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第２回 
全国被爆２・３世交流と連帯のつどい 

２０１７年５月２０日（土）～２１日（日）・広島市 

報告書 
 

「全国被爆２・３世交流と連帯のつどい」実行委員会 
（広島県被爆二・三世の会 岡山「被爆２世・３世の会」 京都「被爆２世・３世の会」） 

記念講演「核兵器のない世界の実現に向けて ～禁止条約締結交渉開始の年に～」 

スティーブン・リーパーさん ２ 

リーパーさんを交えたディカッション・タイム（抜粋と要約） １０ 

ニューヨーク行動参加者からのアピール １２ 

３つの分科会報告  

１、被爆３世の運動について３世同士で考え合おう、語り合おう １３ 

２、被爆２世・３世のネットワークを作り、広げていくために １４ 

３、被爆２世・３世の健康問題＆対策“気になることを話してみない？” １６ 

特別報告「肥田舜太郎先生の足跡をたどる」・他 ２０ 

参加者の感想アンケート紹介 ２２ 
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●はじめに 

２０１７年５月２０日（土）～２１日（日）、２回目となる「全国被爆２・３世交流と連帯

のどい」を広島市平和記念資料館会議室にて行いました。全国１０の都道府県（東京、神奈川、

山梨、岐阜、京都、岡山、島根、広島、愛媛、香川）から、６２人の「２世・３世の会」会員

及び個人のみなさんが集いました。以下、プログラムに沿って「交流と連帯のつどい」の内容

を報告します。 

 

 

 

 

記念講演 

核兵器のない世界の実現に向けて 
～核兵器禁止条約交渉開始の年に～ 

お話し スティーブン・リーパーさん 

 

 

スティーブン・リーパーさんのプロフィール 

１９４７年、アメリカ・イリノイ州生まれ。１歳のとき、Ｙ

ＭＣＡ主事の父及び母と共に来日、幼少期を日本で過ごす。

２００７年４月、米国人としてはじめて、広島平和記念資料

館（原爆資料館）を運営する（財）広島平和文化センター理

事長に就任（～２０１３年）。全米における原爆展の開催や

核兵器廃絶をめざす「２０２０ビジョンキャンペーン」など、

広島から世界に向けて核兵器廃絶を訴えてきた。現在は、「豊

かさを問う交流の場」として広島県三次市に「平和文化村」

を開設。そこから、持続可能な生活を実践するモデルを国際

社会に示そうと活動中。 

広島女学院、長崎大学、京都造形芸術大学の客員教授。 

著書：「アメリカ人が伝えるヒロシマ」（岩波ブックレット№

９４４）、「日本が世界を救う―核をなくすベストシナリオ」

（燦葉出版社）等 

 

 

 

懐かしいですね、この部屋は。２００７年から

２０１３年の間よくこの部屋に来ていろいろな

人と話しましたが、今日こうして招かれてすごく

嬉しいです。光栄だと思っています。 

みなさん（被爆２世・３世）は非常に大事な人々

です。しかもこれからもっともっと大事になって

くると思います。そのことについて話すことを今

日はすごく楽しみにしてきました。 

 

■今朝の素晴らしい体験から 
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本題に入る前に、今朝素晴らしい経験をしまし

た。アメリカから来た２０数人たちと一緒に被爆

の証言を聞くことができました。森河さんという

被爆２世の方が自分のお母さんの体験について

話して下さったのです。それを聞いて、やっぱり

２世・３世の被爆者の話はすごく効果的だなあと

確信しました。こういうような話は何回か聞いて

いるのですが、特に今朝の森河さんの話、そして

それに対する聞いている人たちの反応を見て感

じました。みんな被爆者がいなくなったらどうな

るか、広島は何も言えなくなるだろうとか、いろ

いろ危機感を感じています。でも今朝の森河さん

の話を聞いて安心しました。 

主に２つの理由があると思います。一つはテク

ノロジーです。絵を使って、スクリーンに映し出

す写真、あるいは地図、そして原爆の絵とか、い

ろいろなものを出してきてとても分かりやすい

話になっていました。被爆者（１世）はそのよう

なテクノロジーの使い方ができないわけですよ。

森河さんは非常によくテクノロジーを、コンピュ

ーターやプロジェクターを使うことが上手で素

晴らしかったです。 

もう一つは気持ちを恐れていないことです。僕

はたくさんの被爆者の話を聞いたり、通訳してき

たりしています。その中で感じるのは、被爆者は

自分の気持ちをコントロールしなくてはいけな

いということです。あまりにストーリーの中に入

ったら、涙が出てきて止まらなくなるとか、話せ

なくなることにならないように、ひどいシーンが

出てくるとそれを避けるために割とフラットに

話してしまうとか、そういう現象があります。普

通の日常生活のことを話すような話し方で被爆

体験を語ってしまうのです。森河さんの話を聞い

ていると、その人の気持ちをちっとも恐れずに、

女優のように力を入れて話すのです。こういうド

ラマ性を発揮することができるわけです。僕の想

像では、森河さんのお母さんが見せることのでき

なかった気持ちを森河さんは見せられているの

じゃないか、というふうに思いました。 

とにかく言いたいことは、被爆者がいなくなっ

ても、広島には被爆体験を語っていくことがちゃ

んとできる、ということです。そしてもう一つ言

いたいことは、それができるように是非みなさん

が練習して、森河さんのような素晴らしい伝承が

できるようになっていただきたいということで

す。これからも多くの人がどんどん広島に来て被

爆体験を聞くことができるようになっていきた

いと思います。 

 

もう一つは、今朝の森河さんの話を聞いていた

人たちの反応を見て、すごく感動していたことで

す。みんな静かに、集中して聞いていました。そ

こには被爆者が直接話す時と変わらない感動を

私は感じました。是非このようなことができるよ

う、練習して、準備して、ちゃんと広島のストー

リーを伝えられるような人々になって欲しいと

思います。 

 

■広島平和文化センター理事長になったわけ 

どうして私が広島平和文化センター理事長に

なったかについてお話ししたいと思います。実は

僕は２００２年から広島・長崎の平和首長会議と

いう、広島・長崎のＮＧＯ、キャンペーンするた

めのＮＧＯで働くようになっていたのです。この

平和文化センターの専門員になっていました。平

和首長会議のメンバーを増やす、そしてキャンペ

ーンができるよう動いていたのです。その後、ニ

ューヨークに何回か行ってＮＧＯ関係の会議に

参加したり、２００５年にはかなり大きな規模の

平和首長会議の会議を行ったりして、その内に平

和首長会議も大きくなってきました。最初の２０

０２年は５００都市でした。５００都市集まるの

に２０年もかかっているのです。２００３年に核

兵器廃絶緊急行動というキャンペーンを始めた

ら、その後、だいたい毎年５００都市ずつメンバ

ーになって下さるようになったのです。 

平和首長会議のネットワークが大きくなって

きました。ネットワークが大きくなっても行動し

ないと意味がないから、キャンペーンをしようと

いうことになりました。そのために、２００７年、

当時の広島市・秋葉市長から「平和文化センター

の理事長になりませんか」と声をかけられたので

す。僕は最初冗談かと思いましたが、秋葉市長は

「あなたは資料館や国際会議場のことは一切考

えなくていい。あなたの役割は平和首長会議を大

きくして、強くすることです。平和首長会議と核
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兵器反対のキャンペーンのために、人と金とエネ

ルギーと意識を集めるのが役割です」と言われた

のです。秋葉さんからは僕の思うようにすればい

いと言われたので、理事長をお引き受けすること

にしました。 

平和文化センターの理事長になって最初の一

番大きな企画はアメリカで１００日の原爆展を

開くことでした。これは僕が理事長になる以前か

ら秋葉市長によって準備されていたことです。僕

はただそれを実施しただけでした。最初の１年間、

２００７年の秋から２００８年の秋まで、その間

６か月間はアメリカに行っていました。１３人の

被爆者と一緒に５３の都市を回って、１５０以上

のプレゼンテーションをしてきました。秋葉市長

が狙っていた通り、核兵器廃絶のキャンペーンと

広島・長崎のやろうとしていることをみんなの前

に示すことができたのです。このとりくみは日本

でもかなり注目されて、役に立ったように思いま

した。 

 

■理事長の６年間で痛感したこと 

理事長をやった６年間はたくさんのことを学

ぶことができました。僕の人生をかなり変えた６

年間でした。それについて、学んだことの幾つか

をお話しします。 

一つは、平和首長会議は世界５０００都市もの

メンバーになりましたが、それが核兵器を廃絶す

る組織には見られなかったことです。条約という

のは国でしか作れません。国連でも国の代表しか

発言できない。ですからいくら都市を集めても核

兵器禁止条約とか、そういうような動きにはでき

ませんでした。 

もう一つは、本当に大きな核兵器廃絶のキャン

ペーンをするには億単位のお金が必要だと、その

ことを痛感しました。僕たちは反核ＮＧＯの中で

も割とお金のある方でした。いろいろ予算もあり

ました。それでもとてもとても不十分でした。い

ろいろな方法でお金を増やそうとしましたが、日

本では、広島でも長崎でも、大きなスター、有名

な人、お金持ちの人でも核兵器廃絶の運動には投

資しない、ということが分かりました。 

秋葉市長も僕もあちこちに行ってかなり有名

な人、俳優とか音楽家とかそういう人たちにも会

って話しますと、彼らは「核兵器の廃絶はとても

大事なこと、できることがあれば言って下さい、

すぐに協力します」と言ってくれます。でも実際

に何かのイベントを計画して協力の依頼に行く

と、マネージャーからストップがかかるのです。

平和首長会議は都市の集まりですから国ではな

い。都市の集まりには所詮信頼がなかったのです。

僕たちのキャンペーンの計画に参加して良い評

判になるか悪い評判になるか予想ができない、キ

ャンペーンに参加しても何にもならないと判断

されるようでした。 

お金がないということではないのです。例えば

今この平和記念資料館は大きな改造をしていま

す。この資料館の改造には、特に地震対策には何

億というお金がかかっているのです。僕にその内

の何億かを下されば核兵器の廃絶をしてあげま

すよ、と言いましたが笑われてしまいました。資

料館を綺麗にするとか、地震対策とかには投資が

されるが核兵器廃絶のためのキャンペーンには

投資はされない。お金はあるのだけれど、核兵器

廃絶キャンペーンのためには出さないのだ、とい

うことを痛感しました。 

 

