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第３回 被爆２世・3世 
交流と連帯のつどい 
於:京都  聞法会館・キャンパスプラザ京都 

２０１８年５月１９日（土）～２０日（日） 

開催目的・プログラム・参加者数 ２ 

お話し 木戸季市さん（日本被団協事務局長） 

被爆７３年目を迎えた被爆者運動の課題と２世・３世への期待 ３ 

被爆体験を語り継ぐとりくみ・実例紹介 １３ 

広島県被爆二・三世の会の古田光恵さんの被爆体験伝承講話の実演 

岡山「被爆２世・３世の会」被爆者証言記録ＤＶＤの上映 

２つの分科会報告  

１、被爆２世・３世の健康問題と対策について話し合おう １４ 

２、被爆の体験と証言をどう継承し普及するか話し合おう ２０ 

「京都で平和を考えるために訪ねるべき地」オプショナルツアー ２７ 

第３回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」に参加して 感想文 ２８ 

「被爆２・３世交流と連帯のつどい」実行委員会 

 （京都「被爆２世・３世の会」・広島県被爆二・三世の会・岡山「被爆２世・３世の会」） 
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開催目的・プログラム・参加者数 
 

１. 開催目的 

① 被爆二世・三世の各地の「会」や個人がつどい、活動の経験交流と学びあいを通して、より充

実した「２世・３世」の運動を創り出していく。 

② 健康問題など２世・３世に共通する問題を掘り下げ、共同の力による問題解決の方向を考え合

っていく。 

③ 被爆二世・三世の全国や各地域の「会」と個人の日常的な関係作り、交流と情報交換のつなが

り作りを考え合っていく。 

２. 主催 

「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」実行委員会 

（京都「被爆２世・３世の会」、広島県被爆二・三世の会、岡山「被爆２世・３世の会」） 

３. 開催日 

２０１８年５月１９日（土）～５月２０日（日） 

４. プログラム 

[１日目／５月１９日（土）] 

■全体会 会場：聞法（もんぽう）会館（西本願寺の宿）２階 研修室１ 

（１）開会あいさつ・諸連絡 

（２）お話し 木戸季市さん（日本被団協事務局長） 

「被爆７３年目を迎えた被爆者運動の課題と２世・３世への期待」 

（３）被爆体験を語り継ぐとりくみ実例紹介 

① 被爆体験伝承講話の実演（広島県被爆二・三世の会） 

② 岡山「被爆２世・３世の会」被爆証言ＤＶＤの上映 

■夕食交流会 会場：龍谷大学大宮キャンパス・生協食堂（七条大宮東） 

 [２日目／５月２０日（日）] 

■分科会 会場：キャンパスプラザ京都会議室 

① 被爆２世・３世の健康問題と対策について話し合おう 

② 被爆の体験と証言をどう継承し普及するか話し合おう 

■昼食後オプショナルツアー（自由参加） 

 立命館大学国際平和ミュージアム（京都市北区） 

 京都霊山護国神社（京都市東山区） 

 

５、参加者数  全体で６３人 

 京都「被爆２世・３世の会」３１人 

 広島県被爆二・三世の会 ８人 

 岡山「被爆２世・３世の会」６人 

 神奈川県１人、岐阜県１人、三重県１人、京都府８人、奈良県２人、大阪府１人 

兵庫県１人、愛媛県１人、福岡県１人、日本被団協１人 
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■お話し 木戸季市さん（日本被団協事務局長） 

被爆７３年目を迎えた被爆者運動の課題と２世・３世への期待 
 

 

今日は話題提供ということで、私が個人的に感

じていることをお話しし、みなさんにご検討いた

だきたいと思います。 

 

Ⅰ、自己紹介を兼ねて・私の被爆体験 

 

