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２０２１年を希望の年に 
 

 

■「被爆２世・３世の健康実態調査アンケート」活動をやりきり 

 放射線の世代を超えた影響の実態に迫る 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜下巻＞の刊行 

 目標は２０２１年夏季 

 核廃絶、被害者救済運動の原点を追求 

■核被害の実態追求と被害者救済運動のネットワークをグローバルに 

 ドキュメンタリー映画『放射線を浴びたＸ年後』第３弾の成功 

 世界の核被害とのつながり作り 

■核兵器禁止条約の署名・批准を果たす日本政府の実現 

 「日本政府に条約批准を求める」署名運動推進 

 ２０２１年度総選挙の重要争点に 

 

２０２１年の主なスケジュール 

◇２月 京都「被爆二世・三世の会」会報１００号 

◇２月２８日～３月１日 ３・１ビキニデー 

◇３月６日 バイバイ原発３．６きょうと 福島第一原発事故から１０年 

◇４月２４日 京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会（予定） 

◇６月 国民平和大行進 

◇７月１６日 トリニティ核実験とロックチャーチ核汚染水事故の追悼と救済のアピール 

◇８月５日～６日 原水爆禁止世界大会 

◇８月 第１０回ＮＰＴ再検討会議 

◇９月３日 南方特別留学生サイド・オマールさんの命日 

◇１０月 国連総会、第１回核兵器禁止条約締約国会議 

◇第５回「２世・３世交流と連帯のつどい」   検討課題 
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時代は変わる、変えられる！ 
会員のみなさんの２０２１年メッセージ 

 

 

■患者さんの「普通」を守る 

池田 灯（北区） 

昨年はたくさんの「普通」が奪われた 1年でし

た。医療従事者として家族にもたくさんの「我慢」

をお願いしました。またその状況は今も変わって

いません。入院患者さんのご面会をお断りして罵

声を浴びました。発熱した患者さんの診療をお断

りせざるを得ず、電話口で怒鳴り散らされたこと

もあります。コロナウイルスは、実際に治療にあ

たっている医師看護師のみでなく、通常診療を守

ろうとする我々コメディカルからも働く力を奪

い続けています。いつまでこの状況が続くかわか

りませんが、それでも患者さんの「普通」を少し

でも守るために頑張っていこうと思います。 

 

■核兵器のない世界への確かな道 

井坂博文（北区） 

２０２１年、コロナ禍の下で初めての新年。子

どもはすべて自立し、妻と二人で紅白歌合戦とゆ

く年来る年をみて、カウントダウンをしながら年

越し蕎麦を食べ、年賀状の作成にとりかかる。年

賀状に今年の決意を書いた。「激動の時代から政

権交代の年に。国も京都も自助の押しつけから公

助の政治を。この子らの未来に平和の社会を」。 

新年の仕事始めは初日の出、いわゆるご来光を

仰ぐ。歩いて２分の近所に船岡山があるのだが、

どこでみてもご利益はあると思い、マンション最

上階の非常階段から仰いだ(笑い)。７時２０分く

らいから東山連峰が明るくなり陽が昇ってきた。

当たり前だが、陽に当たると身体があったかくな

ってくる。なんかありがたいと感じる。やっぱり

ご利益はあるんだ、と嬉しくなり、陽に向かって

手を合わせた。 

部屋に戻り、妻が作ったおせち料理を私がお重

に詰める。私の仕事は、蒲鉾とハムを切っただけ。

妻から「いい感じだ」と褒められて嬉しくなって

自分が作った訳でもないのにおせちの重箱を写

メ撮って Facebookにアップしている(笑い)。 

核兵器禁止条約が今月２２日に発効する。年始

から歴史的な快挙で始まる２０２１年を核兵器

廃絶への前進のスタートとするために頑張りた

い。一刻も早く禁止条約に背を向ける日本政府を

変えなければならない。そのためには今年中には

必ず行われる衆議院総選挙で、「核兵器禁止条約

への批准」を共通公約に掲げる新しい野党連合政

権をつくることが最も手っ取り早い。総選挙で政

権交代をすることが、核兵器のない世界をつくる

確かな道である。 

 

■「転換」「節目」の年にしたい 

石角敏明（長岡京市） 

あけましておめでとうございます 

今年は、1 月に「核兵器禁止条約」が発効し、

２月は「会報」が１００号に（平さんの奮闘の賜

物ですが）そして、３月は「福島原発事故」から

１０年目一つの節目の年で、１０月に「長岡京市

議選」そして「総選挙」がある「年」である。新

たな出発点になる年になるであろうし、なる年に

なってほしい。「地球上の最後の核兵器が、今廃棄

されました」というニュースが、早く流れるよう

になって欲しいし、「会報」が２００号まで発行さ

れる迄は、またそれ以降も（？）頑張って活動を

したいと願っております。「二世・三世の会」に期

待されている課題も、まだまだあると思います、

「転換の節目」の年になるように、少しでも役に

立ちたいと思っております。今年もよろしくお願

い致します 

 

■国会で核兵器禁止条約批准採決の感動を 

井上哲士（左京区） 

新年おめでとうございます。ついに核兵器禁止

条約が発効へ。国連本部の会議場で立ち会った採

択の瞬間の感動を思い出します。歓声が上がり、

長い拍手が続き、やがてみんなが立ち上がり、握

手とハグが続きました。被爆者の声と市民の運動
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が世界を動かしたのです。今度は、日本の国会の

本会議場であの感動を再現したい。条約に参加す

る政府をつくる年にするためにがんばります。 

 

■大黒様が牛に乗って幸せを 

木全満知子（和歌山県橋本市) 

明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。非戦非核を続けます。 

大黒様が牛に乗って幸せを運んでくださいま

すように。世界平和を願って。 

朝起きたら第一に、お内仏に温かいお茶を供え、

目が開いた、とご挨拶します。そしてそのお茶を

いただきます。 

お母さんのおかげでたくさんの仲間がいます。

さみしくないですと。お母さんと共に戦争反対、

非核を誓います。そして家族の幸せを願います。 

生きて生きましょうね。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』で学習会 

久保絹子（伏見区） 

「被爆二世・三世の会」の発行した被爆体験集

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉を、

新婦人の班会で毎回（月一回）一つずつ学ぶこと

として、読み合わせをしたいと思っています。 

 

■憲法９条を守り、核なき世界を願う 

國府幸代（北区） 

謹賀新年    

昨年は、思いもかけぬコロナ禍で大変な一年で

した。一日も早いコロナの終息を祈って、憲法９

条を守り、核なき世界の平和を願っています。 

世界中の子どもに戦争をさせないように!！今

年もよろしくお願いいたします。 

■２０２１年は丑年、６回目の年男 

小林孝企（宇治市） 

２０２０年は、母と叔母を同じ日に見送るとい

う年明けで始まりでした。新型コロナの世界的な

拡大は、皆さんも私にも日々流されるニュース・

テレビのワイドショーで煽られる不安に怯えな

がらの日々を過ごす一年となりました。 

２０２１年は丑年、６回目の年男を迎えられた

ことに感謝。「戦争と差別」という人を否定する行

為を憎む気持ちを新たに。 

新型コロナ禍で人と人との関係が希薄になり

がちな状況、「やさしさ、共に生きる」を大切に一

日一日送っていきたいと思います。 

 

■「オマールさんを訪ねる旅」の多言語化 

みなさま新しい年を如何お過ごしでしょうか。 

依然として不自由な生活が続きますが、このよ

うな時こそ「共に生きる」姿勢でこの難局を乗り

越えたいと思っております。 

主宰する語り継ぎプロジェクトも対面式のイ

ベント開催は当面難しそうなため、今年は昨年Ｙ

ｏｕ Ｔｕｂｅ公開した南方特別留学生の解説動

画「オマールさんを訪ねる旅（解説者:早川幸生先

生）」の多言語化に取り組む予定です。ネットでさ

まざまな国の方と繋がり、国籍を越えた「共に生

きる」が叶えばと願っています。 

みなさまにおかれましても、本年が願いが叶う

一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 

STORYTELLING FOR TOMORROW 主宰者 

榊原恵美子（尼崎市） 

 