核兵器廃絶キャンペーンに何故投資されない

のか、いろいろな人からいろいろな意見を聞かさ

れました。主な理由は３つあると思います。 

一つは、人は核兵器について考えていない、考

えたくないのです。だから投資しようと思わない

のです。たくさんの人が、たくさんの組織が考え

ていないというのは一つの大きな理由だと思い

ます。 

もう一つは、本当に核兵器を廃絶しようとは思

っていないとう問題です。日本の外務省はそうい

う態度をとっています。日本という国が核兵器廃

絶しようと思ったらできるのですね、比較的容易

に。それだけのキャンペーンができるのです。毎

年々々数億円規模のお金を出して大きなキャン

ペーンをして、先進国の意識を高めていくことは

できるはずです。それをしていない。何故しない

かと言うとアメリカと喧嘩したくないからです。

核の傘の方が大事なのです。だから本当は心の中

では核兵器廃絶をしたくないと思っている、そう

いう問題もあるわけです。 
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だけど本当に核兵器はない方がいいと思って

いる人はいっぱいいるのです。お金持ちの人たち

の中でもそういう人はいっぱいいますが、不可能

だと思っているのです。いくら投資をしても何も

見返りがないと思っている。何にもならないだろ

うと。核兵器廃絶キャンペーンは馬鹿なことだと

思っている、そういう反応をあちこちで感じてき

ました。 

 

■２００３年から始まる核兵器禁止条約に向

けた歴史 

核兵器廃絶は不可能ではないかと思っている

人たちに対して、今の動き－今年の核兵器禁止条

約締結交渉の会議は一番効果的だと思っていま

す。だから核兵器禁止条約のことはすごく大事だ

と思います。そこで、核兵器禁止条約交渉会議に

至るまでの歴史についてお話ししたいと思いま

す。 

２００３年に私たちは核兵器廃絶緊急行動と

いうキャンペーンを始めました。何故その時に始

めたかというと、みんな２００５年のＮＰＴ再検

討会議は失敗に終わるだろうと思っていたから

です。アメリカのブッシュ政権と中近東エジプト

とかの対立によって何も生まれないだろうと思

っていたから、それで核兵器廃絶緊急行動を始め

て、２０２０年までに核兵器を廃絶しましょう！

禁止条約を作りましょう！と、そういうキャンペ

ーンを始めたのです。 

そうするとところどころからそのキャンペー

ンを支持する人たちが出てきて、自分たちの住む

街の市長のところに行って「平和首長会議がメン

バー集めているからうちもサインしてメンバー

になりませんか」と動き始めたのです。何もお金

はかからないし、大きな問題にもならないから、

どんどん平和首長会議は大きくなっていきまし

た。 

でもその運動がそんなには大きな運動になら

なかったのは、ほとんどの国、ほとんどの反核Ｎ

ＧＯが核兵器禁止条約は不可能だと思っていた

からです。アメリカとロシアがサインしなければ

意味がない、そのように話されていました。コス

タリカとかマレーシアとかがずーっと以前から

核兵器禁止条約のモデルを提案していましたが

みんな無視されていました。 

２００８年にオバマが大統領になりました。２

００９年にプラハでの演説もあって、オバマは本

気で核兵器はない方がいいと思っているのでは

ないかと、なんとなく思われました。そうすると

２０１０年のＮＰＴ再検討会議では、特に最初の

２～３日は次から次へと外交官が立ち上がって

「核兵器は人類にとって脅威で絶対に廃絶すべ

き」「私の国は廃絶するために働きます」という

ような発言をしました。みんな楽観的に動いてい

ましたが、しかし結局アメリカの態度はちっとも

変わりませんでした。オバマが大統領になっても

変わらなかったのです、全然。 

 

■「核保有国なしでも禁止条約を作ろう！」の

よびかけ 

それを見てみんなすごく怒りました。２０１０

年のＮＰＴ再検討会議の後、カナダのラグダス・

ローチが平和首長会議の場で「時が来た！」「も

うアメリカやロシア、中国などが何を言っても、

彼らなしで動きましょう！核兵器を禁止しまし

ょう」と呼びかけました。彼がそう言ったのは、

みんなだいたいそういう気持ちになっていたか

らです。もうアメリカもロシアも待てない、そう

いう国々は当てにならないから彼らなしで動き

ましょう、と訴えたのです。 

その後、世界各地でいろんな国々、人々が核兵

器廃絶に向けて話し合い、行動していく中で、２

０１１年に国際赤十字から「核兵器は廃絶すべき」

という非常に力強い宣言が出されました。国際赤

十字の宣言は、「核兵器は一発の攻撃に対しても

何の対応もできません。そのような戦争の行われ

ている所に人を送ることもできないし、そこら生

じる怪我人に対応できる国は一つもありません。

だから核兵器は防ぐしかない。防ぐためには廃絶

するしかない。核兵器は廃絶すべきです」と力強

く訴えました。国際赤十字がそのような宣言を出

したのは最初は１９４６年でした。その後何回か

出しているのですが、久しぶりの宣言でした。今

の赤十字はあまり政治的なことは言わないよう

にしているのですが、今回は本当に勇気を出して

こういう宣言をしたのです。 

赤十字がこういう宣言を出したので、それに応
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えて赤十字の生まれた国スイスがある宣言を出

しました。スイスの宣言には最初１６ヶ国だけの

賛同でしたが、２０１２年の春のＮＰＴ再検討会

議の準備委員会でも出されました。その内容は

「核兵器は危なすぎる、あらゆる状況で使用して

はならない」というもので、しかも「国際法で禁

止すべき」としました。これは画期的なことでし

た。その後国連総会に出され、今度は３４ヶ国が

賛同し、次の準備委員会で８０ヶ国になり、次の

総会では１２０ヶ国が賛成して運動は大きくな

っていきました。 

核兵器を廃絶しましょう！禁止条約を作りま

しょう！と運動を進めている内にいろいろな問

題も出てきます。だけど徐々に徐々に動いていて

今日まで来ているのです。 

 

■核兵器の人道的影響に関する国際会議 

２０１３年３月にオスロで最初の国際会議が

開催されました。それは核兵器の人道上の問題に

ついての会議でした。核兵器が使われたらどのよ

うな問題が起きるのかについての会議です。これ

は広島などからみるととんでもないテーマです。

広島ではいつもそういうことばっかり話してい

るわけですから。でも国同士のレベルではそのよ

うな内容の会議はこれまでされてこなかったわ

けです。国連で話し合われる核兵器の会議は、ど

この国が何発持っているかとか、どういうミサイ

ルを持っているかとか、どこに置いてあるかとか、

破壊力について、国家戦略の内容、戦術について

話し合うだけで、核兵器が実際に使われたらどう

なるかは話し合われたことがなかったのです。 

時々ＮＰＴ再検討会議や準備委員会で被爆者

が出ていって、原爆はひどかった、核兵器は悪だ、

使われたらたくさんの人が死ぬ、と話しますが、

だいたいは言ってそれで終わりという経過でし

た。本当に真剣に、使われたらどうなるのか、と

いうことは調べられていなかったのです。 

これまでノルウェーのオスロで、その後メキシ

コのナヤリット、オーストリアのウィーンと３回

も会議を行い、核兵器が使われたらどうなるかを

話し合ってきました。一番大きな問題として話し

合われたのは、「核の闇」の研究です。５百万ト

ンの煤と煙が大気の中に入ったら太陽の光の１

０％が届かなくなる。そのため核の闇となったら、

核の闇だけで全世界で何十億人が飢えて死ぬ。日

本で言えばたくさんのコメが東北、北の方で作ら

れているでしょう。それが作れなくなります。７

月、８月でも霜が降りてくるような寒さになる。

そうすると食糧生産量が大きく減るようになる。

中国でもコメを作っている北の方、アメリカも大

豆とか小麦とかトウモロコシとか、みんなオハイ

オ、ミシガン、そういうようなところで作れなく

なる。カナダでも、ヨーロッパでも、ロシアでも

作れなくなる。 

本当に核兵器によって核の闇になってしまう。

核の闇は広島の原爆の１００個ぐらいで闇にな

ってしまうと言われています。アメリカの持って

いる一番大きな、たくさんある爆弾は１．１２メ

ガトンです。この爆弾は原爆のだいたい１００倍

の破壊力です。いろんな人がいろんな数字を言っ

ていますが、だいたい１０から１５ぐらいの大き

な水爆を大都市の上に炸裂させたら核の闇にな

ると言われています。本当にわずかな核兵器で私

たちの文明が消えるということです。 

それをもう３回も国際会議の中で話し合って

きました。やっぱり核兵器を使ってはならないと

いう気持ちがすごく強くなってきているのです。

そうすると核兵器は廃絶しましょうという気持

ちになっていきます。 

これは一つの道筋ですが、もう一つの道筋は、

持っていない人が持っている人に対する抵抗で

す。核兵器を持たない国が、核兵器を持つ国に対

して言っているのは、「お前たちにはどのような

理由があっても全人類を殺す権利はありません」

と言うことです。だから核兵器禁止条約を作ろう

としているのです。これは核兵器を持っている国

に対するメッセージです。 
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■一番重要なのは日本の国を条約賛成にして

