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１１月１８日（水）、２０２０年度年次総会を開催 

 

■会場参加２０人、オンライン参加１０人、合わせて３０人の参加で開催 

当初は４月１８日（土）開催で予定していた今年の年次総会。コロナ感染対策のために延期していま

したが、１１月１８日（水）、７ヵ月遅れでやっと開催することができました。当日は会場（ラボール京

都第一会議室）に２０人の参加、ＺＯＯＭを活用したオンライン参加が１０人、合わせて３０人の参加

者でした。遠くは宮城県多賀城市からの参加もあり、ＺＯＯＭの効果を発揮することになりました。 

 

■守田敏也さんの記念講演『核の終わりを探る旅』 

総会の第一部は、守田敏也さんの『核の終わり

を探る旅』と題した記念講演です。昨年２度に渡

ってアメリカを訪問し、ウラン採掘から核実験に

至るまでのアメリカの核開発とその被害の実態を

探り、私たち日本の課題とも重ね合わせてレポー

トされました。私たちの例会でも、昨年１１月の

岡山市での交流会でも報告されていますが、さら

に内容を深め、バージョンアップして講演されま

した。全編画像を使っての報告のため講演内容を本誌で再現することは難しいですが、別の機会に紹介

できるよう検討していきます。 

 

■総会議案では、これからの課題と方針を具体的に提案 

第二部は、総会議案として、２０１９年度の活動のまとめ、２０２０年度方針、決算と予算、２０２

０２年度世話人会選出を提案しました。議案書は会員のみなさんに事前にお配りしていましたが、当日

をその要点を絞っての報告をしました。 

２０２０年度の方針として、以下のことを重点にとりくむことを提案しました。 

① 「被爆２世・３世健康調査アンケート」のとりくみを成功させよう。 

 現在回答者数は６２人ですが、少なくとも１００人の回答者を達成する。 

 ２０２１年度にはアンケート回答の集計、解析を行い、その結果を社会的に発信していく。 

② ２０２１年度中に『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の<下巻>を発刊しよう。 

 <上巻>販売普及は現在約１０００部に達し順調に推移。 

 多くの購入者、読者から<下巻>の発行も強く求められている。 

③ 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上映運動を応援してい

こう 

 『放射線を浴びたＸ年後』第３弾（伊東英明監督）の製作と、国内だけでなくアメリカでの

上映運動もセットで計画。 

 製作のための資金と、アメリカでの上映運動に協力しいく。 

④ 「唯一の戦争被爆国日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める」署名運動をとりくんでい

こう。 

 年明け１月２２日（金）核兵器禁止条約は発効。 

 日本政府に条約批准を求め、条約批准する政府を実現していくための署名運動推進。 

⑤ 学びあい、励まし合いの「被爆２世・３世」のネットワークをさらに広げていこう。 
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 会報は２０２１年２月で通算１００号。さらに充実させていく。 

 全国の、そして海外の被爆者、被爆２世・３世ともネットワークづくりを。 

⑥ 「会」の名称を、京都「被爆２世・３世の会」から京都「被爆二世・三世の会」に変更することを

提案。 

■短い時間の中でも活発な意見交換をし、全議案を可決採択 

⚫ 現在、被爆者の「肖像画」の個展開催中の増田正昭さんから、来場者からの様々な反応、感想が紹

介され、被爆体験の継承の一貫しての「肖像画」製作をこれからも続けていきたい決意が語られま

した。 

⚫ 宮城県多賀城市の小林立雄さんからは、宮城県女川原発再稼働反対の住民投票条例案の直接請求が

審議もされずに否決された経緯について報告されました。住民アンケートでは６０％の人たちが再

稼働に反対しているにも関わらず。また、核兵器禁止条約批准国が５０ヵ国に達した背景に戦後の

非同盟諸国運動のあることも発言されました。 

⚫ 米重節男さんからは、「被爆２世・３世の健康調査アンケート」を必ず成功させようと訴えられまし

た。このアンケートは一見なかなか難しいけどちゃんとやれば、自分自身の健康履歴を振り返るこ

とにもなって、有意義だ。自らの経験からもそう思う、との発言でした。 

⚫ 山根和代さんからは、増田さんの肖像画のとりくみが、今年開催された平和博物館国際会議の報告

でもＷＥＢサイトにアップされていることが紹介されました。また、海外の被爆者、被爆２世・３

世とも今はネットでつながりあえる時代になっており、是非ネットワークづくりを進めよう、と提

案されました。 

■発言の後、提案された議案のすべての採択を確認し、２０２０年度総会を閉会しました。 

 

 

昨日は大阪のあまりのコロナ感染者の数の多 

さに総会はＺＯＯＭ参加にさせて頂きました。時々聞き取りにくい時もありますが、臨場感もあり

すっかり定着した感じがします。平さんにはいつもながら周到な準備をしていただき感謝します。 

守田さんのお話は情報満載で核の街の様子やそこに住む人々の生活に触れることが出来ていつも

興味深く聞いています。一緒に旅して体験している気がしてきます。しかしリアクターコアという

食べ物があるという感覚には付いていけませんね。どんな神経しているのか？？？？ 

守田さんと山根さんが仰っていた、海外の核の被害者と連帯して活動を広げて行きたいという意

見に大賛成です。日本人同士がわかり合うだけでは進展がなく、広く外と繋がることでお互いを刺

激しあえると思います。今年は実現に向けて一歩踏み出せれば良いですね。 

増田さんの活動も素晴らしいです。ＺＯＯＭに参加出来なくて残念でしたが、チャンネルもりもり

で拝見します。こういう話ができる会に入れて本当に良かったと感じました。 

個人的には先月上旬に母が急逝し、少し落ち込んでいましたが、孫の子守をするうち元気になり

１０月末に広島語り部ミーティングに行ってきました。前日に語り部伝承の提出した原稿を読んで

欲しいと言われ、準備して発表しました。語り部の河野さん他、メンバーの方達にしっかり伝わって

大変良かったと言ってもらえて自信になりました。市の担当者が読んで添削するのを数ヶ月も待っ

ている状態で他の原稿を書いた人達も早くして欲しいと話していました。 

今後とも共に学び向上して行きたいですね。皆さんこれからもよろしくお願いします。 

総会に寄せられた感想―庄田政江さん 
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■庄田政江さんの感想に関連して山根和代さんから情報提供 ― 世界核被害者フォーラム 

