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被爆者のみなさんと共に「核兵器禁止条約の発効確定を歓迎し日本政府に条約参加を求める」街頭宣伝 
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１１月１８日（水）２０２０年度年次総会開催のお知らせ ２ 

声明 核兵器禁止条約の批准５０ヵ国到達を歓迎し、日本政府の速やかな署名・批准を！ ３ 

１０月２２日（木）例会報告 ４ 

被爆２世・３世健康調査アンケートから 私の健康履歴／米重節男さん ６ 

『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 １０ 

核兵器禁止条約発効が遂に発効確定 批准国が５０ヵ国に到達 １１ 

１０月１４日原発賠償京都訴訟控訴審第７回弁論の報告 １２ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １７ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 

 「誰が命を救うのか」、「東電被曝二〇二〇・黙示録」、 

 「Flash of Light、Wall of Fire」 １９ 

SCRAPBOOK／ 「被爆者体験 ２世が伝える」（中國） ２１ 

編集後記 ２１ 

２０２０年１１月の行事カレンダー ２２ 

被爆体験の継承（８１）香焼の島で浴びた閃光   福島圭子さん 

       （８２）愛児の亡骸を抱いた写真  御手洗由紀子さん 

 （８３）２０歳になって知った私の生い立ち・被爆の事実  中川美智子さん 
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★４月から延期になっていました２０２０年度年次総会を 

１１月１８日（水）に開催することになりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１記念講演 １８：３０～１９：３０ 

●記念講演 守田敏也さん 

「核の終わりを探る旅」 
アメリカ・ワシントン州とニューメキシコ州 核開発の根源地と被害の実態レポート 

 ２０１９年、守田敏也さんは２度に渡り渡米、アメリカの核開発の拠点とされてきたニュー

メキシコ州とワシントン州の現地、施設、人々の被害の実態を視察してきました。 

 私たちの日本の“明日に向けて”― 核開発の根源地アメリカの実態を知り、アメリカの

人々とも手を携えて、核廃絶と被害者救済をめざしていきましょう。そのための講演です。 

 

２年次総会議案の討論と決定 １９：３０～２１：００ 

⚫ ２０１９年度の活動のまとめ、２０２０年度活動方針を話し合い、決めていきます。 

⚫ 会員のみなさんの思いを出し合い、交流も深めましょう。 

⚫ 会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

 

 

２０２０年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０２０年度会費がまだの方、お支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

◼ 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

２０２０年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０２０年１１月１８日（水） １８：３０～２１：００ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 （中京区四条御前） 

      ＋ オンライン 

ZOOM を使って自宅、職場からでもオンラインで総会参加できるように

します。 
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核兵器禁止条約の批准５０ヶ国到達（条約発効確定）を心から歓迎し、 

日本政府の速やかな署名・批准を強く求めます！ 

２０２０年１０月２７日 

京都原水爆被災者懇談会 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

１０月２５日、核兵器禁止条約の批准国が５０ヶ国に達し、９０日後の２０２１年１月２２日に

同条約は発効することが確定しました。これによって、核兵器はあらゆる国際人道法・国際人権法

に反する非人道的兵器であると断罪され、開発、実験、生産、保有、使用、そしてその威嚇も全面

的に禁止されることになります。７５年前の広島・長崎への原爆投下以来今日まで、核兵器禁止・

廃絶を求めてたたかい続けてきた、被爆者のみなさん、日本と世界の市民組織のみなさん、そして

核兵器禁止条約の採択と批准にとりくまれてきた各国政府と関係者のみなさんに、心からの敬意を

表し、今日の条約発効確定の日の喜びを分かち合いたいと思います。 

世界に先んじて核兵器禁止条約を批准した５０ヶ国の国々は、人口１５０万人未満の小国が４割

を占めると報じられています。核を持つ大国からの圧力に抗しながら、小国・途上国の政府と人々

の、核兵器廃絶への確固たる決意と勇気によって成し遂げられた成果です。国際政治の主役が大国

中心から多数の国々と市民社会の手に移っていることに深い感銘を覚えるものです。 

条約発効によって、核兵器に固執し続ける核保有国とそれに追随する国々は、国際法に反する存

在となり、いっそう孤立を深め、追い詰められていきます。私たちは核兵器禁止条約の発効を力に、

核兵器禁止・廃絶を求める国内外の世論を更に高め、完全なる核廃絶に向けた歩みを強めていかな

ければなりません。年明けにはＮＰＴ再検討会議開催も予定されています。世界のすべての国々に、

とりわけ核兵器保有国とその同盟国に核兵器禁止条約への参加を求めていきます。またＮＰＴ再検

討会議がこれまでに決議してきた「核兵器の完全廃絶」の約束履行を迫っていくことを求めていき

ます。 

核兵器禁止条約は核兵器禁止・廃絶だけでなく、核兵器による被害者の救済と支援、核実験等に

よる汚染地域の環境上の回復についても定め、平和軍縮境教育の重要性にも言及しています。核兵

器は人類の将来の危険性として存在するだけではありません。これまでの歴史の中で犯されてきた

核開発、核実験などによる被害の救済と回復も大きな課題です。深刻な核被害は今現在発生し、進

行している問題です。救済と回復のための手は一日も早く差し伸べられなければならず、そのため

にも核兵器禁止条約が圧倒的多数の国々の早期の参加で発効されていくことを望みます。 

 

新しく誕生した日本の菅政権は安倍内閣同様に核兵器禁止条約に対して背を向ける態度を顕わ

にしています。それどころか核保有国と共に条約実現を妨害する態度をとり続けています。私たち

は菅政権に対して、この恥ずべき態度を改め、核兵器禁止条約にただちに署名・批准することを強

く求めます。 

戦争被爆国日本政府の核兵器禁止条約への参加は、アジアと世界の核兵器禁止・廃絶の運動に大

きな影響を及ぼし、極めて重要な意義を持つことになります。核兵器禁止条約に署名・批准する日

本政府が一日も早く実現するよう、私たちも広範なみなさんと共に全力を尽くしていく決意です。 
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２０２０年１０月２２日（木）例会の報告 

 

■１９人の参加で例会開催 

１０月２２日（木）に例会を開催しました。今回

は会議室出席が１２人、ＺＯＯＭ出席が７人、合

わせて１９人の参加でした。 

以下、話し合った内容の要旨を抜粋で報告しま

す。 

 

■ドキュメンタリー映画『放射線を浴びたＸ年後』第３弾の製作とアメリカでの上映運動に賛同・

協力していくことを確認！  

 ドキュメンタリー映画『放射線浴びたＸ年後－１』、『同－２』を製作されてきた伊東英明監督

（南海放送）が今、第３弾を製作中です。この映画は、今年５月にテレビ日テレ系で全国放送

されたＮＮＮドキュメント’２０「クリスマスソング」をベースに映画化されるものです。太

平洋の核実験場で被ばくしたマグロ漁船漁師と、核実験に参加したイギリス軍、アメリカ軍兵

士の被害を描いたものです。 

 今回の作品第３弾は、日本国内での上映だけでなく、アメリカでの上映運動も強く意識して製

作されています。アメリカ軍兵士＝アメリカ国民自身の深刻な核被害を暴き出し、核大国アメ

リカの世論を喚起、アメリカ政府の核政策転換に一石を投じていこうとするものです。 

 作品の製作・完成と、アメリカでの上映運動のための資

金募集が行われています。資金募集は作品完成後の映画

自主上映権と監督トークのリターン付きで募集されてい

ます。 

 京都「被爆２世・３世の会」として、会員のみなさんに

訴えて、「会」として募金していくことを確認しました。

詳細は後日お知らせします。 

また、映画完成後の来年夏季には、他団体のみなさんと

も協力して自主上映会を企画していくことも確認しま

した。 

 尚、今回の映画紹介と協力依頼に際しては、伊東監督自

身と４年前の総会で記念トークをしていただいた川口

美砂さん（『放射線を浴びたＸ年後－２』の主演者）のお

二人が事務所を訪問され、お話しを伺いました。 

 また、１２月の例会（１２月１７日・木）において、Ｎ

ＮＮドキュメント’２０「クリスマスソング」を視聴す

ることにしました。 

 

■「健康調査アンケート」回答者４７人に。最低でも１００人めざして更に! 