いくこと 

実はＮＧＯの人たちは今度の核兵器禁止条約

のことについてかなり楽観的です。最近はインタ

ーネットでこれから出てくる禁止条約案のテキ

ストも出ているほどです。でも僕はまだ心配して

います。やっぱり核兵器を持っている国は軍事的

にも強いし経済的にも強い。怖い存在です。本当

に禁止条約締結までいけるかどうかというのは

まだ分からないと思います。 

みなさんはその両方―核兵器禁止条約ができ

た場合と、あるいはできなかった場合と、その両

方に対する準備が必要だと思います。できなかっ

たら、それですべて終わったということではない。

それでも禁止条約が必要だ、禁止条約が必要だと

いうメッセージを何回も何回もどこまでも伝え

続ける必要があると思います。絶対にギブアップ

しない。今年できなければ来年、再来年できるよ

うに動かなければならないと思います。 

禁止条約ができた場合には、一生懸命その締結

のためにキャンペーンすることが大切になりま

す。その中で一番重要なのは日本の国が賛成する

ようにキャンペーンすることです。 

今僕は広島県の三次市で平和文化村を作ろう

としています。今はそればっかりやっていてニュ

―ヨークにも行かないし、反核のとりくみにもあ

まり参加していません。何故かと言うと、それは

私の役割ではないと思っているからです。核兵器

禁止条約ができるかできないかは国とＮＧＯの

トップレベルで決められることですから。そして

禁止条約ができたら、今度その情報を得て、それ

をみんなに広めるというのが僕の役割だと思っ

ています。禁止条約が出きたら一生懸命キャンペ

ーンしていくつもりです。 

 

■対人地雷禁止条約とクラスター爆弾禁止条

約の例から 

禁止条約がどうして重要なのかということに

ついて話したいと思います。核兵器を持っている

国がすぐにはサインしないような禁止条約に本

当に意味があるのかということです。 

僕は１９９８年に急に平和活動家になってか

らいろいろなことを見てきました。結局核兵器廃

絶それだけではキャンペーンにならないのです。

人は投資しないし信じないし、分かっていないで

す。だけど核兵器禁止条約ができると、それにサ

インするかしないかという、すごく分かりやすい

ことになります。 

みなさんは１９９０年代の地雷禁止条約のキ

ャンペーンを憶えていると思いますが、国連の中

で２２年間も地雷を禁止しようとする動きがあ

りました。その２２年間の間、僕も、ほとんどの

人が地雷のことについて全然何も知らなかった

と思います。全然意識の中になかった。しかし１

９９２年に４回も国際会議を開いて結局対人地

雷禁止条約ができて「はい、みなさん、サインし

ましょう」というところまでいきました。そうす

るとそのキャンペーンのためにすごいお金が出

るのです。毎年２億とか３億とかのお金が出まし

た。いろんな国から、お金持ちの人から。その当

時一番有名な力のあるスターだったプリンセ

ス・ダイアナがスポークスマンになったのです。

一時期、テレビをつけたらプリンセス・ダイアナ

が出てきて手とか足とかを切断された子どもと

一緒に立って地雷を批判するわけですね。「悪い

武器を禁止しましょう」とメッセージを伝えまし

た。僕も意識が高まって、対人地雷は悪い兵器だ、

禁止しようという気持ちになりました。たくさん

の人がそう思うようになったのです。 

今１６９ヶ国がそれにサインして、対人地雷は

ほとんど使われなくなり、ゼロではないのですが

ほとんど生産されなくなりました。一番作ってい

たのはアメリカと中国ですが、両国とももうほと

んど作っていないと聞いています。みんなの意識

が高まったからです。 

人類の意識が高まった証拠として、次にクラス

ター爆弾を禁じましょうという動きが出てきて、

そちらは１年で禁止条約ができました。意識がそ

こまで高まったから、明らかに対人地雷は悪い武

器だから、クラスター爆弾も悪い武器だというこ

とがすぐに分かります。 

 

■核兵器禁止条約ができたらＹｅｓかＮｏか

を迫っていく 

それと同じように、核兵器禁止条約ができたら、
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それに対してＹｅｓなのかＮｏなのかという状

況になったら、日本がサインするのかしないのか

というハッキリとしたところまできたら、今度は

キャンペーンができると思います。 

１５１の国が核兵器禁止条約ができたらサイ

ンしますと、非公式ですが言っています。実際に

サインするかどうかはまだ分かりませんけど、絶

対に１２０～１３０ヶ国はサインするでしょう。

それでもう過半数になります。もしかしたら１５

０ヶ国になるかもしれません。こういう状況にな

ってきたら、このキャンペーンにはたくさんのス

ターも参加すると思います。レディー・ガガも参

加するのではないですか。彼女は福島の支援にも

行っていますよね。彼女は核兵器も悪いと思って

います。そういうような人たちを動員できるよう

になると思います。大きな全世界のコンサートも

開いたりして。世界の１５０ヶ国がサインすれば、

すべての国から少しずつお金を出してもらって

億単位のキャンペーンができることになります。

人類の意識を高めていくことができると思いま

す。これが狙いです。 

核兵器禁止条約があって、あなたの国はサイン

していますか？ サインしていなければキャン

ペーンしませんか？ とやって、みんなキャンペ

ーンし始めれば、サインをせずにはおれない国々

も出てくるでしょう。 

対人地雷の場合、最初は日本もサインしなかっ

たのですよ。だけど素晴らしい草の根レベルのキ

ャンペーンがあって、結局日本もサインせずには

おれなくなったのです。アメリカは対人地雷禁止

条約に反対していたし、今もサインしていません。

でも地雷の生産はしなくなりました。 

 

今何故核兵器があるかというと人類の意識が

あまりにも低いからです。人は知らない、考えて

いない、恐れていない。あるいは世界の中のたく

さんの人が核兵器があるから安全だと思ってい

るわけですね。核兵器があるから僕らは力持ちだ

と、力持ちだから安全なのだと。人類の意識を高

めるためにはお金が必要です。お金を集めるには

禁止条約が必要です。条約さえあればいろいろな

国からも、都市からも、いろいろなところからお

金を出してもらって、メディアのキャンペーンが

できるようになります。それが私たちの狙いだと

思っています。 

 

■痛みを感じる人、痛みの分かる人から動いて

いこう！ 

今何故僕はニューヨークに行こうと思ってい

ないか、外交官について興味がないか、どうして

そうなっているかについて話します。 

結局ニューヨークの国連本部に出てくる外交

官はほとんど自由がないのです。行く前から何を

言わなければならないのかもう決まっています。

いくらＮＧＯの人たちが働きかけてもその考え

は変わらない。ＮＧＯの人たちはいつも上を見て

いる。外交官とか岸田外相とか安倍首相とか、あ

あいう人たちと話したいと思い、その人たちの心

を変えたいと思っています。そういうことが非常

に多い、特に国連の周りでは。力のある人、でき

るだけランクの高い人、できるだけ大きな国の外

交官と話したい、みんなそんなふうに思っていま

すけど、結局その人たちは関係ありません。その

人たちは自分たちで何もできないし、しようとも

していない。唯一出来ることは・禁止条約を出す

ことです。 

核兵器問題の本質は人類の意識が低いことで

す。人類が考えていない、人類が核兵器を理解し

ていない。それでは人類の意識が核兵器のことを

どう受け入れるようにすればいいか。そこでまず

核兵器禁止条約で始めれば大きなキャンペーン

ができます。そこでコンサートとか映画とかソー

シャルメディアも使って、人々を核兵器嫌いにし

ていかなければなりません。人々が核兵器嫌いに

なれば、核兵器を使おうと思っている政治家たち

は選ばれなくなります。 

この日本でも、１５年～２０年前、ある外務大

臣が「日本も核兵器を持った方がいい」と言った

ら、みんなの怒りが湧いてきて、２週間で辞めさ

れられたことがあります。 

今はそういうことを言っても全然平気。怒りは

どこからも出てこない。これは意識が落ちてきて

いる証拠で、これが問題です。普通の人がどう考

えているのかが私たちの問題です。広島平和文化

センターの理事長をやってきて分かってきたこ

とです。普通の人たちの意識を変えなくてはいけ
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ないと。 

 

どうしてこういう話をみなさんにするかとい

うと、被団協は非常に人間の意識を変える力があ

る、そういう立場にあると思うからです。みなさ

んやみなさんの両親たちはすごく働いてきまし

た。すごい力を出してあちこちで証言したりして。

一生懸命に核兵器廃絶をしようとしてきた人が

非常に多い。しかも広島や長崎は他の都市と比較

して平和のため反核のために尽くしてきている。

もっと頑張ってというのは難しいことですけど、

今特に核兵器禁止条約ができたら動く必要があ

ります。 

飲酒運転に対する禁止の法律がありますね。日

本は特に厳しいことで有名ですが、この厳しい法

律を作ったのは誰でしょうか？絶対にこれはビ

ール会社ではないと思います。あるいは飲酒運転

をやっている人たちでもない。これは飲酒運転に

よって誰かを亡くした人、そういう人が動いたか

ら厳しい法律になってきたのです。 

痛みを感じる人、痛みの分かる人が動かないと

いけない。全世界で一番動かないといけないのは

日本です。日本の中で一番動かないといけないの

は広島と長崎です。広島と長崎の中で一番動かな

いといけないのは被団協です。みなさんにはそう

いう力があると思います。 

 