１. 私の原点・誕生と被爆 

私は長崎の爆心地から２キロの距離の旭町と

いう所で、家の前の路上で母と一緒に配給を受け

取りに行こうとしている時に被爆しました。その

時に飛行機の音がしていたのです。あるお母さん

が「おかしかねえ、アメリカの飛行機こたる、元

気のよかもん」と言ったのです。この「元気のよ

かもん」という言葉が今に至るまで私の頭の中に

ずーっと残っているのです。日本の飛行機はもう

ブルンブルンブルンブルンという頼りない音で、

Ｂ２９は轟音を立ててゴォーッと飛んでいまし

た。つい２年前沖縄に行った時、普通の旅客機と

戦闘機とで音が全然違うことを感じました。本当

に戦闘機の音は恐いと思ったことを、嘉手納基地

に行った時に思い出しました。 

それでＢ２９を見上げた瞬間、ピカッと光を浴

びました。そして約２０メートルほど飛ばされて

気を失いました。気がついてからその後稲佐山の

防空壕に逃げました。翌日の８月１０日、地図で

言うと浦上川の西岸を道の尾まで避難していき

ました。そのルートを地図に示しています。 

８月１０日には、カメラマンの山端庸介さんが

長崎の駅からずーっとを縦断し道の尾まで、１０

日の長崎の惨状をたくさん撮っています。また８

月１０日の長崎を描いたスケッチも残されてい

ます。 

地図で示した（１）は簗川橋（やながわばし）

です。私が高校時代毎日通って登校した橋です。

山田栄二さんのスケッチでは死体がずーっと並

べられています。実は長崎に原爆が落とされた時、

福岡連隊にいた山端庸介さんというカメラマン、

山田栄二さんという画家、そして東潤さんという

詩人、この３人に記録をとれという命令が下され

て、３人は８月１０日の朝早くから長崎に入りま

した。そういうことで８月１０日の写真もあり、

スケッチも残されたわけです。 

（２）は８月１０日の竹の久保を思い出した被

爆者が描いた絵です。人が担架に乗せられていま

すが、母もこういう担架に乗せられて運ばれまし

た。私もカゴに乗せられて運ばれましたが上半身

は裸でした。（３）は大橋で、兵器工場のあった

近くです。川の中にたくさんの死体と水を求める

人がいっぱいいて、これが私の頭の中に残ってい

る印象です。（４）は負傷者が横たわっている写

真、（５）は浦上駅のプラットホーム、（６）は

浜口町。市電が吹き飛ばされて、乗客が亡くなっ

て溝の中に転がっています。（７）（８）（９）

は爆心地近くの写真です。（７）は黒焦げになっ

た子どもで有名な写真です。この写真ではありま

せんが本当に幼児が黒焦げになっていたのを私

は見て、その様子は未だに私の頭の中に残ってい

ます。（９）は爆心地近くの街の様子で、死体が

何人か転がっています。私の頭の中に残っている

印象は、死体はこんなに少なくなかった。もっと

多かったのです。 
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私の家族は父母と４人の姉と３人の兄、そして

私という８人兄弟１０人家族でした。本当は私の

すぐ上にもう一人姉がいたのですが生後１ヶ月

もせずに亡くなっていました。１０人家族の内６

人が被爆しました。４人はその時長崎にいなくて

被爆はしていません。一番上の姉が結婚して鹿児

島県の出水にいたのですが、その姉宛に３番目の

姉が手紙を出して家族の被った被爆の状況を伝

えています。３番目の姉はこの時三菱造船所の事

務所にいて被爆しました。午後４時頃「家に帰っ

てもいいよ」と言われて帰ってきて、私たち家族

を防空壕で初めて見た時の情景を書いています。 

その「姉への手紙」を別紙の資料で紹介してい

ます。（本文では略） 

こうした体験をして、私も放射線被ばくの初期

症状を発症しました。高熱を出し、歯ぐきから血

も出ていました。忘れもしないことですが、母は

顔一面に火傷をしていました。つい最近になって

気付いたことですが、母は顔が腫れあがってしま

って目が見えなくなっていました。ですから母は

意外にもあの時の回りの惨状を見ることができ

ていなかったのです。あの時の惨状についての体

験を母は語れなかったのです。母の状態を見て父

は「ああみんな無事でよかった」と言いました。

片淵町にいた父は稲佐山に戻るまでの間、どれほ

どの惨状を見て来たのかと思いました。大変な火

傷をしていても、それでもとにかく生きている、

それは「無事」に見えたのです。家屋などは全部

焼けてしましました。私たちには一体何が起こっ

たのか分かりませんでした。原爆とか、放射能と

か、私たちには一切知らせされていなかったので

す。 

 