アンケート回答実例から学ぶ － 今回は米重節男さん 

 「健康調査アンケート」の回答状況は１０月２０日現在４７人になりました。この内京都

の会員のみなさんから２６人、京都以外のみなさん（神奈川、静岡、広島、香川、長崎）
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からの協力が２１人となっています。 

 より多くの「２世・３世」の健康実態を明らかにしていくために、社会的にも認められる

調査活動としていくために、少なくとも１００人の回答者は得ていこうと当初確認してい

ます。 

 京都「被爆２世・３世の会」の会員のみなさんでまだ未提出の方は早めに回答をお願いし

ます。そして、より一層幅を広げて、会員以外の２世・３世のみなさんにも協力をお願い

していきましょう。 

 「健康調査アンケート」の回答者の実例から学ぶは、今回は米重節男さんにお願いしまし

た。米重さんの実例の要約版「私の健康履歴」は６～９ページに掲載しました。ご覧くだ

さい。 

 米重さんの実例を聞いて、「よくもここまで詳細な健康歴を記録できたものだ」と一同感心

しました。また、米重さんの報告を聞いて、あらためて自分の健康履歴の見落としに気付

かされた人も複数ありました。（例えば「自分にも実は死産のきょうだいがあった」とか） 

 

■被爆体験継承のとりくみ再開！ 

 コロナ禍のため今春以降ストップしていた被爆体験の聞き取り―継承のとりくみを再開しま

した。現在のとりくみ状況を以下のように報告しました。 

① この間のとりくみ報告 

福島圭子さん（長崎で被爆 中京区在住）  会報１０月号で紹介 

御手洗由紀子さん（広島で被爆 故人）    会報１０月号で紹介 

中川美智子さん（広島で被爆 中京区在住）会報１０月号で紹介 

② 現在作業中の人 

柳橋皓子さん（広島で被爆 南区在住）   校正中 

寺本八重子さん（広島で被爆 南区在住） 会報１１月号で紹介 

池上京子さん（長崎で被爆 山科区在住） 取材終了、これから文章化 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の普及のとりくみ 

 １０月２０日現在の、『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。 

 「２世・３世の会」と被爆者懇談会の普及のとりくみで ７００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 ３１０冊 

合計 １，０１０部 

発行部数が１，３００冊でしたので残り２９０冊です。 

 この寄せていただいた感想、書評、激励の言葉を１０ページから紹介しています。 

 普及数が１０００部を超えてからはすっかり注文が減りました。残部数は２９０冊ですが、こ

れからもしっかりとした普及のとりくみが必要です。 

 中間決算と初期拠出金をいただいたみなさんの清算を行う予定でしたが、実務に手間取り間に

合いませんでした。１１月中には処理できるようにしていきます。申し訳ありません。 

 下巻発行の準備も始めています。表紙のデザインを担当されている増田正昭さんが１０月１５

日～１６日、長崎を訪問してきました。長崎原爆被災協の方の案内で各所を回り、スケッチも

されてきました。この中から下巻の表紙を飾る絵が描かれていきます。 

 

■増田正昭さんの個展を１１月１７日（火）～２３日（月)に開催 

 今年８月の開催でも好評だった増田正昭さんの絵画作品個展「被爆７５年、今のうちに残して
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おきたい、伝えておきたい被爆の体験」が催されます。 

 期間：１１月１７日（火）～２３日（月） 

 会場：ギャラリー３５（中京区二条釜座上る） 

 新たに描かれた６人の被爆者の方の肖像画を中心にした個展です。是非足をお運び下さい。 

 尚、１１月１７日（火）には、オープニング企画も行われます。（１１時～１２時） 

 ライブでの中継も行われます。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

■「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める」新しい署名運動の開始 

 核兵器禁止条約の発効が確定し、これからいよいよ、核保有国とその同盟国に条約参加を迫っ

ていくことが重要課題となります。とりわけ、戦争被爆国日本の政府の動向は極めて重要です。 

 そのため、日本原水協からの提起で「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める署名」の国

民的署名運動が開始されることになりました。 

メディアの世論調査では「核兵器禁止条約への日本の参加を支持する」人々が７２%にも上りま

す。この国民的願いに真正面から応え、世論を盛り上げ、政府を動かしていく署名運動です。 

 新しい署名の名称は「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める署名」です。署名の要求

項目は「日本政府に条約の署名・批准を求める」一点です。 

 京都「被爆２世・３世の会」もこの署名運動に参加していくことを確認しました。 

 

■１１月１８日（水）の２０２０年度総会と、１２月は１７日（木）に例会と忘年会 

 １１月は２０２０年度総会です。詳細は２ページ参照。 

 １２月の例会は、１２月１７日（木）に行うことになりました。例会終了後、続いて忘年会を

行います。 

例会・忘年会共に、会場は左京区のキッチン・ハリーナを予定します。 

詳細は追ってお知らせいたします。 

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 米重節男さん  ２０２０年１０月２２日 

 

１．学歴・職歴・活動歴 

１９４９年 ５月４日 広島県安佐郡三入村（現広島市安佐北区）で生ま 

 れ、１９５０年から同郡祇園町（現広島市安佐南区）に父が 

 家を新築し転居。以後そこで小学校、中学校を卒業、成長。 

 生まれた時はサマータイム制度が実施されていたため、当時 

 の誕生時間では５月５日だった。 

１９６５年 呉工業高等専門学校に入学。呉市に在住。 

１９７０年 ３月就職で京都府乙訓郡長岡町（現長岡京市）に転居。日本 

  輸送機株式会社で巻取機事業部に配属。電気設計を担当。 

１９７６年 １０月日本輸送機労働組合（総評全国金属労組所属）執行委 

  員に選出。 
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１９７７年 １０月専従書記長。以後、２００９年７月退任まで３２年間 

  対立候補者なしで再任される。この間、日本輸送機健康保険組合理事・検査員、乙訓地 

  労協議長、大山崎町住宅融資審議会委員、京都労働金庫理事、京都府最低賃金審議会産 

  別部会委員、日本機関紙会京滋地本理事、連合・ＪＡＭ京滋地本副委員長など、労働組 

  合から派遣就任。 

１９７９年 ３月 結婚。大山崎町に転居。～２００６年６月向日市に転居。 

２００９年 ９月 日本輸送機株式会社を定年退職。 

２０１０年 ６月～８月 原水爆禁止国民平和大行進の長崎～広島コーで通し行進者として歩く。 

２０１１年 ３月 京都府議選向日市区に日本共産党公認で立候補、落選。 

２０１１年 １１月 福島県南相馬市で、日本共産党東日本大震災救援ボランティアセンターでの京 

 都の責任者として駐在、活動にあたる。 

２０１１年 １２月 京都総評労働相談センター相談員～２０１５年３月 

２０１２年 ７月 原発をなくす向日市民の会を発足させ、事務局を担当。 

２０１２年 １０月 京都被爆２世・３世の会結成に参加。世話人になる。 

２０１３年 ５月 乙訓原水協代表理事に就く。～現在 

２０１４年 １２月 ＩＣＡＮ主催の核兵器廃絶の国際市民フォーラム・ウィ―ンに日本原水協代表 

 団で参加。 

２０１５年 ４月 ＮＰＴ再検討会議派遣代表団でニューヨーク国連本部に行く。 

２０１６年 ９月 チェルノブイリ事故３０周年現地視察団に参加。 

２０１７年 ７月 核兵器禁止条約国連会議に日本原水協代表団で参加。 

２．被爆関係 

母親が広島で入市被爆 １９４５年８月９日～９月４日まで建物疎開動員で被爆した姉を救護看病

のため同市宇品に滞在。その間数度にわたり市内中心部を南北縦断して実家と宇品を往復する。 

母親は２０１８年１月死去。９２歳。同年８月死没被爆者遺族代表で広島平和記念式典に参列。 

３．病歴・健康状況 

生後～幼稚園入園まで 

 ＊小児ぜんそく やいと（お灸）に通う。 

 ＊腹が弱く、下痢しやすかった。 

 ＊できものがしばしばできる体質だった。（中学生ごろまで） 

 ＊はしかにかかる 

１９５０年５月～１２月 

弟（秋男１９５９年１２月生まれ）が森永ヒ素ミルク中毒になり、広島県病院に入院。

そのため、家族分散して父の姉宅で暮らす。妹（千津子）は母の実家で暮らす。 

小学校 ＊おたふくかぜにかかる 

 ＊蚊やブトなどによくさされた。現在でも蚊がたかるだけで腫れる。 

 ＊中耳炎によくかかり、広島日赤病院に通院した。 

 ＊手のひら、足裏の皮膚が白く泡のようになってむける症状がでて、今も続いている。 

 季節の変わり目（今は９月下旬～１１月ごろ）に発生することが多い。水虫ではない。 

 ＊雨が降る前に頭がかゆくなり、フケが大量に出る。今は軽くなっている。 

小学３年以降 ＊ツベルクリン反応陰性・ＢＣＧ接種 

小学５年  ＊痔が腫れることがしばしばおこる。３０歳代まで続く。 

１２歳～１３歳 ＊目ボ（霰粒腫）が立て続けにできる。眼科に通い手術。 
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中学２年 ＊学校の朝礼で立ちくらみ倒れる。 