一生懸命に話す被爆者と一緒にアメリカも回

ってきましたし、日本国内も回ってきました。そ

の力はすごいと感じています。アメリカで被爆者

の話をする時、最初は非常に冷たい顔で来る人も

多いです。アメリカが非難されるのだろうとか、

核兵器を批判されるのだろうとか思って、厳しい

顔で会場に入って来ます。だけど、被爆者が自分

の痛みを語り、家族の愛、そして人類、最後はみ

なさんとも手をつないで楽しく平和な世の中を

作りましょう、という話をしたら、みんな柔らか

い顔になって、涙を流す人もいるのです。そうい

う力があるのです、被爆者には。そういう力を発

揮する必要があると思います。 

 

■核兵器廃絶キャンペーンに２つの提案 

禁止条約ができて、被団協が本当にキャンペー

ンしようと思ったら、二つのアイデアがあります。 

一つは、この会場の中の人たちもほとんどの人

が５０代、６０代以上かな、被爆者はみんな７０

代、８０代、９０代。僕らはもう年をとりました。

僕らの出来ることはお金を集めて、若い人たちに

提供するということです。私のやっている平和文

化村ではそういうことをやっています。お金を集

めてそれを若い人たちに提供して、その人たちが

動いてくれる。僕は、ああしなさい、こうしなさ

いとか、あまり口を出さない。 

特に日本でよくある現象は、平和団体の人たち

はみんな６０歳以上の人たちがほとんど。その人

たちからよく「どうしたら若い人たちに参加して

もらえるでしょう」と質問されます。我々の役割

は我々が動くよりも我々の持っているお金とあ

る程度の知識を若い人たちに与えて動いてもら

う、そのことがすごく大事だと思います。 

特に核兵器禁止条約のためには大切だと思い

ます。何故かというと、若い人たちにはソーシャ

ルメディアが、ＦａｃｅｂｏｏｋとかＬＩＮＥと

か・・・・・いろいろな、我々年寄りにはできな

いようなテクノロジーがあるのですから。それを

使えば、全人類の意識を高めることが考えられま

す。その可能性は大きいと思います。そういう力

を使って全人類が核兵器嫌いになるような動き

をみせられるのは若い人だと思います。僕らのお

金を若い人に提供しようというのが、僕の最初の

提案です。 

 

もう一つのサジェスションは、被団協でも、２

世・３世の人でも、ニュースになる力があります。

新聞に出る力がある。だから核兵器禁止条約がで

きたら一番して欲しいのは、例えば慰霊碑の前で

永遠の座り込みをするとか、日本がサインするま

で座り込みするとか、そういうことです。死んで

も座り込みをします。本当は何人か死んでもいい

と思っていますが、そこまでは許してもらえない

でしょう。アラブの春でも、ベトナムで戦争を終

わらせたのも人が自分を焼き殺すほどのできご

とがあったからだと思います。 

核兵器禁止条約ができたら僕は座り込みをし

て、日本がサインするまで続けたいのですが、僕

はアメリカ人だし、被団協メンバーでもないので
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リーダーにはなれません。でもそういう運動が始

まれば僕はすぐに参加します。約束します。しか

も、いろんな若い人にソーシャルメディアで伝え

て、たくさんの人が参加してくるようにしたいと

思います。 

あるいは全然違う方法でもいいのですが、本当

にみなさんがニュースになるような何かをやっ

て欲しいのです。今まで通りのようなキャンペー

ンでは負けるのじゃないかと思います。今まで見

たこともないような、メディアが無視できないよ

うな動きが必要です。 

特にアメリカでは、核兵器とか、劣化ウラン弾

とか、放射能とか、そういう話は絶対にメディア

に取り上げられません。だけど被団協が、例えば

１００人が永遠の座り込みをやっているとなる

と、アメリカでもニュースになります。そういう

ことができればいいなあと思っています。 

 

それではこれからディスカッションに入りた

いと思います。質疑応答だけではなく、みなさん

の意見も出し合って、話し合いたいと思います。 

 

 

 

 

ディスカッション・タイム （抜粋と要約） 
音声収録が完全でないためすべての方の発言を再現できていません。ご了承ください。 

 

 

■ヒロシマが頑張るチャンス リーパーさん  

ヒロシマという名前には非常に力がある、ヒロ

シマのヒバクシャというのは全世界ですごい力

があります。広島はアチコチで素晴らしいことを

やってきているし、被爆者も頑張ってきています。

全人類が核兵器嫌いにはまだなっていないが、核

兵器をなくしていく力は潜んでいて、可能性はあ

ります。でも今までと同じような動きでは負けて

しまうでしょう。もう二度とないような動きをし

ないと影響は出て来ないと思います。 

今広島にはそういうチャンスがあります。例え

ば秋葉市長が市長になった時、それまで何もして

いなかった市長会議をキャンペーンする市長会

議に変えました。当初５００都市ぐらいだった市

長会議が今は７７００都市ぐらいになっていま

す。それは秋葉市長が本気になって、自分の問題

として核兵器廃絶をしようと思ったからです。キ

ャンペーンが目に見えるようにしたわけです。今

の松井市長も被爆２世ですが、彼も核兵器を廃絶

した方がいいと思っている。だけど外務省とは喧

嘩したくないと思っているようです。小溝さん

（小溝泰義氏・現広島平和文化センター理事長）

もずーっと外務省で働いてきた人です。湯崎知事

の周りも外務省のＯＢばかり。今は外務省の影響

が非常に大きくて、国が広島を乗っ取ったような

状況です。 

 

■広島の被爆体験伝承講話に望むこと 

森川聖詩さん  

最近広島で被爆体験伝承者の講話を聞く機会

がありました。その時びっくりしたのは、聞いて

いる人があまりにも少ない、聞く人が集まってい

ないことでした。伝承講話は広島市の事業なのに

広島市の広報にも掲載されていません。伝承者が

自分で聞く人を呼び込みしなければならないな

ど、あまりにもひどい事態だと思いました。広島

市は伝承者に丸投げするのはやめて、せめて広報

に掲載するぐらいのことはすべきだと思います。 

古田光恵さん 

 私は被爆体験伝承者の１期生です。大変厳しい

研修を経て伝承者になることができました。講話

への呼び込みをするのは嫌ではありません。例え

聞く人が１人でも貴重な機会だと思ってやって

います。ただ広島市には、せっかく被爆体験伝承

者を養成しているのだから、もっとうまく使って

欲しいと思っています。 
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■父と共に続ける被爆体験の語り部 

渡部敦子さん 

被爆者で８６歳になる父と一緒に被爆体験の

語り部を続けています。関東地方へ語り部に行っ

た時飛行機を利用したのですが、その機内でスチ

ュワーデスさんと戦争のこと、被爆のことを少し

話す機会がありました。その方は「私は関東に住

んでいるから、そういうに人会ったこともないし、

身近にきいたこともないのです」とおっしゃった

のです。その時に、「関東から向こうにも伝えと

かんと死ねんよ」ということになって、北海道へ

も３ヵ所ほど行くことになりました。立見席がで

きるほどたくさんの人たちに父の話をきいてい

ただいています。 

父は高齢ですから、時にはご飯を食べられなく

なる時もあって毎日が心配です。それでも伝えて

いきたい思いが強くあります。リーパーさんから

慰霊碑の前での座り込みの話などがありました

けど、みんなの意識を変えていくために父とまた

話したいと思っています。 

 

■核兵器廃絶と原発反対運動を一つにしてや

っていくことが重要 

守田敏也さん 

私は原発問題をずっと追及してきました。 

その経験から私は核兵器廃絶と原発反対とを

一つにして行動していくことが決定的に重要だ

と思っています。アメリカにとっても日本の政府

にとってもこれが一番やられたくないことでし

ょう。被爆者が原発反対に目覚めることがとても

重要なポイントだと思います。 

原発反対運動に関わっているともの凄く高い

確率で２世や３世の人と出遭います。また例えば

コープ自然派のみなさんなどに講演によばれる

ことが多いのですが、若い女性やママさんたちが

すごく意識を高めておられるのを実感します。原

発の原子炉はもともと核兵器を作る装置ですか

ら、そのことで広島・長崎とつながっています。

被ばくの問題でつながっているのです。だからこ

の問題での人のつながりを強化していくことが

大切だと思います。 

私は伊方原発に反対する運動にも関わり、伊方

原発差止訴訟広島裁判の原告にもなりました。こ

の裁判は初めて被爆者が原告になって原発を止

めようという裁判で、タイトルが「被爆地広島は

被ばくを拒否する！」です。これはとても大きい

ことだと思います。 

私はトルコに行く機会も多いのですが、トルコ

で被爆二世だと言うとみなさんが被爆の痛みを

受け止めてくれます。世界が受け止めてくれるよ

うな力、広島の痛みを聞いたら、必ず「原爆は許

せない」となってくれるようなパワーを感じます。

いろんな意味で大事にしていただけるのです。 

原発問題で新たな被ばく者が増えています。核

実験でも多くの方が被ばくさせられました。そう

したすべてのヒバクシャが本当に心を一つにし

て、核兵器のない世界だけでなく、核そのものの

ない世界の実現に向けて一緒に行動していくこ

とが大事です。そこに、被爆者のみなさんの訴え

を受け止めてくれるもう一回り大きい人たちの

存在があるのではないかと思います。例えば原発

反対で集まっている若いお母さんたちなどに、被

爆体験を聞いてもらうことを繰り返していくと、

すごい広がりになるのではないかなと思います。 

リーパーさん 

核廃絶の問題は２０１１年３月１１日の原発

事故で状況が大きく変わりました。それまで核兵

器の話などは聞きたくないと思っていた人たち

も原発や放射能の問題で関心を持つようになり

ました。でも何をどうすればいいのかよく分かり

ませんでした。平和文化センターでも委員会を作

って話しあいましたが、原発、福島、放射能に対

することについて何も結論は出せませんでした。

あまりにも意見の違いが多く、専門家の中でも意

見の対立があって、結局それぞれが自分の意見で

いきましょう、ということになりました。平和首

長会議でも何も決められませんでした。 

私は原発にも反対しています。原発をなくそう

と思ったら、一番早い方法は核兵器を廃絶するこ

とだと思っています。核兵器がなくなれば原発の

意味がなくなる、必要がなくなります。原発は効

率的ではありません。核兵器の原料を作るために、

だから原発が欲しいのです。 

核兵器はない方がいいは１００％のコンセン

サスを得て行くことが可能だと思います。時間の
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問題で、そこを攻めていけばいい。原発の問題は

