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２０２０年０９月１７日（木）例会の報告 

 

■１５人の参加で例会開催 

９月１７日（木）に例会を開催しました。今回は

会議室出席が８人、ＺＯＯＭ出席が７人、合わせ

て１５人の参加でした。 

以下、話し合った内容を抜粋で報告します。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の下巻

発行計画についても話し合い 

 最初に『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の普及状況を報告しました。（９月１５日

現在です） 

 「２世・３世の会」、被爆者懇談会など私たち自らの取り組みで ７６０冊 

 かもがわ出版からの流通（本屋さん・図書館流通センターなど）で ３１１冊 

合計 １，０７１部 

発行部数が１，３００冊でしたので残り３２９冊となっています。 

 この間もたくさんの感想、書評、激励の言葉を寄せていただきました。その一部を４ページか

ら紹介します。 

 これから準備する下巻発行についても話し合いました。被爆者ひとり一人の証言に加えて、編

集・発行に携わってきた私たち「被爆２世・３世」の思いを語り合う座談会を行い、その内容

も掲載しようということになりました。 

 尚、今回の出版事業については９月末をもって中間決算を行い、合わせて初期拠出金を負担し

ていただいたみなさんとの清算も行うことにしました。 

 

■「健康調査アンケート」回答者の実例から学ぶ － 今回は西河内靖泰さん 

 「健康調査アンケート」の回答者の実例から学ぶは、今回は西河内靖泰さんにお願いしま

した。 

西河内さんの実例の要約版「私の健康履歴」は９～１７ページに掲載しましたのでご覧く

ださい。 

 「健康調査アンケート」の回答状況は９月１６日現在３３通です。この内京都の会員が１

４人、京都以外の「２世・３世の会」のみなさんの協力で寄せていただいた回答が１９人

です。最低目標は１００人（今年１２月末が目標期限）です。とりくみの中心である私た

ち京都の２世・３世が頑張る必要があります。積極的に協力いただいている神奈川県の森

川さんからも応援と激励の言葉が寄せられました。 

 

■２０２０年度総会を１１月１８日（水）に開催します。 

 今年４月開催を予定しながら延期になっていた２０２０年度総会。１１月１８日（水）の例会

を総会に振り替えて行うことにしました。 

ラボール京都の会議室とＺＯＯＭを使ったオンラインとを繋いだ会議方法で行います。 

みなさん今から日程調整をしてご参加下さい。 

 尚、１０月の例会は１０月２２日（木）に行います。 
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■その他の報告 

① 広島「黒い雨」訴訟 － 国・広島県・広島

市の控訴に対する抗議行動 

 ８月２９日（土）午後５時から河原町三

条にて、「黒い雨」訴訟の控訴に対する抗

議宣伝活動を行いました。１０人の参加

でした。いつもよりチラシの受け取りが

よく、市民の関心の高さを実感しました。 

② ７５回目のサイド・オマール忌 

 ９月３日（木）は南方特別留学生サイド・

オマールさんの命日。７５回目の法要が

左京区修学院の圓光寺で執り行われまし

た。２０人ほどの参加。オマールさんの

在籍されていた広島大学から２名の大学

職員の方が、またマレーシア出身で広島

市立大学のヌルハイザル・アザム・アリ

フ准教授も参列されました。 

 昨年からとりくみ始められた「オマールさんを語り継ぐ展示会」は今年はコロナ禍のために中

止です。代わりに京都でのオマールさんの足跡を訪ねる「オマールさんを訪ねる旅ｉｎ京都」

が催されます。（１０月２０日） 

③ 第５４回原爆忌全国俳句大会 

 ９月１２日（土）、第５４回原爆忌俳句大会が、今年はオンラインで開催されました。 

 今年の京都「被爆２世・３世の会」賞は 

平和行進母の日傘を今ひらく    三井淳一 

大会賞は 

原爆忌石にしみつく影撫づる    小西美枝 

が選考され、それぞれ表彰されました。 

④ ヒバクシャ国際署名のとりくみ 

 「ヒバクシャ国際署名」中央連絡会の最

終集約は９月１８日（金）で、それから秋

の国連総会に提出されます。 

これまでに国内外から集められた累計署

名数は １１，８４３，５４９筆となり

ます。 

 京都全体で集められた署名数は２４５，

８８０筆です。 

 「ヒバクシャ国際署名を大きく広げる京

都の会」は、９月２６日（土）に、「３年の活動をまとめ、次への前進を考えあう集い」をオン

ライン)で開催します。 

時間は１３時３０分～１５時３０分。国際署名キャンペーンリーダーの林田光弘さんが記念講

演をされます。 
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⑤ 被爆者の肖像画 増田正昭さんの個展開催計画 

 ８月の「平和の波」でのとりくみに続いて、会員の増田正明さんの「被爆者の肖像画」個展が

開催されます。 

期間は１１月１７日（火）～２３日（月）、会場は８月と同じギャラリー３５（中京区二条通り

釜座通り上る） 

 初日にはオープニング企画も予定されています。 

⑥ 今年の被爆者を励ますつどい 

 毎年クリスマス時期に開催されてきた「被爆者を励ますつどい・Ｘｍａｓ平和パーティー」は、

コロナ禍を考慮して今年は例年のようなパーティーは開催しないことになりました。その代わ

りに、クリスマスプレゼント贈呈と被爆者同士が交流できる機会の提供が計画されています。 

 日程は１２月１９日（土）、会場：ラボール京都第一会議室にて。 

 

■次回例会は１０月２２日（木）です！ 

 次回の例会は１０月２２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 

 

 

 

 

 

『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 ③ 

２０２０年９月１７日（木）現在 

 

■広島市の宮脇真弓さんからのお手紙 

京都「被爆２世・３世の会」の皆様 

始めまして、宮脇と申します。 

先ずは『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉発刊おめでとうござ

います。 

そちらの活動は以前よりホームページで知っておりました。 

広島の被爆者団体は高齢化や亡くなられたりで年々解散し、数が減るよ

うな中で、京都では２世・３世が中心となって頑張っていらっしゃると。 

被爆手記も新たなものはもう出ないだろうと思っておりましたが、上巻だけでも５０人もまとめられ

て本が出たことにびっくりしています。 

読みやすい構成、文字サイズ、過不足なく伝えたいことをまとめられていて、大変良い本でした。 

下巻も非常に楽しみです。 

私も広島の被爆３世にあたります。 
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祖父母共に被爆し、亡くなるまでに体験を聞いておりました。 

個人の活動ですが、それを知ってもらう活動をしており、次に被爆４世にあたる娘、息子にも伝えて

欲しいと願っております。 

原爆の話というと当日のことが多く、祖母からも聞いて９月までだったため、この本でその後の苦労、

苦しみや思いが多く取り上げられているのが「今までにない」と思わされました。 

原爆はピカがあって、原爆症があって、それで終わりではなく、その後の貧困、差別・偏見、身内の

死や自身の病、先の見えない不安など様々な、全てのものがあるのだと。 

祖父母は被爆者同士の結婚だったため、その後の苦労についてはあまり耳にしておらず、伝えるにあ

たりここが足りていないと思いました。この本で多く取り上げられており、とても良かったです。 

下巻でまだ新たなお話しを読めますことをお待ちしております。 

私は広島の人間のため、もう一つの被爆地ナガサキのことを特に知りたいと思っています。 

大変でしょうが、頑張ってください。それでは失礼いたします。 

 

■吉祥院病院（南区）のみなさんから 

吉祥院病院（南区）では、病院職員・スタッフのみなさんによる平和学習企画がもたれています。

今夏、京都「被爆２世・３世の会」編集・発行の『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉が取

り上げられ、分担して●人の証言についての読後感想文が報告され、話し合われました。以下感想

文を紹介します。（吉祥院病院の「社保・共同組織ニュース」から転載させていただきました。 

 

第１回（７月１４日） 熊谷好江さんの「家の前の街道を埋め尽くす被災者を救護して」 

栄養課 高岡さん 

あの日のリアルな広島・・・・・ 

「わあ、よう焼いてはるねえ」 

もう怖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

れからのリアルな広島を教えてくれます。 

好江さんの言葉が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のだろうな、と想像しては泣きそうになります。 

それでも力強く生き、私たちにあの日々を教えて下さり、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事が出来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、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本です。 

 

第２回（７月１８日） 小高美代子さんの「胎内のわが子とともに被爆」    外来 小山広美さん 

１９３９年第２次世界大戦が始まり１９４５年８月６日広島に世界で初めての

原子爆弾が投下され、同年８月９日長崎にも投下された。 

小高さんは山口県出身。結婚する２０歳まで朝鮮郡山で家族と生活し、結婚後は

軍人であるご主人の配属先広島で生活されていた。ご主人が戦争で赴任後はお一

人で山口で生活されていたが８月１日広島に戻られ８月６日被爆された。「何な

のこれは。まさかの原爆。生き地獄。あるのは死体だけ。それ以外は何もない。

助けを求めても他人は当てにならない。求められても可哀想だと思うけど助けた
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りしない。大きな罪をつくったなあ」と書かれていた。（原爆が投下された年の１０月末、山口へ帰り出

産されたが詳細な事は書かれていない） 

被爆国となった日本。初めての商業用原子力発電所（１９６６年茨城県東海村）戦後わずか２１年目で

あった。今年で戦後７５年目を迎えるが広島、長崎の原爆投下は昔話のような過去のものではなく、現

在も続いているという事を忘れず、未来へ必ず繋げていかなくてはいけないと強く感じた。また核兵器

の廃絶はもちろんだが、被爆された方、２世・３世の方々の健康問題や生活の不安が少しでも減り、安

心して毎日が送れるように小さな事でも発信していけたらと思う。 

 

第３回（７月２０日） 大坪郁子さんの「私の戦争体験、夫の被爆体験」」     医事課 川本さん 

戦時中の教育について、空襲について、疎開について、、、当時の様子や空気が

伝わってくる前半。そして、人生をともに歩んだ旦那さんのこと、被爆者本人で

あるご主人が亡くなり、その意思を継いで遺族として裁判を起こした原爆症認定

訴訟のこと、語り部活動のこと、、、。 

大坪さんの歩みを通して、その時代に生きる人達がその時代そのものを映してい

ることを改めて感じさせられました。 

被爆者でもない人たちが一生懸命原水爆禁止運動に取り組んでいることに感動

した大坪さんの旦那さんはその後語り部活動を始められます。その時の思いが印象的だったので一部ご

紹介します。 

「自分は広島で被爆しているのに、これまで何もしてこなかった。もう二度と自分のようなつらい思い

を誰にもさせてはならない。だから、これからは語っていこう。そのために原爆で亡くなった人たちが

僕たちをいかしてきたんだろう。」 

戦争のこと、被爆のことを語りたがらない人もいらっしゃると聞きます。様々な理由があってと思いま

す。語り部活動をされている方々も、様々な動機で活動を始め、取り組まれていると思います。戦時中

を生き抜いた方々、被爆者の方々のその思いに触れることができる、それが今はとても貴重なことだと

思いました。 

 