庄田さんの感想に関連して、海外の被爆者とつながる場として、世界核被害者フォーラムの facebook

を見つけました。京都被爆二世・三世の会があるけど、他の国にこのような組織があるかどうか、質問

してみました。https://www.facebook.com/worldnuclearvictimsforum 

  世界核被害者フォーラム には仕事の関係で最後の一日は参加できませんでしたが、現在その時の本

が出版されています。以下、情報を貼り付けます。重複したらすみません。 

核のない未来を ！世界へ届けよう核被害者の声を！ 

広島・長崎被爆 75周年に、改めて訴える核被害 

世界核被害者フォーラム＜報告記録集＞＆＜追録：グローバル危機の時代に問い直す＞ 

本書は、２０１５年１１月、広島で３日間にわたり開催された「世

界核被害者フォーラム」の内容を収録したものです。このフォーラム

には、海外１１か国からの招待者２０人を含めて、１８カ国から延べ

千人を超える核被害者・専門家・活動家が結集し、世界各地での依然

深刻な核被害の実態が最新の科学的知見とともに報告・議論されまし

た。最終日には、世界初となる「核被害者人権憲章」要綱が採択され、

人類生存のための「核絶対否定」の決意を新たにしました。 

いま世界は、異常気象や新型コロナウイルスのパンデミックなど、

未曾有の危機の波に直面していますが、それゆえにこそなおさら、核

問題は一刻も早く解決されなければならない課題となっています。「最

近の動き」や「注」を補うとともに、巻末には「追録：グローバル危

機の時代に問い直す」も加えました。本書が広く多くの人々に届き、

「地球の未来」のかかったこの最緊急課題の解決へと向け共に取り組

んでゆくための具体的指針となって役立ってほしいと願っています。 

目次より（抜粋） 

基調講演 

 ティルマン・ラフ：「Ｗｅ ｃａｎ —— 健全な持続可能な未来は核なしで初めて可能だ」 

 小出裕章：「あらゆる核利用は、いわれなき犠牲をしわ寄せする」 

セッション-1：核サイクル被害現場からの報告 

 アシッシ・ビルリ：「インド・ジャドゥゴダでのウラン鉱開発 

— 何も知らされなかった住民の悲劇と闘い」 

 メアリー・ディクソン：「アメリカの被曝者——私たちは皆、風下住民」 

 竹峰誠一郎：「視えない核被害に迫る——米核実験場とされたマーシャル諸島を訪ねて」 

 シム・ジンテ（沈鎮泰） ：「ハプチョン（陜川） “韓国の広島”—— 朝鮮人ヒバクシャの戦後」 

 長谷川健一：「原発に故郷を奪われて——飯館村からの告発」 

セッション-2：ヒバクに関する科学 

 朝長万左男：「即時的 DNA損傷による原爆の生涯持続性健康影響」 

 アナトリー・チュマク：「健康影響：チェルノブイリ原発事故から２９年 

— しっかりとした情報がなければ、良い決断はできない」 

 床次眞司：「福島原発事故による初期被ばく状況下の避難者への放射線影響」 

 星正治：「１９５４年マーシャル諸島での核実験で被ばくしたマグロ漁船員の被ばく線量調査」 

https://www.facebook.com/worldnuclearvictimsforum
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セッション-3：核兵器・DU禁止キャンペーン 

 ティルマン・ラフ：「核戦争が引き起こす気候変動・飢餓・種の絶滅 

— 非核保有国がとるべきリーダーシップ」 

 川崎晢：「「禁止条約」を支持しない日本政府——問われる“橋渡しの役割”という理由づけ」 

セッション-4：反核利用キャンペーン（ウラン採掘・原発・核燃料サイクル） 

 武藤類子：「福島原発事故は終わっていない——諦めない、繋がる、そして一人ひとりが考える」 

セッション-５：今後の核被害者ネットワークをどう築いていくか 

― 各セッションの報告に基づく議論と提案 

最近の動き（抜粋）： 

 森瀧春子：「核兵器禁止条約発効とＩＮＦ失効後の核をめ

ぐる危機的状況を探る」 

 豊田直己：「３００ 年後の「子どもたち」はどう思うだろ

うか 

——福島原発事故から９年目の「復興」」 

 嘉指信雄：「「世界核被害者フォーラム」からのメッセージ 

——コロナウィルス禍のなかで読み直す」 

監修：鎌田七男・嘉指信雄／編集：森瀧春子・田室武勝 

発行：世界核被害者フォーラム実行委員会、２０２０年８月４日 

頒布価格：２，０００円（送料込み：２，５００円） 

注文・問い合わせ Email: hibakushaforum@gmail.com 

郵便振替：世界核被害者フォーラム・実行委員会 ０１３８０－４－１０３１７５ 

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 ⑤ 
２０２０年１１月２１日（土）現在 

 

■長崎新聞社からのお礼と掲載のご報告 

このたびは丁寧に取材にお答えいただき、本当にありがとうござい

ました。 

京都でも長崎原爆の被爆者の方々が暮らし、平和への思いを胸に「語

り部」の活動をされている方もいらっしゃることなどを、本やホーム

ページを通して知ることができました。もう亡くなった方も多くいら

っしゃるとのことで、会員のみなさまの地道な継承活動のおかげで、

そうした方々の声も記録に残り、本という形で後世に伝わっていくこ

とは、とても意義深いことだと感じています。皆様の丁寧な聞き取り

と、互いの信頼関係が垣間見える文章に、心打たれました。 

京都の皆様の平和活動をこれからも陰ながら応援しています。 

（長崎新聞社報道部 清水嘉子） 

mailto:hibakushaforum@gmail.com
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■釋恵子さんから 