次元が違うように思います。温暖化対策などで意

見を言う人もいます。でも核兵器を廃絶すれば原

発は不要となる、というのが私の意見です。 

 

■次の次の次の世代のことまで考えた運動に 

好井敏彦さん 

香川県で原爆被害者の会の会長をし、３年前か

ら全国の胎内被爆者の会にも参加しています。 

これまで岡山の「２世・３世の会」のみなさん

とはつながりを持ってきました。被爆者との関係、

胎内被爆者のつながり、そして２世・３世のみな

さんとの関係と、これらを今後どういう形でつな

がりあっていけばいいのかと考えています。 

６月６日～７日と日本被団協の総会がありま

す。テーマは「次の世代にどうつなげていくか」、

これしかありません。被爆者は一番若い人でも７

１歳、２世・３世には若い人がいっぱいいます。

こういう人たちの意識をどう高めていくか、だと

思います。 

原発も核兵器も市民が盛り上げれば実現でき

るのではないかと思います。私は音楽家ですが、

保育園や幼稚園、小学校と学校を回っています。

次の次の次の世代のことも考えて。私は日本でた

だ一人となった被爆ピアニストです。そのことを

子どもたちに伝えて、平和の大切さを訴えていま

す。 

市民のレベルを盛り上げていくためには、まず

は自分の子どもたち、孫たちからではないでしょ

うか。私もいろんな会議や集まりにいくことがあ

りますが、いつも同じ顔ぶれです。どうして娘さ

んや息子さんを連れて来ないのか、と思います。

私は親父からいろいろ教わって、受け継いでやっ

てきました。 

以上 

 

 

 

 

 

アピール・タイム 
６月１５日からのニューヨーク行動参加者の紹介と決意表明 

 

 

核兵器禁止交渉会議第２会期の成功めざして６月１５日からのニューヨーク行動に参加されるお二

人を紹介し、決意表明をしていただきました。 

 

■米重節男さん（京都「被爆２世・３世の会」） 

私は生まれも

育ちも広島で、２

０歳までこの広

島で過ごしまし

た。母が入市被爆

者でその２世で

す。 

私は２０１４

年にウィーンで

行われた国際会

議に参加しまし

た。今日のリーパーさんのお話を聞いて、あの国

際会議などの積み重ねの上に今の核兵器禁止条

約交渉会議があるのだなと実感しています。 

あの国際会議では日本の佐野利男国連軍縮平

和大使がとんでもない発言をして大問題になっ

たことを憶えています。彼は今の科学技術・医療

技術なら広島の原爆でも半分の人は助けられる

と言ったのです。その発言を聞いたサーロ節子さ

んが非常に怒って猛抗議をしました。「みんなは

核兵器が使われたら取り返しがつかないことに

なるから、その前にどうしてなくそうかと議論し

ているのに、使われた後どうすれば助かるかなど
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と発言するのは何事」と。 

私は２０１５年のＮＰＴ再検討会議にも参加

しました。あの時は合意文書ができなかったので

会議の評価がされませんでしたけど、実は話し合

われた内容が今の条約会議につながっているの

です。 

リーパーさんも言われたように、誰もが「核兵

器はないのが当たり前」だと思うような雰囲気を

作っていくのが私たちの運動だと思います。労働

組合の活動をしている頃機関紙について「犬が人

を噛んでもニュースにはならないが、人が犬を噛

むとニュースになる」と教えられたことがありま

す。リーパーさんの話を聞いて、そういう取組み

が必要なのだなと思いました。６月１５日からの

会議では被爆者の声、２世・３世の思いをしっか

りと伝えてきたいと思います。たくさんの被爆者

が目にしたこと、見てきたこと、経験をし、生き

てきたことを語ってきたいと思います。 

核兵器禁止条約のできる画期的な場で、力にな

れるようにしてきます。 

 

■大中伸一さん（広島県被爆二世・三世の会） 

今度の国際会議で大変重要なことは、国連が始

まって以来初めて、多数決で決める会議なのだと

いうことを聞いています。私は２００５年も２０

１０年のＮＰＴ再検討会議にも参加してきまし

た。ＮＰＴとは単純に言うと、５ヶ国は核を持っ

ていいが他は持たせない、持っている国は削減努

力をしよう、そして平和利用だと。そういう会議

でした。 

今回の国際会議は多数決ですから、最後は必ず

決まるのだろうと思います。決まったら、その後

で私たちが頑張らないといけないなと思ってい

ます。 

私は碑巡りも伝承講話もやっています。伝承事

業についての意見は実はいっぱいあります。その

ことと合わせて、広島の場合、被団協が二つに分

かれています。原水禁運動も分かれてきた歴史が

あります。支配す

る側にとって一番

いいのは運動が分

かれていること、

みんなの意見が一

致していないこと

ですよね。その運

動を一つにまとめ

て、被爆の実相を

ニューヨークに持

って行って頑張っ

てきたいと思います。 

 

 

 

 

 

３つの分科会報告 
音声収録が完全でないためすべての方の発言が再現できていません。 

抜粋と要約の報告となっています。ご了承ください。 

 

 

１、 被爆３世の運動について３世同士で考え合おう、語り合おう 

京都から一名、東京から一名、広島から三名の被爆三世が参加。 

自己紹介した後で被爆三世として自らの抱える悩みや思いを率直に出し合い、自分の先天性の心疾患

の原因が放射能の隔世遺伝にあるのではないかという健康不安や、二世までだけではなく三世の健康状

態などもきちんとデータにとるべきという意見や、子ども(四世)に対する偏見も気になっているという

意見などがありました。 

広島では被爆三世という存在はとくに珍しいものではなく、身内に被爆者がいることで核兵器廃絶の
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思いを伝えていくことが使命であるという認識は

参加者共通のものでした。 

しかし原爆のことはさんざん習って平和に対し

てはある程度は学んでも核兵器廃絶への一歩を踏

み出すことはしないのは、広島の学校教育の弊害

としての平和アレルギーがあるからです。その一

方で広島の生徒が原爆の投下された時刻をきちん

と言えるのは、平和教育の賜物なのでしょう。 

ただ原爆被害のことだけを学んでいるだけでは

被爆の実相を知ることにはならず、被爆三世にと

って一番身近な祖父母の生き方をどうやって伝えていくかが本当の継承ではないか、祖父母に被爆者が

いることが被爆三世の強みであり自分たちで新しいステージに進む時である、という熱い議論が交わさ

れました。 

被爆者の下請けにはならず、できることからできる範囲で自分たち三世のやり方で平和を伝えていく

ことが重要なのでしょう。 

参加者は学生や教員、会社員など立場は様々でしたが被爆三世同士でこんなに深く語り合ったことが

なく、人数が少なかったこともありその分じっくりと意見を交わせてとても有意義な時間でした。 

（広島県被爆二世・三世の会 石本 直さん） 

 

 

２、被爆２世・３世のネットワークを作り、広げていくために 

(１） １７人参加。既に「２世・３世の会」があってそのメンバーとして活動している人、「会」のメン

バーではなく個人として活動している人、これから「２世・３世の会」を作ろうと検討している

人と、参加者は多様だった。 

(２） 既に「２世・３世の会」のある地域 ― 広島、京都、神奈川、島根、岡山のみなさんからそれ

ぞれ「２世・３世の会」が結成されてきた経緯、活動の現状や課題等が報告された。以下のよう

な特徴的なことが報告された。 

 過去何度も「２世・３世の会」ができては消えできては消えの歴史を繰り返し今に至っている。

「２世・３世の会」はどうしても現役世代が中心になり、担い手不足が主な原因ではなかった

かと思う。 

 今５０人ほどの会員数だが、「会」にかける思いは一人ひとり重点が異なる。それぞれの思い

をお互いが尊重しあうことを大切に運営している。 

 「２世・３世の会」結成の背景の一つに福島原発事故があった。同じ境遇の被災者、被害者を

なんとか助け合っていきたいという思いが「会」に参加する上で重要な動機になっている。実

際に福島から避難している人たちとの共同のとりくみを続けている。 

 会員みんなが集まる機会はなかなかできないが、会員同士の思いを共有し、情報を交換してい

くために会報を毎月発行し続けている。 

 親組織 ― 県の被団協組織があって、そのしばりの下に「２世支部」があるような関係でな

かなか自主的な活動ができないでいた。今は県行政の中にも２世支部の活動が位置づけられる

ようなとりくみに前進しつつある。 
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 広島市平和教職員の会が『広島の先生たちの物語』というタイトルのＤＶＤを作成し普及して