第４回（７月２９日） 小迫笑子さんの「夫の原爆症と裁判を支えて」    あゆみ薬局 長村さん 

原爆症認定の訴訟は何度も行われてきていますが、勝訴し認定を受けられるケース

はかなり少ない。証拠や証人がいないと難しく、たとえ認定されても、その後何年生

きられるかはわからないのが現実です。１８節にはその勝ち目のない戦いに挑み、そ

の中で様々な人や団体から後押しをされながら、認定を受けるまでのドラマが描か

れています。また、訴訟の際の陳述書に書かれている被爆体験は詳細な状況が見て取

れる内容となっていて、読み甲斐ありです。 

 

第５回（７月３１日） 折場六三さんの「学徒動員先の広島駅貨物操車場で被爆」 検査課 若杉さん 

「戦争被害を風化させないよう、語り継いでいくことが目的ですから」 

折場六三さんの手記と聞き書きを読んで、心に残った言葉です。折場さんは、１

３歳の時、旧国鉄の学徒動員に応じて、昭和２０年３月から、広島駅貨物操車掛

に勤務されていました。そこで、被爆しました。当時たまたま宿舎の中にいて、

宿舎は潰れたものの、いた場所が良かったため、友達と三人無事に出ることがで

き、実家に帰ることができたそうです。一週間後にもう一度友達と広島の宿舎に

戻ると、教官が、焼け跡をスコップで掘っていました。学徒の生死が分からない

から掘っているということでした。結局、折場さんたち三人以外の学徒は消息不明のままでした。１５
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歳の時、叔母さん夫婦を頼って京都に来て、現在に至っています。 

現在は、年金者組合の下京支部で活動されています。その取り組みの一つに、建物強制疎開前の町並み

の復元作業があります。下京区から始まって、東山区まで取り組んでいます。建物強制疎開も、戦争被

害です。「戦争被害を風化させないよう、語り継いでいくことが目的ですから、もう少し老体に鞭打っ

て頑張りたいと思っています」と締めくくっています。 

戦争経験者の高齢化が進んでいます。私たち、戦争を知らない世代も、この思いを引き継ぎ、次の世代

へと伝える責任があると思います。二度と同じ過ちを繰り返さないために、私たちの今、出来ることを

やらなければと、考えさせられました。 

 

第６回（８月５日） 平 信行さんの「父と母の被爆体験と私の追体験      リハ課 若杉さん 

平さんのお母様の被爆体験は、詳細は忘れていることが多いというものの、その

ときの情景、人々の様子が鮮明に書かれています。水ぶくれの皮膚をタップンタ

ップンと揺らしている人、火傷で足と足がくっついている人、ウジ虫がいっぱい

にわいている人、水槽に頭を突っ込んだまま亡くなっている人…。何十年も前の

ことをこれだけ鮮明に描写できるほどに衝撃的な、強烈な体験だったのだと感じ

ます。“「助けてー、助けてー」と言われてもどうすることもできず、目を背け

るようにして足を急がせた”ときの、そしてその後の心情を想うと、言葉が出ま

せん。平さんのお父様の被爆体験で印象的なことは、やはり死体整理作業の話です。息子である平さん

自身も父親の被爆者手帳の申請書によって知ったそうです。爆心地から１キロほどの距離の地で、原爆

投下の翌日から４日間、猛火の下で死体整理作業に従事されたとのことです。お母様の実体験でのリア

ルな描写で想像した後にこの体験を読むと、よりいっそう恐ろしい気持ちになります。ご両親とも当時

の年齢は今で言えば大学生くらいのときです。私だったら耐えられただろうか考えると、とても苦しく

なりました。 

 

最終回（８月７日） 中野志乃武さんの「燃え尽くす長崎の地獄絵の中を縦断して帰りついた私の被爆

体験」                                 地域連携課 濱崎さん 

１９４５年８月９日午前１１時２分。長崎に原子爆弾が投下されました。中野さん

は、当時、国鉄職員として長崎駅で勤務していました。防空壕内に避難していたた

め熱線を浴びることはありませんでしたが、物凄い閃光を目に感じ、防空壕の中の

壁に叩きつけられるほどの爆風にさらされています。 

ここから中野さんの世界は一変しています。防空壕の外に出て「防空壕に入る前に

あったはずの景色が何もないのです。」生活していた街が、景色が奪われてしまい

ました。 

山中を避難する途中たくさんの人に助けを求められてもなすすべもなかったこと。実家が無事だとわか

り戻る様子を「原爆投下の翌日、言語に絶する惨状の爆心地と長崎市街の中心を縦断するようにして、

歩いて帰りました。」と描写しています。人としての感情を殺さざるを得なかったことが伝わってきま

した。 

家族と再会し、その後結婚もされ、転勤で京都に。中野さんが常に原爆の放射線の影響に不安を感じて

いたことが「ほとんどの同僚が３０歳までに亡くなったと記憶しています。」「三人の子どもや、孫、

ひ孫に私と妻の被爆の影響がありはしないかと考えると、とても心配です。」との記述から感じられま

す。 

たった一発の原爆で、街も、そこに住むたくさんの人々の命も奪われてしまった。人間としての感情も

奪われ、自分自身や、子や孫の未来も奪われるのではないのかとの不安の中で生き続けなければならな
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い。 

そんな中でも中野さんは６６歳から京都原水爆被災者懇談会の世話人になられています。 

広島、長崎で被爆された方々が高齢化し、被爆体験そのものを聞く機会が少なくなっています。思い出

したくないことも、語りたくないこともたくさんあったと思います。そんな貴重な思いが綴られた本を

少しでも多くの人に読んでほしいと思います。 

 

■伏見区の近藤潤子さんからいただいたお手紙 

原子爆弾 ウラン２３５、プルトニウム２３９などに核分裂反応を爆発的に行わせた時発生する熱線、

衝撃波、各種放射線で殺傷、破壊する爆弾。１９４５年（昭和２０年）８月ウランを用いたものが広島

に、プルトニウムを用いたものが長崎に投下され、大惨害をもたらした原爆。 

これにより広島、長崎の人々がどんな悲惨な体験をされ、凄まじい人生を歩まれたのか、『語り継ぐヒ

ロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉を拝読させていただき、戦争の恐ろしさがひしひしと感じられます。途

中何度もその光景が脳裏をかすめ、いたたまれない気持ちになりました。今まで写真で見たり、想像し

たりしていたのですが、体験された方々の実相の文章はすごく胸に迫ってきます。 

二度と戦争はあってはならないこと。何事も話し合いで解決できる世の中であって欲しいと願わずに

はいられません。若い人たちに戦争のことをお話ししてもうわの空。そんなの昔のことやろ、と関心の

ない人たちが多くなってきています。（そんな方ばかりではないのですが） 

戦争体験者が年々減少していく中、戦争のことはしっかりと継承していかないと風化されていく傾向

にあると思われます。それで駄目なんです。戦争のあったことを後世に確かに伝えていかなくては。こ

んな戦争は二度と起こしてはならない。今起これば核戦争になり、何もかも全ての物が亡くなってしま

います。今の政治家の方々も戦争を知らない方々ばかりで、いつもきな臭い匂いを漂わせています。憲

法９条は守って行かなくては駄目です。是非守っていただきたいと思います。 

私も大東亜戦争を体験しております。国民学校３年生の時でした。大都市の国民学校児童は、３年生

以上は災禍を避けるために農山村地域に移動させられていました。私の兄、長男は、９年生で中等級以

上の生徒は学徒動員で強制されて軍事工場に狩り出され、労働力を補うために働かされていました。 

私は、固有名詞は憶えていないのですが、兵庫県丹波市にある山の上にあるお寺に集団疎開をしてい

ました。それまで幸せであった生活が一変して、子ども心に淋しい、辛い、ひもじい・・・しんぼう等

の想い出を残しました。いつも夕食が済むと、夕食といっても豆かすの入ったご飯一杯と、めざし、つ

けもの、みそ汁といった食事でした。お寺の高台の所からみんなで、おかぁーさーん、と叫んでいまし

た。 

私は次男の兄と一緒に集団疎開をしたのですが、その兄が病気になり途中で家の方へ帰ることになり

ました。その時に先生に下の道まで送っていただいたのですが、「もうここに来ることのないことを祈

る」と言われました。 

京都の家の窓ガラスや入口等には白い紙で田、☒がこのように貼られ、夜道の道標になっていました。

家の中は裸電球に黒い布が被せられ、外に明かりが漏れないようにしてありましたが。警戒警報発令が

何回もあり、その度に防空頭巾を被り防空壕の中へ急いで避難していました。突然家の外から町内の人

たちの声がメガホンを通じて聞こえてきます。「空襲警報発令！」と言って町内中を知らせて回られる

のです。そのに声が聞こえてくると急いで日頃から用意されている、家の玄関の所に掛けてある決戦袋

を肩にかけて綿の入った防空頭巾を被り、家の前の畑の中にある大きな防空壕の中へ急いで入りました。

天井には空気穴のパイプが通されていました。中は暗くて、奥の方にはローソクの灯が灯されていまし

た。入口から戦闘機の音をたよりに空を見上げると B２９が編隊を組んで西の方へと飛行して行きまし

た。 
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空襲警報が解除されて豪から出ると西の空が真っ赤に染まっていたのが見えました。私たちはどうな