中学２年 ＊卒業まで陸上部に所属。 

 ＊太田川で水泳中に、針金を踏み抜き手術。 

中学３年 ＊空手道場（沖縄正統空手道遠山寛賢師範）に通う。１８歳で初段。以後、就職までに 

 ２段。 

１９歳～２１才 親不知が下左右が生えてきたので抜歯。 

１９７０年３月 ＊日本輸送機㈱に入社。新入社員研修中に風邪で咳が続き治療。 

１９７０年以降 ＊毎年の健康診断で白血球数が４０００未満。この状況が今も続く。 

 ＊風邪をひくと治るまでに２週間を要する。最近は３週間もかかる。痰と咳が主。熱は 

 ほとんど出ない。毎年 1回は風邪にかかる。 

 ＊霰粒腫を取る。 

 ＊職場の冷房で手足が冷え、しびれる。退職後は収まったが、冷房で体が冷えるのは変 

 わらない。 

１９８１年 １月 長男誕生。 

１９８２年 ４月 ２人目死産。 

１９８３年 ３人目生育せず中絶。 

１９８３年頃 痔が悪化し病院で通院治療。 

１９８５年６月 ２男誕生。 

１９８５年 １０月風疹にかかる 

１９８６年 ２月 杉花粉アレルギーを発症。数年後には桧も。現在に至る。 

１９９１年頃から遠視になり、眼鏡を使う。視力は２．０～１．５だった。 

１９９５年頃 銀杏にかぶれる。はじめは何が原因かわからず不安になった。 

１９９６年頃 奥歯がぐらつき、歯槽膿漏と診断され抜歯。以後、奥歯４本を抜歯。 

１９９８年頃 顎の奥が痛み、歯科医院から口腔外科にかかるよう言われ、関西医大高槻病院で治療。 

２０００年頃 耳鳴りがし出す。今も続く。 

２００２年 ２月 父・次郎が３度目の脳梗塞で入院。 

２００２年 ５月４日 父・次郎死去。８２歳１１か月。誤嚥性肺炎。 

２００２年頃 親知らずが右上１本、横向きに生え抜歯。 

２００４年 １１月 献血で血液に異物が検出され、日赤から以後の献血不適を宣言。 

２００５年頃 食後２時間後位から胃が痛む症状が出る。胃酸過多で今に至る。 

２００６年  献血の血液検査で抗体検出により不適に。以後の献血を日赤血液センターが拒否する。 

２００７年 歯科医を変えたところ、これまで歯周病との診断ではなく、ストレスによる歯の傷みと 

 の診断。歯ぎしりがきついのが原因。左奥歯上１本をインプラントにする。歯科医が学 

 会に発表することを条件に、費用軽減。 

２００９年 定年退職後、夜寝ている時の歯ぎしりが無くなった。  

２０１０年 ２月 帯状疱疹を発症。通院治療。 

２０１０年 ７月 平和行進中に腕に赤く発疹が出る。帯状疱疹の再発ではないかと川棚町の医院で 

 受診。雨合羽でかぶれていると判明。塗薬で治療。 

２０１２年 ８月頃 寝ている時に左腰の内部辺が鈍い痛み。その後、痛みが表に出て来る。痛みが 

 右に移る。 

２０１３年 ６月 緑内障検査で狭隅角眼、左網膜委縮が判明。定期的検査を受けるよう言われる。 

２０１３年 １０月 前立腺癌検診で要精密検診。通院で定期検査。 

２０１３年 左手のひらにしびれを感じるため治療。 
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２０１４年 ３月 前立腺に癌の可能性が濃厚に。 

２０１４年 ５月 紫外線アレルギーを発症。 

２０１４年 ８月 ＰＳＡ値が上昇。 

２０１４年 １０月 自転車で走行中に柱状物にぶつかり転倒。歯・口内・脚・手に切り傷打撲。熱 

 が出る。 

２０１４年 １１月 前立腺検査入院（１泊２日）。生まれて初めて入院を経験する。 

２０１４年 １２月 検査の結果、前立腺癌が判明。検診針１０本中３本に癌細胞。 

２０１５年 ５月 前立腺癌のホルモン治療が効果を示す。 

２０１５年 ９月 由良川で鮎釣り中にブヨに刺され、両手が腫れる。在田皮膚科で診察治療。１０ 

 月に治る。 

２０１５年 １０月 被爆者健診で橋本病が判明。 

２０１５年 １１月 被爆２世健診で赤血球数が減少傾向を示す。 

２０１７年 １月 インフルエンザ A型にかかり３週間治療。 

２０１７年 ９月４日 母（被爆者）が脳幹梗塞で入院。意識不明になる。 

２０１７年 ９月６日 母を見舞い。見舞い中に突然、目覚めて起き上がり、「帰る時に杖がいるから 

 持って来い」と言う。そのあと眠り、そのまま昏睡して覚めることなく続く。父親が脳 

 梗塞で治療して症状が回復した経験から、母親も回復するのだろうと思ったが、医師か 

 らは回復はしない。医療的措置を施す意味はないとの宣言。寿命が尽きるのを待つか、 

 胃ろう手術をして延命させるか程度の方法しかないとの説明を聞く。生前、母親はこの 

 ような場合に延命措置はいらない旨、妹に話していたとのことで、兄弟で相談して寿命 

 が尽きるのを待つことにする。 

２０１７年 ９月１０日～２０１８年１月 鳥取市で母の見守りをする。 

２０１７年 １０月４日 鳥取医療生協鳥取病院から同生協鹿野温泉病院に転院。 

２０１７年 １１月 医師に容態を尋ねると、今週には逝かれるでしょうとのこと。妹が驚いて困惑 

 すると、医師がそれではと言ってそれ以後も昏睡が続く。 

２０１８年 １月８日 母、死去。９２歳４か月。 

２０１８年 ３月 被爆者健診受診（東神戸診療所・郷地医師） 

２０１８年 ７月１７日 前立腺癌の摘出手術（桂病院・アンドロイドロボット手術） 

２０１８年 ７月２９日 桂病院退院 

２０１９年 ８月 前立腺癌根治を宣言される。 

２０１９年 １２月 インフルエンザ予防接種。 

２０２０年 ３月 肺炎球菌予防注射。 

２０２０年 ３月 歯（上右奥歯３本）をインプラントにするための骨を作る移植手術。腫れが数日 

 続く。 

２０２０年 ４月 肺気腫と診断される。２週間、薬を吸引するが改善せずやめる。 

２０２０年 ６月 東神戸診療所郷地の診察医師所見では、肺気腫ではなく、肺の機能低下だとの診 

 断。被爆者健診結果、赤血球が引き続き減少。 

２０２０年 ７月 右下奥歯のかぶせが取れる。かぶせ直すも、土台の歯が痛んでおり限界があると 

 の診断。インプラント手術にむけて、骨形成を助けるために周辺の肉を切除手術。 

 痛みが強く、これまでの各種手術では初めて頓服を服用。腫れが続く。 

２０２０年 １０月 歯（上右奥歯３本）をインプラントにするための骨を作る移植手術。３月の骨 

 造成では不足のため２回目の造成。腫れが数日続く。 

以上 
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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 ④ 

２０２０年１０月２０日（火）現在 

 