２、被爆者と知って 

その後の私は、幼い頃は虚弱な子として育ちま

した。家は出るけど学校に到着できないこともし

ばしばありました。 

私は自分が被爆者だと知ったのは１９５２年

のアメリカ占領が終わった時です。私はこれまで

「３度被爆者になりました」と語ってきました。

一度目は間違いなくあの日、１９４５年の８月９

日です。２度目は私は自分が被爆者だと知った時、

認識した時です。占領時代は完全に原爆被害は隠

蔽され、被爆者は見捨てられていました。それで

も深刻な噂は広がっていました。忘れもしない記

憶があります。例えば火傷も怪我も何もしなかっ

たけど亡くなっていく人がいる。その時長崎では

「あの人はね、ガスを吸ったからね、だから亡く

なったんだ」といった噂が語られました。忘れら

れない話です。 

１９５２年、アサヒグラフで被爆の写真が紹介

され、被爆者はやがて白血病で死ぬのだ、そして

子どもは奇形児が生まれるという噂が広がりま

した。不安と悩みを身に持つ人生が始まりました。

誤解のないように言いますが、ずーつと四六時中

不安と恐怖に襲われていたわけではありません。

日常的にはごく当たり前の少年、青年として過ご

していました。しかし何かあると不安と恐怖が沸

き起こるのでした。 

高校生の時、先生と話していて、広島と長崎以

外では決して被爆者と言ってはいけないと言わ

れていました。その話には説得力があって、私は

子どもを作ってはいけないのだとか、そうすると

結婚してはいけないのだとか、そのようなことを

考えたりもしていました。 

大学は同志社大学に進学しました。ですから京

都は懐かしい街です。大学に１０年いて、住むと

ころも５ヶ所変えました。最初は京都競馬場の近

く、そして今出川の梨の木通り、堀川中立売、宇

治、最後は下鴨宮崎町と。京都で青春を謳歌しま

した。 

私の学生時代は安保闘争の時代でした。その頃

「人類に課せられた問題で解決できない問題は

ない」と誰かが言った言葉があります。この言葉

は今日実感を持って思い出します。核兵器禁止条

約などはやっぱりそうだったと。もう一方で被爆

の記憶のある最後の世代として、いつか何かをや

らなければならない時が来るだろうなあという

思いも持っていました。 

 

３、被爆者になる・被爆者運動に参加して（１

９９１年～） 

１９６９年に岐阜にある西本願寺系の学校に

教員として採用されました。１９８０年後半、全

国でただ一つ被爆者組織のないのが岐阜だと言

われていました。岐阜県も困っていました。日本
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被団協もどうにかしなければならないと思って