いる。被爆した学校の先生の体験と思いを紹介したもので平和教育の一つだ。平和教育の後退

が語られるがしっかりとしたとりくみも存在する。 

 ９年前に「２世の会」を結成し今会員１１０人になる。県に対して二世施策の要望を出してい

るがなかなか実現しない。様々な理由から親が被爆者健康手帳を持っていない会員が増えてい

る。 

 「２世・３世の会」はと社会的な存在であることを重視しメディアにも積極的にリークしてき

た。そのおかげで行政や学校との関係も深まりつつある。 

 以前から親の被爆体験を子どもたちに朗

読劇で紹介するとりくみをしていたが、

「２世・３世の会」ができたことで社会

とのつながりが深くなり、より積極的に

とりくめるようになった。 

 被爆者の親組織からは２世・３世を被爆

者運動の後継者として見られがちだが、

２世・３世を被爆者の下請けのようにし

てはならない。２世・３世には固有の悩

みも問題もあり、当事者としてそれを解

決していくために「２世・３世の会」は

ある。 

 かって健康保険の医療費自己負担がゼロだった時代から保障制度が後退して今は３割負担に。

「どうして被爆者だけ自己負担ゼロなのか」という「攻撃」もされてくる。広島では地域総行

動の中で被爆者や２世・３世の現状についての理解を広め、多くの人と一緒に被爆者や２世・

３世の要求も含めて行動できるように努力している。 

(３） これから「２世・３世の会」結成をめざしている地域からの問題意識が報告された。 

 私個人は被爆二世であることを理由に大変辛い経験を、カミングアウトしても何もいいことは

ない思いをしてきた。県の被爆者団体の中では、広島・長崎の被爆者と福島の被ばくとは違う

という意見や、一方で福島の人たちにも理解を示す人もいて、なかなか一致点を見い出せない

でいる。 

 ２世・３世の関係者だけで「会」を作ってもどれだけの人が参加するのか不安がある。核兵器

廃絶国際署名や原発反対のとりくみには生協のお母さんたちも積極的に参加されている。そう

いう人たちも参加した一緒にやる「会」でないと長続きしないのではないかと思っている。そ

ういうことが可能かどうかみなさんに相談したい。 

(４） 個人として参加されている参加者から以下のような活動報告、問題提起などが行われた。 

 広島市内で居住している地域の、原爆で焼失する以前の個別地図作りを行っている。個人でと

りくむのも限界があり、今後は「２世・３世の会」のみなさんの協力も得て、みんなの力で進

められるようにしていきたいと思っている。 

 ７年前から個人として、父親の被爆体験を語るとりくみを一緒に続けている。地域の９条の会

で語ったのが始めるきっかけで、今も県の被爆者組織などとは関係がない。でも今日の交流会

に参加して、組織のようなものは必要だと感じた。今回の参加者名簿を作成して、これからお

互いが連絡しあえるようにして欲しい。 

(５） 全体を通じて以下のような特徴的な意見交換が行われた。 
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① 発言者の多くが発言の冒頭、自らの親の被爆体験と、それを自身がどう受け止め、引き継ぎい

できたのかについて語った。被爆二世の生きてきた人生の一部を紹介し合うような場面だった。 

② 親から被爆体験はあまり聞かされてこなかった、親が話さなかった理由は主に２つある。一つ

は親の被爆体験が差別など子や孫の暮らしに影響することを恐れて。もう一つは生き残ったこ

とに対する負い目、あの日を思い出したくない気持ちから。それを乗り越えて語り継いでいく

ために「２世・３世の会」の組織は必要。 

③ 今年２月～３月、２世の集団訴訟が提訴された。報道で見る限り私たちが主張してきたこと、

求めてきたこととまったく同じで重なり合い、極めて正当なものだと思った。この提訴につい

て正確な情報を入手し、私たちもきちんとした関係づくりをしていくことが大切だと思う。 

④ 実際にいるはずの２世・３世の人数は大変なものだが、それを掘り起こしつながりをつくって

いくのは容易ではない。もっと全国で一緒に展開できればと思うが、そのためにも交流を続け

て行くことが大切。 

⑤ いろんな機会を生していけば結構２世・３世とは接触していけるものだ。高校時代のクラス会

などで話せば「友人が実は２世だった」という例は少なくない。そういう強い意識をもってい

けばネットワークはもっと広げていけるように思う。 

⑥ ２世・３世の活動は、健康問題だけでなくもっと幅広いテーマでとりくんでいくべきではない

か。そうしなければ運動は盛り上がらない。何か一つのことを目標にして、みんなでやりきる！

ようなとりくみを望みたい。 

（京都「被爆２世・３世の会」平 信行さん） 

 

 

３、被爆２世・３世の健康問題＆対策“気になることを話してみない？” 

(１） 参加者は１３人。被爆２世・３世としての「健康意識」だけでなく、「被爆者」の健康問題、そし

て自分の子供・孫の健康問題についてもみなさんの関心事だった。 

参加者から報告される実例は、医学会の総会ではないか、と思われるぐらいたくさんの、そして

幅広い内容だった。 

収録音声からの再現が可能な限り、以下にすべて紹介することにする。 

司会のＭ・Ｔさん 

公的には被爆２世への遺伝的影響はないとさ

れているが、実際にはどうなのか、ということで

京都「被爆２世・３世の会」では一昨年「被爆 2

世健康実態調査」を実施した。すると、幼い頃か

ら不安だったことなどがいっぱい出てきた。尚且

つ、重なり合うものも非常に多かった。特徴的だ

ったことは、小児ぜんそくだった人が多かったこ

と。それからいろいろな病気の人も多かったけど、

全体して見た場合には、病気とか怪我が治りにく

い人が多かった。鼻血をよく出していた人も多か

った。 

今日のこの分科会の話だけで遺伝的影響につ

いて確証的なことはできないけれど、京都のアン

ケートでもやってみて分かったことは、お互いに

同じことが起こっていても話し合ったことがな

かったのですね。だからそのことが分かったこと

が大きかった。今日は、みなさん自身の健康やみ

なさんの身の回りでどういうことが健康不安と

して考えられているかをお互い出し合いたい。交

流することが一番大事で、その中で共通するもの

があるかないか、だんだんと真実に近づいていけ

たらと思う。 

昨年１１月、京都「被爆２世・３世の会」で岡

山市で開業されている三田茂医師の講演会を行

った。三田医師は福島原発事故以後に首都圏の子

どもたち３０００人の診察をしてきた医師で、そ

の中でほとんどの子が白血球の中の好中球が正

常値に比べて減っていることを指摘されている。

また喘息がすごく多くなっているとも言われて
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いた。隠れ喘息というのもあって呼吸が苦しいか

