋 145 番 0774-20-1111 

22 
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本

記念病院 
613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口 58番地 0774-48-5611 

23 医療法人社団右橋医院 614-8376 八幡市男山竹園 2 番地 1 075-981-0282 

24 社会医療法人美杉会男山病院 614-8366 八幡市男山泉 19 075-983-0001 

25 医療法人社団岡田医院 619-0201 木津川市山城町綺田神ノ木 86番地 0774-86-3036 

26 公益社団法人京都保健会 京都協立病院 623-0045 綾部市高津町三反田 1 番地 0773-42-0440 

27 明治国際医療大学付属病院 629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１ 0771-72-1221 

28 舞鶴赤十字病院 624-0906 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-1920 

29 医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 626-0041 宮津市字鶴賀 2059の 1 0772-22-2157 

30 京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481 0772-46-3371 

31 公益社団法人丹後中央病院 627-8555 京丹後市峰山町杉谷 158 の 1 0772-62-0791 

●新しく明治国際医療大学付属病院（南丹市）が委託医療機関になりました。 
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新型コロナウイルス対策としての受診の際の注意点 

１、 今後の感染拡大の状況によっては、健康診断の実施中止等を予定している医療機関が相

当数見込まれ、希望する医療機関の受診など受診者の希望に対応できかねる生じる可能

性があります。 

２、 感染拡大の状況により、受診者申込者の一定の受入困難を認める場合は、定員制（先着

順）の導入が行われる場合があります。 

３、 その他受診の申し込みや予約する際の注意点 

① 受診申し込み書の「受診希望医療機関」欄は、第３希望まで記入して下さい。 

② 受診を予約する場合、医療機関に健康診断の一時延期等はないか、ある場合はいつ

まで延期するか聞いておいてください。 

③ 当日の感染防止に向けて、医療機関に準備することや気を付けることがないか確認

して下さい。 

 

 

京都府以外の近畿各県の被爆二世健診実施概要 
三重県 

 受診申込受付期間 １０月中 

 受診期間 １２月～２月（受診医療機関の調整などを経て確定） 

 問い合わせ先 三重県健康福祉部健康づくり課 ＴＥＬ ０５９－２２４－２３３４ 

滋賀県 

 受診申込受付期間 １１月中 

 受診期間 １月～３月 

 問い合わせ先 滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課 ＴＥＬ ０７７－５２８－３６５５ 

大阪府 

 受診申込受付期間 ９月２日～１０月３１日 

 受診期間 １１月～２月の期間 申し込み後、本人に直接通知 

 問い合わせ先 大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策援護グループ 

 ＴＥＬ ０６－６９４４－９１７２ 

奈良県 

 受診申込受付時期 １１月中 

 受診期間 １２月～１月 

 問い合わせ先 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 ＴＥＬ ０７４２－２７－８６６０ 

和歌山県 

 受診申込受付期間 ８月３１日で締め切り 

 受診期間 受診医療機関によって異なる 

 問い合わせ先 和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 ０７３－４４１－２６４０ 

兵庫県 

 受診申込受付期間 ７月～８月末 

 受診期間 １０月中旬～２月中旬 

 問い合わせ・申込先 兵庫県原子爆弾被爆者相談室 ０７８－３６１－８６０４ 
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「石もまた叫ばん！」 
月下星志さん（日本キリスト教団広島東部教会牧師） 

 