ったのか分からず大人の人に聞くと、あれは大阪に焼夷爆弾が投下されて町が燃えているのだと教えて

くれました。私の住んでいた所は大きな戦禍には巻き込まれなかったのですが、他の所は爆弾が投下さ

れて被害がたくさんあったと、死者も多くあったと聞かされました。いつも、いつ爆弾が投下されるの

か、常に、空襲警報が発令されるたびに防空頭巾を被り、防空壕に入り、B２９が飛行していくのを見て

いました。いつも不安で、怯えながらの生活でした。 

二度と戦争のないことを願うばかりです。 

令和の年が幸せな平和な年であることを願っていたのですが、中国武漢から始まった新型コロナウイ

ルスがパンデミックを起こし世界に拡大、全世界の社会経済が大変なことになっております。収束の目

途もたたず、大変心配なことです。 

元の生活に戻るには何年かかるか分からず、新型コロナウイルスと共存した生活をしていかなければ

ならないと。相手がウイルス、目に見えないだけに大変恐ろしいことです。日常生活もころっと様変わ

りしてしまいました。戸惑っております。 

どうか皆様、コロナ禍はまだまだ収まる気配がみられませんが、感染予防に留意されながら、頑張っ

てくださいませ。 

追伸 

皆様の体験された壮絶な経験に対して烏滸がましいとは思いながら、少しだけ私の戦争体験を書かせ

ていただきます。失礼いたします。 

 

■広島大学原医研付属被爆資料解析部からの問い合わせ 

広島大学原医研付属被爆資料解析部から、下巻の発行がされているのか、決まっていないのか問い合

わせがありました。 

上巻は購入したが、教員から下巻が出たら、学生にも読ませたいと言われている。 

下巻がでたら知らせて欲しいとのことでした。 

 

 

 

 

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 西河内靖泰さん  ２０２０年 9月１７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 

■個人情報 

 母が広島で被爆。 

 広島市吉島町(爆心地から２キロ)で被爆。広島刑務所の隣の飛行機の

製造工場に学徒動員に行っていた。広島女高師付属山中高等女学校専

攻科1年(１６歳) ちょうどトイレに入っていた。 

そこが広島刑務所の高い塀の影にもなっていてそれで助かった。工場

は天井が落ちたが外にいたので助かった。 
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 翌日、母親たちは、親せきや知人を探して爆心地付近も歩き回った。黒い雨も浴びた。 

 私の娘（孫）には、この証言と異なること（「天井が落ちてきて挟まれた」）も言っている。 

 母たちは当時、己斐付近に住んでいた。祖母は、当日朝から調子が悪くて、寝ていて布団の中に

いたため、家のガラスが全部ふっとんだが怪我をしなかった。祖父は宇品の造船所で被爆した。 

 

■森川さんの『核なき未来から』と同じ体験 

 幼少のころは、よく原因不明の発熱で何度も死線をさまよった。 

 傷口がなかなか治らず化膿して、白い膿みがたまり、炎症を起こすことが多く、そのたびに病院にか

よっていた。 

 指腱鞘炎（関節炎） 

 下痢は日常茶飯事である。お腹の弱い体質は成長しても変わることなく、今に至っている）。下校、

帰宅途中に急に差し込むような腹痛と便意を催し、３０分前後の自宅までの帰り道に我慢しき

れず、失禁してしまうこともしばしばあった」 

 顔がしびれ動かない。 

 自律神経の乱れによると思われる下痢や腹痛など胃腸症状や頭痛、持病の顔面痛の悪化。 

 副鼻腔炎が悪化 

 ６０歳になり・・・体調不良や症状も、以前にもまして増えてきている。 

 子どものころ、少々の傷でも化膿しやすかった兆候が再燃してきた。ほんのわずかなひっかき傷や

すり傷などでも、放置しておくと、数日後にはピンク色に腫れ、炎症を起こし、化膿して、痛痒くなり、

膿が出るようになった」 

 手足が急に冷えるようになった。 

 もともとあった頻尿傾向や残尿感もひどくなり、就寝中、トイレに起きる回数も以前より格段に増

えた。 

【聞き取りから】 

 ３歳の時に熱が全く下がらずに、母親は医者から「覚悟してください」と言われた。 

 どの薬も効果がなかったため、本来的には乳幼児に禁忌のアスピリンを投与した。 

 投与するとすぐに熱が下がり回復した。医師としては、最悪の事態も覚悟して博打をしたのだ。 

 風邪をひくと気管支炎にはならない（扁桃腺が肥大のため扁桃腺がすぐ腫れて熱を出すので、

気管支・肺まで影響が及ばない）が、風邪やインフルエンザにはよくかかった。 

 毎年、インフルエンザの予防接種をすると、接種後2日から3日後には、高熱を出してお休みと

なった。クラスでインフルが流行り学級閉鎖になったときは、自分だけが元気だった。 

 熱が出ると、往診の医者からペニシリンを打たれすごく痛いので、イヤでたまらなかった。熱

が上がると危ないと判断されていたようで、高熱が出るとそうしてしていたらしい。 

 大人になって（４０歳を過ぎてから）斜視（軽いものだが）と言われた。子どものころは気が付い

てなかった。そんなにひどくはない。孫（6歳の女の子）が斜視。娘が医者に「誰か親族に斜視はい

ないか」と聞かれた。娘は「誰もいない」と答えた。自分は家族にも斜視のことは言っていなかっ

た。 

 斜視のことは、いまは精度が上がっているので、軽いものでも子どものときから見つかる。 

 中学校の野球部のとき、ボールの捕球で目測がずれてよくポロポロ落とした。外野フライのと

きにうっかり目をつぶると取れた。じっくりとボールの行方を見ていると落とした。斜視のせ

いだったろうと医者に言われた。 

 ケガをするとなかなか治らない。今でも、同じ。すぐに膿んでしまう。弟は、ケガをすると傷口が

膿んで、さらにはよくトビヒになっていた。 
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 化膿してなかなか治らない。カサブタができてもその下はぐちゅぐちゅの状態だった。弟は、

もっとひどかった。 

 兄弟姉妹は３人で、私は一番上の長男。真ん中は女、下は男。妹は３歳のときに亡くなった。 

 妹は、昭和３６年７月１１日に亡くなった。肺炎だった。幼稚園の3歳児保育に入って３か月が

たったばかりだった。自分は、そのとき満７歳（昭和２８年生まれ）。弟とは、９つ離れてい

る（昭和３７年生まれ）。 

 自分は3歳で死にかかり、妹は３歳で亡くなった（自分ももしかしたら、３歳で亡くなっていた

かもしれない）。 

 腱鞘炎には子どもの時からよくなった。足もなった。そんなに酷使していたとつもりはないのによ

くなっていた。 

 目をつむるとしょっちゅう眼の中を光が走る。いまもずっとそう。星がキラキラするのが目の周り

に見えたり、イナズマのように目の前で光る。 

 鼻血はしょっちゅう出ていた。出るとドッと出て、しばらく横になって止まるのを待つ。勉強して

いる時などが多かった。小学校6年の頃は、家庭教師に教わっている最中にたいてい鼻血が出た。高

校までよく出ていた。 

 蓄膿症（慢性副鼻腔炎）ということで、耳鼻科に通っていたが、高校２年から３年の春休みに

手術をした。手術後は、以前のように鼻血は出なくなった。 

 ３・１１東日本大震災のときに、翌日、急遽、滋賀から自宅のある千葉に戻って、新京成の習志野

駅に降りたら鼻血がタラーと出た。 

 それまで４０年近くも出ていなかった。『美味しんぼう』の鼻血のエピソードは絶対に本当だ。 

 昨年の1月ごろに、急に鼻血がボロボロと出始めた。ほとんど毎日。原因は結局分からなった。 

 耳鼻科では、「鼻の中には異常は見られない。血の固まりにくい薬（バイアスピリン）を飲んでる

からではないか」と言われた。 

 脳梗塞を３３歳の時におこしたので、血が固まらないように、バイアスピリンを飲んでいる（歯

に治療や手術の時は1週間前から、服用を停止する）。 

 よく腹を壊していた。下痢はしょっちゅうだった。 

 小学校６年生のときで体重が３８キロ。４０キロなかった。とにかく細くガリガリだった。食

が細かった。中学で野球部に入り、体力をつけるためトンカツなどの肉を食べるようになって、

体重が増えた。２０才の時には、５５キロだった。 

 最も、大学４年の時から太りはじめ、２３歳の時には９０キロ台になっていた。 

 大学４年の教育実習の時に一気に8キロ増えた（ストレスと過食のせい）。 

 １３歳のとき、肋間神経痛になる。野球部だったので、胸の筋を痛めたのかと思ったら、肋間神経

痛との診断。痛みがひどくて、時には息が止まりそうになるが、半年ぐらいで痛みは消えた。 

 兵庫県芦屋市から福岡県嘉穂郡筑穂町（現・飯塚市）に転居（中学2年12月） 

 中２（だと思う。記憶が定かではない）の３学期に、首筋にグリグリがあるのを発見。普段は

特に痛みはなかったが、時々激痛が走っていた。当初、医者は結核を疑うが、ツベルクリン反

応では陰性（もともと、子どもの時から私はＢＣＧを打ってもやがて陰性になってしまう）な

ので、その疑いは排除。結局、何だったのかはわからないまま、飯塚市の耳鼻科に通う。腫瘍

だったのか？ 

 グリグリは、高校2年（福岡県立嘉穂高校）の時に突如消えた（本当に突然何時消えたかわから

ない）。 

 一昨年、舌にできたできものを切除して、病理検査したところ、神経線維腫らしいということ

だった。神経線維腫は末梢神経にできる良性腫瘍で、この時のものはそうではないかと推測さ
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れる。 