■広島市語り部伝承者デビューの年 

庄田政江(大阪市平野区) 

昨夏はしっかり者で独居の母が膝を怪我して

外出しにくくなり、週２で食事を持って行ったり

していました。書き上げた広島市語り部伝承者の

原稿をパワーポイントを使って母と娘夫婦に初

披露しました。また、後日母のファミリーヒスト

リーもパワーポイントに写真を取り込んで聞い

てもらい、母と思い出話が弾みました。そして秋

に母は心筋梗塞でさようならも言わずに旅立ち

ました。 

１２月にはその語り部の原稿が添削されて戻
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ってきました。年明けて今月中にはその原稿を書

き直して提出したいと考えています。原稿が広島

市と語り部の河野さんに承認されれば、春には演

習を行うことが出来るはずです。ただコロナ禍で

は平和資料館で語り部伝承デビューをする機会

は難しいかなと・・・ 

今年は「語り継ごうヒロシマ・ナガサキ」の下

巻も出版の予定なので、増刷する位売れたら良い

なと思います。 

 

■古稀を迎えました 

平 信行（南区） 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈上巻〉の

発行はたくさんの人に歓迎され、また<下巻>発行

を望む声も寄せられました。しっかりと期待に応

えていきます。 

原爆「黒い雨」訴訟の一審勝利判決、核兵器禁

止条約の発効、守田さんのアメリカ訪問報告、伊

東監督の『放射線を浴びたＸ年後』第３弾計画

等々、そして私たちの「被爆二世・三世の健康調

査アンケート」活動と、核被害の告発と被害者救

済を求める運動を幅広く進めてきました。地に足

をつけて一つひとつ着実に成果を実らせていき

ましょう。 

昨年から京都原水協の仕事もするようになり、

必要に迫られて、日本の原水禁運動の歴史、核兵

器禁止条約の意義と内容、広島「黒い雨」訴訟の

内容等について学習する機会を持つことになり

ました。学びつつその成果を還元するとりくみも

進めていきます。 

２０１９年の年末に胃癌の全摘手術をして、抗

癌剤を服用しつつ一年が経過しました。幸いその

後の異常は見つかっておらず一安心しています。

今年４月で７０歳になります。古稀です。(本当は

数え年年齢で古稀とするらしいですが) 古稀と

は古来７０歳まで生きるのは稀でありこれを祝

う意味だとか。これからも健康管理には最大の注

意を払って、“生きて”いきます。 

 

■今年もよろしく 

田尾まゆみ（木津川市） 

新しい年を迎え、本年もよろしくお願いします。

自粛生活が続く中でお変わりありませんか？皆

が揃ってお会いできる日を楽しみにしています。

くれぐれも体調に気をつけてご自愛ください。 

 

■私も少しずつ前進 

高木英孝(伏見区) 

世界的なコロナ禍の中で歴史的な「核兵器禁止

条約」が発効します。私も少しずつでも前進して

いきたいと思います。 

 

■２０２１年の抱負 

谷口公洋（城陽市） 

良い年にするために、公私共々精一杯精進する

つもりです。 

 

■２０２１年 さあつながりあおう！ 

月下星志（広島市） 

「コロナは多くのことを止めたが、戦争を止め

たようには見えない。」フィリッポ・グランディ国

連難民高等弁務官は、コロナ禍で増加する国内避

難民の現状を訴えた。あらゆるものは自粛、中止

される中で、一番に止めなければならないものが

止まらない。先の見えない不安が暴力へと変わる。

それは他人ごとではない。「自粛警察」「他府県ナ

ンバー狩り」「買い占め」・・・恐怖や不安で変わ

ってしまう人間の恐ろしさを見た２０２０年。不

安な時こそ排除ではなく、つながりを。つながっ

た先に希望はある。大国が拒否し続ける核兵器禁

止条約。発効に至ったのは、小さな国や地域のつ

ながりだった。 

打率は良くてもつながりに欠けた２０２０年

カープ打線。やっぱり、つながらなければ勝てな

い。さぁ！つながろう！２０２１年もどうぞよろ

しく。 

 

■母の逞しさに励まされる 

鳥羽洋子（茨木市） 

京都「被爆二世・三世の会」の皆様、新年、明

けましておめでとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

近況報告になってしまいますが、実は母が通っ

ているデイサービスの施設で１１月の中旬に新

型コロナのクラスターが発生しました。心配で母

も検査を受けさせたところ、陽性と判明し即入院
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しました。私は陰性でしたが濃厚接触者になるた

め自宅待機を余儀なくされ、勤務校も二週間休ま

ざるを得ず、病院にも近寄ることができませんで

した。この間、何もできず母の状態を電話でしか

聞けないもどかしさと心配で私自身が精神的に

参りそうでした。幸い母は最初から無症状のまま

で、無事、二週間で退院することができました。

担当医はじめ看護師の方々には本当に感謝の気

持ちで一杯でした。退院の日、母を迎えに行った

際にお手紙を渡し謝意を伝えると、看護師さんか

ら「濱さんが退院されたら寂しくなります･･･。濱

さんはアイドルでしたよ。皆、濱さんに癒されて

いました。」と意外な言葉を受け驚きました。医療

従事者の切迫した状況を報道でも聞いているの

で日々大変だと思うのですが、その看護師さんた

ちを高齢の患者である母が励ます結果となって

いたとは！ 

改めて、母の逞しさと明るさ、どのような状況

下でも諦めず生き抜いていく力に感心させられ

ると同時に私も見習いたいと思いました。 

今年も新型コロナの拡大で新年が幕開けしま

したが、一日も早く収束できるように有効な対策

を願うばかりです。そして、２２日には核兵器禁

止条約も発効されますが、何としても戦争被爆国

である日本の批准を実現したいと思います。 

 皆さん、今年も力を結集していきましょう！ 

 

■「核兵器禁止条約」発行を喜びと確信に 

野間優子（吹田市） 

今年の１月２２日に核兵器禁止条約が発効さ

れます。被爆者の方々の「私たちが生きている間

に」が実現します。この発効でのとりくみを一つ

ひとつ体験させていただき、人生の大きな喜びと

確信にさせていただきます。 

それにしても批准どころか賛成もできない菅

政権には辞めていただいて、野党連合政権で日本

も批准し、コロナのとりくみも含めて、希望の持

てる日本に変えたいですね。 

みなさんの運動に力をいただいて頑張りたい

です。今年もよろしくお願いいたします。 

 

■モーがまんできん 政権交代だ！ 

畠中孝敏（南区） 

あけましておめでとうございます。 

昨年は新型コロナウイルスで大変な一年でし

た。今まさに第４波ですが、政府は認識が甘いよ

うです。国民には「自己責任」＝自粛を押しつけ

ています。「自粛と一体に補償を」の声を上げ政府

に迫りましょう。 

さて、例年元旦石清水八幡宮へ初詣でしたが、

コロナ禍で３日初詣しました。人出は例年の６～

７割減で混雑もなくゆっくりと参拝できました。 

 昨年は早々に、右目が曇り白内障かと思いき

や、眼科受診すると緑内障と診断される。視

力は保っているので、これ以上の進行を止め

るために一日二回の点眼が欠かせない。 

 １月２２日核兵器の開発、保有、使用を禁じ

る核兵器禁止条約が発効。条約に参加する政

権を！ 

 菅内閣は７５歳以上の医療費窓口負担を１

割から２割にすることを決めた。昨年暮れの

「公園での集い」で婦人が「若い頃はサラリ

ーマン本人、６５歳以上の高齢者は医療費窓

口負担無料だった。その頃には年齢を重ねた

ら無料になるものだと思っていたのに」と話

されていた。そのとおりだ！？ 

 なんにつけても「自助・共助・公助」の菅内

閣はモ－がまんできん！ 

“菅内閣をギュウ ギュウ攻め 政権交代だ” 