私、宗教者平和協議会の釋（とき）と申します。 

数カ月前に宗平協で出口様から分けていただいて、二世・三世の会で書かれた本を読ましていただ

き、何と言っていいか、私の筆力では表せないほどに衝撃と哀しみを憶え、なかなか眠れませんでした。

ひょっとして私が経験しといたかも？と思いました。人間って、素晴らしい面と闇を抱えています。ま

た愚かです。 

大変だったと思いますが、これからも伝えていって下さい。身体も気をつけて下さいね。 

深謝 

 

■埼玉県越谷市図書館で朗読による録音、ＣＤ化 

私は越谷市（埼玉県）朗読ボランティア「こだま文庫」の岩下妙子と申します。 

障害や高齢等の理由で通常の活字による読書が困難な人のために、今回リクエストのあった『語り継

ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉を、越谷市立図書館の依頼を受けて録音、ＣＤ化することになりま

した。つきましては文中の人名、地名等、読み方の解らない部分について教えていただけませんでしょ

うか。頑張って良い作品に仕上げたいと思います。 

待っている利用者の方に早く届けたいと思います。ご多忙のところ誠にすみませんがよろしくお願い

申し上げます。 

 

■被爆体験を次の世代に伝えるために 

図書館九条の会『みんなの図書館：ＤＥＣ２０２０』から転載 西河内靖泰さん 

新型コロナウイルス感染症に世界が翻弄され、夏のオリンピックも延期となった２０２０年も間もな

く終わりを告げようとしている。今年は、広島・長崎に原子爆弾が投下されてから７５年目。今年の夏

は、これまでに増して暑かった。いつもなら、その暑い夏には広島・長崎に行っている。 

だも、広島の大学での夏の特別講座や講習も今年は中止となり、結局８月初めに行くことなく夏が過

ぎてしまった。ここ１０数年、すでに亡くなっているヒロシマの被爆者である祖父母と母親の墓まいり

と追悼のために慰霊式典に出ているが、今年はテレビでの式典中継をただ見ているだけだった。 

心のこもらない首相の慰霊の言葉を聞きながら、国家のエゴがむき出しになり、偏見や差別の言動が

跋扈する、コロナ禍の世界のことを考えていた。そこで、差別される人々の姿は被爆者とその子孫が置

かれてきた状況と重なる。 

被爆者は、１５万人を下回り高齢化はすすみ、平均年齢は８２歳を超えるという。後２０年もすれば、

被爆者はほとんどいなくなる。ずっと「被爆体験の継承」が叫ばれてきたが、本気で次世代への継承の

ために被爆者たちはどこまで努力してきたのだろうか。一方、体験していない私たちは何をしてきたの

だろう、何をすべきだったのだろうか。 

体験の記憶は記録されなければ、継承されることはない。記録されたもの（それは本でも、映像でも、

データでも）は、それを収集して、保存され、人々に提供されることによって、その中身は伝えられる

のである。図書館は、そのための機関として存在する。記憶を記録したものか、継承のためのツールな

のだ。 

今年の６月末、京都「被爆２世・３世の会」（私も会員の一人）が被爆者の証言をまとめた本を刊行し

た。同会が収集した京都在住者を中心とした被爆者や被爆二世の約８０人の証言から５０人分をまとめ

た『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉（ウインかもがわ・発行、５２０頁、２０００円＋税）

というタイトルのものだ。後に２０人の証言を集め公表できるようになったら、下巻を刊行する予定で

ある。 

同会が被爆体験を取材し継承するに際して重視しているのは、被爆体験について８月６日や９日、そ
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の前後に限定することなく、その後のその人の人生すべてを含めて、被爆体験として受け止めているこ

とだ。「命を奪われ、健康を損ない、苦難の生家を強いられ、人々とのつながりさえ絶たれることもあっ

た」被爆者。「そうした困難に負けることなく立ち向かって今日まで生きてきた有様」を聞き取り、学ん

できた彼らの集大成である。被爆地以外から出される被爆体験証言集に接する機会は少ないと思うので、

皆さんには図書館でぜひ手に取ってほしい。 

 

 

 

 

核兵器廃絶に向けて 

 

新年１月２２日（金）核兵器禁止条約スタート！ 

今度は日本政府に条約参加を求める一大署名運動を！ 

核兵器禁止条約の批准国が５０ヶ国に達し、年明け１月２２日（金）から条約スタートが確定しまし

た。核兵器の禁止を求める運動はこれまで道義的責任を問う運動でしたが、これからは国際法となった

禁止条約によって法的に世界を律していく運動になります。 

条約参加国が世界の圧倒的多数になるよう求めていくことは引き続き重要ですが、特に核保有国とそ

の核の傘にある同盟国の条約参加が極めて重要になっていきます。とりわけ、世界で唯一の戦争被爆国

の条約参加は決定的な重要さを持っています。 

２０１６年から始まった「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶国際署名」は２０２０年をもって終わりま

す。署名運動期間中核兵器禁止条約が採択されたことは運動の大きな成果でした。 

そして今、日本の国内外で「どうして日本政府は署名・批准しないのか？」という率直な声が広がっ

ています。メディアの世論調査でも７２％の人々が核兵器禁止条約を支持しています。この世論に応え、

人々の期待に応えて、日本政府の条約参加を求めて行くことが強く求められています。 

そのために、新しく「唯一の戦争被爆国日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める」署名運動

が提起され、京都「被爆二世・三世の会」

も積極的にとりくんでいくことになり

ました。１０月２９日（木）には東京、

広島、長崎で署名運動のスタート集会が

開催されました。この署名運動は１３５

人の人々が共同よびかけ人として声を

上げられています。 

日本政府に核兵器禁止条約を批准さ

せましょう。核兵器禁止条約に署名・批

准する日本政府を実現していきましょ

う。私たちの平和と安全を確かなものに

していくために、被爆者の７５年に及ぶ

願いを実現していくために、そして世界

の人々を励まし、期待に応えていくため

に！ 

 