いました。そこで１９９０年に被爆者相談会をや

って、１００人以上の被爆者が集まりました。当

時岐阜県には７００人ぐらいの被爆者がいると

言われていましたから、ものすごい熱気でした。

「そうか、その時が来たか」と思いました。伊藤

直子さんとか、肥田舜太郎先生とかから「お前が

中心になって岐阜の『会』を作れ」と言われ、１

年間準備して、１９９１年、岐阜県原爆被爆者の

会＝岐朋会を結成しました。全国の被爆者の会の

多くは県の名前を頭にとって、愛知県なら愛友会、

三重県なら三友会などとしていましたが、岐友会

としますと既に血友病の会で岐友会というのが

ありましたので、それで私たちは岐朋会としたの

です。そして私が事務局長となって今日まで続け

ています。 

そして時々日本被団協にも行くことになり、北

陸東海ブロックの仕事もしたりしている内に、２

００６年に日本被団協の代表理事になり、２００

８年に事務局次長となり、昨年２０１７年に事務

局長になったわけです。こうして被爆者運動に参

加する中で３度目の被爆者になっていきました。 

こうした過程で、原爆とは何か、被爆者とは何

か、いろいろなことを教えられることになりまし

た。 

①原爆はどのようにして人間の命を奪ったか 

原爆はどのようにして人間の命を奪ったか。こ

のことは伊藤壮さんに教えられました。原爆死は

大量死、無差別死、弱者殺戮、突然死、未確認死

＝人の尊厳を奪う死、遅れてくる死。いつもいろ

いろなところで語られてきたことですから詳し

くは省略しますが、通常では考えられない死でし

た。そしてこれだけは絶対に忘れてはならなのが、

一握りの人間の決断と実行で行われた殺人であ

ることです。このことを思うと、同時に、人間が

決断し実行したのであれば、人間が決断し実行す

れば核兵器はなくせる、この殺人はなくせる、と

思ったのです。そのために私たちは生きていくの

だと。 

②被爆者の生と死を分けたもの 

それからハッとさせられたのが肥田先生の次

の言葉です。被爆者の生と死を分けたものに３つ

ある。一つは体を休めることができたかどうか、

二つ目は食べるものがあったかどうか、そして三

つ目は治療を受けられることができたかどうか。

原爆投下翌日の８月１０日、私は道の尾という所

に疎開し畳の部屋で寝ることができました。雨露

をしのぐことができた。それから食事も摂れた。

そして偶然ですけどもわずかな火傷の薬が手に

入り、私の顔と母親の顔を治療することができた。

この３つの条件と、私の両親は天草から出てきて

いた人なので長崎の街に親戚がいなくて、親族で

命を奪われた者がいませんでした。私自身は非常

に「恵まれた」被爆者であったと感じています。 

③被爆体験を語る被爆者に教えられて 

それから被爆体験を語る被爆者に教えられた

ということで、本当に岩佐幹三さんをはじめ、今

原爆症認定訴訟の原告団長をしている山本英典

さんたち。もう体はボロボロなのですが、そうし

た人たちが今も必死で頑張っている。その状態を

見ていると、私など「もうしんどいからやめたい

なあ」なんて言えない。そういったことから教え

られてきました。 

④原爆被害者の基本要求 

こうした中で本当に感動したのが今日の資料

の中にある「日本被団協結成大会宣言」です。多

くの方が紹介するものですが、私たちはなぜ起ち

あがったのかに始まって特に読んでいただきた

いのは次の箇所です。「かくて私たちは自らを救

うと共に、私たちの体験をとおして人類を救おう

という決意を誓い合ったのであります」。このこ

とを被団協はずっと忘れずに一貫して貫いてき

ました。それから「ふたたび被爆者を作るな」と

いう運動、これは後でこれからの課題のところで

申し上げたいと思います。 

 

Ⅱ、日本被団協の二世・三世問題に関する

とりくみ（２０１１年～） 

 

１、二世問題に関するとりくみ 

さて二世問題ですが、まず日本被団協はこれま

でどういうとりくみをしてきたのかです。２０１

１年に現行法改正要求「原爆被爆者は国に償いを

求めます」を決定しました。その中で二世・三世



第３回被爆２世・３世交流と連帯のつどい 報告書 ２０１８年５月１９日～２０日 

６ 

についての基本的要求を出しています。被爆二

世・三世に対して被爆者に準じた援護策を実施す

ること、これが大きな柱です。中身は①二世・三

世に対する実態調査の実施、②希望する二世に対

して被爆手帳の発行、③手帳所持者の健康管理と

治療・療養を国の責任で実施、です。日本被団協

は被爆者を中心とした団体ですから、なかなか二

世問題は取り上げてこれませんでしたが、この２

０１１年以降２０１７年まで少しずつですけど

二世問題を取り上げてくるようになりました。 

２０１２年に「二世委員会」を発足させ、初め

て交流会を開催しました。２０１３年には「被爆

二世組織と活動の現状」調査を行いました。その

結果、「二世の会」のあるところないところ、「二

世の会」を作ろうとしているところ、考えていな

いところ、二世の運動をやっているところいない

ところ、そして被爆者の会に参加したり協力して

いるところ、と本当にいろんな形があり多様な状

態であることが分かりました。 

２０１４年には「二世委員会」を３回開催し以

下のような報告をしています。広く交流し意見交

換の場を持てるようにする、二世の関心が高まっ

ている、二世の自発的意欲が必要、被爆者運動へ

の参加、そういう活動が増えてきている、二世実

態調査の調査項目の検討を始める。 

２０１５年、広島県では被爆二世の健康実態調

査を実施し、それに基づいた対県要請を行い、長

崎ではＮＨＫが被爆二世問題を取材放映して社

会的関心を呼び起こしました。厚生労働省に対し

ては実態調査の実施、特に健康問題と病歴調査、

手帳初効、すべてのがん検診などを要請しました

が、まだほとんど実現はしていませんけど。 

２０１６年、被団協結成６０周年記念事業とし

て被爆二世調査を実施しました。今専門家に委託

して集計と解析をすすめているところです。 

昨年２０１７年にも二世交流会を開催しまし

た。会をどうやって作ったのか、運営の課題は何

か、健康問題や不安、被爆者運動をどう学び、証

言の継承をどうすすめるか、を柱とした交流を行

ってきました。厚生労働省との定期協議の中で、

昨年初めて被爆二世の代表が訴えを行いました。

少しずつではありますが二世の要求を掲げなが

ら運動を進めています。 

 