 

■住田紀美子さんの思いを胸に 

花岡和子（京田辺市） 

「会」にはほとんど参加できませんが、今年も

よろしくお願いします。 

昨年は新型コロナの影響で大変な年でした。い

つも活動していた公民館は閉鎖され、とりあえず

家にいて、買い物だけするという生活でした。 

４年前に知り合った被爆者の住田紀美子さん

のお店も昨年解体されました。平和行進の時お話

しを聞く機会があり、近くだったので２～３回訪

問しました。結婚をあきらめて京都へ来られ、美

容院で自活されていたようですが、知り合った頃

はお店は休んでおられました。行くと、あったか

いコーヒーを出して下さり、若い頃の話を聞かせ

てもらいました。苦しいことがいっぱいあったと

思いますが、淡々と話をしてくれました。いつも
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家に卵がたくさんあって、帰りにはパックにつめ

て持たせてくれました。 

私は島育ちなので、たくさんの人が亡くなった

ことは聞きましたが、原爆で家が壊れることもな

く、キノコ雲の下でどんなことがあったのか、知

るのは「二世・三世の会」に入ってからです。父

は入市被爆なので少しは見ていたのでしょうが、

原爆のことは話しませんでした。戦後生まれで貧

しいながら自由に育った私には想像できない人

生だったのでしょうね。紀美子さんは大芝公園へ

行きたいと言われていましたが、願いはかないま

せんでした。 

１月に核兵器禁止条約がスタートするのは嬉

しいですが、日本が参加していないのは残念です。

地球上から核兵器が一日も早くなくなって欲し

いです。 

 

■父につながる３０人を超えた３世、４世たちに 

馬場始延（八幡市） 

私にとって昨年は、コロナのために予定してい

たビキニデーも、ＮＰＴニューヨーク行動も、広

島の原水爆禁止世界大会にも参加できなかった

一年になりました。でも昨年は核兵器禁止条約批

准国が５０ヵ国を超え、採択から３年という早さ

で今年発効することになったのは、何よりも世界

中の人たちの願いと行動の結果であり、この力で

今年こそ唯一の被爆国である日本が批准するこ

とで唯一の使用国であるアメリカを初めとする

核保有国に批准を迫りたいと思っています。 

そのためにも今３０人を超えた父に直接つな

がる３世、４世たちに、父の歩んだ人生と私たち

の記憶をどう伝え、どう残そうかと姉たちと相談

しながらやっていきたいと思っています。 

広島で被爆した父が亡くなったのは１９６８

年１月でした。毎年年が明けると父のことを思っ

ていましたが、今年はその思いにコロナの終息の

こと、ＳＤＧｓのこと、新しい政治の実現のこと

も加えて、私自身決意新たに頑張りたいです。み

なさんご一緒にがんばりましょう。 

 

■未来に期待をもって新年を 

古田京子（八幡市） 

２０２０年はとても大変な一年でした。ほんと

に先が見えなくて、いったいどうなっていくのか、

予想できず、不安の中で日々を過ごして、また朝

を迎えられたら新しい朝に感謝！その繰り返し

でした。今年も一日一日を健やかに過ごせるよう

に、そして、コロナが少しずつでも終息に向かい、

また大切な人達と出会えるように、未来に期待を

もって新年を迎えました。 

今回は、コロナと寒波で四人の娘家族の誰も里

帰りしてこない、娘たちや孫たちのいない生涯初

めての状態での新年です。今までの日常がほんと

に幸せで恵まれてたんやなあって改めて痛感し

てます。 

でも、２０２１年、どーんと来い！です。身体

も心も元気に明るく新しい毎日を過ごします！ 

昨年はお世話になりました。今年もよろしくお

願いいたします。 

 

■５１年目に入った清水寺６．９行動 

堀 照美（上京区） 

 いよいよ１月２２日には核兵器禁止条約が発

効します。広島の母とともに発効を待ち望んでき

ただけに本当にうれしいです。 

 京都で教員となり京都教職員組合女性部が、核

兵器廃絶の署名と被爆者救援募金に清水寺境内

で毎月６日と９日に取り組んでいることを知っ

て自分自身も関わってきました。この行動は、５

１年目に入り、１月６日で１２９7回を数えます。 

被爆２世としてまた、京教組女性部の組合員と

して「教え子を再び戦場に送らない」のスローガ

ンを胸に、今年も清水寺「６．９行動」にできる

だけ参加し、日本政府に条約への署名・批准を求

める署名とともに核兵器の恐ろしさを訴えてい

きたいと思います。 

 

■核兵器禁止条約と子どもの権利条約 

本田久美子（左京区） 
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２０２１年「核兵器禁止条約」が発効すること

になりました。亡き母に知らせてやりたいです。

長年の苦労と多くの皆さんの運動によるもので

す。 

「子どもの権利条約」は、１９８９年１１月国

連で採択され、日本は１９９４年に５月に、やっ

と発効しています。５年もかかっています。しか

し今だに日本では子どもが大切にされていませ

ん。 

 核兵器禁止条約の一刻も早い日本の批准と世

界平和を作るための運動を続けていきましょう。 

 

■今年も被爆者の肖像画を描き続けます 

増田正昭（中京区） 

あけましておめでとうございます 

今年も被爆者の肖像画と個展開催、絵画展など

を通じて被爆体験の継承、被爆者の思いをたくさ

んの方に伝えていきたいと思います。昨年は、個

展を２回おこなうことができ、皆さんからご協力、

ご支援で成功することができました、ありがとう

ございます。 

マスコミにも沢山取り上げてもらい、すこしで

も被爆体験継承に役立ってうれしかったです。昨

年来からＫＢＳ京都から密着取材、被爆者との対

話、デッサン、キャンバスの下書きなど肖像画の

完成までのポイントごとでの取材、カメラ付きな

どで緊張しています。いい放送企画が出来上がる

のが楽しみです。 

1 月から新しく２人被爆者の方を描き始めてい

ます、前回の個展の時、森川さんから肖像画の依

頼を受けました、二世も少しずつ描き始めます。 

引き続き、こういう形ですが、体に気をつけな

がら頑張ります、昨年同様、皆さんのご協力とご

助言をよろしくお願いします。 

 