 高校2年夏、大分県津久見市に転居 大分県立津久見高校に転校 

・本来は２学期からの転校なのだが、夏休みの補習授業に出ていたが、その最中に激しい嘔吐を起

こしたため、病院へ。そこでのアリナミンの静脈注射でアナフラキーショックを起こす。 

 22歳で東京・荒川区役所に入る 職場は国民年金課保健料係 

 その年の１２月（２３歳のとき）に職場で執務中、突如背中の激痛のため倒れ、救急車で運ば

れた。尿管結石だった。入院して、血液検査をすると、肝臓の数値が悪いのが判明する。 

 黄疸が出ていて、顔が真っ黄色になっていた。 

 劇症肝炎を起こしていたようだ。ＧＯＴ・ＧＰＴ値が、急激に上昇、１０００を越えていた。

結石のほうはすぐに出た。ウイルス性肝炎ではない。原因不明の肝機能障害。 

 この年の夏に、千葉の原水協が実施していた、被爆二世向けの健診を受診（船橋の南浜診療所

で）、「肝機能の数値が悪いので、精密検査を」との通知が来ていた。 

 役所を病欠して、下関の実家で療養。 

 当初は市民病院に入院予定だったが、入院せずに実家で３か月半ほど療養。 

 毎週、診察・血液検査。はじめは、ＧＯＴ・ＧＰＴ値は８００～９００台、極めて危険な状況

だった。 

 療養中は、数値が下がって５００～６００台ぐらいまで一気下がった。 

 だんだん下がるけれど、２００～３００台で留まっていた。 

 医師は、ストレスで数値が高いままになっているのではないかと、診断。「仕事に復帰したい

か？その方が、数値下がるかも」と聞くので、職場復帰を希望。職場復帰可能の診断書を出し

てもらう。 

 それで復帰したら、一気に数値が１００未満（７０台まで）に下がった。療養していることで

のストレスがあったことは確かだった。 

 療養当初は、顔は真っ黄色で、便は真っ白。胃検査でバリウム飲んだ後みたいだった。 

 数値が高めで留まっている間に、便の色は正常になっていった。 

 ２８歳のとき希望して保健所に異動 庶務課普及係に。わずか７か月後に予防課業務係に異動。 

 普及係では、衛生・健康教育、広報、医療統計、各種免許事務、医療監視などを担当。 

 業務係では、母子保健、予防接種、感染症対策、精神衛生、難病・養育医療助成、被爆者関係

業務などを担当。 

 業務係への異動は、住民基本台帳の電算化に伴って、そのデータを母子保健、予防接種関係業

務を使用するので、その対応のため。係長級の人と入れ替えで異動。８万件以上の間違いのデ

ータを修正。ほとんど、毎日残業。この時のせいで、緑内障を発症。 

 ３０歳のとき結婚 ３３歳のとき脳梗塞で倒れる 

 ３３歳のときに執務中、職場で突如椅子から崩れるように倒れる。保健婦さんが、水銀血圧計

で、 血圧を測ったら、下が２００、水銀柱が上の端まで行ってしまい、測定不能だったそう

だ。保健婦さんや医師の所長から声かけられて、かかりつけの病院に移送を決めて移送中に意

識なくなる。意識不明の状態に。意識を取り戻したのは、病院のベットの上だった。脳梗塞だ

ったらしい。 

 ２週間入院して、点滴と検査。検査では、血栓は見つからず、後遺症はほとんどなかった。だ

から、正確には脳梗塞の疑いということだった（後遺症はないということだったが、左手の握

力が低下、左の手足の機能が低下していることが、後年判明）。 

 自宅で、倒れた当日の朝まで徹夜して、来年度予算書を作成中。業務係に異動してからは、連

日、残業続き。倒れる１年前は、連日残業で、月２００時間越え（でも書類上の残業はその１
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０分の１）、年間の休みは２週間もなかった。朝、午前７時に出勤し、午後１１時退勤（通勤

時間は１時間半）。危うく過労死するとこだった。 

 軽減労働（２時間勤務時間短縮）で職場復帰 

 その年（昭和６１年）１１月、エイズ騒ぎが起こっていた。保健所で血液検査の受付開始、対

応に追われる。当時、荒川区は東京23区の保健衛生部会の会長区だった。２３区の保健所にマ

スコミが殺到して、業務に支障が出ないように、マスコミの保健所取材は会長区で対応となり、

私もその対応に駆り出された。 

 本当は軽減労働のはずなのに、連日残業することになって。いつしか軽減労働はなし崩しにな

ってしまった。 

 そのまま翌年に入る 脳梗塞の後遺症か？ 鬱状態に お酒飲まないと職場に行けない状態に。 

 脳梗塞で倒れてから、通勤時間軽減のため、船橋の自宅から出て、職場の近くにアパート住ま

い。 

 通勤時間は楽になったものの、鬱状態が出現（脳梗塞の後遺症で鬱になることがある）。朝お

酒（缶ビールを３つ）を飲まないと出勤できず。この時は、夕方には手に細かい震えが出てい

たから、かなりのアルコール中毒になっていたようだ。 

 それで、脳梗塞で入院した病院からの紹介で、代々木病院精神科に通う。６２年夏３か月間（７

月～９月）、埼玉県三郷市の精神科病院に入院。 

 ６２年１０月に職場復帰。保健所にいるのは大変だということで、保健所の先輩職員から「あなた

は図書館に向いているよ」と図書館勤務をすすめられる。それで図書館に異動。 

 ６３年１月に日暮里図書館へ異動。係長級の職員が前年１０月亡くなり、図書館に欠員が出て

いた。暮れの職員組合との交渉で当局が欠員補充を確約。先輩職員の推薦を受けた総務部長が

元図書館長で、私のこともよく知っているので、組合を通して図書館への異動を打診。了承し、

新年早々の異動となった。 

 その後、３つの図書館を異動。１７年３カ月の間、図書館に居ることに（その間、新しい図書

館建設も担当）。５１歳のときに、係長級に昇進し、教育委員会事務局庶務課施設係に異動。

それまで、ずっと図書館に居た。 

 ２０代の時から、倒れたり入院したりを繰り返していた。アトピーにもよくなっていた（4月～

5月が特に症状がひどい。顔の真ん中が赤くなっている）。（私の娘もアトピー、孫の男の子も

2歳だがアトピー）。いまだに、皮膚が弱い（よけいに弱くなっているようだ）。傷ができると

なかなか治らない。 

 図書館勤務４３歳の時、平成７年か８年のこと。糖尿病になっていた。定期検診にて精密検査。そ

れで糖尿病が明らかに。８０㌔代から６２キロまで痩せた。肝臓を悪くしたときも７０キロ以下ま

で落ちた。今でも糖尿病の治療中 

 図書館に来てからは、風邪などをひいたりはしていたが、３０代の時は、特に大きな病気には

ならなかった。 

 ４０代でギックリ腰になった。娘に病院に連れて行ってもらった。千葉徳洲会病院だが、医者

はパソコンを見ているばかりで、こちらの体を触ることもしない。院長は知り合いで親しかっ

たが、不愉快になり二度と行かなかった。自分の家で横になっておとなしくして、自力で直し

た。 

 ４０代はじめ頃（正確にいつかは覚えていない）、イレウス（腸閉塞）になった。１～２週間

ほど（１０日間くらいだったか）便が全く出ないでいたが、ある日の夜中、背中に激痛が走り、

妻に救急病院の夜間外来に連れて行ってもらうも、ろくに見てもらえず帰される。夜中から痛

みは治まらず七転八倒、朝になり近くの胃腸科医院に行く。レントゲンを撮ると大腸が水平状
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態に写っている。医者から「これは危険な状態で何時腸が破れてもおかしくない。よくここま

で我慢できましたね」と言われる。すぐに救急車を呼んでくれて、夜中に行った病院に搬送さ

れる。そこで、２日間痛み止めを打ちながら、腸を動かす薬を投与し自然に閉塞が解かれるの

を待つ。後２時間で便が出なければ手術というときに一気に便が出ｔれ痛みが治まった。 

 ５０方には、４０代でなった。全く、肩があがらなくなった。 

 平成１７年４月から、教育委員会事務局勤務。 

 教育委員会事務局にいたときに、自宅で胸に急激な痛み。通勤途上で調子が悪くなり、松戸駅か

ら救急車を呼んでもらい、病院へ搬送。入院し検査するも、よくわからない。心臓自体にわるい

ところは見当たらない。精神的なものか。 

 当時、係長級になり、新たに設置されたビジネスカレッジのスタッフにもなって、土日祝日もな

く、仕事で、代休もほとんど取れない状態で、体がおかしくなりかけていた。異動を希望した。 

 その係は係長級が２人いたが、翌年、役所全体の係長級の人が不足したため、私のポストが廃止

となったため、私は国保年金課に異動になった。 

 平成１８年４月から２０年３月まで国保年金課にいた。国保介護保険料係の徴収担当の係長 

 この職場で、５３歳のとき、悪性高血圧になった。通勤途上の松戸の駅で、意識が急になくなり、

階段から落ちた。駅近くの病院に運ばれた。 

 やっと役所に着いても、調子が悪いことが多く、組合事務所で、血圧を測ると、上が２００～２

１０、 下は１３０～１４０とかだった。東京都職員共済組合青山病院を紹介され、そこで悪性

高血圧と診断。ストレスによるものと。 

 国保年金課では、課長の不祥事や区民との対応などで、ストレスが多かった。また、係長級はほ

とんど休みなし。私のいた当時の係長級５人のうち３人が定年前に退職した。 

 国保年金課で倒れた後に、半年間休職 

 ストレスによる悪性の高血圧なので職務の執行に耐えられないとのことで、区役所の産業医の

アドバイスに従い、休職へ。 

 半年間休職したが、そのことは家族には話していない。そのため、昼間は家にいられない。家

のカギを紛失後、替わりのカギを持っていないので、家族が帰るまで家には入れない。 

 昼間はどこにいたかというと、もっぱら漫画喫茶にいた。自治体の公共施設にはいけない。特

に、図書館はどこへ行っても私だとばれてしまうので、行けなかった。 

 ある日、漫画喫茶に入る前に駅の近くでカギ束を落とした。カギ束は見つかったが、家のカギ

の一部がどうしても見つからなかった。この時の前後の記憶が全くない。 

 脳梗塞を起こしてから、時々記憶が欠落していることがあった。財布のお金が無くなっている

のに、使った記憶がないことも。 

 北習志野の西友ストアで買い物していて、レジで精算せずに、カゴを持ったまま出ようとした。

アラームの声で慌てて戻った。 

 国保年金課では、私の前に2人の職員が続けて死んでいる。１人は糖尿病による急激な低血糖

で、もう１人は自殺。産業医が「このまま、この職場で働いていると死んでしまう」と言って

くれて、図書館に戻してもらうよう助言。 

 休職中に松戸の精神科クリニックへ。その前にも、精神科病院を退院した後、別の松戸市内の精神

科クリニックにかかっていた 

 ３４歳のときから軽い精神安定剤を使ってきた。脳梗塞の後遺障害で鬱状態になったことがあ

ったので。 

 前に通っていたクリニックの院長先生が亡くなったので、その後は行っていなかった。内科の

先生に、精神科に行くように言われたので、また行くようになった。 
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 平成２０年に図書館に戻る。睡眠時無呼吸症候群であることがわかった。 