■ワールド・フレンドシップ・センターからの手紙 

谷川佳子様より送っていただきました書籍２冊受領いたしました。 

とても貴重な本を私たちに寄贈して下さり、大変ありがとうございました。 

感謝申し上げます。 

被爆を体験された方々が年々高齢化していく中、その継承は本当に急務

の課題。何としても、一日も早い核兵器廃絶の実現を目指さなくてはと思

います。 

寄贈していただいた２冊は皆で順番に読ませていただきます。本当にあ

りがとうございました。 

天候不順な折、皆様どうぞご自愛下さいませ。 

２０２０年９月 

特定非営利活動法人 ワールド・フレンドシップ・センター 一同 

■河野キヨ美さんから庄田政江さんへの手紙 

朝夕肌寒さを覚えるようになりました。 

長い長い夏でした。今年は秋がきっと短いと思われます。 

お元気でいろいろご活躍のことと嬉しく思います。又、京都の被爆者の方々の証言集お送り下さいまし

てありがとうございました。 

一編ずつ 重くて 懐かしくて 切なくて・・・ 

真実の事
こと

故
ゆえ

にお会いして話を伺っているような旧知のごとく感じました。 

連休などで忙しく。又ゆっくり拝読いたします。友達にもお見せしたいと思います。 

ありがとうございました。 

コロナウイルスの故で二月からお話しが出来ませんでしたが、十月からは修学旅行の予定が入ってい

ます。この二十九日はセントルイスの人々にウエブで会議の予定です。（軍事博物館１００名とありま

す。心に伝わってられるでしょうか？） 

巣ごもりしているうちに一年が過ぎました。 

残日は少なくなりました。 

とてもとても重厚な記録遺してくださいまして敬意を抱きました。 

広島も長崎も忘れられそうな変化の多い世の中です。決して忘れ去られないようにと願います。 

ありがとうございました。                              かしこ 

■ＮＰＯ法人 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会からのお礼のあいさつ 

このたびは、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉、質量ともにずっしりと重い証言集を当会に

ご寄贈くださり、ありがとうございました。 

ご寄贈いただいた証言集は、当会が大切に保存し、責任をもって公開、活用をはかってまいります。

活用にあたっては、プライバシー保護などの点に万全の配慮をし、万が一、第三者からの権利主張、異

議、苦情等があった場合には、当会において責任を持って処理し、貴殿に一切の迷惑、損害をおかけし

ません。 

以上、お約束いたしますとともに、今後ともひきつづくご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
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核兵器禁止条約が遂に発効確定！ 

 

１０月２４日、中米の国ホンジュラスが核兵器禁止条約批准 

５０ヶ国に到達 ９０日後の１月２２日に条約発効 

史上初めて核兵器を全面禁止する核兵器禁止条約を批准した国・地域が２４日、発効に必要な５０に

達した。中米ホンジュラスが新たに批准した。９０日後の来年１月２２日に発効する。米露などの核保

有国や米国の「核の傘」に依存する日本などは参加しておらず、実効性の確保が課題になるが、核兵器

を非人道兵器とする国際規範が誕生することで核軍縮を迫る圧力になることが期待される。 

国連が２４日明らかにした。国連のグテレス事務総長は報道官を通じた声明で「発効は多くの被爆者

や核実験の被害者に敬意を示すものだ」と強調。「核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道的被害につい

て、注意を喚起しようとする世界的な運動の集大成でもある」と歓迎した。 

現在の核拡散防止条約（ＮＰＴ）は、米露英仏中の５大国に核保有を認めている。例外を認めない核

禁条約には５大国が真っ向から反対し、核兵器を保有するイスラエルやインド、パキスタン、北朝鮮も

参加していない。日本や韓国、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ、本部ブリュッセル）の加盟国など核保有

国の「核の傘」に依存する国々も批准しておらず、これらの非締約国には法的な順守義務はない。 

条約の批准を各国に働きかけてきた国際ＮＧＯ「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）のフィ

ン事務局長は「発効すれば（核軍縮を進めるべきだという）強い国際規範が生まれる」と指摘。条約の

枠外にいる核保有国にも核軍縮を迫る圧力になると強調している。今後は批准国を増やし、「核なき世

界」を求める国際世論をどこまで強められるかが焦点になる。 （２０２０年１０月２５日 毎日新聞） 

 

 

２０２０年１０月２４現在 核兵器禁止条約批准国５０ヶ国 
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２０２０年１０月１４日（水） 

原発賠償京都訴訟控訴審第７回弁論の報告 

２０２０年１０月１６日 京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

１０月１４日（水）は、原発賠償京都訴訟の控

訴審第７回期日でした。新型コロナ感染症の影響

で、傍聴席が特別席１、一般席２９に制限されま

した。抽選になるくらい傍聴に来てほしい。でも、

いつもと同じように来られると法廷はもちろん、

報告集会（定員の半数に制限）にも入れない人が

出てくる中、どういう風に案内したらいいのか悩

みながらの「宣伝」でした。 

当日、原告の参加もいつもより少ない７名。し

かも、入廷行進に間に合ったのは４名のみでした

が、正門前で支援者の方たちが暖かく出迎えてく

れました。そして、傍聴券を求めて並んだ方は４

５名。抽選に漏れて模擬法廷に参加した人は１４

名でした。 

 

■法廷での意見陳述 

法廷では、３つの準備書面について原告側のプ

レゼンが行なわれました。今回は、並行して行な

う模擬法廷からＺＯＯＭ配信しました。模擬法廷

では、弁護団作成のプレゼン動画を放映しました。 

以下、３本のプレゼンの要点をまとめました。 

◆竹沢・伊東・大倉意見書（白土弁護士） 

竹沢・伊東・大倉意見書に基づき、原告らが精

神的に被った被害実態を明らかにする。意見書は、

原告全員に対して実施した出来事インパクト尺

度（ＩＥＳ‐Ｒ）テストの結果に分析を加えたも

の。このテストは、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレ

ス障害）の有無をスクリーニングする手法として

国際的に確立されている。 

具体的には、２２の質問項目に「全くなし」（０

点）から「非常に該当する」（４点）までの５段階

で答えてもらい、その点数の合計が２５点以上に

なる場合、ＰＴＳＤの可能性があるとされる。過

酷な出来事を体験したりして、強い恐怖感や無力

感などの精神的ダメージを受けた人が、①社会的

支援が不足しているとき、②日常生活のなかで二

次的ストレスにさらされているときにＰＴＳＤ

を発症しやすいとされる。 

具体的な症状としては、①過去の記憶が不意に

よみがえるフラッシュバックなどの「侵入症状」、

②トラウマ体験の想起を避けようとする「回避症

状」、③精神的な緊張状態がつづく「過覚醒症状」

がある。 

原告らのテスト結果を見ると、２５点以上の

「ハイリスク者」が５５・９％を占め、平均点数

も２８・７８点と２５点を大きく上回る高水準だ。

阪神淡路大震災で自宅崩壊などの過酷な体験を

した被災者を対象としたテスト（３年８か月後）

ではハイリスク者が３９・５％、新潟県中越地震

で仮設住宅に暮らす被災者のテストではハイリ

スク者が３か月後に２１・０％、１３か月後に２

０・８％だったことと比較しても数値の高さがわ

かる。 

意見書では、ストレスを高める要因を分析し、

①経済的困難、②身体的異変、③人間関係上の困

難、④社会的孤立をあげている。 

経済的困難については、避難に伴う失職・転職

があり、再就職しても収入減・不安定雇用など経

済的悪化を伴っているケースがほとんどであり、

その不利益は一時的なものではなかった。夫が避

難元に残った母子避難の場合も二重生活による

生活費の増加、子どもの成長に伴う教育費の増加

などで貯えがなくなった原告もいた。 

身体的異変については、約半数が原発事故直後

に下痢、肌荒れ、鼻血などを経験している。甲状

腺検査では「要経過観察」が３５・９％、「再検査

が必要」が６・３％と成人原告の４割以上に異変

が見つかっている。 

人間関係上の困難については、避難先で「親切

な人びとに助けてもらうことがあった」人が５

６・８％いる反面、「避難者であるという理由で誹
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謗中傷を受けた」人が２９・６％、「孤独感を強め