１０月２９日(木)東京学士会館＋オンラインでのスタート集会 
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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（８３） 

控訴審最後の第１４民事部も弁論開始。 

核兵器禁止条約の批准５０ヶ国到達！ 核廃絶運動の進展も力に訴訟全面勝利へ！ 

２０２０年１１月６日（金） 

 

 

今年１月３１日（金）の大阪地裁第２民事部（三

輪方大裁判長）で敗訴判決を受けた二人の原告

（Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん）の控訴審が、９ヶ月

も待って１０月２３日（金）やっと第１回弁論の

日を迎えた。係属部は高裁第１４民事部、裁判長

は小西義博裁判長。Ｙ・Ｍさん（男性）は長崎の

爆心地から４㌔での直接被爆と入市被爆。申請疾

病は食道がんだが、既に他界されており遺族が承

継されている。Ｏ・Ｈさん（男性）も同じ長崎で

爆心地から３㌔の直接被爆と入市被爆。申請疾病

は心筋梗塞で今７７歳。 

原告側、被告側双方の提出書類確認の後、この

日はまずＯ・Ｈさん本人の意見陳述から始まった。

Ｏ・Ｈさんが被爆したのは２歳７ヶ月の時。わず

かな記憶の中にも幼い頃から下痢や鼻血などに

襲われてきた思い出は残されている。父親はビル

マで戦死。そのことがＯ・Ｈさんの人生に重い負

荷を負わせることになり、Ｏ・Ｈさんは苦労に苦

労を重ねて生きてきた。５０歳の時心筋梗塞を発

症、経皮的経管冠動脈形成術を受け、１０年後の

６０歳の時に再び激しい胸痛に襲われて冠動脈

バイパス手術を受けた。現在も経過観察と投薬治

療が続いていて、いつ発作が起こるか分からない

不安を抱えての毎日となっている。今年１月の一

審判決は、Ｏ・Ｈさんの被爆は健康には関係ない

と言わんばかりのもので、Ｏ・Ｈさんは強い憤り

を感じた。「裁判官も一度あの被爆の体験をして

もらいたい」、「理屈では説明しきれないあの惨状

をどうか想像してもらいたい」、さらに「判決が喫

煙や加齢を指摘したのは原爆症を否定するため

の『いちゃもん』のようにしか感じられなかった」

と、Ｏ・Ｈさんは判決に対する率直な思いを申し

立てた。Ｏ・Ｈさんが戦争、原爆に対する強い憤

りを訴えるのは一審の時の本人陳述と同じだっ

た。「原爆や戦争がなければ、私は実父母と暮らし

好きな勉強も続けられていたでしょう。若くして

心臓の病気に悩まされることもなかったでしょ

う」。 

二人目の意見陳述はＯ・Ｈさん担当の中森俊久

弁護士。パワーポイントを使った画像を映し出し

ながら、被爆の実態、長崎原爆の実相について説

明されていった。長崎原爆投下の内容、熱線、放

射線、爆風・衝撃波による被害の様相と状況が分

かり易く述べられていった。おそらく、初めて原

爆被害に向き合うことになるのであろう裁判体

の人たちに、正確な理解を促すための、噛んで含

めるような陳述であった。さらに、被爆者援護法

の精神と、それに基づいて判決された松谷最高裁

判決の内容についても陳述され、公正な判決を期

待するとしてまとめられた。 

三人目はＹ・Ｍさんを担当する崔信義弁護士に

よる意見陳述。崔弁護士の陳述はＹ・Ｍさんの二

つの控訴理由内容について詳しく述べるものだ

った。一つは、Ｙ・Ｍさんが８月１１日または１

２日頃爆心地近くを通過したかどうかの事実認

定について。もう一つは、Ｙ・Ｍさんの申請疾病

の食道がんの放射線起因性について。 

入市の事実認定について一審判決は、Ｙ・Ｍさ

んの被爆者健康手帳交付申請書には入市したこ

とを示す記載がないことをもって否定している。

しかし、直接被爆の記載さえあれば手帳は交付さ

れ、入市のことまで重ねて書く必要のなかったの

が、手帳交付手続きの実際であって、崔弁護士は

そのことを丁寧に指摘し、それを証明する実務担

当者の陳述書まで提出していることが示された。

「原判決は重大な間違いを犯しています」という

のが意見陳述のこの項のまとめだが、加えて、そ

れはあまりにもお粗末な判決理由だと思わざる

を得ない。手帳発行申請が実際はどのように行わ
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れていたか、入市の記載がないことが単純に入市