 平成２０年４月に、以前いた南千住図書館の管理係に。戻った日に図書館そばの医者で血圧を

測ったら、正常血圧。前日より２０も下がっていた。 

 睡眠時無呼吸症候群は、娘が発見。「眠っていると息が止まっているのでは」と言われる。息

が回復するときに大きな音をしていた。妻にはやかましいと蹴とばされたが。 

 水道橋にある睡眠障害クリニックで宿泊して検査。一晩で50回ぐらい、呼吸停止している。「こ

れは大変」だと。 

 口に装着して強制的に空気を送り込む、ＣＰＡＰを装着するようになった。今でも装着、旅行

時には持参。 

 平成２１年４月から滋賀県愛荘町の図書館長に。ここで、また脳梗塞に 

 平成２３年１０月のこと、部下と話していて、「館長、ろれつがまわっていません」と言われ

る。 

そこへ来た係長が脳梗塞で父を亡くしているので、係長は私の様子が変だと感じ「これは危な

い」と判断。タクシーを呼んで、直ちにかかりつけの豊郷病院へ行く。すぐに入院して、血栓

を溶かす点滴を行う。一日で症状は改善し、ろれつがまわらない状態は消えた。５日間の入院。 

 脳梗塞を繰り返している（これで、２度目？３度目？）。医者には、「次に脳梗塞を起こした

ら命はない」と言われている。 

 ストレスが原因。この町では、図書館の臨時職員採用試験の時に同和絡みの問題が起きたので

館長を辞任した。この問題によるストレスで２か月ぐらい満足に寝れなくなり、その間に脳梗

塞を発症。辞表を教育長へ出す前に血圧を測り、戻ってから測ったら、血圧が２０下がってい

た。 

 平成２４年５月から平成２６年７月まで、滋賀県多賀町の図書館長。この時には、既往症の治

療以外に、新たな病気はなかった。 

 平成２６年９月から広島女学院大学准教授、続いて平成３０年４月から一年間下関図書館館長に 

 女学院大学での仕事自体は楽しくて生きがいがあったが、仕事の量は毎年増えていって、負担

になっていたものと思われる（最後の年度は１８か目を担当。本来は司書・司書教諭課程の専

任教員なので担当しないはずの、病気で倒れられた先生の科目やゼミ・卒論指導を担当したた

め、多くなった）。 

 授業の準備等で、連日午前零時を回ってしまう。大変だった。研究室の前の通路を歩いていて

フラッとして倒れそうになり、やばいと思った。 

 広島に居たときに、どうも度々、眼底出血を起こしていたらしい。滋賀の今通っている眼科に

行って分かった。ストレスなどから、眼底出血は起きる。いま時々、眼底出血を起こしている。 

 いつも全力で走ってしまいがちになるので、倒れられた先生みたいになったら、学生に迷惑を

かけると思ったので、大学の定年前だがこの辺が引き際かなと思った。 

 それで、下関から話があったので、そちらに行くことにした。 

【森川さんとの異同】 

 下痢はずっとしている。パンツ汚れることもあり困った。 

 子どもの時はいじめられるし。 

 顔面痛については、顔がしびれたことがあった。足はよく激痛が走った。手にも。寝ている時

に。座っているときにもいきなり激痛がくる。本当に痛い。急に来る。肋間神経痛。痛い時は

息もできない。中学1年ぐらいまで。 

 目は最初から乱視。斜視。老眼は30代から。自律神経の乱れはしょっちゅう。 

 潰瘍があったり。 
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 私の娘が二人目を妊娠した時、途中で心音停止。 

 副鼻腔炎があった。 

 子どもころの症状がまた起こっている。 

 料理中に油が飛んで、それが皮膚に付いてよくやけどをする。傷口になって痛い。一月ぐらい

はぐじゅぐじゅしている 

 傷の再生力が衰えている。花粉症は26歳ぐらいから。気管支喘息もあった。 

 昔から手足が冷えやすい。一時期、スポーツをしてよくなった。年を取ってから昔のように冷

えるようなった。 

 頻尿傾向が強くなっている。夜中トイレに２回はいく。１時～２時ごろと明け方近く。 

 排尿促進剤を飲んでいる。糖尿病をもっているので。43歳から糖尿病。 

 身体に赤紫の斑点があらわれたり消えたりすることがあった。 

 内臓が弱い。夏はわりと強い。暑いのは嫌ではない。 

 野球をやったので。汗をたくさんかいた。汗腺が他人より多いと医師に言われた。 

 小学校３年２学期から６年まで給食 １年から３年１学期までいた北海道の小学校ではまだ給食

がなかった 

 小学校３年だったか４年のときに腸カタルになった。母親の作った弁当を３カ月ほど食べるこ

ととなったので、３年ちょっとしか給食を食べられなかった。 

 微熱・頭痛、胃の痛み、手足の痛み、めまい、吐き気に悩まされた。 

 食べたものを吐いてしまう。 

 腸カタルは腸の粘膜にふきでものができて消化がうまくできない。 

 

■１９７０年代の文献から 

 体に赤紫の斑点があらわれたり消えたりする。 

 内臓が弱い。 

 冬が苦手でいつも風邪をこじらせていた。 

 微熱、頭痛、胃の痛み、手足の痛み、めまい、吐き気に悩まされた。 

 食べたものを吐いてしまう。 

 

【聞き取りから】 

 母は頑固な便秘があった。子どものころから、腸の動きが弱かったという。母が80過ぎてから、子

どものころから、そうだったことを知らされた。腸の蠕動
ぜんどう

が弱い障害（今でいう難病のようだ）を

抱えていたということ。これは、被爆以前から。 

 子どもから見た、母親のこちらとしてのイメージはスポーツウーマン。小学校、女学校のときはバ

レーボールをやっていた。 

 福岡に居たときは、家の庭に卓球台があり、よく中学生が卓球しに来ていたが私の母には誰も

かなわなかった。 

 中国に日中婦人の卓球の交流試合で行って（凖国賓待遇）、1勝1敗1分けだったという。 

 マスターズの水泳や卓球の試合も出て、よく入賞していた。 

 母は、自分のイメージではスポーツウーマンで、子どものころから腸の病気を抱えて苦しんで

いたというイメージにはどうしてもつながらない。 

 その話（子どものころから、腸の動きが弱かったこと）もっと早く言ってよという感じを持っ

た。それを聞いていたら、もう少し自分の体のことも前向きに考えられたのにと思う。 

 私は元々体自体が弱い。内臓も弱い。いろいろな病気になるのも臓器に余裕がないから。 
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 「個々の臓器が、すぐに許容量を超える」と、被団協の中央相談所から紹介されていった病院

の医者に言われたことがある。 

 本人としては、辛くても頑張っているのにもかかわらず、はた目からは「ちんたらやっている」

ように思われていた。 

 私の小学校1年生から中学校２年生まで体育の成績は「１」だった。 

 高校に入って初めて、良い体育の成績に接する。成績通知表には１０点満点で７をつけてくれた。 

 内申書では５点満点の４だった。 

 高校に入ってから、体育ではじめて「１」「２」以外の評価を見た。 

 両親ともスポーツマンだった。親せきのところにいくと、この子は頭はすごくいいけれど、「身体が

弱いのは、どうかね」と言われるので、あまり気持ちよくなかった。 

 

■被爆者援護法によって「健康管理手当」の対象となっている障害と病名 

 アルコール性、ウイルス性を除く慢性肝炎・肝硬変など 

 糖尿病 

 脳梗塞 

 高血圧性心疾患 

 白内障（糖尿病性でない） 

 変形性関節症 

 

■『広島・長崎の原爆災害』よりと同じ症状を発症 

 腸の粘膜上皮細胞、皮膚の表皮細胞 

 煩喝（口が渇き水を飲みたがる）、全身倦怠、発熱、下痢（水様便、粘血下痢便） 

出血性素因（出血しやすい状態）、鼻血、「下血」便が真っ黒なことも 

 消火器についての訴え（常習下痢、常習的な腹痛、その他の胃腸障害） 

 循環器についての訴え（手足の冷え、ほてり） 

 体温についての訴え（疲れると微熱が出る） 

 出血性傾向（ちょっと出血しても紫斑をのこす） 

 

■『私の被爆体験 ― 京都「被爆２世・３世の会」の聴き取りより』と同じ症状 

 鼻血と眩暈（めまい）が被爆直後から今も続く。眩暈は今の方が激しい。（被爆者の体験） 

 鼻血は子どものころから、頻繁にあった。高二の蓄膿症の手術後は出なくなる。だが、3.11後

には、たびたび出るようになった。 

 年に１、２回、予期せぬ時に大量の鼻血がでて止まらない。 

 疲れやすくて体が弱い。小学・中学と続いた。 

 子どものころから風邪をひきやすく、体も弱く、熱もよく出て、疲れやすくなっていた。 

 娘が生まれたとき、切迫流産寸前だった。 

 妹は３歳で肺炎により亡くなり、娘の２人目の子どもはお腹の中で心停止になった。 

以上 
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核兵器禁止条約発効めざして 

 

９月２１日、地中海の国マルタが核兵器禁止条約批准 

４５ヶ国目、条約発効まであと５ヵ国 
 

地中海の島国マルタが２１日、核兵器の保有や使用を禁止する核兵器禁止条約の批准手続きを終えた。

批准した国・地域は４５となり、条約発効に必要な５０カ国・地域の批准まで残り５となった。 

今年は広島・長崎への原爆投下から７５年、国連創設７５年の節目の年で、条約を推進するＮＧＯ「核

兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）などは年内に批准が５０カ国・地域に達することを目指して

いる。国連によると、批准の前段階になる署名を終えたのは８４カ国・地域。条約は５０カ国・地域が

批准してから９０日後に発効する。                           (２０２０年９月２２日 毎日新聞) 

 

■マルタのバルトロ外相のコメント 

核不拡散と世界的な軍縮は、すべての人々の次

の世代により安全な未来を保証するうえで極め

て重要であり、今回の条約批准は、それに向けた

マルタの揺るぎない誓約を証明するものだ。 

 

■マルタのフレイジー国連大使のコメント 

きょうはマルタにとって特別な日だ。６６回目

の独立記念日であると同時に、核兵器禁止条約を

批准した４５番目の国となった。（９月２１日の国連創設７５年の記念会合にて） 

 

 

２０２０年９月２１現在 核兵器禁止条約批准国４５ヶ国 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８２） 

高裁第６民事部の判決は年明け１月１４日(木)に決定！ 

認定被爆者の更新打ち切り処分に対する裁判も開始、より広い被爆者援護のために 

２０２０年９月１３日（日） 

 

 

猛暑の続く８月下旬から９月にかけて、ノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟は３つの裁判が続いた。

最初が８月２６日（水）高裁第６民事部、続いて

９月７日（月）地裁第２民事部、そして９月９日

（水）高裁第１２民事部と。 

 