３月まで南区にあります上鳥羽教会で牧師をしておりました月下です。４月から広島に「やってきま

した」。広島生まれで、中学生まで暮らしていましたし、実家も広島あるので、「帰ってきました」が正

しいかもしれません。 

新しい働きの場である教会には、石の門柱があります。教会はかつて南区的場町にありました（現在

は東区に移転）。爆心地から約１．８キロです。門柱は、そこで被爆した「被爆建造物」です。私の所属

する日本基督教団は、戦時中、戦争に反対するどころか、国家政策の中で統合し、戦闘機を献納するな

ど戦争協力をしてきました（反対した教会、信徒、牧師もいます）。その反省から戦後、戦争責任告白を

教団議長名で発表しました。広島の教会では、韓国朝鮮人被爆者の支援など、被害者だけでなく、加害

者としても「廣島（軍都としてのひろしま）・ヒロシマ（被爆地としてのひろしま）・広島（敗戦後のひ

ろしま）」を伝えてきました。ひっそりと建つ２つの古い門柱は、原爆の悲惨さと共に、人間の弱さから

生まれる戦争の愚かさを静かに語っているように思います。 

１９４６年に発刊した『文学時評』は、「石もまた叫ばん！」という言葉で始まる「發刊のことば」を

記し、文学者による戦争協力を追求しました。宗教者も、文学者も戦争協力をしてきました。当時の状

況で、私が反対できたのかと問われると、残念ながら自信を持って答えられません。様々な事情があっ

たかもしれません。しかし、「仕方なかった」で終わるのではなく、過去と向き合い、過去から学び、今

の時代をどう生きるのかという事が大切だと

思います。石も叫べば、わたしも叫ぶ。場所は

違えども、それぞれの場所で小さな声を、精一

杯叫んでいきましょう。 

住まいは、亡くなった祖父母が住んでいた家

で暮らしています。目の前には川（爆心地から

約１．３キロ）が流れています。今はきれいで

穏やかな川には、あの時、多くの人が水を求め、

ここで息絶えたと想像できます。時の流れと共

に変わりゆく街と共に、２つの場所を拠点に変

わりながらも、変わらずに、「廣島・ヒロシマ・

広島」を伝えていければと思います。 

住まいのすぐ近くに新しいサッカースタジ

アムができる予定です（コロナの影響でできる

のかどうか・・・）。マツダスタジアムと共に、

世界に平和を発信するスタジアムができると

いいなと楽しみにしています。それではみなさ

んごきげんよう。 
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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。 

 

■中満泉さんが天皇・皇后に核兵器問題につい

てレクチャー 

加百智津子さん 

（岡山県総社市／岡山「被爆２世・３世の会」） 

７５年目の“ヒロシマ・ナガサキ”は例年とは

異なり、ステイホームでした。いつもならどちら

かの地でさまざまな集会、学習会、イベント等で

慌ただしく動き回るところですが、今年はテレビ

と、オンライン視聴・オンライン参加で過ごすと

いう、“新しい関わり方”をして過ごしました。 

中満泉さんが天皇・皇后と懇談、核兵器の問題

についてレクチャーされたことを今夜のニュー

スで知り、驚きました。昭和天皇がかつて記者会

見で、原爆投下についてどう思っているかを聞か

れ、「わたくしは、そのような文学的なことはよく

わかりません･･･」と言ったことを忘れもしませ

んが、しかし最近公開された日記には、当時のこ

とを大変悔やんでいたことが明かされましたね。 

それはさておいても、今回の天皇家の英断には

拍手を送りたいです。核の傘の下でなんら主体的

に核廃絶への道筋を考えられない政権に何らか

の影響を与えることに繋がってほしいと思うば

かりです。 

 

■広島「黒い雨」訴訟の全員勝訴判決に拍手！ 

池村奈津子さん（平和のテーブル・京都） 

いつも会報送付ありがとうございます。 

広島の訴訟、原告全面勝訴、本当によかったで

す。（国・県・市が控訴する前に寄せられたお便り

です）それにしても、原告の皆様も、支援者の皆

様よく頑張られたと思います。高島裁判長は原告

の声を真摯に受け止め寄り添う姿勢がある方だ

ということですが、裁判官も人ですね。本来なら、

こういった判決がどんどん出てもよいかと思う

のですが。なかなか原告の想いが通じないで、悔

しい思いをする裁判が多い中、この判決はとても

嬉しいことです。現実的にはまだまだ大変だと思

いますが、皆さまきっと頑張って前を向いていか

れることでしょう。 

原発賠償訴訟も、コロナで傍聴にも行けません。

人それぞれ、心身の状況が違い、また、感受性も

異なり、一律線引きというのは理に合いません。

全ての被災者が救済されるように、これからも弱

者の味方になって行われる裁判を期待します。 

増田さんの個展に何とか出かけたいと思いま

す。 

 