を否定することにはならないことなど、多少とも

ノーモア・ヒバクシャ訴訟に関わっている人なら

誰でも知っていること。そんな基本的なことも無

視して強引に判決理由にするなど言語道断、許さ

れることではない。 

二つ目の控訴理由の放射線起因性についても、

医学的知見と言うより、Ｙ・Ｍさんの喫煙に対す

る事実認識が焦点となっている。Ｙ・Ｍさんには

１４年間に及ぶ問診票が残されているが、その中

で喫煙について記載されているのは１９９４年

の「１日１本」という記録しかない。しかもそれ

は食道がん発生の２０年も前のことになる。こん

なわずかな喫煙歴にも関わらず、それを根拠に一

審判決は、喫煙期間も喫煙量の確定もしないまま、

飲酒と喫煙等のリスクが「重畳的に作用して食道

がんが発症した」とした。崔弁護士は、起因性に

関わる一番の間違いはＹ・Ｍさんの喫煙歴の事実

認定の仕方にあると厳しく主張した。 

陳述の最期に崔弁護士からＹ・Ｍさんの主張立

証のために眞鍋穣医師の証人尋問が求められた。

Ｙ・Ｍさんは手術後２年４ヶ月という短期間で急

死されている。食道がんの術後の急激な症状悪化

には放射線被ばくの影響が大きいという論文も

あり、それは眞鍋医師提出の意見書にも言及され

ている。放射線被ばくによって被爆者の免疫機能

がどう阻害されるか、詳しい証言が可能になると

の主張だった。次回期日での証人採用を重ねて求

めて陳述は終えられた。 

これでこの日の意見陳述はすべて終了した。当

初の予定時間をかなり上回ることになったが、そ

れだけ強く熱い思いのこもった訴えであったこ

とを示している。証人採用申請に対する結論は出

されないまま、次回期日を年明けの１月２６日と

確認して閉廷となった。 

終了後は会場を中の島公会堂会議室に移して

報告集会が行われた。本人意見陳述を行われた

Ｏ・Ｈさんからは「絶対に諦めず、最後まで頑張

りたい」との強い決意が披露された。陳述された

二人の弁護士からも今日の陳述の意図が簡潔に

報告された。会場の都合で集会は短時間で終了せ

ざるを得ず、西晃弁護士のまとめを最後にこの日

は散会となった。 

報告集会の後、年明け１月１４日（木）に判決

の迫っている原告Ｔ・Ｉさんの控訴審の継続部署

である第６民事部に、「公正な判決を求める署名」

が提出された。短期間の署名のとりくみであった

が全体で７５４筆が寄せられた。 

報告集会のまとめで西弁護士からは「もしかし

たら今日（１０月２３日）にも核兵器禁止条約批

准国が５０ヶ国に到達する可能性がある」という

期待の発言があった。その通りの１０月２３日と

いうわけにはいかなかったが、翌日の１０月２４

日（土）中米のホンジュラスが批准書提出、遂に

批准国５０ヶ国到達！のニュースが、日本の私た

ちには２５日（日）の早朝飛び込んできた。 

被爆７５年の節目の年に、核兵器禁止条約採択

から３年を経て、いよいよ条約発効確定の日を迎

えることになった。核保有国、それと同調・同盟

する国々の姿勢が決して容易に変化するわけで

はないが、核廃絶に向けて歴史的な大きな一歩を

築いたことは紛れもない事実だ。何より私たち自

身が確信を持ち、一層の勇気を抱くことになった。 

全国でも、国内外でも核兵器禁止条約発効確定

をお祝いし、核廃絶に向けて雄々しく進んでいこ

うと訴えるメッセージ発信や街頭行動が繰り広

げられた。京都でも１０月２７日（火）、緊急に街

頭宣伝行動を行い市民にアピールした。その中心

は被爆者のみなさんであった。 

１０月２９日（木）、日本原水協のよびかける

「唯一の戦争被爆国 日本政府に核兵器禁止条

約の署名・批准を求める署名」運動のスタートが

切られた。核兵器禁止条約発効が確定した今、私

たちに課せられた最大の課題は日本政府の条約

参加、条約参加する日本政府を作ることにある。

絶好の、どうしても成功させなければならない署

名運動だ。「どうして日本は核兵器禁止条約に参

報告集会の様子 
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加しないのか？」という素朴な、しかし率直な疑

問の声がごく普通に日常会話の中でも語られる、

そんな状況を感じられるようになってきている。

メディアによる世論調査では７２％の人々が核

兵器禁止条約を支持している。 

さらに世論を喚起しながら、国民的要求に応え

て、核兵器禁止条約に参加する日本政府を作って

いこう。そのことも力にしながらノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟の全面勝利をめざしていこう。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

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 

2021 年 01 月 26 日(火)  14:00  高裁第 14 民事部 202 号法廷 Ｙ・ＭさんとＯ・Ｈさん弁論 

弁論期日未定          最高裁上告審     苑田朔爾さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

■パグウォッシュ連続講座「核時代における非戦」の紹介 

庄田正江さん（大阪市平野区） 

共催：日本パグウオッシュ会議・世界宗教者平和会議日本委員会（ＷＣＲＰ）・明治学院大学国際平和研

究所（ＰＲＩＭＥ） 

場所：ＺＯＯＭウェビナーを利用したオンライン開催 

申し込み：要 こちらのＵＲＬより申し込みください。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_58wyJ6qxRbitx2MBbsutdA 

参加費：無料 

第１回／１０月３０日（金）  

「憲法９条再入門：核兵器禁止条約発効の秋に」 

講師：前田朗（東京造形大学教授） 

コメンテーター：阿部浩己（明治学院大学教授・国際人権法、ＰＲＩＭＥ所員） 

尚、この講座はその後次の日程で開催されます。※開催時間等の詳細は未定。 

第２回／１２月２４日（木）「イスラムにおける平和共存の伝統」 

講師：Ａｌｉ Ａｋｂａｒ Ａｌｉｋｈａｎｉ（テヘラン大学准教授） 

第３回／１月２９日（金）「戦後日本の平和主義への今日的評価：リチャード・フォーク『パワー・シフ

ト』を手がかりに 

講師：千葉眞（国際基督教大学名誉教授） 

第４回 ２月１２日（金）「核兵器禁止条約発効後のＮＰＴと新しい世界」 

講師：中村桂子（長崎大学准教授） 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_58wyJ6qxRbitx2MBbsutdA
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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■深草中学で語り部 

平 信行さん（南区） 

１１月５日（木）午後、伏見区の深草中学校３

年生(１３０人)の広島への修学旅行の事前学習

会に招かれて参加してきました。８日からの広島

訪問に備えて被爆者の体験を聞いておこうとい

う計画で、京都原水爆被災者懇談会と「被爆２世・

３世の会」に要請をいただきました。被爆体験を

話すのは被爆者の花垣ルミさん。私は付き添いと

見学。約１時間、花垣さんが自身の体験を熱っぽ

く、かつ丁寧に語り、聞いている生徒たちは静か

過ぎるほど集中して聞き入っていたように見ら

れました。 

若い人たちが核の問題、戦争の問題を正しく認

識していくようにすることはとても大切な課題。

そういう意味ではこういう場こそ、真剣勝負が求

められているなあ、と思いつつ中学生たちの様子

をうかがっていました。花垣さんの体験を聞く中

学生たちは、そもそも、核兵器や放射能被害の基

本的なことについてどれだけ知っているのか、学

校授業で学んでいるのか・・・・。そういえば文

科省の配布した「放射線副読本」はこの中学校で

はどう取り扱われたんだろうか、間違った影響を

与えたりしていないのかなあ、等々と。 

 