ら、日常的な活力が落ちる。いわゆる原爆ぶらぶ

ら病と言われてきたものの中にも喘息があった

のではないかと三田医師は言われている。三田医

師の講演は京都「被爆２世・３世の会」のホーム

ページに掲載しているので是非参考にして欲し

い。 

それでは自己紹介しながら自分の健康のこと

などについて交流していきましょう。 

Ｍさん 

私は昭和３３年(１９５８年)生まれ。両親と親

族が合わせて１０人も直接被爆している。今生き

ているのは母親だけ。伯父は原爆ぶらぶら病と言

われていたが、被爆の１５年後、３３歳の胃がん

で亡くなった。伯母も重複がんで２０１１年に亡

くなった。私の父は脳血管障害で死亡。母も脳血

管障害を患い、１４年間も治療を続けている。 

私自身は５０歳までは何もなく健康に過ごし

てきた。５０歳を過ぎて尿酸値と血圧が高くなり、

尿路結石にもなった。５４歳の時、会社の健康診

断で大腸の内視鏡検査をするよう言われ、８㍉と

６㍉のポリープのようなものが発見されて切除

した。切除したのは大腸腺腫と言うものでがんに

なる可能性もあった。今後２年に１度は内視鏡検

査を受けるように言われている。 

その時、主治医から「あなたの場合は生活習慣

が原因ではない」と言われた。「親の被爆の影響

であるとも言えないし、ないとも言えないが、少

なくとも生活習慣とは関係ない」と断言された。 

一昨年からは不整脈も出てきて、期外収縮とも

診断された。親より先には死ねないと思い、健康

管理に十分気を付けるようにしている。 

私の二人目の子(３世)が小学校に入る時、怪我

で出血して、血が止まらなくなった。血小板が少

なくなる難病で入院した。その時妻が「お父さん

のせいじゃないね」の一言をもらした。その一言

が頭にこびりついて、しこりが残ってきた。長男

が結婚する時、相手に祖父母(私の両親)が被爆し

ていることを話していないことが分かった。話し

にくかったようだ。黙っておくことはできないと

思い、私が代わりに遠回しに話してやった。被爆

２世としての自分自身のことだけでなく、３世の

親としての立場もいろいろ考えなければならな

くなってきている。 

Ｎ・Ｋさん 

私はもうすぐ７０歳。父が被爆しているが、父

からは原爆のことについて直接には何も聞いて

こなかった。母の話から父のことは聞かされてき

た。原因不明のまま体中に紫斑が出ていたこと、

横になって寝ることができないので、立ったり座

ったりしたまま寝なければならなかったこと、歯

磨きするだけで出血していたことなど。 

私自身は健康の問題はないと思ってきたが、６

０歳前になってある日突然、何の前触れもなく、

体がすごくしんどくなり、階段を上がるのも辛く

なり、物が二重に見え出してきたりした。診察を

受けると甲状腺亢進症と診断された。医師からは

「早く診察に来て、早く気付いて、軽く済んで良

かったね」と言われた。自分では親の被爆の遺伝

的影響ではないかと思って今日の交流会にも参

加した。 

子ども(３世)は２人いるが決して元気ではな

い。 

Ａ・Ｋさん 

母親が宇品の陸軍船舶練習部に勤めていて被

爆した。もう亡くなったけど、私が子どもの頃、

転んで怪我したりすると必ず化膿していたこと

を話していた。母もピカの後から傷が化膿しやす

い体質になっていて、「私の被爆が息子にも影響

しているのではないか」と言っていた。 

私は１０年前、５５歳の時に肺がんになって手

術した。煙草は吸っていなかったので思い当たる

ことがなかった。健診でＣＴ撮ったらたまたま見

つかったのだが、ひょっとしたら、母の被爆が影

響しているのかもしれないと個人的には思って

いる。 

放射線影響研究所（放影研）が２世の調査をか

なり厳密にやっていて、現時点では被爆２世が非

被爆者の子に比べて発症が多いとは出ていない。

但し現時点ではのことで、今後のことは分からな

いので調査は続ける必要がある。放影研は世界的

にみても唯一科学的調査の行われている所なの

で、それなりのものとして注目していく必要があ

る。 

最近も、被爆者の肺がん発症率には喫煙歴は関
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係していないという調査結果を出している。煙草

を吸っている人も吸っていない人も差がなく、肺

がん発症率は高い、という調査結果だ。放影研の

設立時の「モルモット調査」問題はともかく、今

は被爆者と被爆２世の健康実態を科学的に調査

させていくようにして、今後とも注目していく必

要がある。 

放影研は被爆２世の全体像を見ていくが、個々

の被爆者、被爆２世の体に何が起こっているのか

は、個々の人が発言してそれをまとめていくこと

が大切。そういう形の運動を２世が引き継いでい

くことが大事だ。 

Ｔさん 

母親が被爆している。母も白内障だったが、私

も３０歳で白内障手術した。不整脈があり、体調

も悪い。 

私の同級生が白血病で亡くなったりしていて、

私も「不安」が強くなり、２世の健康診断を受け

られないでいる。２世同士の横のつながりが欲し

くして今日は参加した。 

Ｓ・Ｔさん 

母親が被爆。私は肺の病気の中葉症候群になっ

ていて風邪をひきやすい体質になっている。 

私の姉も１６年前乳がんになって、今抗がん治

療中だ。 

Ｍさん 

今日は被爆２世である妻の代理として参加し

た。何故かというと妻は重い喘息発作で今入院中

のため。１４～１５年前から入退院を繰り返し、

今回で８度目。 

妻は元々不整脈があると言われていて、その後

心房細動と診断され、投薬治療を続けてきた。心

房細動が長く続くと動脈が休眠状態になってし

まって脈拍が４０まで落ちて洞不全になった。そ

こでペースメーカーを入れたが心房細動は止ま

らないままだ。 

さらに目も悪くなって加齢黄斑変性と診断さ

れまた入院した。心臓が悪いから血流が悪くなっ

て、狭窄症も発症している。妻は今６７歳だが半

介助状態になっている。 

妻の母親が入市被爆しているが、親の被爆との

関係は分からないままだ。妻の弟が５歳の時白血

病で亡くなっている。兄が３３歳で心臓病で亡く

なっている。一番上の兄は被爆者（１世）だが７

５歳の時甲状腺を患い狭窄症になっている。因果

関係は分からないが兄弟にあまりにも健康障害、

病気が多い。 

Ｋさん 

父が軍隊にいて広島で被爆している。母との結

婚の時、長女が無事に生まれて初めて父は自分の

被爆のことを話したらしい。 

私は小学校に入学するまではよく微熱を出し、

幼稚園も１／３ぐらいは欠席していた。小学校に

上がってからは元気に過ごしてきた。私の姉は５

０歳位から「子宮筋腫」と診断され、大腸ポリー

プも取り、白内障にもなった。弟は尿路結石を患

い、アレルギー症で苦しんでいる。 

私の息子(３世)が大腸がんから多臓器がんにな

り、亡くなっている。 

Ｔさん 

父が長崎で被爆し、前立腺がんになった。私の

母は被爆者ではないが、２０１１年３月１１日原

発事故後、埼玉県などアチコチを飛び回っていて、

それからまったく原因不明の認知症になった。大

腸からの出血もしている。 

原発事故による放射線被ばくによって、被爆者

も、２世も３世も、二重被爆をしているのではな

いかと危惧している。 

Ｙ・Ｔさん 

私は胎内被爆者だが、二人いる妹は被爆２世だ。

胎内被爆者は被爆者健康手帳を持つことができ

るが、わずか３日、４日誕生が遅れただけでその

人たちは２世ということになって手帳も持てな

い。父親も一緒、母親も一緒、なのに被爆者なの

か、2 世なのかということになって大きな違いが

生まれる。大きな矛盾だ。 

２世・３世の問題はもちろん体の健康の問題だ

が、精神的な問題も物凄く大きくある。例えば恋

愛した時、結婚するとき、被爆者の子だというこ

とで駄目になる、そんな話をよく聞いてきた。 

私の父は被爆者で９６歳まで生きた。いつも

「肥田舜に負けるな！」と言っていた。原爆に負

けたら駄目だと言って。負けないためには健康が

大切で、そのために朝は早く起きる、酒・煙草は
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全部止めた。手術は３回したけどその都度生き返

ってきた。 

私は子どもの頃、ＡＢＣＣから２０歳までは生

きられないと言われたことがある。怪我したら血

が止まらない、しょっちゅう鼻血が出る、歯を磨

くのも駄目と言われて。学校に行っても朝礼は免

除、運動会でも真っすぐに走れなかった。それで

も父親の教えに従って今日まで生きてこれた。 

被爆２世のことで一番大切なことは、自分たち

の経験してきた体のこと、健康問題を書き残して

おくことだ。それができている人は非常に少ない。

これから被爆者はどんどん少なくなっていく。こ

れまで被爆者のために使われていたお金は２

世・３世に回せ、と言いたい。全国で２世・３世

の手帳を作る運動をして、その手帳にデータを書

き込む運動をよびかけたい。 

Ｈ・Ｊさん 

私も胎内被爆者で今７１歳になる。父親が広島

の爆心地付近で即死し、母親と７人の兄弟が残さ

れた。私には２人の子（２世）と孫（３世）がい

るが、何かあるといつも不安。 

日本被団協では２０１２年から２世委員会を

立ち上げて、毎年厚労省に対して２世の要望を出

してきた。その内容は主に３つ。①２世の健康と

病歴調査、②手帳の交付、③２世健診にがん検診

加えること。しかし、放影研の調査で影響は認め

られないことを根拠にいつも要望は拒否されて

きている。昨年初めて２世健診に多発性骨髄腫の

検査が加えられたのみだ。 

昨年１０月から全国被爆二世実態調査を実施

した。全国から３３００人位の回収がされている。

２０１８年秋頃にはまとめと解析の報告ができ

るよう予定している。これを手がかりにこれから

のとりくみを進めていきたい。 

Ｉ・Ｔさん 

私は小さい頃からよく鼻血を出していた。怪我

をしたらとにかく化膿していた。成人後、歯医者

さんから「あなたは化膿しやすい体質である」と

言われた。 

６０歳を過ぎてから糖尿病を発症した。父が入院

している時、私も検査をうけ、肺が酸素をきちん

と取り込んでいないと診断された。呼吸器系に問

題があるのでは、思っている。私の父親も亡くな

る１年前に、私と同じように、肺が空気を押し出

す力が弱くなり、意識混濁になった。 

 

（２）分科会参加者全員が発言した後、残された時間をフリートークした。 

肥田舜太郎先生の言葉より 

 肥田先生は今年３月逝去された。「被爆者は原爆

に負けてはならない」と訴えられ、自ら１００歳

まで生き抜かれてそのことを実践された。肥田先

生の遺された言葉から３つのことを学びたい。 

① せいいっぱい生き抜くこと・・・そのために、

「被爆２世調査」も我々自身が客観的に起こ

っていることを正確に把握して、それに立ち

向かっていくこと。何が自分たちの弱みなの

かを知ってそれをカバーしていくとりくみが

大切。 

② 食べ方が大事・・・福島原発事故からお母さんたちの不安も大きいが、何を食べるかばかりに関心

が集まっている。食べ物だけでなく、食べ方が大事で、とにかくゆっくり噛んでしっかり食べるこ

とが大切。 

③ 生きがいを持て・・・長く健康に生きるには「これをやり遂げないと死ねない」とう目標を持つこ

とが大切。被爆者は被爆体験を語れ、と言われた。世界がそのことを求めている。 

被爆２世健診を広げていこう 
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 いろいろ不十分さはあっても「被爆２世健康診断」の受診はよびかけていこう。昨年から多発性骨髄