２、二世運動に関する日本被団協の方針から 

日本被団協としては今次のような方針を掲げ

ています。 

① 各県での「二世の会」の結成を支援すると

ともに、全国の二世交流会を開催し、二世

運動の情報を交換し、交流を図ります。 

② 代表理事会や二世委員会に二世の課題や

要望がより反映されるよう検討します。 

 

３、全国被爆二世問題連絡協議会（全国二世協） 

日本被団協として実際の接点を持っているわ

けではありませんが、全国被爆二世問題連絡協議

会（全国二世協）という組織の存在と運動があり

ます。１９９８年に結成され、参加団体は１７、

ホームページに２０１６年、２０１７年の運動方

針が掲載されています。被爆二世の集団訴訟も行

われていて広島で２２人、長崎で２５人の人が原

告になっています。被団協として正式な関係はあ

りませんが、これからの課題を考えて行く時に、

私たちも広く考えていく必要があると思います。 

 

Ⅲ、日本被団協の運動と課題 

次に日本被団協の運動とこれからの課題につ

いてお話ししたいと思います。 

 

１、隠蔽と遺棄の１２年 

“隠蔽と遺棄の１２年”、これはどうしても忘

れることのできない歴史的事実です。戦後アメリ

カは原爆の被害を隠蔽し報道の禁止と弾圧をし

てきました。あろうことか、救援や調査、証言な

どについても妨害したのです。日本政府は被爆者

の救済に対して当時の戦時災害補償法を打ち切

ってこれまた被爆者を見捨てました。 

そうした中で、これは多くの被爆者が自らの体

験の中で語っていることですが、本当にお父さん

やお母さん、おばさんや親戚の人たちが必死にな

って守ってくれた、命を救ってくれたのだと。民

間療法含めてこれをやればいいよ、あれをやれば

いいよ、と言われたことを全部やった。そのおか

げで今私は命をもらっている、という話がいっぱ

いあります。 
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その中で私が忘れられないエピソードがあり

ます。当時「水を飲んだら死ぬよ」と言われてい

ました。ところが一方で「アルコールならいいよ」

という話が結構言われていました。そのことを物

理が専門の沢田昭二先生に聞いたら「あながち否

定できない」という回答でした。なぜかと言うと

「内部被ばくしている場合、循環をよくして放射

線を体外に放出する作用があったかもしれない」

ということでした。 

私の父親は飲んでいましたね。それから親父は

肺結核になっていて、そのため親父だけ牛乳なん

か飲んでいて、卵も食べていて、僕らはなんで親

父だけごちそうなんやと眺めていました。戦後初

めて卵が手に入った時、オムライスを食べたら、

胃が受け付けなくて家族全員がお腹をこわした

ことがありました。その経験があってそれ以来私

はずーっとオムライスを食べることができませ

んでした。 

食べ物といえばカボチャですね。当時はカボチ

ャしかできなかったのです。カボチャと言っても

今のように可愛くて美味しいカボチャじゃない。

でっかくて中身は水ばっかりみたいなカボチャ

なのです。それが味噌汁にもおかずにも何にもか

ににもカボチャが出てくる。私の家は１３人家族

だったので食事におかゆを作るのですけど、例の

手紙を書いた姉が「今日は少ないねえ」って言う

と、芋を入れるか米を入れるかと思えば違うので

す。水を入れるのです。そうして量を増やしたの

です。そんな生活でした。 

この１２年というのは本当に大変な時期でし

た。それを必死になって私たちは生き延びてきた、

ということを忘れることはできません。 

 

２、日本被団協の結成（１９５６年８月１０日） 

それから日本被団協結成に至るわけです。その

時に大会決議で当面の目標と方針を決定しまし

た。それは、原水爆とその実験の禁止、原水爆被

害者援護法の制定、原水爆被害者健康管理制度、

自立更生、国際放射線医学研究機関の創設、被爆

者組織の強化と団結、という極めて当たり前の要

求を出して運動をすすめてきたのです。 

 