■慌ただしく故郷の草刈り作業 

井坂博文さん（北区） 

憲法集会、市役所前朝宣伝をパスさせてもらっ

て、昨日から一泊で広島の実家に帰省。再就職し

た弟の様子見がてら、家の周りの草刈りと溝の泥

上げに汗を流しました。 

雑草を草刈り機で刈り上げてスッキリしたも

のの、家の前にある田んぼは長いこと未耕作にな

り、セイタカアワダチソウとススキが生い茂って

います。普通に見れば秋の風物詩ですが、田んぼ

に茂っているのをみるのは辛いものです。 

とんぼ帰りの途中には、福島から三木市に避難

している友人宅に立ち寄り脱原発の懇談と意見

交換。干し柿用に渋柿の皮むきのお手伝い。皮む

き機械を使ってなかなか楽しかったです。お土産

に柿とアケビ、生落花生をいただきました。 

京都に帰り、原発ゼロネットの学習会にギリギリ

セーフでかけこみ、大島堅一さんの講演。なぜ原

発電力は安くないのか、なぜ原発ゼロが必要なの

か、目からウロコの話に広島往復の疲れをものと

もせず聞き入りました。 

 

■北陸新幹線問題を考える市民集会に参加 

守田敏也さん（左京区） 

１１月２１日（土）北陸新幹線問題を考える市

民集会に参加してきました。ハートピア京都です。

会場いっぱいの人でした。 

配布された予想される新幹線のルート図によ

ると、京都市中心部、上京区、中京区などは避け、

左京区に迂回。叡山電車茶山駅そばを通るけど、

我が家のあるマンションの真下辺りを通る計画

になりそうです。ルート上の４キロごとに斜坑と
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いう土を掘り出す穴を作り、１０トンダンプが走

り回ります。左京区内は竪穴になり、もう少し間

隔はあくようですが、いずれせよ、その出口の一

つが宝ヶ池から高野の辺りを想定していて、すで

にボーリングなどの調査が始まっているようで

す。 

これってまるで京都の自殺行為です。なんでこ

んな街破壊をやるのか。こりゃもうますますこっ

ちが「真正保守」になるしかない。古の人々が築

き、守り、育んできた京都をこちらが守らなけれ

ば。もちろん私たちの暮らしそのものが大変な危

機にひんしています。守らなくてはいけない。 

それにしても京都市民、左京区民をなめとる！こ

こを通すだって？これはもうたっぷりと思い知

っていただくしかありませんね。 

集会の最後に僕もそんなアピールをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ あるひあるとき    あまんきみこ【文】／ささめやゆき【絵】 

紹介 古田京子さん（八幡市） 

とても素敵な絵本に出会えたので、お知らせしたくてのメールです。 

あまんきみこさんの「あるひあのとき」。 

第二次世界大戦中に中国大連にいらした著者の経験からの絵本です。８

９才の著者が２０２０年７月に出版されました。 

今年８月の朝日新聞のインタビューでは「戦争の根本は相手に殺される

前に殺すということ。戦争だけはやめてね。若いかた、どうか頑張って。

私の遺言です。」と強調されています。 

あとがきには、「幼いこどもの身いっぱいの喜びと哀しみが届くように」

とあります。 

幼い子供たちが健やかに育つように、平和であってほしい、平和を脅か

すものは大人が排除していかなければと改めて感じました。 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

のら書店 1,500 円＋税 
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■ 核のボタン    ウイリアム・ペリー：トム・コリーナ 著  田井中雅人 訳 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者の「ペリー氏」は、米国クリントン政権時「国防長官」を務めた人で、

冷戦期にＭＸミサイル等途方もない破滅的な核兵器を支持されてきた、そこ

から、核戦争の瀬戸際に近づき、奈落の底を見てから、「米国の核政策」に警

鐘を鳴らし、核軍縮を訴える提言を行っている。本書も、アメリカ「たった

一人の人間」によって人類が破滅に陥る怖さを、ある「架空の物語」によっ

て警告をする。しかし、これが現実になる可能性は十分にあり、そのために

「アメリカ」をどうすべきかを論考し訴える。ここには、残念ながら国民・

民衆の運動は殆んど取り上げられていない。「アメリカの核政策」はこうある

べきである、という発言だ。米国民向けに書かれた為かもしれないが。我々

は政策形成・意思決定に携われないから、関係ない人の発言だと無視をする

べきではないと思う。確かに、彼は「核兵器即時廃止」は述べていないし、

核兵器搭載潜水艦による抑止力も肯定的に捉えている。しかし「核兵器廃絶」

のためには、「市民運動に核兵器を取り込め」「核兵器に対する明確な大統領

を選べ」とアメリカ市民に呼びかけもしている。  アメリカの核政策を動かしてきた人であり現実主義

者でもある著者の訴え・考え方に耳を傾ける必要があるのではないか。日本の核政策の危険性も指摘さ

れており、日本人としても知っておくべき事実である。「一人の人間」によって、引き起されるかもしれ

ない核戦争の恐ろしさを理解できる内容である。 

 

 

■ 「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族   石山徳子 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者も指摘されているが、米国の核開発の土地を巡る動きは、日本の問題