■母の初盆と納骨 

平 信行さん（南区） 

広島県の田舎の実家で、昨年１０月２５日に他

界した母の初盆を迎え、同時に納骨も済ませまし

た。コロナ禍のため帰郷もままならず納骨も遅く

なっていましたが、これでやっと母も父と毎日一

緒に過ごすことができるようになりました。 

私の故郷、広島県西部は昔の国名を安芸の国と

言い、人々は浄土真宗（西本願寺）への信仰が篤

く安芸門徒と呼ばれてきました。初盆を迎えた人

には白い盆灯篭を贈るのも安芸門徒の今に伝わ

る風習の一つです。私の母にも今年たくさんの白

い灯篭を捧げていただきました。 

田舎に母がいたからこそ、この１０年毎月のよ

うに広島に帰郷し、緑に包まれた空気に包まれ、

生まれ育った思い出に浸り、格好のリフレッシュ

の機会にもなってきました。状況が変わり、母だ

けでなく、それ以外にも失われていくものがたく

さんあるような、寂しさも感じた夏でした。 

 

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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■ ブックレット「ＭＵＳＥ VOICE」    中村里美・伊藤茂利 編 

紹介 榊原恵美子さん（尼崎市） 

新型コロナウイルスは依然猛威を振るっていますが、みなさまい

かがお過ごしでしょうか。今世界はとても難しい局面にありますが、

私たちはきっと乗り越えられると信じています。 

さて、本日はブックレットのご紹介をさせていただきます。 

「ネバー・アゲイン・キャンペーン（ＮＡＣ)」の民間大使として

米国各地で被爆者のメッセージを伝え、また、「アオギリの語り部」

と呼ばれた故・沼田鈴子さんをモデルにした映画「アオギリにたく

して」の総括プロデューサーも務められた中村里美さんが、平和を

テーマにしたブックレット「ＭＵＳＥ ＶＯＩＣＥ」を７月創刊・発

行されます。 

創刊号では各地で展開中の被爆アオギリの植樹活動や、ＮＡＣ米

国事務局として日本人ボランティアの受入れを行ってこられたバー

クシャー・コミュニティ・カレッジ名誉教授のドナルド・レイスロ

ップ博士のご活動についてなど、さまざまな平和への取り組みが紹

介される予定です。大変僭越ながら、私も２０１８年に立ち上げた

語り継ぎプロジェクト「ＳＴＯＲＹＴＥＬＬＩＮＧ ＦＯＲ ＴＯＭ

ＯＲＲＯＷ」について、また、同プロジェクトのお話し会で、原爆孤児となり名前が４回変わった生涯

をお話しくださった小谷栄子さんについて、ご報告させていただいて 

おります。ブックレットは８月６日から「ＭＵＳＥ ＶＯＩＣＥ」応援ネットショップからご注文いただ

けますので、皆さまぜひご購読の程、よろしくお願い申し上げます。 

平和の種をまく人を繋ぐこのブックレットから、素敵な出会いが生まれることを願って。 

下記「ＭＵＳＥ ＶＯＩＣＥ」応援ネットショップサイトより、お申し込みいただけます。 

https://musevoice.thebase.in 

 

 

■ なぜ原爆が悪ではないのか―アメリカの核意識   宮本ゆき 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者については、改めて紹介するまでもないと思うが、題名に著者の思いが表現されているのでは。