た」人が４３・２％と人間関係上の苦痛に苦しむ

姿が浮かび上がる。また、子どもが学校でいじめ

や嫌がらせを受けた事例も複数みられる。 

社会的孤立については、避難によって避難元で

のコミュニティから分断されるとともに、親子関

係や友人関係が悪化した。その結果、避難したあ

と「相談や日用品の貸し借り」をする親しい人が

「０人」と回答した原告が４１・９％に上ってい

る。避難生活が長期化すればするほど、元のコミ

ュニティとは疎遠になるが、帰還してもＰＴＳＤ

リスクの高い原告の割合は高いまま推移してお

り、帰還してもコミュニティの中で精神的安定を

得られていないことがうかがえる。 

原告らは、避難以来長期にわたり二次的ストレ

スにさらされ続け、社会的支援も決定的に不足し

ている。これらの被害実態に対して相応の損害評

価をしていただきたい。 

◆辻内意見書の位置づけ（井関弁護士） 

本件事故は、われわれが一度も経験したことが

ない事故であり、その被害も未曾有、一度も経験

したことがない被害が生じている。その基本的な

証拠は原告の陳述書、関連書証、原告尋問調書で

あり、その精査を求めたい。ただ被害実態の特徴

が見えにくい面もあるので、避難者一般の被害実

態については辻内意見書、滞在者一般の被害実態

については成（ソン）意見書、原告の被害実態に

ついては陳述書分析とストレスアンケート分析、

それぞれ竹沢・伊東他の意見書を提出した。被害

実態をいろんな切り口で「見える化」したものだ。 

ここでは、辻内意見書が明らかにした原発避難

者の被害実態の要点を述べる。 

辻内教授は、原発避難者を対象に２０１２年か

ら毎年ＩＥＳ‐Ｒテストを織り込んだアンケー

トを実施し、ストレス度を測定してきた。当初、

平均値が３６点、２５点以上が６７％と、驚くべ

きストレス度の高さだった。その後、少しずつ低

下したものの、６～７年経過しても、平均値が２

５点前後、２５点以上が半数近くを上下する状態

が続いている。 

辻内教授は、２０１６年以降、うつ病や不安障

害のリスクを測定できるＫ６テストを織り込ん

だアンケートを実施し、ストレス度を測定してき

た。１３点以上だと重症の精神疾患である可能性

が高いとされており、一般住民の場合は１３点以

上の割合は３％とされる。原発避難者は５年を経

過してもその割合が２０％を超えている。 

中間指針では、区域内避難者は「避難に伴う不

便」、区域外避難者は「被ばくの不安」を損害の核

心と考えて慰謝料が算定されたが、これは被害実

態の一部しか考慮していない。 

京都訴訟の原告のほとんどは区域外避難者だ。

原判決は、中間指針によりかかって区域外避難者

の慰謝料額を区域内避難者の慰謝料額と比べて

著しく低額に算定した。しかし、辻内教授のアン

ケート調査により、区域外避難者のストレス度は

区域内避難者のそれと遜色なく、福島県や宮城・

岩手の津波避難者より有意に高いとの結果。 

したがって、区域外避難者の慰謝料額は、区域

内避難者と格差をつけてはならず、中間指針はも

ちろん、原判決の抜本的見直しが必要である。 

 ◆低線量被ばくについて（高木弁護士） 

本行意見書は、①放射線感受性には個人差があ

る、②若年層において放射線感受性が高く、影響

が現れやすい、③複合影響でリスクは高まる、④

甲状腺多発は原発事故の影響が否定できない、と

している。 

放射線感受性の差異は、遺伝子の異常、遺伝的

な個人差、生物学的半減期の個人差によって生じ

る。ＩＣＲＰが採用している「しきい値」概念に

も問題がある。 

正常な細胞は、放射線を浴びるとＤＮＡを損傷

するが、ＤＮＡ２本鎖切断の修復に関与する遺伝

子に異常がある場合、放射線感受性が高くなり、

女性は乳がんや卵巣がんに、男性は前立腺がんに

なりやすいことが知られている。 

遺伝的なわずかな違いによっても放射線感受

性には差異が生じる。甲状腺へのヨウ素取り込み

には、遺伝子の比較的小さな差異によって個体差

があることが明らかになっている。また、油性ヨ

ウ素を含んだ造影剤を用いて子宮卵管を造営し

たケースで、双胎のうち一児にのみ胎児甲状腺腫

を認めた事例が報告されている。 

生物学的半減期と組織重量は個人差が大きい

ことも知られている。生物学的半減期は、実際に

個別に見ると非常に大きなばらつき（最大で１０

０倍くらい違う）がみられる。セシウムの生物学

的半減期が１０倍違えば、実効線量は１０倍違う

ことになるので、最も感受性の高い人に合わせる

必要があるが、通常は平均値でしか語られない。 

「しきい値」にも問題がある。一般的な用語で

「しきい値」とは、「ある作用因が生体に反応を引
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き起こすか引き起こさないかの限界」と〈定義さ

れるが、ＩＣＲＰがいう「しきい値」は、その値

未満では生体に影響が出ないのではなく、放射線

感受性の高い１％未満の人にはすでに影響が出

ていることを意味している。自身がその１％に属

していることを懸念して、被ばくを避ける行動を

取ることには合理性がある。 

年齢が若いほど放射線感受性が高い理由とし

ては、①若いほど細胞分裂が盛んだから、②胎児

や子どもは増殖能の高い骨髄（いわゆる赤色骨髄）

の占める割合が高い、③皮膚が成人に比べて薄い

ため各組織がより多くの影響を受ける、④被ばく

後の生存期間が成人より長く、潜伏期間の長いが

んが出現する可能性が大きくなる、などがあげら

れる。 

放射線被ばくによる健康影響を考える際には、

複合影響のリスクも考える必要がある。これは、

一度少量の放射線を浴び、それだけでは腫瘍が生

じることはなかった場合でも、のちに様々な有害

物質（たばこ、アルコール、薬物）や医療被ばく

（ＣＴ検査等による被ばく）にさらされることで

発がんリスクが高まることを言う。 

福島の甲状腺がんについて、「チェルノブイリ

と福島では被ばく量が違いすぎる」との主張があ

るが、チェルノブイリの被ばく線量が過大評価さ

れる一方、福島の被ばく線量は過少評価。 

スクリーニングで潜在がんを早く見つけただ

けだという見解があるが、少なくとも２巡目以降

に発見されているがんの多くは原発事故により

被ばくの影響を受けているといえる。また過剰診

断ではないか（予後の良好な小さながんまで見つ

けている）との見解もあるが、手術対象とされた

甲状腺がんの多くが侵襲性が高く手術を要する

がんだったことが実際に治療にあたった鈴木眞

一医師によって明らかにされている。 

また、一般に若い世代における自然発生の甲状

腺がんは、年齢が高いほど発症率が高まる傾向が

あるとされる。福島の小児甲状腺がんの年齢別発

生頻度を見ると、１巡目では「年齢が高いほど症

例数が多くなる」傾向が見られるが、２巡目以降

はそうした傾向は全く見られない。このことは、

原発事故による放射線被ばくの影響による症例

であることを示唆している。 

放射線に対する個人差は極めて大きいことや

複合影響のリスクがあることを考えれば、危険な

場所から遠ざかろうとする（避難する）ことは当

然の行為に他ならない。 

 

■閉廷後の報告集会 

閉廷後、中央公会堂小集会室で報告集会を行な

いました。会場からＺＯＯＭ配信するという初め

ての試みでしたが、ＺＯＯＭ参加していた人によ

ると「映像もきれいでよかった」とのことでした。 

以下、発言順に要旨を掲載します。 

 

川中弁護団長 

今年３月に仙台高裁で（いわき避難者訴訟の）

判決が出て、「ふるさと喪失慰謝料」を認めた。東

電は、元最高裁判事の千葉勝美らの意見書を最高

裁に提出し、「仙台高裁判決は間違っている、慰謝

料が高過ぎる」と主張している。最高裁判事だっ

た人が係争中の一方の代理人になるなんて倫理

的に問題だ。 

９月３０日に同じ仙台高裁が判決を出した。国

は全然責任を果たさず、東電の言いなりになった

と指摘し、スカッと胸に落ちる判決だった。福島

地裁が認めた賠償額の倍の１０億円まで認めた。

これを励みに、われわれも頑張ろう。 

橋本宏一共同代表 

今日、裁判長が冒頭で５月の裁判が取り消しに

なったことをお詫びすると言ったので、少し溜飲

が下がった。 

弁護団の弁論で、改めて「なんで避難しなけれ

ばならなかったのか、避難することはどういうこ

とだったのか」を知らされた。生業訴訟は双方が

上告したようなので、賠償額についてはまだまだ

満足できる金額ではないということかと受け止

めた。 

京都訴訟では仙台高裁を超える判決を出させ

ようとの意気込みを今日の弁論で感じた。今日の

素晴らしい弁論をいろんな手段を使って知らせ、

闘いを広げていけたらと思う。 

白土弁護士 
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今日は読み上げなかったが、裁判官に読んで欲