３、日本被団協の組織と目的 

日本被団協の組織と目的はどういうものか、そ

こをおさえて日本被団協の運動を考えていかな

ければなりません。 

第２条で「この会は全国の都道府県の原水爆被

害者団体をもって組織します」としています。被

爆者個人をもって組織するのではないのです。京

都府にある被爆者の会、大阪府にある被爆者の会、

そういったものが第２条の示す原水爆被害者団

体なのです。各都道府県の被爆者の会の独立性は

非常に強い。そういう中で、全体としてこれはや

りましょう、これはやりましょうという合意に基

づいて運動をすすめてきました。だから全国をみ

ると、支援団体含めて非常に違いがある。各県に

よって被爆者の会と「２世・３世の会」との関係

もいろいろ違いがあって、こうだとは決められな

い。非常に多様な形態をとっているわけです。 

そういう中で被爆者も高齢になり、少なくなっ

てきています。特に北海道、東北、北陸などは非

常に少なくなっていて２ケタ台になっています。

そのため、家族とか、支援者とかも含めて、会を

維持して運動を続ける工夫と努力を続けていま

す。実は今日、栃木県の被爆者の会が解散総会を

しています。先日私も何とか頑張って存続できな

いものかと相談に行ってきたのですが、いやー、

会長も事務局長ももう９０歳を超えていて、役員

全体が８０歳代後半になっている。会長は目が見

えない、事務局長は体が動かない、それを聞くと

それでもやれとは言えないわけですね。それでも

被爆者はまだいるわけですから、これからどうす

るか、被団協と連絡をとりながらこれまでの運動

を引き継いでいくのか、記憶・記録をどう残して

いくのか、これからも頑張りましょうねと言って

別れたのですけれど。そういう大きな問題がある

中で、これから被団協をどうやっていくのか、と

いう課題があります。 

日本被団協の目的は第３条で「この会は原水爆

被害者が団結し、助け合って、多くの人の協力の

もとに、医療・生活、その他の問題を解決し、あ

わせて原水爆の被害を世界に訴えることにより、

再びこのような惨事を繰り返さないように平和

のための原水爆禁止運動を行うことを目的とし

ています」としています。 
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４、日本被団協６２年の運動 

日本被団協の６２年の運動は次の５点にまと

めることができると思います。 

① 「世界への挨拶」の誓いを貫いて 

② 組織の統一を守り、被爆の実相を訴えて 

③ 被爆者に寄り添い、徹底した調査と研究を

繰り返して 

④ 被爆者の要求を練り上げて→「ふたたび被

爆者をつくるな」を求めて 

⑤ 一刻も休むことなく 

私は１９６０年の安保の世代ですが、安保以降

あらゆる分野で政党、労働組合、それらへの分裂

工作が行われ、平和運動でも分裂が起こされてき

ました。それは当事者同士でやりあったというよ

りも、分裂させようという力が一番根っこにあっ

たと実感しますけれど、そういう中で日本被団協

は分裂しなかったのです。今ノーモア・ヒバクシ

ャ記憶遺産を継承する会でいろいろな資料を整

理していますが、その中で松田忍先生の整理され

た資料によりますと、被団協は実に真面目で、率

直な議論をしています。そういう中で統一を守っ

てきたのです。いろいろある団体の中で統一を守

ったのは日本被団協だけではないでしょうか。そ

れで今、「ヒバクシャ国際署名」のとりくみなど

は、原水協とも原水禁とも共に協力して、一緒に

やれるようになってきています。これはとても重

要なことではないかと思います。 

被団協は徹底した調査と研究も繰り返してや

ってきました。その上で被爆者の要求を練り上げ

てきました。そして、核兵器なくせ、核戦争阻止、

原爆被害者への国家補償を求めてきました。 

一刻も休むことなく、全国行脚、国への要請

行動、座り込み等々もずーっと続けてきました。

こうした長年のとりくみによって今日はありま

す。 

 

５、日本被団協運動の課題 

日本被団協の運動の課題は次の４点です。 

① 核兵器廃絶の課題 

② 原爆被害への国家補償の課題 

③ 原爆症認定制度の抜本的解決の課題 

④ 日本被団協を維持し活動を守る課題 

 