我々の会議で、紹介されてきたことも含めて述べれられている。私の中では、アメリカでは「原爆投下

が戦争終結を早めた」「米兵５０万人の命を救った」という考えが多くの支持を得ているが、これは原爆

の被害の惨さが知られていないからで、「核の恐ろしさをアメリカの人も理解すれば、運動ももっと盛

り上がるだろう」と理解をしていたが、実際はそんな簡単な問題ではない、と知ることができた。 

今までの「アメリカの核問題」を扱ってきた本は、ほとんどが「アメリカの核政策」を中心に述べら

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 

ミューズの里 

７００円＋税 

https://musevoice.thebase.in/
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れてきていたように思うが、本書はアメリカ人の核意識を分析し、

「核が悪」として、なぜ理解されないかを我々に知らしめる。 

「核大国であるがゆえに被ばく大国」であるアメリカの被ばく現

場についても詳しく紹介され（守田さんからも報告はありました

が）、宗教・教育・ジェンダー、そして子供のおもちゃ、レンジが核

兵器の技術の利用であると、家庭における女性の役割変化と「核に

対する意識」まで幅広く取り上げられており、アメリカにおける恐

るべき「核汚染」の実態は、この本を読んで知ってほしい。 

従来の「アメリカの核政策」を取り上げ分析した内容ではない、ア

メリカで「核兵器禁止運動」がなぜ盛り上がらないのか、理解する

にはもってこいの本ではないか。著者も述べられているが、この本

を読みながら「新型コロナウイルス」のことが、頭をよぎった、どこ

か共通する問題があるのではないだろうか。 

今後、世界で、アメリカで「核廃絶運動を広める」ために何が必要

なのか、著者は「語り」に期待するし、そのためにどのような活動が

必要か、述べられているが、アメリカの事情を鋭く分析されている点

からみると、すこし不十分に感じる部分がある。 

今後の宮本さんの活動に期待する部分でもあり、次作に期待をしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヒロシマ・アピールズ 核なき世界、静かに訴え 

ポスター展覧会 上京／京都 

「ヒロシマ・アピールズ」と銘打ち、日本を代表するグラフィックデザイナー 

たちが核のない世界を願って制作したポスター全２３作品を紹介する展覧会が、京都市上京区のア

ートスペース「Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ ｏｆ Ａｒｔ ａｎｄ Ｆｏｒｍ（ＬＯＡＦ（ロアフ））」

で開かれている。鋭い感性で表現された作品が、原爆の恐怖と平和の尊さを深く静かに訴えかける。

９月６日までの金～日曜で開催。 

 「ヒロシマ・アピールズ」は１９８３年、日本グラフィックデザイナー協会と広島国際文化財団が

始めたキャンペーン。同協会の会員が毎年、一つの作品を発表している。９０～２００４年の中断を

挟み、戦後６０年となった０５年から再び続けられている。 

（２０２０年８月８日 毎日新聞） 

Scrap 

book 

岩波書店 

２，９００円＋税 

■「黒い雨」控訴 失望・怒り 原告「まだ闘えというのか」 

「まだ闘い続けろというのか」―。原爆投下後の「黒い雨」を巡る訴訟で国と広島市、広島県が控

訴した１２日、原告と弁護団は失望と怒りの声を上げた。原爆投下から７５年。老いを深める原告た

ちは、再び法廷闘争に臨まざるを得ない事態に不安を募らせた。 
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▼『語り継ぐヒロシマ・