しくて原告の生の声を載せた。 

前回（注・原告の陳述書を基にしたアンケート

調査結果に関する意見書）は、原告総体として、

どういうところに苦しみを抱えているかを陳述

書の分析から明らかにしたが、今回はその要因が

どういうところにあるのかへと進めたものだ。 

二つをまとめて、被害実態をより精緻にするこ

とができたのではないかと思う。 

井関弁護士 

 準備書面を書いていて一番腹立たしかったの

は、原判決が損害賠償については全面的に中間指

針によりかかって算定したことだ。 

辻内先生が数年前に東京地裁で証言された時

は、国や東電の反対尋問で揚げ足を取られたりさ

れたが、９月に埼玉地裁で行なわれた２回目の尋

問ではほぼ１００％の証言ができたと聞いてい

る。その尋問調書を追加で提出したい。 

学者の証人尋問については、本行先生はすでに

申請済みで、竹沢先生も申請したいと考えている。 

田辺弁護士 

本行先生の意見書については東電から反論が

出ている。本行先生のような考え方は、アララの

原則（注・放射線を伴う行為のメリットが放射線

のリスクを上回る場合は、合理的に達成可能な限

り被ばく量を減らして、放射線を利用するという

もの）に反するというもの。その考え方がおかし

いということで反論していく。 

因果関係については考えていることがある。子

ども脱被ばく裁判が結審したが、この裁判で被ば

く者医療に携わってこられた郷地医師が内部被

ばくについて証言された。すでにひょうご弁護団

が中心になって、その証言内容を整理しているの

で、それも活用して内部被ばくについて主張して

いきたい。 

今日はプレゼンしなかったが、国際人権法につ

いても主張している。人権条約で定められた権利

を裁判所はなかなか認めない。しかし、健康に対

する権利はわれわれにとっては核心的な権利な

ので、日本の法律としても受け止めるべきだと主

張していきたい。 

生業訴訟の控訴審判決と今後の見通し 

（田辺弁護士） 

国は、当初地裁段階で負け続けた。途中から、

後付けで専門家の意見書を一杯出してきた。 

長期評価は、三陸沖から房総沖までどこででも

津波地震が起こる可能性があると指摘したが、国

は、東北大の今村教授に「とてもそんな広い範囲

で起こるとは思わなかった」という意見書を出さ

せた。それに影響されたのか、それ以降原告側が

負ける裁判が増えてきた。 

国の責任を認める仙台高裁の判決が出たので、

各地の訴訟団は裁判での主張をもう一度見直し

ていく必要があるのではないかと思う。 

来年１月と２月に東京高裁で群馬と千葉（第１

陣）の判決が出る。ここで、もし国敗訴の判決が

続けば、３月には大きな運動の波があると思う。

ただ私たちとしては、損害の実態をきちんとわか

ってもらうことが大事で、それが責任論にも影響

してくると思っている。 

  

■原告の感想・思い 

 ◆Ｈ・Ｍさん 

今日は原告７名が参加していて、Ｉさんは福島

から参加してくれている。今日は、弁護団の陳述

を聞いて、うなずける内容だったと思う。私たち

のことがよくわかる内容だったし、これで勝てな

いはずはないと思った。個人的なことだが、洛西

から茨木市へ引っ越したばかりで大変で、今日は

片頭痛がひどい中を参加した。先日の生業訴訟判

決でも、県外の人には厳しい内容だったなと思っ

た。区域外避難者の集団訴訟である私たちはもっ

ともっと頑張らないといけないと思っている。 

 ◆Ｋ・Ｃさん 

裁判が長い間行われない中で、自分に起こった

ことなのに、なんか漠然としてきてしまって、今

日のプレゼンで自分たちに起きたことやストレ

スになったことがまとめられていて、「ああ、そう

だった」と思い出して、自分のことなのに忘れて

いたことに気づかされた。 

裁判になって、あの人たちが責任を問われても

責任はないと言うのを見て、私たちはこの辛さを

何にぶつけたらいいのか、非常にむなしく感じた。

何を認めてもらい、謝罪してもらいたいのかとい

うことを忘れないでしっかり持って、私たちが裁

判しているのを知らない人もたくさんいるので、

その人たちに伝えていけたらいいなと思った。 

◆Ｉ・Ｒさん 
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 先日「げんこくだより」（支援する会の会報「原

告と共に」のコーナー）に寄稿させてもらった。

私はいつも端っこの方にいて、だいたい前の人が

私の言いたいことも言っちゃって、話出しても、

話がまとまらず訳が分かんなくなるということ

だったけど、今回文章で寄稿することができた。 

 今日裁判を聞いていて、まだ言いたいことがあ

るなって思えたので、もうちょっとこの場所に居

させてほしい。 

◆Ｋ・Ａさん 

今日の裁判を聞いていて、これだけＰＴＳＤの

リスクが高いんだぞって言いつつ、回復していく

ことを同時にしていかないと自分がつぶれてし

まうと感じた。原告同士で助け合うというか、高

め合っていかないといけないと思った。ＺＯＯＭ

で参加している原告さんがいたら、ＺＯＯＭ飲み

会などにもぜひ参加してほしい。 

◆Ｋ・Ｍさん 

先日テレビでアメリカの番組をやっていて、屈

強な男４～５人がＵＦＯの基地があるという洞

窟の中に入って行き、突然「０・６マイクロ、１

マイクロ、２マイクロ…、命の危険がある」と言

って逃げて行った。私たちはもっと線量が高いと

ころに居たのに・・・。 

「フクシマ・フィフティ」という映画を観たが、

ベントをしに行き失敗した作業員が「もう一度行

かせてくれ」と言うと、渡辺謙や佐藤浩市が「被

ばく線量が 20 ミリになるから行かせられない」

と答える。福島では 20 ミリに近いところに住ま

わされている。 

裁判をやるのは疲れるし、日々の生活も大変だ

けど、怒りを燃料にして頑張っていきたい。 

◆Ｈ・Ｙさん 

先生たちがまとめてくださった資料の中に避

難した子どもたちの６人に１人が引きこもりに

なっているとあった。娘も１年以上学校に行けな

かったが、今は学校に行き、それなりにレポート

も出し、テストも受けることができている。ＰＴ

ＳＤを乗り越えるためには、話すこと以外にない

と聞いた。私が未来についてかなり希望にあふれ

るようになってきたのは、苦しい中でも語り続け

てきたことが力になっていると思うので、原告さ

んとももっと話をしてきたい。 

 ◆Ｓ・Ｙさん 

非日常がずっと続いていて苦しくなっていた

が、メリハリをつけるようになってからは気持ち

が楽になった。ずっと交感神経が高ぶっている状

態が続いていたので、今日の資料を見て「これ、

自分にも当てはまるかも」と思いながら聞いた。 

福島にいる家族からは帰って来いと言われて

いるが、下の子が来年高校生になり、私も今して

いる仕事が来年も継続されそうなので、しばらく

はこちらで頑張っていきたい。 

◆Ｓ・Ｍさん 

 （ＺＯＯＭ参加） 

 ２月の期日以来８か月が経ったが、その間も原

告同士でつながろうとＺＯＯＭ飲み会を開いて、

みんなでワイワイ話をしたり、支援する会では学

習講演会を開催してモチベーションを繋げよう

と頑張って下さった。今日、こういう形で皆様の

顔や声が聞けて、また明日から頑張っていける気

がする。 

◆Ｆ・Ａさん（ＺＯＯＭ参加） 

いま仕事が終わりました。今日、宮城県の原発

が再稼働しそうなニュースを見たが、京都訴訟に

は仙台からの避難者もいるので、私たち自身が自

治体にプッシュしていけるような判決をかちと

らねばと改めて思った。みなさんと一緒に歩んで

いきたい。 

  

このあと、関西訴訟原告を代表して副代表の佐

藤さんが、ひょうご訴訟のぽかぽかサポートチー

ムを代表して久一さんが、そしてＺＯＯＭ参加の

ひろしま訴訟原告の渡部さんがそれぞれ挨拶さ

れました。 

また、竹沢先生と一緒に意見書を書かれた伊東

先生がＺＯＯＭで参加され、九州訴訟の現在の取

り組みについて報告されました。 

会場参加者は延べ５４名、ＺＯＯＭ参加者は２

０名でした。              以上
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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。 