■毎日のことを慈しみながら前へ 

溝江清美（伏見区） 

あたり前にあった日常が、そうではないことに

気づかされ、同時にとまどい、心地悪さを抱えて

過ごした昨年。新たに、そして改めて一から考え

学ぶことの多かった年でもありました。 

今年は、それらの考え学んだことを礎に、みな

さまと共に模索しながら、そして、毎日のことを

慈しみながら前に進んで行きたいと思います。 

核兵器禁止条約の発効という歴史的な年。日本

の批准、そして核兵器廃絶に向けて微力ながらも

力を尽くしたいと思います。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

■『The Undocumented Americans（アンド

キュメンティッド・アメリカン）』から学ぶ 

宮本ゆき（アメリカ・シカゴ） 

２０２０年はコロナ禍に翻弄された年でした。

３月からシカゴはロックダウン。急遽全ての授業

がオンラインとなりました。マスクをする人を殆

ど見かけなかったこの街でも（たまに東アジアか

らの旅行者、留学生がしているのみ）、お店に入る

時は（例えお持ち帰り用の食事をお店で受け取る

だけでも）マスクをしていないと入店が許可され

ません。ただし、これには地域差があり、民主党

支持の多い都会で多い傾向です。そして共和党支

持の多い地域では、未だにコロナはデマだ、と信

じている人たちもいます。 

このように見えないコロナというウィルスに

よって支持政党の分断が可視化される事態とな

りましたが、経済的な分断、人種差別による分断

なども可視化されました。経済的な分断は日本で

も同じかと思いますが、リモートで働ける人たち

はさほどロックダウンの影響を受けず、サービス

業、小売業などは大打撃を受けました。しかし、

コロナ以前にアメリカでは製造業が軒並み国外

に移転したことで、多くの寂れた街（いわゆるシ

ャッター街）を生み出していました。本来は労働

者の党と考えられてきた民主党は、こうした製造

業に従事していた失業者・労働者を救済せず、失

望した有権者はトランプ支持にまわり、一部過激

化していることは先日の議事堂占拠でも明らか

にされました。また、この議事堂占拠では、ＢＬ

Ｍと異なり、白人を中心とする今回のプロテスト

には警備がほとんどされていなかったこと、銃を

かまえる警官と占拠者が対峙している写真など

は、占拠が非白人によってなされていたら写真な

ど取る暇もなく撃たれていただろうことを可視

化しました。 

しかし、それでも可視化されない人たちがいま

した。それは、いわゆる無国籍の人たちです。The 



京都「被爆二世・三世の会」会報№９９  ２０２１年１月２０日 

7 

Undocumented Americans（アンドキュメンティッ

ド・アメリカン）という本は２０２０年に仕事以

外で読んだ本の中で一番感銘を受けました。著者

自身が、undocumented と呼ばれるいわゆる「不法

移民」ですが、幼い頃に両親と一緒に不法入国し

てきた人の一人です。Undocumentedの中でも自分

の意思に反し不法滞在となり、それでもアメリカ

以外の国に暮らしたことがない人たちは、国外退

去の憂き目にあっても行くところがありません。

彼らのためにＤＡＣＡという（不完全な）救済政

策がオバマ政権下で作られましたがトランプ政

権下でその廃止を求める動きもありました。著者

は公的な学費支援が受けられないにもかかわら

ず、様々な私的援助で、ハーバード大学、エール

大学大学院（在学中）に進学しますが、友人たち

と違って未来の自分というものに不確かな輪郭

しかもてません。また、こうした不法移民の労働

者は、例えば９.１１の後の瓦礫の除去などの危

険を伴う仕事で安い労働力として重宝されます

が、そこでの粉塵により病気を発症しても「アメ

リカ人」と違って補償を受けられません。今回の

コロナ禍でも多くの人は病院に行けないまま重

症化してしまったと考えられています。こうした

undocumentedの人たちは、自分たちや仲間のこと

を書く余裕をもてないことが多く、そういう意味

でも貴重な本で翻訳が待たれます。 

今年は国連の核禁止条約の発効という嬉しい

ニュースもあります。社会における様々な分断と

核兵器の問題とは地続きである以上、この条約発

効が核兵器の廃絶のみならず、社会の差別の根幹

にメスをいれるきっかけとなるよう、今年も精進

していきたいと思っています。 

 

■情報源を確かめる、調べる、身の回りに広げる 

本岡丈又（左京区） 

昨年から、国内外で様々な目まぐるしい状況の

変化がございますが、こんな状況だからこそ情報

源を自分で確かめるという大事さを感じており

ます。調べる、自分から身の回りに広げる。責任

を持ってできているようで、できていないと痛感

しますのでもっとやっていきます。 

皆さまの一年が良きものとなりますよう願い

申し上げます。 

■核兵器禁止条約批准の民意を反映した政府を 

森 優（舞鶴市） 

昨年はＮＰＴ再検討会議にあわせたＮＹ行動

がなくなるというショックもありましたが、コロ

ナ禍でもオンラインを通じて活動をとめない被

爆者の皆さんや高校生などの若い世代に励まさ

れた一年でした。 

今年は来る総選挙で核兵器禁止条約に署名・批

准すべきという民意を反映した日本政府を作る

ため皆さんと一緒に頑張りたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

■核なき未来への歩みを強めたい 

守田敏也（左京区） 

２０２１年がスタートしました。 

僕はこの一年間、アフターコロナの新世紀を見

すえて核なき未来に向けた運動を強めたいと思

っています。そのアウトラインを書いてみます。 

コロナ禍を抜けて、人類はどこを目指すべきな

のか。 

僕は近代文明を見直し、科学にあまりにも過大

な期待を寄せたあり方を越え出ることが大切な

のではと思います。同時に新自由主義のもとでの

耐えがたいほどの貧富の格差の拡大を是正しな

くてはいけない。そのための大きな柱の一つとな

るのが反核兵器・反核エネルギーの活動です。 

この中でも１月２２日に発効される核兵器禁

止条約をより豊かなものにすることが一つの軸

です。もう一つの軸は放射線被曝の実相を、遺伝

的影響の民衆の側から解明していくことです。 

こう考えるのはアフターコロナで越えるべき

は近代の「駆動力」の一つである「知は力なり」

という信念だと思うからです。もともとこれは

「神の作った世界の仕組みを知ればなんでもで

きる」というキリスト教思想圏から出てきたもの

です。そのもとに生産力を増せばバラ色の未来が

やってくるという思い込みが生まれました。（そ

の一部に社会主義も含まれると思います) しか

も大事なのは、それ自身が神の千年王国を実現す

る道とも想念され、その前に立ちはだかるものを

神の敵として倒していくことが近代のエートス

ともなったことです。かくして近代の生産力の拡

大は、武器の圧倒的な拡大や高度化と結びつきま
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した。この果てに核兵器が生み出され、その後も

地球を何十回も破壊できるほどの破壊的兵器が

たくさん作られました。 

私たちはここから生産力を拡大すればただそ

れだけで幸せになるのではないことを学び取る

必要があります。いや「知は力なり」とは必ずし

も言えず、時として「知は暴力なり」と言わざる

を得ないことを知らなくてはなりません。そして

もういい加減、正義を力によって、暴力によって、

軍事力によって実現する発想と決別しなくては

なりません。核兵器禁止条約は、核兵器を所持す

ることそのものを違法と断じた点に画期的な位

置性があります。それは「正義の戦争」という人

類がいまだ手放せない古い時代の考え方への批

判を内包するものだからです。私たちはこの内容

を豊富化するためさらに頑張る必要があります。 

その一つは広島・長崎をはじめ、世界の核被害

の実相、隠された真実をより具体的に暴き続けて

いくことです。二つに度重なる核実験による被曝

や、核兵器工場の事故、核廃棄物の杜撰な処理に

より、核保有国の民衆こそが一番被曝しているこ

とを突き出すことです。三つに放射線被曝の害が、

明確に遺伝的影響を及ぼしていることを鮮明に

していくことです。 

三つ目の点が重要なのは、ＩＣＲＰの歴史を精

査すると、遺伝的影響をないものとすることにす

ることに最も力がそそがれてきたことが分かる

からです。特に－この間、学んで分かったことで

すが－広島と長崎に設営された原爆傷害調査委

員会（ＡＢＣＣ）は一番の目的を遺伝的影響の否

定においていました。当時、多くの科学者が懸念

を表明していた遺伝的影響を否定しないと、その

後の連続した核実験も、「原子力の平和利用」もで

きなかったからです。 

反対に言えば、軍事的であろうと「平和的」で

あろうと、核エネルギー体系の批判においては

「遺伝的影響」の解明がもっとも大きな位置を持

ちます。このことを近代の、生産力信仰を軸とし

た差別思想と正面から格闘しつつ押し出してい

くことが問われています。これらを軸に、戦争と

武器の肯定、正義の暴力論と人類が決別しうる可

能性を切り開いていきたいです。 

そしてこのように被曝の危険性を明らかにす

ることの中から、核兵器体系の副産物として生ま

れてきた原子力発電を終わらせていく運動を強

化したい。このことは今後、強まって来る放射性

廃棄物問題との対決も大きなモメントとして含

みます。原発、放射性廃棄物への批判と核兵器へ

の批判をぜひとも今年、大きく融合させ、発展さ

せましょう。 

また以上のことを中心に据えながら、新自由主

義＝市場万能論の下での貧富の格差の拡大と正

面対決せねばです。そのためには急がば回れで地

域コミュニティの活性化と労働運動の再構築に

よる下からの民主主義を促進し、ラディカル・デ

モクラシーを強めていくことが問われています。

この一年間、これらのことに全力を傾けて挑みた

いと思います。 

さしあたっては被爆二世三世健康アンケート

を進め、１００名を突破した上で、論文化し、幾

つかの学会で発表します。この中で被爆二世運動

そのものを再興していく位置に京都「被爆二世・

三世の会」のみなさんと一緒に起ちたいです。ま

たこれは人類的課題です。そのためこの内容を含

め、被曝に関する様々なことを多言語で発信して

いく必要があります。今年はぜひこの点の努力を

強めたいです。 

実はその点も考えながら、この間、在英日本人

の方たちを中心に、世界各地にいる日本人の方と

結びついたネットワークを作りだしてきました。

ここを中心に、広島・長崎の真実、核大国アメリ

カの現状、さらに被曝の遺伝的影響のことを、多

言語発信していきたい。チャレンジしようとして

なかなか進められなかった課題に、今年は全面的

に挑みます。 

みなさん。ぜひこの一年間、アフターコロナの

時代に圧倒的と言える平和が訪れるように頑張

りましょう。これこそが核の被害で犠牲になった

すべての人々の報いる道だと確信して僕は歩み

を強めたいと思います。頑張りましょう！ 

 