最初の８月２６日（水）高裁第６民事部（大島

眞一裁判長）は原告Ｔ・Ｉさん（男性、７６歳、

京都府城陽市）の控訴審。法廷は２０２号大法廷。

コロナ感染防止対策で席数も思い切って減らさ

れているが、傍聴者も９人だけと寂しい法廷にな

った。前回は２月２８（金）、阪南医療生協診療所

所長の眞鍋穣医師による証人尋問で、Ｔ・Ｉさん

の被爆状況と症状、放射線と糖尿病発症の関係、

肝機能障害の最新の医学的知見について、多数の

資料とデータに基づいた精緻極まりない証言だ

ったことが強い印象として残っている。圧倒的な

証言の前に、国側代理人は質問に窮してしまい、

反対尋問を１０分にも満たない時間で切り上げ、

尋問放棄に近い事態を招いてしまった。かってな

いことだった。 

その証人尋問を受けて今回が最終弁論となっ

た。担当の中道滋弁護士が立ち、最近では珍しく

なったパワーポイントを使っての最終意見陳述

が行われた。既に眞鍋医師の証言によって放射線

起因性などについては詳細な主張立証が行われ

ていることから、今回はそれを補充する内容では

なく、あらためて被爆の実相を示し、被爆者援護・

救済の重要性、必要性を説くことに重点を置いて

の陳述となった。写真、絵などの画像、援護法前

文、松谷訴訟最高裁判決の要旨、眞鍋証言の要点

などを示し、それらを簡潔にまとめたコメントに

よって２０分間の陳述はまとめられた。 

裁判長から弁論の終結が宣せられ、判決言い渡

しは来年年明けの１月１４日（木）午後１時１５

分からと告げられて閉廷となった。 

報告集会は大阪弁護士会館で行われ、弁論され

た中道弁護士と、今回も出廷された原告のＴ・Ｉ

さんからの挨拶から始められた。Ｔ・Ｉさんは振

り返れば原爆症認定申請したのは平成２２年（２

０１０年）のこと、今日まで１０年もかけてくる

ことになった。ここまで応援していただいたみな

さんへの感謝の言葉が述べられた。判決が意外と

先となり、これから４ヶ月も先となった。それだ

けのじっくり時間をかけての判決なら裁判長に

も期待したいところだが、裁判長頼みではなく、

眞鍋医師の意見書の力と、私たちのこれから４ヶ

月もある期間の運動－公正な判決を求める署名

運動－を最後まで取り組んでいくことが呼びか

けられ、みんなで確認した。 

 

報告集会では８月２２日（土）に行われた全国

の弁護団と支援ネットの会議内容も報告された。

会議の目的は２０２０年１月２１日（火）の最高

裁判決を受けて今後これをどう克服していくか

についての意見交換だった。最近、せっかく頑張

って原爆症認定を勝ち取っても、５年の経過後に

は機械的に更新却下される事例が全国的に頻発

するようになっている。最高裁判決を受けて今年

４月からは厚労省がより厳しくなる行政方針も

出している可能性もある。この事態を克服してい

く基本は日本被団協の提言に沿った法改正が必

要。その実現のためにどう運動を進めるか話し合

った、と言うのが報告の要旨だった。 

最後に尾藤廣喜弁護団幹事長からまとめの挨

拶が行われて報告集会は終了した。ノーモア・ヒ

８月２６日（水）閉廷後の報告集会 
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バクシャ訴訟も全国で残された原告は７人、その

内５人が近畿訴訟となった。裁判は最後まで戦っ

てすべての原告が認定を勝ち取るようにしてい

こう。認定後の更新で打ち切られる人が増えてい

る可能性がある。これに対して全国的に対応して

いくことが確認された。手を緩めることなくとり

くんでいきたい。最後の最後まで被爆者の願いを

完全に実現していくことが私たちの課題だ。核兵

器廃絶と共に。尾藤弁護士からは京都「被爆２世・

３世の会」が刊行した書籍、『語り継ぐヒロシマ・

ナガサキの心』〈上巻〉も紹介していただいた。被

爆二世・三世でなければ書けないようないい証言

集だと評価いただき、これをもっと広げて、私た

ちの闘いの武器としても使っていこうと紹介し

ていただいた。 

 

９月７日（月）の地裁第２民事部（森鍵一

裁判長）は今回２回目の弁論期日だが、これ

までの原爆症認定訴訟、ノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟とは内容の異なる裁判だ。閉廷後の報

告集会で愛須勝也弁護団事務局長から行わ

れた説明をまとめると次のようになる。 

原告のＳ・Ｔさん（７４歳・大阪府）は広

島での胎内被爆者。下咽頭がんを発症し、原

爆症認定を申請、認められてきた。当初は放

射線治療で治癒をめざそうとしたがそれで

は叶わず、がんの切除手術を余儀なくされ

た。しかし手術はがんの切除だけで済ますこ

とはできず、リンパ節の手術など合わせて３つの

手術を伴なった。その結果後遺障害である嚥下障

害、甲状腺機能障害なども発症し、現在もその治

療を続けている。 

Ｓ・Ｔさんは原爆症の引き続く認定を求めて現

況届け、更新の手続きを行ってきたが、こともあ

ろうに決済者である大阪府は更新手続きを拒否、

却下の処分を行ってきた。理由は、当初の認定申

請疾病である下咽頭がんはすでに切除して完治

しているとみなし、後遺障害の嚥下障害や甲状腺

機能障害は、当初の認定申請疾病には含まれてい

ないので認定対象とはならない、というものだ。

更新が拒否されるとそれまでの医療特別手当給

付は終了し、特別手当給付に切り下げられる。も

ともと下咽頭がんの発症、治療に伴って生じた後

遺障害。当然それは当初の下咽頭がんと一体の原

爆症として認められなければならないとしてＳ・

Ｔさんは提訴に及んだ。 

報告を聞いて、今被爆者をめぐる状況にはこの

ような事態も生まれているのかと驚きを隠すこ

とができなかった。がん手術後の経過観察をどこ

まで要医療性の範囲とみるかなどについて争い

のあることは分かっていたが、明確な後遺障害、

それも今現在歴治療中であることが明確な疾病

まで拒否するとは。 

毎年３月末、被爆者に関わる基本的なデータが

厚労省から公表される。それを見ていると、原爆

症認定を受けている被爆者（医療特別手当受給者）

数は年々減少し、一方原爆症認定の更新を終えた

とされる被爆者（特別手当）数が年々増加してい

ることが顕著に示されている。原爆症認定の更新

基準、判断基準の変化（後退）がそこに存在して

いることをあらためて気付かされることになっ

た。 

 

このような事態が進行していて、それが法廷の

場で争われるのは全国でも初めてのケースとな

る。裁判長からも全国の先例となるので慎重に審

理を進めていきたい旨語られた。その上で、「認定

疾病とは何か」、「要医療性とは、その範囲は何か」

などについての考え方を整理して提出するよう

原告側代理人に求められた。被告側代理人にも

「後遺症に対する対応」の考え方を提出するよう

指示がなされた。それぞれ提出期限は１１月６日

（金）までとされ、次回弁論期日を１１月１３日

（金）と確認してこの日の裁判は閉廷となった。 

その後の大阪弁護士会館での報告集会では、上

記の愛須弁護士からの報告を受けて意見交換。こ

の裁判の被告は大阪府だが、当然被爆者行政の基

本方針は厚労省からのものであり、実質的に国、

厚労省を相手にした裁判となる。私たちはこれま

で新しく原爆症認定を求める人たちを応援して

きたが、認定を得た人たちがその後継続更新でき

0
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ているのかどうかには十分な関心を払うことが

できてこなかった。Ｓ・Ｔさんのような事例、納

得できないまま医療特別手当を外された被爆者

は少なくない可能性がある。そうした人たちの現

状を掴み、被爆者支援行政の実態にもう一歩踏み

込んでいく必要がある、等の意見が交わされた。 

 

連続した裁判の３つ目は９月９日（水）、高裁第

１２民事部（石井寛明裁判長）での高橋一有さん

（７９歳、兵庫県三木市）の控訴審で、今回が２

回目の弁論となる。１回目の６月１０日には愛須

弁護士から一審判決の不当性が訴えられ、それと

共に眞鍋医師の証人採用が強く求められた。この

時、証人採用については保留とされ、結論は今回

の法廷に持ち越されていた。 

今回の法廷の焦点はこの眞鍋医師の証人採用

について。国側からは証人採用に反対する意見書

が提出されているようで、それに対する反論も込

めて、担当の小瀧悦子弁護士から証人採用の必要

性を説く意見陳述が行われた。高橋さんのひどく

なった化膿しやすい体質、細菌感染に対する抵抗

力の低下（その結果の右目眼球摘出手術）等は原

爆放射線による影響であり、それを立証できるの

は免疫アレルギーを専門に長年にわたる臨床経

験と豊富な医学的知見を持つ眞鍋医師こそであ

ること、脂質異常症や高血圧症と放射線被ばくと

の関連について最新の知見や報告を正しく理解

するためにも眞鍋医師の尋問が不可欠であるこ

とが述べられた。 

国側からの反対意見は、こじつけに過ぎないよ

うなものだ。医学上の専門的意見は口頭で説明さ

れても理解し難いので書証の方が適切であると

か、尋問したところで見解の相違が明らかになる

だけだから証拠調べの形式にそぐわないとか。ま

るで司法制度そのものを頭から否定するような、

司法官としての資質、資格を疑わせるようなもの

だ。２月２８日の高裁第６民事部の証人尋問でま

ともに反対尋問できなかった痛烈な体験がここ

まで逃げの姿勢にさせているのか、と憶測してし

まった。 

この後裁判体による証人採用についての合議

が５分間程度行われた。結論は証人申請は却下。

理由は既に眞鍋医師からの詳細な意見書が提出

されており、その内容を信用して検討すれば足り

る、という説明だった。意見書が詳細なものであ

ればこそ、裁判所も直接眞鍋医意見に直接耳を傾

けるべきで、そうあることを願っていたが、期待

は裏切られた。 

この後、裁判長から「審理は熟していると思う

が」と結審を急ぐような発言があったが、今後ど

う進められていくのか、傍聴席にいる私たちには

よく分からないまま、この日は閉廷となった。閉

廷後、進行協議が開催された。 

この日の報告集会は中之島の中央公会堂で行

われた。進行協議の結果が報告され、裁判長が結

審・判決を急ぐ理由が明らかにされた。今の裁判

体の人事異動が予定されていて、なんとか現裁判

体で判決を書きたい、というのが理由のようだっ

た。証人申請が却下されたので補充の意見書を作

成すること、国の意見書に対する反論も準備する

ことを想定するとこれから最低２ヶ月は必要と

なる。そうすると判決が先延ばしとなる可能性が

あるが、ということの話し合いの内容だった。弁

護団は裁判に“悔いは残さない”という思いを最

も大切にして、時間を要しても十分なとりくみを

して判決を受けることを決断された。その結果次

回の弁論期日は年明けの１月２１日（木）となっ

た。小瀧弁護士からは医師証言に代わるようなし

っかりとした補充の意見書を準備していく決意

が語られた。 

藤原精吾弁護団長からも進行協議の経緯が紹

介された。最近の裁判事例には、期待を裏切る判

決が相次いでいる。裁判官に安易な期待や根拠の

薄い希望を託してはならない。裁判長は早く結論

を出したいようだったが、私たちはやるべきこと

はすべてやり尽くして判決を受ける道を選んだ。

その結果判決が先に延びることになってもそれ

で良かった。一審で不当判決を受けてそれを翻す

控訴審を闘っているのだが、流れを変える機会は

ある。年明け１月１４日（木）に決まったＴ・Ｉ

さんの判決で勝訴できれば非常に大きな力、ステ

ップになるのではないか。そのような判決を積み

重ねていきたい。さらに頑張っていこう。 

控訴審の公正な判決を求める署名を当面１０

月２３日（金）までに集めることを確認して報告

集会は閉じられた。 

 