 

■長岡京市で「放射線副読本読み解き会」 

石角敏明さん(長岡京市） 

１０月１８日、「さよなら原発長岡京市民の会」

主催で、「放射線副読本読み解き会」を開催しまし

た。講師はもちろん「守田さん」で、２８名の参

加がありました。「にょきにょきプロジェクト」の

メンバーも「２名」参加頂きました。 

参加者からは「もやもやしていた気分がすっきり

した」「読み解きＢＯＯＫ、内容はとてもよく練ら

れていてよかった」とか「放射線を理解するため

にこの本を広めたい」「子どものいる家庭に、この

読み解きＢＯＯＫがもっと広まってほしい」とい

うような感想が寄せられました。反省会でも（一

杯飲みながらでしたが・笑）「音読はよかった」「新

しい繋がりができて良かった」の声も出ていまし

た。「守田さん」の解説・講演も段々充実してきて

いるようで、何度聞いても新たな発見というか

「理解」が深まるように思いました。小さな集会・

団体でもよいので、このような「学習会」、ぜひ皆

さん検討してください。思わぬ発見・繋がりがで

きると思います。 

 

■望む学校給食 

花岡和子さん(京田辺市) 

学校で給食の時間は楽しいひとときです。給食

は自校直営方式が子どもたちにとってベストで

す。伊根町は小・中学校は自校方式です。京都の

中学校給食は遅れています。小学校は自校方式が

多いですが、最近は調理員の臨時採用化、調理部

門の民間委託化、センター化と子どもたちのため

の給食からどんどん離れています。地産地消・自

校直営方式はムリなのでしょうか。調理員さんの

顔が見られ、昼頃にはおいしいにおいがする。こ

んな給食は子ども身体も心も豊かにします。 

 

■「放射線像～放射線を可視化する～」特別展 

井坂博文さん（北区） 

先日の被爆二世三世の会例会で紹介された、

立命館大学国際平和ミュージアムで開催中の

「放射線像～放射線を可視化する～」を観に行

きました。 

２０１１年３月の東日本大震災、東京電力福

島原発事故により大量の放射性物質が放出され

ました。その事故による目に見えない汚染の実

態と深刻さを可視化する取り組みが今回の展示

です。 

実際に見てショックを受けました。鳥の羽、

キノコ、山菜、小動物、長靴、足跡などに残存

している放射線が鮮明に映っているのです。こ

れを観たら、「故郷に戻りたい」とか「食産物

を食べて応援したい」と思っている方はどう思

われるだろうか？ 

映像作家の加賀谷雅道氏は「これまで、ベク

レルやシーベルトと言った数値で表現されてい

た放射能を視覚的な映像として記録に残した

い」、可視化に取り組んできた植物栄養学の森

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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敏氏は「起こりうる次回の原発事故に備えるに

は、何がどれくらい、どのように汚染するかビ

ジュアルな映像として世界の人々の頭の中に収

蔵しておく必要がある」と語っています。 

１１月 7日まで開催されています。ぜひ観に

行ってください。 

 

■７５年前の学童疎開先を訪ねて 

平信行さん（南区） 

７５年前、昭和２０年（１９４５年）４月、全

国の主要都市の学童たち（国民学校３年生から６

年生）は、米軍の都市空襲による被害を避けるた

め、一斉に山間部の田舎に集団疎開をさせられま

した。生まれて初めて親元を離れて、子どもたち

だけで暮らす生活でした。 

広島市の幟町小学校（当時は国民学校）の児童

の疎開先は私のふるさとである広島県山県郡八

重町と壬生町（現在は北広島町）でした。町内に

ある５つのお寺に分宿して、４つの小学校に通い、

地元の学童たちと一緒に学んでいました。 

この１０月１７日（土）、縁あって、当時の学童

疎開を経験された田中幸七さん（８６歳）という

方を案内し、田中さんの疎開されていたお寺や小

学校を訪問してきました。事前連絡なしの突然の

訪問でしたが、お寺では丁寧に本堂まで招き入れ

ていただき、田中さんの７５年前の懐かしい話に

耳を傾けていただきました。田中さんと一緒に学

んだ地元の同級生の方二人とも出会うことがで

き、旧交を温め、お互いの健康を喜び合うことも

できました。 

田中さんは３歳年下の妹さんと一緒に疎開し

ていました。やがて原爆投下、終戦。疎開してい

た子どもたちは迎えにきた親たちに連れられて

一人またひとりと広島に帰って行きました。しか

し、待っても待っても田中さん兄妹の親は現れま

せんでした。両親と広島に残っていたきょうだい

たちの消息も不明でした。田中さんのお話しによ

ると、同じお寺で一緒に疎開生活していた３７人

の学童の内、１１人が親の迎えを受けることがで

きなかったそうです。 

９月も半ばになって、田中さん兄妹は疎開先の

お寺の近くの某家に引き取られ、しばらく過ごす

ことになりました。その内にその家の養子になる

話も出ていたそうです。その矢先、やっと、戦地

から帰還したお兄さんが迎えに来てくれました。

その時初めて、両親と広島に残っていたきょうだ

い全員が原爆の犠牲になっていたことを知った

のです。 

半年前の４月、疎開のため別れて以来、両親と

は一度も顔を合わすことはありませんでした。田

中さんは淡々と、はるか彼方に視線を送るように

して話されましたが、あの時、１１歳と８歳の幼

い兄妹の胸の内はどんなだったろうかと思わず

にいられませんでした。 

幟町小学校では、地元のボランティアの人たち

の協力によって、戦争と原爆被害の資料や証言が

集められ、３年前には平和資料室が開設されまし

た。今の子どもたちに伝え、受け継いでいくとり

くみが進められています。学童疎開のことも、原

爆孤児のことも。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』広めま

す 

野間優子さん(吹田市) 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉

まだ読めていないのですけど、頑張って読まなく

てはと思っています。私は大阪民医連退職者の会

の幹事をしていて、１０月２３日日に幹事会があ

ります。その時、この本を持って行って紹介して

みたいなと思っています。どのような状況になる

か分かりませんけど。 
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■ 誰が命を救うのか    鍋島塑峰 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「誰が命を救うのか」。この書名は福島第一原発事故と闘った「医師」を取

材したＴＶディレクターの「問いかけ」の言葉である。「原発安全神話」に囚

われており、原発事故を想定した訓練は殆んど受けていなかった、と自戒す

る医師の姿。被爆二世として「被爆者たちが、どんな思いで放射線と向き合

ってきたか、長崎から来た、被爆者の子としての僕が、その思いを福島の人々

と共有できるなら」と福島に飛んだ医師。現地の医師と対立・摩擦を起こし

ながら、「被災者」のために、協力関係を築きあげていく広大の医師たち。し

かし、「国」の原発事故に対する体制の不備は、あちらこちらで混乱を引き起

こす。 

「想定外」という言葉で、責任を逃れようとする動きがある中で、「目の前

の命」をどのように救うのか、と奮闘する医師たち。ここには「原発」を動か

すことには、一生懸命であるが、住民の命を守ることには、余り熱心でなかっ

た「国」「電力業者」、その姿勢が「事故後」医師たちに苦難を招くことになるが、その問題も鋭く追及

している。 

ＮＨＫ職員という制約がある中で、「国」の責任を追及する姿勢は評価できる。原発事故直後の医師た

ちの姿だけでなく、８年、９年後の医師たちの姿も紹介されている。ここでも「国」の姿勢が厳しく追

及されている。「事故」で鮮明になった「問題」が少しも改善されていない。原発再稼働だけに一生懸命

である、と指摘する。「原発」を再稼働することが、如何に危険であるかを医療現場から摘発した書物で

もある。 

 