腫の検査も加わった。昨年の「２世・３世の交流会」で、多発性骨髄者の発症は長崎に多く広島では少

ないことを学んだ。多発性骨髄者の発症者でプルトニウムとの関係を思わせる事例もある。そういうこ

とも学びつつ、健診の充実化と受診者数の増加を、権利の行使としてとりくんでいくことが大切。 

被爆２世・３世の健康対策は多方面から求められている 

２０１５年に東京で行われた被爆２世健康実態調査では、６６０人の回答者の内６０％の人が健康不

安を持っていると回答。半数以上の人が健康だと回答しているが、何かしらの病気を抱えている人で２

０％の人が親の被爆との関係を考えていた。また、東京都では２世にも医療費援助がなされているが、

この調査回答者の内１２６人が該当していた。 

２月１９日付北海島新聞は被爆者援護法の対象に２世も加えるべきだと主張した。１９９４年に採択

された現行被爆者援護法の付帯決議に基づいている。 

今年２月、被爆２世の被爆者援護法適用を求める集団提訴が行われた。全国で力を合わせて声を上げ

るべきではないだろうか。                                以上 

 

 

 

特別レポート：肥田舜太郎先生の「足跡をたどる」 
 

分科会のまとめの後、広島医療生協副理事長の青木克明先生（被爆２世）から今年３月２０日永眠さ

れた肥田舜太郎先生の「足跡をたどる」レポートが、肥田先生をめぐるエピソードとともに紹介されま

した。 

 肥田先生が原爆投下直後最初に被爆者の治療を施されたのが陸軍戸坂（へさか）分院ですが、今はそ

の痕跡は何もなく、近くの墓地に「供養塔」が建てられています。８月７日戸坂村から広島市内に向か

って最初に辿り着いたのが工兵橋です。肥田先生は証言記で８月７日に訪れた陸軍第二病院で「破れた

水道管から流れ出るきれいな水」のことに触れられていますが、その水を供給していたのが広島市水道

資料館です。さらに１９５６年に太田川土手に建てられた広島陸軍病院原爆慰霊碑も紹介されました。 

特に、広島城本丸内の小さな池（桜の池）のほとりで大きな樹に縛り付けられていた若い米兵捕虜を

見つけ、必死で水を求めているので、軍刀で縄を切ってやり、水を飲めるようにしたエピソードが印象

深く残りました。その時捕虜の米兵は「Ｗｈａｔ‘ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ？」と叫び、肥田先生は「Ｄ

ｒ.Ｈｉｄａ」と答えたのだそうです。決して「軍医」だとは言わなかった。その池が最近になって整

備されました。私たちにとっての碑巡りの新しい重要なスポットの一つにして是非訪問して欲しいとよ

びかけられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島城本丸内

桜の池 

広島陸軍病院 

原爆慰霊碑 
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２１ 
 

 

閉会・フィールドワーク 
 
最後の閉会挨拶で、これからも交流を続けて、さらに輪が広がっていくようにしようと確認し合い今

回の交流と連帯のつどいを閉じました。今回も日本被団協からご参加いただきました。そのことへのお

礼とこれからもお力添えいただくようお願いいたしました。 

午後は「広島県被爆二・三世の会」みなさんのガイドで広島平和公園内の碑巡りをしました。あらた

めて教えられること、学ぶこと、発見も多かったように思います。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原爆死没者追悼平和祈念館 元大正屋呉服店（現在のレストハウス） 

地下の様子 

韓国人慰霊碑 
原爆供養塔 



第２回全国被爆２・３世交流と連帯のつどい  ２０１７年５月２０日～２１日 

２２ 
 

 

参加者の感想アンケート紹介 
 

 

■スティーブン・リーパーさんの講演を聞いて 

 最初に「２世・３世の会」は大切な人と言われて感動しました。 

 こんなに情勢が大変な時こそインパクトのある幅広い活動が必要だと感じました。 

 誰かがいのちを捧げるなど大きなニュースになるキャンペーンをやらないと核廃絶や日本が核兵

器禁止条約に参加とつながらないというリーパーさんのアイデアは衝撃的でした。署名集めを細々

とやっているのですが、考えを出し合って大きな波を作り出せるとよいと思います。 

 核兵器禁止条約締結に向けた決意に感銘。その上で草の根の運動を前提にした政府とＮＧＯのトッ

プの役割、核保有国に条約にサインさせる圧力、しない場合でもその後どう追っていくか、更に追

及して行いきたい。 

 すべてにおいて共感しました。頭が整理されました。希望が持てたし、やれることがたくさんある

ことが分かりました。本気で考えられていることがひしひし感じられた。感動しました。ありがと

うございました。 

 選ばれた平和を訴えた時に注目される２世・３世、勇気をもらえました。 

核兵器が必要なくなると原発は止まるということにビックリ、なるほどと思った。 

 核兵器禁止条約の締結の実現に向けた問題意識に共感しましたが、やはり脱原発とのゆるやかでよ

いので結合の構造の形を少し検討していただきたいと思いました。 

 大変多くのことを学ばせていただき感動しました。国際的視野からの核問題を考える重要性を感じ

ました。 

 数年前に京都でお話しを聞いた時には、「キャンペーン」「お金を集める」ということがすぐには意

味が分からなかったが、今回の話を聞き、理解できました。また核兵器禁止条約に到る経過もウィ

ーン、２０１５年ＮＰＴと参加した時のつながりがよく分かりました。「核兵器が無くなったらお

祝いの平和行進をしよう」とよく言っているのですが、それ位では世間の注目を集めませんか！ 

 

■全体会について 

 対話型で良かったと思います。 

 広島において平和教育（学習）アレルギーの状況が平和運動に否定的役割を果たしている報告にシ

ョックを受けた。 

 活動して来られた方々の苦労も垣間見えて気が引き締まりました。「平和」を考え、行動されてい

る人がたくさんいることに勇気をもらいました。 

 活発な討論になってよかったです。つどいの継承の意義が共有化できたのではないでしょうか。 

 参加された方それぞれの思いが伝わりました。 

２世の会の在り方についていろいろと考えることができました。 

 講演はよく理解できました。全体に良かったです。 

 各地域での事情の違い、複雑さもあることが分かりました。一部にはこれでは参加するのもと思い

たくなる事情、実態が垣間見えました。 

 

■分科会について 

（ネットワーク分科会） 

 ネットワークを広げるために各地域の多様な活動をうかがい参考になりました。 
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２３ 
 

 各地や個人の思い、考え、状況がよく分かり、とても参考になりました。 

 広島において平和教育（学習）アレルギーの状況のことについて、退職教員の方の発言を聞いてホ

ッとした。 

 先を歩いて行ってくれている方々の内容がとても参考になりました。次に行動することが大事です

ね！皆様のマメな日常にただただ感心。感謝いたします。 

 声が行き交じって聞きづらかった。 

 ２世の会をどう立ち上げたら良いかを学びに来ました。大変だなぁーっと実感しました。岐阜で２

世の会ができるか否か、帰ってから相談しようと思います。 

 参加した人の思いや体験、あるいは知識、認識に幅があり過ぎて運営が大変だと感じました。２世・

３世は被爆者と違って、自覚することと言うより、自身が２世・３世だと認識することが出発点だ

と受け止めました。アンテナを張って周りやつながりの中で２世・３世を掘り起こし、よびかける

ことが今は大切な時かと考えます。 

（健康問題分科会） 

 ２世の私は何も健康に問題はないと思ったけど、みなさんの話を聞いて見つめなおすと、弟のアレ

ルギー、幼少期の鼻血、息子の多臓器多発性ガン、祖母の胃ガン（入市被爆）などいろいろあるこ

とに気付いた。 

 全員が具体的な健康上の問題を抱えており、それをたどりつつ話していただくことで共通のつなが

りも見えて、とても貴重な場になったと思います。是非こうした場をもっとたくさん持ちたいと思

いました。 

 ただ耳があまり良くない人もあり、やはり３つの部屋に分かれて開催できていたらなあと思いまし

た。贅沢な望みかもしれませんが。 

 

■全体を通しての感想や思い、つどいに期待すること、希望開催時期など何でも 

 「３世の会」の分科会ができたことは画期的。 

 次回は是非「平和文化村」で開催して下さい。 

 大変お世話になりました。一つひとつのアンケートを書く時間がないので全体についてまとめます。

世話人のみなさんが努力されてこのような交流会ができたのは大変素晴らしいと思いました。続け

ていくことが大切だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 スタッフ、実行委員のみなさんお疲れ様でした。そしてありがとうございました。次回の交流会は

ぜひ京都へ！！ 

 日常表面的に幸福そうに暮らせる今日この頃。「被ばく」を聞きたくないかも知れません、 

ただ「平和」については普段からの努力がなくては維持できないことが分かります。私はたちは「２

世」という負の遺産を力に変えて、日本からでしか伝えられない大切なことを伝えられる人になれ

るよう努力したいです。 

是非リーパーさんとの田舎交流会を♡ 
 現地の受け入れ体制を作っていただいた広島のみなさんお疲れ様でした。 

被爆者の高齢化に伴い、被爆２世・３世の運動の今日的役割が明らかになったと思います。 

開催時期はこれで良かったと思います。 

 目標を持って、平和を求めて、今できることをさぐりたい。 

 全体としてとても素晴らしかったです。ご準備いただいたみなさんに感謝申し上げます。次回も必

ず参加します。 
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 交流と連帯のつどい、設営・準備・誠にご苦労様でした。こ

うした会が長く続くことを望みます。ありがとうございまし

た。 

 テーマを絞っての交流会というものを検討してはどうでし

ょうか。 

 

 

 

 

交流会宿泊旅館の展望浴場から見た朝の原爆ドーム 

（京都「被爆２世・３世の会」井坂博文さん提供） 