■people’s power をちょっとずつ集め 

矢ヶ崎響（北区） 

ご無沙汰しております。なかなか会議には参加

できていませんが、いつもメーリングリストや会

報などを通じて皆さんの活動を読ませてもらっ
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て、励まされています。 

権力を持たない小さな人々、生活者が世界を動

かす。核兵器禁止条約発効も、それを明確に示し

ていると思います。今年も引き続き、日々の生活

や仕事の中で、people’s power をちょっとずつ

集め、自信を回復して強めていく作業をしていき

たいと思います。具体的には次の二つのことです。 

生活の中では、日々の繰り返しの中の小さな変

化を楽しみながら暮らすこと。小さな読書会や上

映会、子ども同士の遊ぶ会を、ママ友に呼び掛け

てしていくこと。 

仕事の中では、まずは障害を持つ子どもたちの

豊かな学びを一緒につくっていくこと。大人への

講座でそれを伝えることで、人の多様性の面白さ

を伝え、「早くできることがいい」とされる価値観

がどこから来ているものなのかの問題提起をし

ていくこと。 

子ども時代は大人への準備期間ではなく、目い

っぱい遊び、楽しみ、子ども時代を謳歌すること

の大切さ。このことを子どもの姿を通じで大人同

士が実感したり議論したりすることが、大人がい

つの間にか慣らされてしまっている奴隷状態や

搾取されるためにいろいろコントロールされて

きたことに気づくきっかけにもなり、あらためて

「子どもも大人も、みんなが幸せに生きられる世

の中とは？」を考えることにつながります。 

今年も、平和を目指す皆さんとともに歩みます。

よろしくお願いします。 

 

■７０歳の挑戦 

吉田妙子（北区） 

昨年１０月、友人と北野商店街の一角に、地域

交流スペース「cafeあずま」というのをたちあげ

ました。地域・ボランティア・介護事業所などと

協力し、定期的にカフェをオープン。引きこもり

や孤立している方々の支援活動をしながら、地域

のサークルや団体に格安でスペースを提供して

います。１２月２９日～３１日には、食材や衣類・

生活用品の無償提供など「年末たすけあい市」に

もとりくみました。 

この３か月間、これまで接点のなかった人との

出会いに戸惑いながらも、コロナの感染拡大で人

とのつながりが求める人がこんなにもおられる

ことにビックリする毎日。少し無理をしたせいか

「急性心膜炎」という病気のおまけもありました

が、７０歳にして新しい挑戦、身体をいといなが

ら、やっていこうと思います。今年もよろしくお

願いします。 

 

■赤飯焚いて核兵器禁止条約発効をお祝い 

米重節男（向日市） 

コロナ禍での年明けを迎え、国内では先行き不

安が立ち込めるスタートとなりました。その中で、

いよいよ核兵器禁止条約の発効を迎え、核兵器廃

絶へのスタート地点に立ちます。われわれにとっ

ては、嬉しい限りです。普通なら、大々的にお祝

いをしたいのですが、コロナ禍で緊急事態宣言で

はそれもままなりません。それで、個人的に赤飯

を炊いて祝おうと思っています。 

それにしても、日本政府が核兵器禁止条約に反

対するのは情けない限りです。１月６日清水寺門

前での宣伝行動に参加してきました。丁度、５０

周年目とのことでしたが、参拝客の激減で門前は

様変わりでした。それでも、日本政府に核兵器禁

止条約参加を求める署名を呼びかけると、応じて

くれる人が目立ちました。青森県、東京都、奈良

県、大阪府など、府外の人ばかりが署名してくれ

たのは意外でした。 

今年は、時期がいつかは別にしても総選挙があ

ります。核兵器禁止条約に参加する政府にしたい

ものです。 

コロナに注意しながら、２世・３世の健康調査、

被爆者の記録活動など皆さんと一緒に頑張って

いこうと思います。 
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寄稿１ ― アメリカの大学事情 
宮本ゆき（アメリカ・シカゴ） 

 

昨年「放射能を浴びたＸ年後」の伊東英朗監督

から新作をアメリカで公開したい旨、共通の友人

を通して連絡を頂きました。すでに多くのアメリ

カの研究者とも連絡を取っておられるようです。

例えばミネソタ大学の水野先生（日本史）は、監

督の「Ｘ年後」の英語字幕版一と二を無料公開し

てくださいました。残念ながら私の大学は冬休み

に入っていたので学生と見ることは出来なかっ

たのですが、ノーマ・フィールドさんをはじめ、

シカゴ在住の有志と事前に映画を見て、その後伊

東監督をお招きしての討論会をサロン風（？）に

オンラインで開催することができました。 

 

伊東監督にはメールやオンラインサロン上で

上映の展望をお伝えしました。今まで広島市や長

崎市が全米１０１の都市で開いてきた原爆展を

主催してくれた大学や博物館、興味を示してくれ

た大学や博物館では、上映を検討してくれるので

はないか。主催校やそれ以外にも西海岸だけでＵ

ＣＬＡ、ＵＣアーヴァイン、オレゴン大学、ワシ

ントン大学、あるいはハンフォード核施設に近い

ウイットマン大学などに勤務する友人でもある

研究者たちがおり、彼らはみな福島や核の問題に

ついて本や論文を出版しており、核に関するイベ

ントも開いているので興味を示してくれるであ

ろうこと。中西部であれば私の勤務校であるデュ

ポール大学はもちろんのこと、シカゴ近辺の大学

（シカゴ大学、ノースウェスタン大学、イリノイ

州立大学シカゴ校、ロヨラ大学）に声をかけられ

ること。同じ中西部で山根先生があげていらっし

ゃるウイルミントン大学（兵役拒否を認められて

いるキリスト教クォーカー系）、平和資料センタ

ーのディレクター、ターニャ・マウスは大学院時

代からの友人（同窓）で、今でも時々学会で一緒

に発表したりしていること（去年十字架の返還で

長崎に行った女性です）。ミシガン大学のランシ

ング校には長崎の被ばく二世の教員もおり、被ば

く者をお招きしたことがあるので興味を持って

もらえるのではないか、ということです。 

 

またアメリカの比較的大きな学会（会員が数千

人規模）、例えばアメリカ史学会、特にアジア学会

などは映画のパネルを幾つか持っていますから、

そういうところで上映すれば観客も広がるかも、

というご提案を有志でしたところです。 

 

ただ、３作目はアメリカの核事情ということで

すので、アメリカ史の教員の方々と共同でやるの

が良いかもしれないと思ったりしています。アメ

リカでも核の脅威、放射能障害についての映画や

ドキュメンタリーが多く作られているので、どう

差別化していくのかが課題になるかもしれませ

ん。 

 