コロナ禍に襲われた今年の夏だが、被爆者援護

と核廃絶をめぐっては大きな出来事が相次いだ。

７月２９日（水）、広島地裁で「黒い雨」訴訟の判

決が言い渡された。８４人の原告全員の訴えが認

められると言う画期的な判決だった。判決内容は、
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原爆症認定訴訟が勝ち取ってきたものと同様、被

爆者救済の立場を明確にして判断すること、特に

内部被ばくについてはその危険性・可能性を重視

することが強調され、国の行政の誤りが断罪され

た。被害を受け原告となって闘ってきた人々、そ

れを支えてきた人々の喜びはこの上ないものだ

った。 

しかし、２週間後の８月１２日(水)、国の指示

によって広島県、広島市は控訴の手続きを行った。

「判決は科学的知見が十分とは言えない」という

のが理由とされた。これほど非情な判断、行政の

あり方はない。原告のみなさんはみんな高齢だ。

一審判決を聞くまでに他界された原告は１２人

にものぼる。さらに裁判を続けて、「国は原告たち

の亡くなっていくのを待っているのか」という声

が、決して大袈裟でなく聞こえてくる。非人道的

控訴と言われても仕方ない。 

被害に遭われた人々、広島県、広島市による「黒

い雨」被爆の範囲拡大の要求に対して、厚労省は

２０１２年当時有識者検討会議を設けて「検討」

し、「地域拡大は困難」との結論を出した。今回の

控訴もこの結論が基本にある。しかしこの時、有

識者会議メンバーで現地調査に赴いた人は一人

もいない。また有識者会議から聞き取り調査を受

けた現地住民も一人もいなかった。被害者に直接

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」の実態だ。 

今回の控訴については、日頃被ばくの問題や被

爆者支援に関わっていない一般の人々からも怒

りと疑問の声が広まっていた。京都原水爆被災者

懇談会と京都「被爆２世・３世の会」は連名で控

訴に対する抗議声明を出し、８月２９日（土）に

は街頭で控訴に抗議するアピール行動も行った。

声明文を書いた文字ばかりの宣伝チラシだった

が、普段以上に受け取りは良かった。 

同じ広島・長崎の原爆被害者として、核被害者

として、これからも「黒い雨」訴訟を闘うみなさ

んを応援し、共に被害者救済と核廃絶をめざして

いきたい。 

 

８月６日（木）広島の日、８月９日（日）長崎

の日、両日に合わせて合計４つの国が新たに核兵

器禁止条約を批准した。これで批准国は合計４４

ヶ国となり、条約発効まで後６ヵ国に迫ってきた。

年内にも発効をという願いが現実味を帯びてき

た。その一方で、自国優先第一主義、世界の分断

を厭わない動向が強まっており、核兵器をめぐる

状況も核拡散につながりかねない事態を目の前

にしている。核兵器禁止条約の一日も早い発効を

実現し、その力と、核廃絶を願う世界の圧倒的な

世論で核保有国を包囲し、危険な策動を断念させ

ていきたい。そのことを強く願う今年の夏だった。 

 

今年の「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の完全

勝利をめざすつどい」は、当初５月３０日(土)に

予定されていたがコロナ感染拡大防止のために

延期され、８月２２日（土）に大阪府福祉会館で

開催された。基調講演は関西学院大学の冨田宏治

先生。オンラインで開催された今年の原水禁世界

大会の成果と次年度に向けた展望、間近に迫った

核兵器禁止条約発効の見通し、国内外の情勢の特

徴と私たちの課題についてお話しいただいた。特

に、人の命の尊厳について世界中の多くの人々が

気付始めており、コロナのことも、貧困と格差、

差別のことも、そして核兵器廃絶のことも、ここ

を原点に世界の人々の共同した運動を強めてい

くことの大切さが強調された。 

「つどい」では「原爆症裁判が切り拓いたもの、

今日の課題」と題して西晃弁護士から弁護団報告

がなされた。原爆症認定集団訴訟とノーモア・ヒ

バクシャ近畿訴訟の営みが到達した司法判断を

５点にまとめられ、それでもまだ到達できていな

いと限界とその基本的要因が具体的な判決事例

に沿って報告され、最後に私たちの課題と進む道

が提示された。これからの課題として提示された

のは、集団的闘いの重要性の再確認、国家補償を

求めるたたかいの意義の再確認、核兵器廃絶運動

との連動であった。 

最後に３つの行動提起が行われて参加者全員

で確認した。①係争中のすべての裁判の勝利めざ

して公正な判決を求める署名運動をとりくむ、②

国・厚労省に対し認定基準の抜本的改定と、被爆

者全てを救済する制度策定を求めていく、③核兵

器廃絶発効に向けて「ヒバクシャ国際署名」をさ

らに広げていく。 

コロナ禍の下、猛暑の影響もあり、他の弁護団

会議と重なった事情もあって、参加者は３９人と

やや少な目だったが、それでも有意義な「つどい」

となった。２０２０年後半期からの運動と闘いに

エネルギーを加えることになった
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ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2020 年 10 月 23 日(金) 11:15 高裁第 14 民事部 202 号法廷 Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん弁論 

2020 年 11 月 13 日(金) 10:00 地裁第 2 民事部 1007 号法廷 Ｓ・Ｔさん弁論 

2021 年 01 月 14 日(木) 13:15 高裁第 6 民事部  202 号法廷 Ｔ・Ｉさん判決言い渡し 

2021 年 01 月 21 日(木) 13:30 高裁第 12 民事部 74 号法廷 高橋一有さん弁論 

弁論期日未定         最高裁上告審 苑田朔爾さん 

 

 

 

 

原発を抱える街・「高浜町」に行きました 
石角敏明さん（長岡京市） 

９月 6日、「さよなら原発長岡京」のメンバーで、「高浜原発」の現地視察に行きました。事前に「守

田さん」から、①福井県には「南北格差問題」があり、貧しい「南部地域」に原発が押し付けられた、

②特に高浜町では「東西問題」があり、「高浜原発」は、日本で「唯一温排水」を内海に排出している原

発で、設計段階では「外海」に排出することになっていたが、東側の外海は人口が多い、ということで、

西側の内海に排水口を設けた原発である、という情報提供を頂き、このことを頭に残しながら「高浜原

発」を視察した。 

まず「３６億」で建設された「町役場・公民館」で、渡邊町議から、「高浜町」の現状について説明を

伺いました。もちろん「関電」と「元Ｍ助役」との関係についても説明をされました。その後、「老朽原

発動かすな現地集会」に合流し、原発前でのスタンディング行動に参加しました。 

これだけ巨大な構造物が４０年以上目の前にあり、仕事も町民の４割が関わっているとすれば、高浜

町民が「反原発」「脱原発」という声をあげるのも難しい、と思いました 

現地で感じたことは、「原発が民家というか、集落に本当に近い」ということ。事故が起これば避難す

るのは「無理」と思った。原発の先にある「音海集落」は、行き詰まりのところにあり、廃校を利用し

た「緊急避難所」が設置されていたが、「３日間分」だけ食料の備蓄がある、ということだが、その後は

どうするの？という不安が残る。こんな危険な、というか、「怖い」原発は直ぐに止めるべきだと感じた。 

１号機・２号機は、稼働後４０年も経過している、巨大な化け物である。皆さんも、機会があれば、

ぜひ一度自分の目で見てください。目の前に「原発」が見られます 
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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。 

 

■今年の長崎式典、県の代表で行ってきました。 

吉川幸次さん(埼玉県原爆被害者協議会「しらさ

ぎ会」） 

岡まさはる記念館に行き、来場者が少ないよう

で係員の方と色々話せました。（心情的にカンパ） 

母が戦時召集され、配属された海軍嬉野病院

（戦後は国立嬉野病院で、現在は封鎖され基本的

な輪郭は残っている）、父が１９４６年７月に復

員下船した佐世保港に行ってきました。ご存じの

ように佐世保港は軍港で、１９６８年１月（僕が

高２の三学期）原子力空母エンタープライズが核

搭載で入港、その阻止集会に行きました。港の風

景は様変わりしてましたが、今も旭日旗がたなび

く軍艦が停泊。その日常的な光景をどのように見

てるのでしょうか。怒りと悲哀が混在した思いで

した。 

 