を先取りしているのでは、という思いを持った。守田さんが「訪問」（ナバホ・

ハンフォード等）され、学習会等で報告されたので、核開発の拠点の現状は知

ってはいたが、なぜ「その地」が選ばれたのか、その背景には何があったのか、

を本書は分析してある。米国の核開発は、政府が公然と規定した「犠牲区域」

なしには前進しなかった、という。その「犠牲区域」は、なぜ生まれ、アメリ

カ国民はどう捉えたのか？ここには「黒人差別」とは、全く違う「セトラーコ

ロニアリズム」という「差別構造」。「先住民族」の土地、生活空間は消し去ら

れ、守田さんの報告にもあるように「核開発の実験場」「放射能汚染廃棄物処

理場」として、利用されようとしている。しかし、どれだけのアメリカ国民が

それを知り、理解しているのか。私が知らない、アメリカの「差別構造」が明

らかにされている。 

「貧困」「過疎化」(日本の地方が抱える問題も同様）が目の前に突き付けられる先住民族、その問題

解決策は、というときに、政府・軍そして企業が乗り込んでくる。でも、これは、日本でも起こってい

る問題でもあると思わざるを得ない現実でもある。守田さんの報告で予備知識があり、ここに述べられ

ている問題について理解はより深まった。今日本で起こりつつある原発から出る「核のゴミ」処分場を

巡る動きを理解する上でも、参考になる書物である。決して「他人事」ではない。 

朝日新聞出版 

2,530 円（税込み） 

岩波書店 
3,500 円＋税 
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■軍事排除・被爆者同意を 保存試料 ゲノム研究利用 外部委、 

放影研に助言 

放射線影響研究所（放影研、広島市南区）の外部諮問委員会は、被爆者の 

血液など保存試料の研究利用に関する助言を取りまとめた。ゲノム（全遺伝情報） 

解析など最新技術を生かした研究を念頭に、軍事研究の排除や被爆者の同意を得る 

ことなど慎重な対応を求める内容。２８日に中区であった受領式で、放影研に提出した。 

放影研は人体への放射線の影響を調べるため、被爆者の血液や尿などを集めており、現在は約１９

０万本を保管。ほかにも病理標本などがある。最新のゲノム解析などを活用すれば、放射線を起因と

する疾病の発生メカニズムなどの解明につながる可能性もあると期待されている。外部諮問委では、

ゲノム解析など技術の進歩、国際的な共同研究などが一般化してきた現状を踏まえ、研究や同意取得

の在り方、倫理面の課題について検討してきた。 

助言は、調査に協力する被爆者との信頼関係の構築▽軍事研究の排除▽被爆者の試料を扱う上で

の独自の指針や憲章の文書化▽研究への同意を得る際の丁寧な説明や協力者の負担軽減―などの７

項目を示した。研究への同意では、既に亡くなった被爆者の試料を使う場合の対応について議論を深

めるよう求めた。また、研究を始める際の倫理審査委員会のメンバーについて、被爆者や市民の信頼

を得られるよう配慮を提言した。 

受領式では諮問委の前川功一委員長（元広島経済大学長）が、放影研の丹羽太貫理事長に助言を手

渡した。長崎研究所（長崎市）でも同時に開催し、中継でつないだ。前川委員長は「委員の背後には

多くの被爆者がいる。意見を尊重して研究活動をしてほしい」と要請。丹羽理事長は「分子レベルの

解析は２１世紀の生命科学に必須だ。助言を踏まえ、人道面に配慮しながら研究を進めたい」と応じ

た。 

外部諮問委は２０１８年５月に広島で、同８月に長崎で設置。外部の研究者や被爆者、弁護士たち

で構成し広島で４回、長崎で３回の会合を非公開で行ってきた。 

負の歴史背景 情報管理徹底 

放射線影響研究所（放影研）が外部諮問委員会を設置して助言を求めた背景には、生命科学研究の

急速な進歩と、被爆者の治療よりも調査を優先したと批判された過去の歴史がある。 

放影研は、約１２万人を対象に死亡率やがん発生率を調べる寿命調査など、大規模な集団を扱う研

究を特徴としてきた。これに対し、最新のゲノム解析などの技術を生かせば、個人レベルでの発症メ

カニズムなどの研究を進められる可能性がある。その際に課題となるのが個人情報の管理だ。 

ゲノム情報は「究極の個人情報」とも言われる。最新機器を使った研究は、国境をまたぐ共同研究

となることが珍しくない。被爆者への研究の説明や同意の取得、情報管理が厳しく求められることに

なる。 

そうした状況に、１９４７年に発足した前身の原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）の歴史が影を落と

す。当初は軍事目的が色濃く、被爆者からは「調査すれども治療せず」と批判された。外部諮問委員

会の前川功一委員長も「被爆者は当時の調査に屈辱や恐怖を感じた。今も完全には放影研を信頼でき

ないとの声もある」と指摘した。 

軍事研究への懸念も根強い。長崎側の諮問委の片峰茂委員長は「（軍事に転用されるかどうかの）

線引きは難しい面もあるが、放影研が平和研究への特化を社会に表明することが一つの歯止めにな

る」と訴えた。 

 

Scrap 

book 
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諮問委の助言は、試料を最新の研究に生かす意義について「人類の健康や福祉に大きく貢献する」

とも評価する。放影研の丹羽太貫理事長は「ＡＢＣＣ時代の人道上の問題を忘れてはいけない。放影

研は平和目的の研究が役割であり、人道性を採り入れた２１世紀の科学の方法を目指していく」とし

ている。 

＜放影研外部諮問委員会の助言の主なポイント＞ 

◆調査に協力する被爆者との信頼関係の構築 

◆被爆者や市民に研究を理解してもらう広報の拡充 

◆海外と共同研究する際に軍事研究を排除 

◆被爆者の試料を扱う上での独自の指針や憲章の文書化 

◆研究への同意を得る際の丁寧な説明や協力者の負担軽減 

◆ゲノム解析結果の注意深い取り扱い 

◆平和を希求する被爆者の思いに沿った研究 

（２０２０年１０月２９日 中國新聞） 

■中央相談所講習会 北海道 二世プラスの会会員のつどいも 

北海道ブロックの中央相談事業講習会が１０月４日札幌市内で、参加者２７人で開かれました。 

午前中は原爆障害調査委員会（ＡＢＣＣ）－放射線影響研究所（放影研）の問題を学習しました。

今夏放映されたテレビ映像を観た後、北海道反核医師・歯科医師の会の上野武治会長が「放影研は被

爆者・被曝者に寄り添うことが果たして可能か」の題で講演。ＡＢＣＣ、放影研の果たしてきた役割

を知り、参加者は驚きとともに様々な思いを抱きました。今後も放影研の動きに注目していく必要を

確認しました。 

午後は当初６月に予定していた二世プラスの会の会員のつどいが行われました。まず日高町から

かけつけた二世会員が母親の被爆体験を語りました。次いで昨年６月からの活動報告と今後の予定

が示され、来年は頃合いをみて長崎ピースツアーをやりたい、と話されました。 

 