その他、現在アメリカの大学事情で私が知り得

る限りの情報ですが、インディアナ州のノートル

ダム大学は国連の核兵器禁止条約を受けて、今週

から学生主体の"Creating a World Free of 

Nuclear Weapons: Developing the Next 

Generation f Specialists and Activists of the 

Catholic Community" （核のない世界を作る：次

世代の専門家と活動家をカトリックコミュニテ

ィーで育てる）という催しものをやっています。

ノ ー ト ル ダ ム に は Kroc Institute for 

International Peace Studies（クロック国際平

和研究所）があります。特にここ数年、新しい研

究員と共に核兵器廃絶に熱心に取り組んでいて、

昨年１０月には長崎の高見大司教を招いての講

演をオンラインで催しました。しかし、放射能障

害やアメリカの核被害には、あまり熱心でない、

むしろ蓋をしている印象です。学生を交えての

様々な取り組みが、もう少し踏み込んだ包括的な

核被害に言及するようなものになるのではない

か、と期待を持っています。 

 

シカゴにある大学は昨年３月からオンライン

に移行し、私の大学も実験を伴わない授業はほぼ

今年６月の学年末までオンラインと決まりまし
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た。ただ、地域差が大きく、ハーバードもＭＩＴ

もほぼオンラインと聞いていますが、同じく東海

岸のアイビーリーグの一つであるダートマス大

学でポスドクをしている友人によると、ここは今

でも対面授業がかなりあるようです。そこで教員、

学生ともに週に二回のコロナ検査が義務付けら

れている、とのことでした。やはり共和党が多く

を占める地域（ダートマスって大学を一歩離れる

とそうらしいです）、あるいは都会ではない大学

は対面授業が多い印象です（例えばフロリダ州や

モンタナ州など）。 

 

オンラインの大学であっても、実家に帰れな

い・帰らない学生や、その他の事情でキャンパス

にいなければならない学生のために、寮は一部開

けています。そして、万が一学生にコロナウィル

スの陽性反応が出た場合は、大学が借り上げてい

るホテルで２週間自主隔離となります。 

 

最後に先日の議事堂占拠ですが、丁度授業の始

まる３０分前に暴徒が議事堂に流れ込んだため、

授業も「それどころじゃない」という感じでした。

そこで、学生と暴動の話を最初に数分することに

しました。やはり学生は、２月のＢＬＭ（ブラッ

ク・ライブス・マター）のプロテストの時と比べ

て全く警備が違うことに驚いていました。昨年各

地で起こったＢＬＭプロテストでは一部店舗の

略奪なども起こりましたが（私の近所の商店街も

板を打ち付けて防御していて、小さな張り紙に

「開店中」と書いてあるような状態でした）、大部

分は平和的なものであったにもかかわらず、多く

の催涙弾が使われたり、警棒でなぐられる市民が

続出しました。それに比べると今回は、催涙ガス

は暴徒が議事堂に入った後に使われただけでし

た。（といっても催涙ガスは危険なので早く使っ

てほしかった、ということではありません）。特に

暴徒がアフリカ系アメリカ人であれば、警官隊に

よる銃撃戦でとっくに多くの死者が出ていただ

ろう、と私のクラスの多くの学生は感じていたよ

うです。この暴動を受け、１月１０日時点で下院

の代表であるナンシー・ペロシ民主党議員を中心

にトランプの二回目の弾劾裁判の準備をしてい

るところです。もし、弾劾が行われた場合、二回

受ける大統領は初めてのようですが、共和党議員

も数名すでに賛同しているようで（大統領を辞め

るよう進言する共和党議員もでてきました）、早

ければアメリカ時間の１１日月曜日には弾劾裁

判を求める書類が提出される、とのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２１年３月６日（土）１３時３０分 円山音楽堂 
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寄稿―２ 人形峠のウラン残土問題に関して 
米重節男（向日市） 

 

１２月例会の守田さんの話で、アメリカの核廃

棄物と被害者の問題に日本の人形峠のウラン採

掘とその後の後始末に関する報告がありました。 

私が関わっている「原発をなくす向日市民の会」

の会報「原発０」№３（２０１３年３月発行）に

人形峠のウラン問題に関して、鳥取県倉吉市の

「鳥取県中部９条の会」の倉光誠一さんから「ウ

ラン残土問題」の報告が掲載されています。参考

に、少し長いですが転載して紹介します。 

 

鳥取県と岡山県との県境に人形峠があります。

この峠の鳥取県側に１９５５年日本初のウラン

鉱床が発見され、国産の原発燃料ウランが取れる

と地元では大評判になり採掘が始まりました。１

９７２年には強力な沢山の遠心分離機を備えた

ウラン濃縮工場が作られて国産の核燃料が製造

され始めました。地元はウラン景気で沸き立ちま

したが２００１年に大赤字で閉山しました。その

鉱山から掘り出された１６０００㎥のウラン残

土が湯梨浜町
りはまちょう

方面
かもた

の山中に捨てられていること

が１９８８年に発覚しました。 

動燃（動力炉・核燃料開発事業団）がウラン残

土の仮置き場として借りていた土地の借用期限

が切れ契約の更新をしようとしたところ地主が

更新に応じず土地の返還を求めたのです。ウラン

残土の放射能の危険を感じた地区自治体は捨て

られていたウラン残土のうち、放射能レベルが高

い３０００㎥の撤去を求めて裁判を起こしまし

た。２００４年、住民側が勝訴し最高裁は動燃の

後進となる日本原子力研究開発機構（機構）に対

して残土の撤去を命じました。機構側はドラム缶

に詰めて機構の敷地に運び込むつもりでしたが、

機構の敷地は岡山県側にあり岡山県知事が搬入

を許しません。 

２００５年７月１１日に自治会側は１日３０

０万円の制裁金を鳥取地裁に申し立てました。制

裁金で追い詰められた機構はこれを「準鉱石」と

し２００５年アメリカ・ユタ州の民間精錬所（ホ

ワイトメサ精錬所）に処理を依頼し、 

２９０㎥に６億６０００万円の処理費を使って

神戸港から輸出しました。しかし撤去を約束した

のは３０００㎥であり、２７１０㎥の残土が残さ

れました。さらに放置が続く場合は制裁金が増額

されます。そこで当時の文部科学大臣の小坂憲次

氏が残りのウラン残土を使ってレンガを作ると

いう迷案を考え出しました。 

 鳥取県三朝町の県有地に工場を造り、５年かけ

て１００万個のレンガに加工しました。このレン

ガは１個９０円で一般にも売り出され、これでよ

うやく残土問題は一応の解決を見ました。湯梨浜

町に払った制裁金合計１億４０００万円とアメ

リカに払った処理金を加えて約８億円を残土処

理に使いました。レンガ工場の人件費その他の経

費は公表されませんが、たぶんこれも大赤字でし

ょう。残土処理だけで８億円以上を使って抽出さ

れたウランの価値は、わずか百数十万円程度とさ

れています。原発がいかに高価なエネルギーであ

るかが理解できます。 

 

 

核兵器禁止条約の
発効を祝う 
京都行動 

１月２２日（金） 
13 時 

円山公園 
しだれ桜前 
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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。 

 

■お別れのあいさつ 

宇多滋樹さん（奈良市） 

明けましておめでとうございますと、申したい

ところですが、このご時世ですから、口ごもって

しまいます。 

大晦日夜から年明けにかけて、東大寺二月堂へ

参ってきました。奈良に住んで４０年になります

が、二月堂詣でを毎年続けてきました。あちこち

から除夜の鐘の音が、わき上がってきます。今回

で詣でるのは最後になりました。 

２月１０日前後から単身で沖縄へ移住し、沖縄

読谷村の彫刻家・金城実氏のところへ寄寓し、そ

れから住む家を探します。計画している「金城実

半生記」をじっくり時間かけて執筆、編集できま

しょう。 

大阪の猥雑な十三近くで生まれ、住んで４０年

になる奈良は第二の故郷です。沖縄といえば心の

故郷です。 

今回の沖縄移住は、わが人生の総仕上げとなり

ましょう。わたしにとって、沖縄行きは観光では

ありません。大仰にいえば日本文化の源流となる

土地への移住です。日本本土の南端にありながら、

抑圧され続けた歴史を背負い続け、近世・近代・

現代を通じて、東アジア東端にある日本の縮図で

もあるような気がします。 

これまで皆さまには、長きにわたってさまざま

な助言やご援助をいただきました。ありがとうご

ざいました。心から感謝申し上げます。 

わたしが２０年間住んだ奈良旧市街の古民家

には、いつしか家財道具が増え、塵芥が積もって

しまいました。これらの整理処分に時間をとられ

て、お一人おひとりに書状でお伝えしなければな

らないところ、このような電子メールという、心

が伝わらい伝達方法でお知らせしましたこと、お

許しくださいませ。 

沖縄の住所とメールアドレスが定まりました

ら、あらためてお知らせします。 

 