■ 東電被曝 二〇二〇・黙示録      小笠原和彦 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

例会で「福島の子供たちの甲状腺がん」の問題について、論議をしなくなって

からどのくらい日が経過したのでしょうか？今の日本、人々が異常なほど周りの

人に気を使い、言いたいことを言わない・言えない。これは福島の「原発事故の

被曝被害」についても同じようなことが言えるのではないか。著者は、福島の―

村会議員から著名な写真家、そして市民まで―を訪ね、被曝の今を知る努力をす

る。ここには「被曝者」の現状・本音が出てくる。「飯館村」が「汚染土」を受

けいれ放射能汚染の影響を調べる実験を実施する、ということが報道されたが、

「村長の姿勢・考え」がよくわかる村民の声が紹介されている。「公的機関」か

らは一切正式な発表がない、報道されない「健康被害」の実態も語られている。 

あれから「１０年」経とうとしているが、決して忘れてはいけない「被害」が、

まだそこで起こっており、進行している。「今、起こっていること」を知って欲し

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

論創社 1,800 円＋税 

風媒社 

1,800 円＋税 
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い、そのためにも多くの人が手に取り、読んでほしい。「国にはがんを見つけてしまった責任がある。原

発事故であろうが、なかろうが、スクリーニング効果といおうが、いうまいが、国には将来を担う子供

たちを守る義務がある」という被曝者の言葉を待つまでもなく、国・東電の責任は大きい。 

原発に反対している人も賛成している人も等しく被曝する、このことを多くの人に知って頂きたい。 

（国・東電の責任を広く認め、特に国の責任を厳しく追及した仙台高裁の判決の翌日に） 

 

■ Flash of Light，Wall of Fire（閃光（せんこう）、炎の壁） 

紹介 山根和代さん（右京区） 

下記の情報を共有したいと思います。長崎新聞の記事から紹介です。 

米博物館が原爆写真集 惨状伝える 118 点 

2020/10/19 11:40 (JST)10/19 11:48 (JST)updated 

©株式会社長崎新聞社 

米国テキサス大（テキサス州）の付属歴史博物館「ブリスコー・センタ

ー」が被爆 75 年に合わせ、広島、長崎の原爆投下直後の惨状を伝える写

真集を米で出版した。題名は「Flash of Light，Wall of Fire（閃光

（せんこう）、炎の壁）」。１９４５年８月の原爆投下後、同年中に撮影さ

れた広島６４点、長崎５４点（計１１８点）を収載している。 

同博物館は米国史が主要テーマ。写真集は当時の報道機関や政府、軍な

どの所属カメラマンら１６人と、旧文部省原子爆弾災害調査研究特別委員

会など２団体の撮影写真を、英語の説明文付きで収載。長崎については故山端庸介氏らの撮影による。

やけどを負った市民の姿、甚大な被害を受けた街並みなどが原爆被害の実態を克明に伝える。 

収載写真のデータは、国内の写真家らで原爆写真を収集、保存している日本の民間団体「反核・写真

運動」（東京）が提供した。同団体は原爆投下直後の写真の撮影者らの呼び掛けで 82年発足し、原板や

オリジナルプリントを保有、管理している。 

同団体は被爆７０年の２０１５年「決定版 広島原爆写真集」「決定版 長崎原爆写真集」（いずれも

勉誠出版刊）を出版。これに感銘を受けた同博物館のドン・カールトン館長らが、今夏の米国での出版

と写真展開催を計画。館長らは１８年に東京や広島、長崎を訪れ、被爆者からの聞き取り、現地調査な

どに当たった。 

写真展は新型コロナウイルス感染拡大の影響で来年以降に延期されたが、写真集は予定通り８月刊行

された。同団体の小松健一運営委員・事務局長は「被爆７５年の節目に原爆を投下した米国で、被爆者

ら日本側の協力によって写真集が出版されたことは意義がある。先輩らの遺志を果たすことにもつなが

る」と話す。 

「Flash of Light，Wall of Fire」はテキサス大出版局刊、255 ページ、定価 50 ドル。米大手ネ

ット書店などで購入可能。https://www.47news.jp/localnews/prefectures/nagasaki/5391634.html 
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▼いよいよ核兵器禁止条約の

批准国が５０ヵ国に達し、条

約スタートが確定しました。被

爆者のみなさん、世界の市民運動の

みなさん、そして条約の採択と批准に力を尽くさ

れてきた各国政府と関係者のみなさんにエール

を送り、共に喜びを分かち合いたいと思います。

第二次世界大戦が終結した翌年、国際連合が創設

された時の加盟国はわずか５１ヵ国でした。設立

当初から安保常任理事会を構成した米・ソ（現在

の露）・中・英・仏５ヵ国の比重は当時それなりに

重かったのでしょう。しかし、その後国連加盟国

は、ＮＰＴ条約がスタートした１９７０年には三

桁にのって１２７ヵ国となり、そして今や１９６

ヵ国、２００ヵ国近くまでになっています。この

ことは、かって大国の植民地主義政策に苦しめら

れてきた国々、人々が圧政に抗して立ち上がり、

民族自立を勝ち取ってきた歴史の結果です。核兵

器禁止条約の成立、スタートもこの歴史と軌を一

にした出来事ではないでしょうか。今、国際政治

は、大国中心の時代、とから、たとえ小国であっ

てもすべての国が対等平等の立場で進めていく

時代に大きく変化してきています。そう考えると、

「大国の参加していない条約は有効性に疑問」と

か、「安全保障のために核抑止力は必要」などとい

った意見が、なんと時代遅れで陳腐なものか、と

つくづく思います。日本政府もいつまでも時代遅

れのままでないよう、核兵器禁止条約に署名・批

准する政府に変えていきましょう。（平） 

■被爆者体験 ２世が伝える 津和野中で広島の沖西さん 

「被爆２世でビオラ奏者の沖西慶子さん（５５）＝広島市安佐北区＝が、津

和野町の津和野中で、同市の被爆体験伝承者と長崎市の家族証言者として、そ

れぞれの被爆者の体験を伝えた。３年生２１人が聞き入った。 

沖西さんは、爆心地から１・３キロの広島逓信局（現広島市中区東白島町）で勤務中に被爆した細

川浩史さん（９２）＝中区＝の体験を語った。細川さんは柱が熱線を遮って助かったが、全身に窓ガ

ラスが刺さり血まみれになった。河原で中学生が次々と死ぬのを目の当たりにし、「せめて水を飲ま

せてやればよかった」と今でも後悔しているという。 

細川さんの妹の瑤子さん＝当時（１３）＝は爆心地から約７００メートルの土橋町（現中区）付近

で、建物疎開の作業中に被爆して亡くなった。細川さんは「愛する家族を失った苦しみは、時間が解

決してくれなかった」と話しているという。 

沖西さんは、長崎の爆心地から約４キロの自宅で被爆した母素子さん（８５）＝広島市安佐北区＝

の体験も語った。爆心地から約１・４キロの工場で被爆した母親のいとこの遺体が見つからず、「焼

け跡の灰を梅干しのつぼに入れて持ち帰った」と話した。 

沖西さんは２０１８年から同校を訪れており、今年は初めて広島の被爆体験を語った。生徒たちに

「平和や命は何よりも大切ということを忘れないでください」と呼び掛けた。岩本香蓮さん（１５）

は「幸せな家族が一瞬で壊された原爆の怖さや被爆者の悲しみを知ることができた」と話していた。 

（２０２０年１０月２６日 中國新聞） 
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２２ 

２0２０年１１月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 日 大阪市廃止・特別区設置住民投票日 

 2 月 被爆二世健康診断（京都府）開始 

 

 
３ 火 

１１・３憲法集会（１３時３０分・円山野外音楽堂） 

文化の日 

アメリカ大統領選挙投票日 

 ４ 水  

 ５ 木  

 

 
６ 金 

6・９行動 

キンカン行動 

 

 

７ 土  

 

 

８ 日 米軍基地いらんちゃフェスタｉｎ丹後（１４時・オンライン） 

 ９ 月 6・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水 世界平和記念日（第一次世界大戦終結１９１９年） 

 １２ 木  

 １３ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１０時・大阪地裁第２民事部） 

キンカン行動 

 

 

１４ 土 日本被団協近畿ブロック相談事業講習会（１１時・神戸市勤労会館） 

 １５ 日  

 

 

１６ 月  

 

 

１７ 火 増田正明さん絵画作品個展→11 月２３日（月）まで（ギャラリー３５） 

 １８ 水 
京都「被爆２世・３世の会」２０２０年度総会 

（１８時３０分・ラボール京都＋オンライン） 

 １９ 木 安保法制廃止をめざす１９日行動 

 
  ２０ 金 
世界の子どもの日（「子どもの権利条約」採択１９８９年） 

キンカン行動 

 

 

２１ 土 日本平和大会（１０時～１６時・オンライン） 

 ２２ 日  

 ２３ 月 勤労感謝の日 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 