■兵庫県被爆二世の会 紙芝居を予約販売 申し込みは１２月末まで 

兵庫県被爆二世の会は広島・長崎被爆７５周年記念して制作した、古石忠臣さんの被爆体験をもと

にした紙芝居『ふるいしさんのはなし』を予約販売します。 

古石さんは原爆投下当時１７歳、志願兵で暁部隊に所属しており、８月６日午後に救援部隊として

広島市内に入り、被爆しました。 

１部６千円。申し込み受け付けは１２月末まで。お届けは来年１月です。 

紙芝居の貸し出しも始めました。送料のみご負担いただきます。 

どちらも詳細は兵庫県・被爆二世の会 中村典子=電話 090-7759-5964まで 

（被団協新聞 ２０２０年１１月６日号） 
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▼埼玉県越谷市の市立図書館

では、障害や高齢などの理由

で通常の活字では読書が困難

な人のために図書を朗読、音声にし

て（録音ＣＤ化）提供されています。音声化する

図書は市民からのリクエストで選ばれており、今

般、私たちの『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』

〈上巻〉もその一冊になったとのことです。図書

館から音声化作業の依頼を受けられているボラ

ンティアの方から人名、地名の正確な読み方を教

えて欲しいとの連絡をいただきました。そのリス

トは６７ヵ所にも及んでいました。読み方を正確

に記そうとすると、意外にもあらためてネットや

辞書で調べ直さなければならない箇所が少なく

ありませんでした。“文字を目で追い慣れている”

私たちは読み方が正確でなくても結構読み飛ば

しているんだなあ、と痛感した次第です。特に地

名については、７５年前当時のモノが次々と失わ

れていく時代。もっと大切に読み、書いていくこ

とが求められていると教えられました。▼あわせ

てこうして音声にまでして市民に提供されてい

ることに、本書を刊行して良かったと、実感しま

した。全国の図書館に蔵書されて行くことを願い

ます。（平） 

編集後記 

■「黒い雨」２月結審も 控訴審初弁論 原告、棄却求める 

原爆投下後に放射性物質を含む「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、健康被害が生じたと訴え

る広島県内の男女８４人（うち１２人は死亡）が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審の第１

回口頭弁論が１８日、広島高裁であった。被告の広島市と県、国側は「原告が被爆者である科学的知

見は存在しない」とし、原告全員に手帳を交付するよう命じた一審広島地裁判決の取り消しを求め

た。原告側は、被告の控訴を棄却するよう訴えた。（松本輝） 

原告団の高野正明団長（８２）＝佐伯区＝が意見陳述し、「私たちに残された時間はわずかしかな

い。早く被爆者と認めてほしい」と訴えた。西井和徒裁判長は、争点となる原告の健康被害と原爆放

射線の関係を巡り、１２月２４日を回答期限として双方に釈明を求めた。次回は来年２月１７日を予

定し、結審する可能性もあると述べた。 

被告側は控訴理由書を陳述し、戦後の複数の調査から「黒い雨は火災のすすを含んだもので、原告

が浴びるなどした場所に放射性降下物が降った科学的知見はない」と強調。「健康被害を生じる可能

性のある原爆放射線の影響を認めることは困難」などと主張した。 

閉廷後にあった原告側の報告集会で、弁護団の竹森雅泰（まさひろ）弁護士は高裁が次回に結審す

る可能性に言及した点に触れ「高齢の原告の置かれた状況を踏まえた判断を導こうという気概を感

じた」と指摘。地裁判決の維持に期待感を示した。 

７月の地裁判決は、放射性微粒子を含む黒い雨が、国の援護対象区域である「大雨地域」よりも広

範囲に降ったと認定。黒い雨を浴びたことと、がんや白内障を発症した原告の疾病の関連が想定され

るとし、原告全員を被爆者と認めると判断した。被告側が控訴した一方、厚生労働省は「援護対象区

域の拡大も視野に入れた再検討をする」と表明。専門家による検討会の初会合が今月１６日に開かれ

た。                         （２０２０年１１月１９日 中國新聞） 
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１７ 

２0２０年１2月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１2 １ 火  

 2 水 世界初の人工的核分裂連鎖反応に成功した日（1942 年・シカゴ大学） 

 ３ 木  

 ４ 金 
人権週間 

キンカン行動 

 ５ 土 臨時国会会期末 

 ６ 日 ６・9 行動 

 

 

７ 月 ２０２０年不戦のつどい（１６時・下京いきいき市民活動センター） 

 ８ 火 
大飯原発差止訴訟京都第２回弁論（１４時３０分・京都地裁） 

太平洋戦争開戦（1941 年） 

 ９ 水 ６・９行動 

 １０ 木 世界人権デー（1948 年国連世界人権宣言） 

 １１ 金 キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日 南京大虐殺（1937 年） 

 

 

１４ 月  

 １５ 火  

 

 

１６ 水  

 

 

１７ 木 京都「被爆二世・三世の会」例会（１８時３０分） 

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 被爆者をはげますつどい（１３時 30 分・ラボール京都） 

安保法制廃止をめざす 19 日行動  ２０ 日  

 

 

２１ 月 韓国総督府設置（1905 年） 

 ２２ 火  

 ２３ 水  

 ２４ 木  

 ２５ 金 
クリスマス 

キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木 大晦日 

 