■京都教職員組合の皆様へ 

庄田政江さん（大阪市平野区） 

京都教職員組合のみなさんから毎年被爆者のみなん

さんにＸｍａｓプレゼントされている手編みのひざ掛

け。今回は『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の下

巻に掲載させていただくみなさんにも贈りました。そ

れに対する庄田さんからのお礼文の紹介です。 

この度素敵な膝かけを頂いた京都被爆二世三

世の会の庄田政江です。カラフルで暖かく、心の

こもった手編みの膝掛け本当にありがとうござ

います。私も多少は手芸をするので分かりますが、

肩も凝るし大変な作業だと思います。早速、椅子

に掛けていつでも使えるようにしています。 

そして「ヒロシマ・ナガサキを忘れない。核兵器

をなくそう」という皆さんの熱いメッセージに共

感しパワーをもらって頑張ろうと思います。 

私は広島市の語り部伝承者になろうと活動し

ていますが、同じ仲間で公園や資料館のボランテ

ィアを経て伝承者に挑戦している人が２名いま

す。そのうちの一人は教員で人脈もありいろんな

情報を私にくれて、時には市内を案内してくれま

す。その人の先輩で、引退したから毎日資料館と

公園を案内するぞという信念の方の伝承も聞き

ました。そして何より高齢になる語り部の方達が

伝え育てて行かなければという強い気持ちだけ

で頑張っておられる姿を間近で見て尊いことだ

と感じています。 

私は河野きよみさんの伝承を目指しています。

「あの日をわたしは忘れない」という絵本を出し

ておられ、海外の政治家や著名人にも語られてい

ます。良いご縁を頂いたことに感謝し、人生の先

輩としても尊敬しています。 

今、コロナ禍で難しいですが、収まったら皆様

の活動に私も参加して、直接お礼を言える日が来

れば良いなと思います。まずは膝掛けをして、２

２日の「核兵器禁止条約」発効の喜びを皆様と分

かち合いたいと願っています。 

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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■ヒロシマを生きて 被爆記者の回想    山野上純夫 著 <自費出版> 

紹介 古田京子さん（八幡市） 

 

新聞社の中にも、数多くの被爆体験があります。広島、長崎での勤務中での

被爆、両市に育って原爆にあったのちの新聞社入社、取材等での入市被爆など、

様々な経緯があります。新聞社の中で、記者自身の体験が、原爆関連報道の中

ではあまり触れられてこなかったようです。それは、記者が体験者であっても、

取材を優先したためであり、体験記を残さずに逝った記者も少なくはないので

す。 

 

１９２９年生まれの著者は５歳の時に広島に一家で移り住み、１９４２年に

広島高等師範学校付属中に入学。その旧制中学時代に原爆に遭遇し、戦後の広

島大学を卒業。１９５３年に毎日新聞社に入社されました。学生時代のアルバ

イトを含めて、１９５２年～５９年に広島支局で勤務され、復興期の広島を取

材されました。１９８４年に毎日新聞社を定年退職後、京都の宗教専門誌に入

社。６０年に及ぶ記者人生を歩んだ方です。 

 

 山野上氏は、毎日新聞からの求めで、平成２９年１０月から令和２年８月まで、月に２～３回のペー

スで、毎日新聞の広島県向きの地域版に、被爆体験や、原爆に関わる報道の思い出などを投稿され、紙

面に掲載されてきました。連載が終了したのを機に、一冊の本にまとめられたのが「ヒロシマを生きて

---被爆記者の回想」です。 

 

新聞での掲載ですから、「見出し」がつきます。被爆死した友人の生死の分かれ目に触れた回では「絶

対に「運命」などの見出しはつけないでほしい。原爆は天災ではなく、人間の行為によるものだから」

と念を押されたと、当時の編集委員のかたの言葉があります。掲載を通して、何が起こってきたのかを

追求する心の目を感じ、読むたびに改めて平和をつくるのは私たちであるとの思いを強くしています。 

 

著書の中には、幟町小学校のこと、原爆の子の像、被爆記者の思い、生き残った者の苦悩など、様々

なことが書かれています。戦後のヒロシマを生きてきた今は亡き父と母の思いを重ねながら、読み進め

ました。是非、多くの方に読んでいただきたく、紹介いたします。 

 

山野上氏のご長男とは、中学、高校の同級生で、高校卒業後、45年ぶりの同窓会で再会しました。そ

の時に、初めて、お互いに被爆二世であることがわかり大変驚きました。ご長男

は広島在住ですが、山野上氏は私と同じ八幡市にお住まいです。同窓会がきっか

けで、山野上氏とも直接お会いして、お話しすることもできました。たくさんの

思いをつたえていただき、大変嬉しいひと時でした。また直接お話しできること

を願っています。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

山野上純粋夫氏 
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■東電刑事裁判：福島原発事故の責任を誰がとるのか   海渡雄一 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者は「反原発裁判」裁判で多数の訴訟を担当されてきた弁護士で、

ご存知の方も多いと思います。冒頭、「双葉病院」の避難時の悲惨な状況

が描かれ、「東電裁判」との関係は、と感じたが、先ず「原発事故」の怖

さを浮きだし、そこから東電の旧役員の犯罪性を浮き出していく。東京

地裁の「無罪」判決はマスコミ等で取り上げられたが、詳しくは論じら

れていない。著者は、２０００年頃から「福島第一原発」の脆弱が指摘

されてきたが、何ら対策を講じなかった、と事実をもって告発する。経

営判断を最優先する、という当時の経営陣の姿勢、それを放置してきた

国の態度、裁判では「旧経営陣」の責任は追及されたが、国の政策・姿

勢はどうであったのか。そのことも問われるべきではないだろうか。 

しかし、これほど「原発事故」を防ぐことが出来る、きっかけが多々

あったとは。事故は、防ぐことができた、ということを理解できる。「生

業訴訟」の仙台高裁の「判決文」も詳しく紹介されており、「特別寄稿」

（原告・避難者）も、皆さんの「心情」が赤裸々に語られており、「怒り」

「悲しみ」が理解できる。事故から「１０年」経とうとしているが、「原

発事故は二度と起こしてはいけないし、起こさないようにすることはできる」と理解できる著書である。 

 

 

■核廃絶 ― 諸宗教と文明の対話   島薗 進 編 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

核兵器禁止条約の批准国が「５０カ国」に達し、効力を発効することに

なったが、世界で最初に批准をした国はどこか？ご存知だろうか。その一

つの国が「バチカン市国」である。この書物は、上智大学で開催されたシ

ンポジュウムの記録であるが、登場された人物は「カトリック」「新宗教

関係者」「仏教関係者」と幅広く登場されているが、根底に流れている一

致した思いは「核兵器は悪であり、廃絶させなくてはいけない」という点

である。ここに登場されている宗教団体は、福島原発事故以降、「原発廃

止」を掲げて運動もされてきている。宗教者である、という立場からの発

言であるために、「人間の心・内面」に関わるような発言が多くみうけら

れるが、運動を広げていくために必要なことも多く含まれている。 

韓国人からみた「日本の被爆問題」についての発言は勉強になるし、核

兵器禁止条約前文に掲げられている「被爆者の証言」についても、国連総

会では、聴衆全員がスタンディングオペレーションして、拍手が鳴りやまな

かったが、日本国内では？という指摘。２０１９年、フランシスコ教皇来日時の「メッセージ」も収録

されており、資料としても参考になる書物である。 

 