ナガサキの心』〈上巻〉の

発行から２ヶ月、普及は予

想を上回るスピードで進んで

います。京都新聞や主要な全国紙、さらにテレビ・

ラジオでも取り上げていただき、話題も広げてい

ただきました。メディアへの登場は本の出版のこ

とだけでなく、「２世・３世の会」の存在自体を広

げる機会にもなっています。その結果、新しく「会」

への入会を希望する人が続いています。嬉しい限

りです。▼今回の「本」の出版はまた、語り継ぐ

ことの大切さを、多くの人々と共にあらためて認

識する機会にもなっています。その思いは、寄せ

られている読後感想にも表れています。目を通し

ていると、私たちの側が身の引き締まる思いです。

▼いろいろな方々からの提案と要望に応えて出

版を進めてきましたが、そのことが私たち京都

「被爆２世・３世の会」と社会とをしっかりと結

び付けていくようになっていることを強く感じ

ます。それだけの責任と義務を自覚しつつ、これ

からも頑張っていきましょう。（平） 

「黒い雨を浴びた被爆者の苦難に満ちた人生、援護対象区域の拡大を切望しつつ亡くなった多く

の人の思いを踏みにじるものだ」。原告団の高野正明団長（８２）は、広島市中区で開いた記者会見

で語気を強めた。２週間前、広島地裁の全面勝訴判決の歓喜から一転、落胆の表情を浮かべた。 

地裁判決は、国の援護対象区域「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定。より広範囲に黒い雨

が降ったと認め、健康被害を訴える原告８４人全員が被爆者に当たると判断した。 

「（地裁判決は）十分な科学的知見に基づいたとはいえない」とした控訴理由に弁護団は批判を強

めた。「国は放射線が人体に与えた影響について地裁の審理でほとんど主張や立証をしてこなかっ

た。今になって言い出すのはおかしい」。弁護団の１人、竹森雅泰弁護士はそう指摘した。 

市と県はこの２週間、控訴に消極的な姿勢を示してきた。被爆者健康手帳の交付事務を担うため被

告の立場だが、長年、国に区域拡大を求めていた。国との協議で、援護対象区域の拡大も視野に検討

するとの回答を得たことが控訴に同意する決め手になったという。 

しかし、竹森弁護士は「原告の救済と区域の再検討は両立できる。国は区域拡大という言葉で市と

県をなだめたのではないか」と批判した。 

原告に残された時間は多くはない。「本当に残念」。原告の中津サワコさん（８２）は、広島県安

芸太田町の自宅で控訴の知らせを聞き、深いため息をついた。 

爆心地から約２０キロの安野村（現同町）で黒い雨を浴び、原告だった夫昭士さんは２０１８年５

月、心筋梗塞のため８１歳で亡くなった。同じく黒い雨を浴びていたサワコさんは夫の遺志を継いで

同年９月、３次提訴で原告に名を連ねた。「お父さんの分も、もう少し頑張らなきゃ」と自らを奮い

立たせた。 

原告たちが「被爆者」か否かの判断は今後、広島高裁で審理される。１５年１１月の提訴後、原告

１６人がこの世を去った。高野団長は力を込めた。「高裁での裁判はまた時間がかかるだろう。しん

どい闘いになるが、全ての黒い雨被爆者が救済されるよう最後までやり抜く」 

（２０２０年８月１３日 中國新聞） 

編集後記 
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２0２０年９月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 火 

被爆二世健診申し込み受付開始 

防災の日 

関東大震災（1923 年）、第二次世界大戦勃発（1939 年） 

 2 水  

 

 

３ 木 サイド・オマールさんの命日・法要（１２時・左京区圓光寺） 

 ４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 

 

６ 日 ６・９行動 

 

 

７ 月 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第２民事部弁論（１０時・大阪地裁） 

 

 

８ 火

曜 

大飯原発差し止め訴訟第２６回弁論（１４時３０分・京都地裁） 

 

 

 

 

９ 水 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審第１２民事部（１４時３０分・大阪高裁） 

6・９行動 

 １０ 木  

 １１ 金 アメリカ同時多発テロ（２００１年）             キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日  

 １４ 月  

 １５ 火  

 

 

１６ 水  

 

 

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

 １８ 金 
「ヒバクシャ国際署名」最終集約日 

満州事変（柳条湖事件）（１９３１年）            キンカン行動 

 １９ 土 戦争法廃止をめざす行動日（市役所前） 

 ２０ 日  

 ２１ 月 敬老の日 

 ２２ 火 秋分の日 

 ２３ 水  

 ２４ 木  

 ２５ 金 被爆二世健診申し込み締め切り日               キンカン行動 

 

 
２６ 土 

国連・核兵器廃絶国際デー 

「ヒバクシャ国際署名京都の会」３年間のまとめと今後を考えあう集い 

（13 時 30 分・オンライン） 

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 