■岡山「被爆２世・３世の会」で広島市の「旧

陸軍被服支廠」見学ツアー 

加百智津子さん 

（岡山県総社市／岡山「被爆２世・３世の会」） 

京都のみなさま、こんにちは。お変わりありま

せんか？ 

やっと涼しくなり、過ごしやすくなりました。

というより、朝夕は肌寒くさえあります。 

気候変動は半端ないところまで来ているとい

うことでしょうか。しかし、日本の政治は悪しき

経済活動を優先し、そういうことに対してほぼ責

任を負わない･･･えらいことです。 

私たちの会では８月の終わりに、広島市の「旧

陸軍被服支廠」見学ツアーをしました。ガイドは、

広島県被爆二・三世の会の古田光恵さんにお願い

しました。軍都であった広島は原爆投下の被害を

受けた「ヒロシマ」であると同時に、国策とはい

え戦争遂行に重要な役割を果たしていたという

こともきっちりお話し頂き、貴重な学びの機会に

なりました。その建物は、市内の高校に隣接し住

宅街の中に位置しており、そのこと自体が驚きで

した。一見すれば、建物の所々が疲弊し危険では

ないかと思えたり、快適な空間で暮らしたいと思

う人には撤去してほしいと思うのは無理からぬ

ことかもしれないとの思いもよぎりますが、平和

を願う人びとの英知が原爆ドームを残したよう

に、被服廠もまた同様に戦争の加害・被害の両面

を考える遺産として残すことは、後世への、私た

ちの役目ではないかと見学を通して思うに至り

ました。 

私は、かつてポーランドのアウシュビッツを訪

れたときに交流した現地の高校生や大学生たち

の言葉を思い出します。『自分たちは、アウシュビ

ッツがある町で生まれ育ったことで、いわれのな

い偏見をもたれたり、揶揄される言葉を投げかけ

られることもあるけれど、ホロコーストを体験し

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

岡まさはる記念長崎平和資料館の内部 

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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た人びとは、後世に生きる自分たち若者に、残酷

な悲劇に遭遇しないようにと、苦しみ、逡巡し、

この建物を残してくれたことを誇りに思う。歴史

の証人であるアウシュビッツと共にある自分た

ちは誇りを持ち、語り継いでいく使命と勇気を与

えてもらったと思っている』と口々に言うのです。

戦争・被爆遺産を残す意義はそこにあるように思

います。 

現在、会として１０月に開催する「高校生が描

いた広島の絵画展」の準備を着々とすすめていま

す。チラシをメンバーで手分けして学校や公共施

設、自治体へ届けたり、マスコミへの広報依頼を

するなかで、励ましの言葉を多く頂き、力をもら

っています。 

 

■５年前の９．１９が生み出した市民と野党の

共闘 

井坂博文さん（北区） 

５年前の９月１９日を今でも忘れることはで

きません。二度と戦争をしないと誓った平和憲法

を踏みにじる安保法制を強行した安倍内閣は絶

対に許せません。一方で、シールズや「どの子も

殺させない」ママの会などが立ち上がり従来を乗

り越えた市民運動が立ち上がり、労働組合や団体

の運動と一体に闘いが繰り広げられました。さら

に、市民と野党の共同と安倍政権打倒をめざす野

党共闘が始まったのも５年前でした。その点では、

安保法制強行は安倍政治の最大の「罪」ですが、

ある意味では市民と野党の共同を作り出し、野党

共闘の弾みをつけたのは唯一の「功」だったのか

もしれません。 

１９日の市役所前集会には、共産党、新しい立

憲民主党、社民党、新社会党、緑の党の旗が並び

あいさつがあり、メッセージが紹介されました。

私も市会議員団の仲間と参加しました。 

 

■２２人目の被爆者の肖像画 

増田正昭さん（下京区） 

今日(９月２２日)は、２２人目となる被爆者の

肖像画の取材とデッサンを行いました。長岡京市

のご自宅にお伺いしてお話をお伺いしました。朝

日新聞の記者同行(その後場所を変えて「里親活

動」の取材も受ける)、今日一日中の取材です。 

訪問した被爆

者の方には快く

話 し て い た だ

き、今回は、朝日

新聞の記者さん

も質問していた

だき、話がはず

みました。９２

歳のご高齢です

が、いつものよ

うに約２時間お

話してデッサン

を行いました。

原爆投下にも奇跡的に助かり、救援活動、家族の

捜索活動など自らの被爆体験をまとめられてい

るので、高齢者とは思えないほど、明瞭にお話し

いただきました。その後の生き方も本当にサバイ

バルで生きてきたんだなあと思いました。 

１１月の個展へのご案内を行いました。１２月

１９日 贈呈式も案内しました。 
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■ 原発避難はできるか    上岡直見 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「とっとと逃げろ」は守田さんの提言だが、政府・規制委員会は、原発事故時

「住民はできるだけ避難しないで屋内退避を」という指針の転換を２０１４年に

決定した、という。その背景は、電力会社、政府の補償金額をできるだけ抑えた

い、という狙いがあるらしい。（でも、この本の出版は今年（２０２０ねん）３月

発行です） 

著者は「原発事故」、想定される「避難場面」、その一つ一つを取り上げ、問題

点を指摘すると共に、避難することの困難さを、具体的事例をあげながら指摘す

る。東北大地震の例を挙げるまでもないと思うが、本当に「屋内退避」が可能か。

「停電」そして「水」も「食料」も届かないという状況下で、どのように「避難生

活をおくれ」というのであろうか。 

「住民の安全避難を最優先に」と政府は指針や避難計画づくりでいうが、本当に

可能なのか。著者はそれぞれの局面で起こる事態の困難さを指摘する。本当に政府の専門家といわれる

委員の人は「これで避難が可能」と思っていたのであろうか。それとも「机上の理論」で計画したので

あろうか。どちらにしても「原発事故」については、誰に・どこに責任があるのかわからない、という

のが現状であると理解できる。原発事故を起こさせないためにも、原発即時停止・廃炉を。 

 

 

■ 戦争をいかに語り継ぐか      水島久光 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「あの体験」したことを「語る」ことが出来る人がいなくなることは、もう

目の前である。ではその「語り」をいかに引き継ぐか、「宮本ゆき」さんも問

いかけているが、本書もその問題について提言している一冊であろう。著者

は、「語り(記憶)」について、多様な取り組みを取り上げ分析を深めている。

「メディア」の６０年代から７０年代にかけての「戦争」の取り上げ方、戦中

における「マスコミ」の果たした役割も実際のアーカイブを見ながら分析す

る、「戦争を知らない子どもたち」世代については、神奈川県伊勢原市の取り

組みを紹介しながら、取り組みの難しさを指摘する。 

そして「沖縄１フィート運動」「沖縄・平和祈念資料館」についても「語り」

を継続するうえでも貴重な活動であり、展示方法も素晴らしいと評価するが、

新しい「広島平和記念資料館」については、大変厳しい指摘をする。「戦争」

のリアルとは「恐怖」を「感じる」ことに止まるものではない、「なぜそうな

ってしまったのか」、「そこからどうやって生きてきたのか」を「考える」契機がなくてはならない、し

かし、今回のリニューアルは、このことを諦めてしまった展示方法になった、と警鐘を鳴らす。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

NHKブックス 

１，５００円＋税 

緑風出版 

２，０００円＋税 
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そして、現代は「語り(記憶)」の時代から「記録」の時代になった、記録は逃げない、だからじっく

りと時間をかけて、全体を視野に収め、全貌を把握し、次の世代の「子どもたち」に引き継げるように、

と著者は提言する。「被爆体験」を聞き取る活動を進めている私たちの活動も、「語り(記憶)」を「記録」

する活動なのでしょうか。私たちの運動を進める上でも、参考になると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼間もなく１０月２０

日は、私たち京都「被爆

２世・３世の会」の創立記

念日です。８周年になります。

特に記念のイベントもお祝いの行事もありませ

んが。偶然ではありますが、この年、被爆証言集

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』<上巻>を刊

行することができ、多くのみなさんに歓迎されて

きました。２０２０年度のもう一つの大きなテー

マは被爆２世・３世の「健康調査アンケート」を

とりくみ、成功させることです。まだとりくみ最

中ですが、目標の最低でも１００人アンケート回

収は必ずやり遂げましょう。みんなの力で。 

▼９月２１日現在で核兵器禁止条約批准国が４

５ヵ国になりました。条約発効の５０ヵ国までい

よいよカウントダウンです。９月２６日（土）の

国連の核兵器廃絶デーに合わせてさらに批准国

が増える可能性もあります。会員のみなさんがこ

の会報を手にされる頃には５０ヵ国に達成して

いるかもしれません。条約発効の力でさらに核保

有国を追い詰めていきましょう。もちろん日本政

府に批准を迫っていくことも含めて。（平） 

■日立製作所 イギリスの原発建設計画から撤退決める 

「日立製作所はイギリスの原子力発電所の建設計画から撤退するこ

とを決めました。海外での原発の建設によって原子力事業を手がける

日本企業の収益源の確保や技術の継承を進めるという政府の成長戦

略も、難しい局面を迎えています 

発表によりますと日立は 16 日の取締役会でイギリス中部・アングルシー島で進められ

ている原子力発電所の建設計画から撤退することを決めました。 

この計画をめぐって日立は、安全対策などでコストが膨らみ事業の採算性の確保が見通

せないとして、去年 1 月、計画への参加を凍結すると明らかにしていました。 

その後もイギリス政府に対し支援の拡大を求めてきましたが、交渉が進展しないまま 1

年半以上がすぎ、新型コロナウイルスの感染拡大もあって資金調達が難しくなったとし

て、撤退することを決めたということです。 

日立では凍結の時点で関連する損失を計上しているとして、撤退に伴う今後の業績への

影響は軽微だとしています。 

この計画は、海外での原発の建設によって原子力事業を手がける日本企業の収益源の確

保や技術の継承を進めるという政府の成長戦略の一端を担うものとされてきました。 

しかし今回の日立の撤退によって、日本企業が手がけている海外の事業は事実上なくな

るため、政府の戦略も難しい局面を迎えています。 

（２０２０年９月１６日 ＮＨＫニュース） 

Scrap 

book 

編集後記 
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２0２０年１０月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 木  

 2 金 キンカン行動 

 

 

３ 土 9 条京都のつどい２０２０（１４時・龍谷大響都ホール） 

 ４ 日  

 ５ 月  

 

 

６ 火

曜 

６・９行動 

 

 

７ 水  

 

 

８ 木  

 ９ 金 
６・９行動 キンカン行動 

ノーベル平和賞発表 

 １０ 土  

 １１ 日  

 １２ 月  

 １３ 火  

 

 

１４ 水 原発賠償京都訴訟控訴審第７回弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

 １５ 木  

 

 

１６ 金 キンカン行動 

 

 

１７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月 戦争法廃止をめざす１９日行動日（市役所前） 

 ２０ 火 
京都「被爆２世・３世の会」創立記念日（８周年） 

オマールさんを訪ねる旅 in京都（１０時～） 

 ２１ 水 １０．２１国際反戦デー 

 ２２ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２３ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟控訴審第１４民事部（１１時１５分・大阪高裁） 

キンカン行動 

 ２４ 土 国連軍縮週間 → １０月３０日まで         

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土  

 