 

 

彩流社 

１３００円＋税 

岩波書店 

１８００円＋税 
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■原爆手記刊行、７５年間で６１９４冊 家族・市民、聞き書き担う 

広島・長崎の体験を書いた「原爆手記」の刊行が、２０２０年末までの被爆 

７５年間で６１９４冊に上ることが分かった。年代別では、生存被爆者が約３７ 

万～３５万人を数えた１９８０年代が１４０２冊と最多で、１０年代は７６３冊。 

平均年齢が８３．３１歳の２０年は４２冊となったが、体験者の子や孫、市民が編 

さん刊行に取り組む。証言の聞き書きが、核兵器の非人道性を伝えてきた手記の継続を支えている。 

被爆５０年間の「原爆手記掲載図書・雑誌総目録」（３６７７冊の書誌情報を収録）の著者である

宇吹暁さん（７４）＝呉市＝を代表とする手記研究会が、私家版や団体機関誌の掲載などを含めて調

べた。原爆資料館と国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の入手・寄贈書誌を洗い直し、過去にさかの

ぼっても探し確認した。 

青森県の被爆者健康手帳所持者は４２人。県原爆被害者の会は昨年１０月、「未来につなぐ「原爆

はいらない」」を結成６０周年記念誌として４００部発行。県内各図書館などに贈った。 

広島市千田町（中区）と避難した郷里の長崎市で二重被爆した福井絹代さん（９０）や胎内被爆の

男性ら新たに１８人の手記・証言を収める。会事務局で介護福祉士の辻村泰子さん（６２）は「核兵

器廃絶の声や運動が青森で続いていることも知ってほしい」と、親族に被爆者はいないが編さんを担

った。 

京都「被爆２世・３世の会」は結成の翌１３年から、親たちや原爆症認定訴訟原告の体験や思いを

聞き取り、「語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心」と題して２０年７月に出版した。掲載した５０人の

うち１１人が既に亡くなったという。 

被爆７５年は新型コロナウイルスの感染拡大で聞き取りも難しくなった。福岡県篠栗町のエフコ

ープ生協が９４年から続ける「つたえてくださいあしたへ…」は第２６集を延期に。暦年の証言集か

ら朗読シナリオを編み２０年６月に発行した。 

同年末に出たのが、在韓被爆者の証言集「我が身に刻まれた八月」日本語版。広島１１人と長崎９

人を収める。韓国政府の調査に基づく０８年刊行の書籍を政府傘下の支援財団と日韓の市民が翻訳

に当たった。 

原爆手記集は、広島では翌４６年８月、広島一中（現国泰寺高）生徒らがガリ版刷りで出した「泉 

みたまの前に捧ぐる」に始まる。宇吹さんが広島大助教授だった９９年にまとめると、米軍主導の占

領統治が明けた５２年４月までに１２０冊５３４編の掲載をみた。 

被爆２０年を機に学校や事業所、労組、地域被爆者団体が刊行主体となり、被爆５０年の９５年に

は３００冊を数えた。被爆者数は在外を含めて２０年３月末時点で１３万６６８２人。原爆体験を聞

き取り一人称でまとめる時は確実に狭まっている。 

▽人間の惨禍を知る手掛かり 宇吹暁さんの話 

原爆手記は人間の惨禍を知り、被爆体験がどう伝えられ、受け止められたのかを考える重要な手掛

かりだ。被爆者が残そうとしたから続き、引き継ごうとするのが聞き書きといえる。家庭や学校、地

域で取り組めることはまだまだあるし、手記を生かしていくことが課題でもある。  

（２０２１年１月５日／中国新聞） 

Scrap 

book 
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▼毎年会報の新年号には会員の

みなさんひとり一人の新年のメ

ッセージをお願いし、今年も３

２人の方から寄せていただきま

した。それぞれの抱負、決意が立派に

実るように２０２１年の年を頑張っていきまし

ょう。今年のみなさんのメッセージで特徴的だっ

たのは、自らのお父さん、お母さんのことを語ら

れている人が多かったことです。「核兵器禁止条

約の発効を亡き母に知らせたい」、「母のファミリ

ーヒストリーを作成した」、「父につながる３０人

からの三世・四世にどう伝えるか」、「コロナを乗

り越える母の逞しさに励まされて」等々。私たち、

特に被爆二世の世代に共通する何かを感じると

共に、無意識の内にも父、母から受けてきたもの、

繋いできたものの大きさを感じます。▼コロナ禍

の下で「普通の暮らし」を取り戻すために奮闘す

る会員の具体的な姿が語られている例もありま

した。リアルなメッセージの中にお互いのことを

知り、共感と励まし合いを生み出していく、そう

いう機会になればと思います。今年もよろしくお

願いいたします。（平） 

 

編集 

後記 

■胎内被爆者が手記集 連絡会、２冊目発行 全国の４２人思い託す 

母親のおなかの中で原爆に遭った被爆者の体験手記集「生まれた時から被爆者―胎内被爆者の想

（おも）い、次世代に託すもの」が完成した。発行した「胎内被爆者の会」（原爆胎内被爆者全国連

絡会、８２人）が１５日、広島市中区で記者会見した。 

会の結成翌年の２０１５年に１８人分を収録したのに続き、２冊目。１５都府県の４２人が寄せ

た。胎内被爆し、原爆小頭症になった５人の歩みについて親や支援者がつづった手記も盛り込んだ。

表紙と挿絵は小頭症被爆者の川下ヒロエさん（７４）＝東区＝が描いた。 

会見で執筆した１０人が思いを述べた。救護被爆した母を持つ安芸高田市の中岡和範さん（７４）

は「差別を恐れ６０代まで被爆者であることは隠してきた」。多発性骨髄腫を患い、その苦しみを知

ってほしいと筆を執った。「原爆は、胎児にまで影響を及ぼす可能性がある、全く非人道極まる兵器」

と訴えた。 

安芸区の泉本聖二さん（７４）は、白島国民学校（現白島小）教員の母が大須賀町（現南区）で被 

爆し、偶然助けられて命拾いした体験を初めて書いた。証言活動をしてい

る他の胎内被爆者の姿に背を押されたという。「原爆がどれだけひどいか」

と言葉を詰まらせた。 

厚生労働省によると、胎内被爆で被爆者健康手帳を持つ人は今年３月末

時点で６８７９人。代表世話人の二川一彦さん（７４）＝東区＝は「一番

若い被爆者と言われるが、原爆を知らない世代へ継承し、読む人に当事者

意識を持ってもらいたい」と期待を込めた。 

Ａ５判２４３ページで千部発行。県内外の図書館などに寄贈する。 

事務局の三村さん☎０９０（７３７５）１２１１ 

（２０２０年１２月１６日／中國新聞） 
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２０２１年２月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

２ １ 月  

 2 火 節分 

 ３ 水 立春 

 ４ 木  

 ５ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟・弁論（１０時・大阪地裁） 

キンカン行動 

 ６ 土 ６・9 行動 

 

 

７ 日  

 ８ 月  

 ９ 火 ６・9 行動 

 １０ 水  

 

 

１１ 木 建国記念の日 

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日 バレンタインデー 

 １５ 月  

 １６ 火  

 

 

１７ 水 原爆「黒い雨」訴訟・弁論（１５時・広島高裁） 

 １８ 木  

 １９ 金 
戦争法廃止をめざす１９日行動（京都市役所前） 

キンカン行動 

 ２０ 土  

 ２１ 日  

 ２２ 月  

 ２３ 火 天皇誕生日 

 ２４ 水  

 ２５ 木 大飯原発差止訴訟京都第２８回弁論（京都地裁） 

 ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土  

 

 

２８ 日 ３．１ビキニデー日本原水協全国集会（１０時・オンライン） 

 

 

 

 

 

 

 

 