■被爆者の最後の仕事＝我が子（二世）の幼い

頃の記録を残せ 

最初に言いましたように二世の運動が一定の

広がりを持つ中で社会的関心も高まっていると

思います。「二世とは何なのか」ということも検

討しなければなりません。放射線の影響につても

科学的に研究することが求められている。実はま

だ分かっていない。二世に影響がないことはない

とはっきりしてきているのではないかと思って

います。二世とは何かということと二世の実態を

きちっと調査して、二世自らが要求を打ち出して

いくことが重要です。二世の運動は二世が主体に

ならなくてはならないと思います。 

そうした中で今「親の責任を果たせ」という声

が出てきています。二世のみなさんは自分の生い

立ちをきちんと知っていますか？幼児の頃どう

だったか知っていますか？母親とか父親とかか

ら聞かされない限り自分では分からない、知らな

いわけです。例えば私の娘のことでも、あんまり

言いたくないけど、私の娘も幼児の頃鼻血ばっか

り出していて、その鼻血もちょっとチリ紙で抑え

ておけば済むような鼻血じゃない。バスタオル２

枚ぐらいが真っ赤になるような鼻血が出る。この

前厚労省交渉に行った時に１０人ぐらいの参加

者の内４人が「実は私の子どももそうでした」と

言っていました。そういうことを見ていると、科

学的にどうのこうのではなくて、事実としてそう

いうことがあるじゃないか、と言わざるを得ない。

実はそういうことをきちんと知っているのは親

なのですね。二世本人ではない。ですから、被爆

者の最後の仕事として、死ぬ前の仕事として、自

分の子どもの病歴だとか、生い立ち、どうやって

生きて来たか、自分で書き残さなきゃだめだよ、

とこれ今度言おうと思っているのです。そういう

話が今被爆者の間でざぁーっと出てきています。

私たちの責任として、二世の記録を残さなければ

ならない。そういう声が出ています。そのように

して二世の課題を明らかにして、二世の要求を作

り上げていくことが重要だと思います。 

 

■核兵器廃絶の課題の焦点は日本政府を変え

ること 
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核兵器のない、戦争のない世界を作り上げてい

く課題、核兵器廃絶の方向はもう世界の潮流にな

ってきました。核兵器禁止条約が採択され、ＩＣ

ＡＮがノーベル平和賞を受賞しました。ＩＣＡＮ

のノーベル平和賞受賞については正直喜び半分、

被団協ではなく残念半分でした。ノーベル平和賞

が発表された時、私は国連に五百数十万の署名を

出しに行っていた時で、ニューヨークのホテルで

朝早くからインタビュー受けました。正直に言い

ましたよ。やはり今日の情勢を作り出したてきた

のは被爆者だと思いますから。だけどある方が言

うには「それは出せないよ」、「どうして？」、

「ノルウェーの政府もアメリカには忖度するよ」

と。日本被団協がノーベル平和賞に推薦されるの

はもう６回目か７回目になります。毎年その都度

マスコミが被団協の事務所に押しかけてきて・・・。

まあこれからの運動への期待として、さらに頑張

れというのであれば、ということで心を落ち着か

せているわけですけど。 

この世界の潮流に真っ向から逆行しているの

が日本政府です。これを変えなければいけない。

いろいろ明らかにされている情報を見ると、日本

政府はアメリカが核兵器を縮小しようとする動

きを見せた時それにストップをかける発言をし

ているのですね。一体どういう人たちなのか、私

には理解できません。しかし、それを変えさせる

のは私たちの役割です。 

４日前に長崎の高校卒業６０年の同窓会があ

って参加してきました。さすがに長崎の同窓会は

違います。開会挨拶の前に「長崎の原爆」を詩吟

でやるのです。それから会が始まる。同窓会の人

たちといろいろ話していると、今もずーっと原爆

のことが尾を引いていることがよく分かります。

ついでに被団協新聞を全員に配布して、振込用紙

も国際署名も入れて配りました。このような被爆

者の気持ちをどうやって受け止めさせていくか

大きな課題だと思います。 

 

■国家補償は国が戦争しない法律を作る運動 

核兵器廃絶の課題と合わせてもう一つ、国家補

償＝原爆被害の国の償いの課題があります。これ

は長年とりくんできていてまだ実現していませ

ん。この問題は、少し分かり易い言葉に言い換え

ると、まったく個人的な意見になりますが、これ

は国が戦争をしないしくみを作る、戦争しない法

律を作る、別の言い方をすると憲法９条を具体的

に実現する法律、それを作るということではない

だろうかと思っています。核兵器廃絶を世界で決

めるために条約を作ります。原爆被害の国の償い

は法律として、立法運動ではないかと思うのです。

教育については憲法２６条に基づいて教育基本

法があるように。戦争をしないというのは基本法

的なものを定める必要があるのではないか。そし

てその中で個別的に原爆被害とか、空襲被害とか、

沖縄とか、被爆二世を作らないための、被爆二世

に償うために、どのような法律を作るのか、とい

った具合に。 

沖縄の被害とか、空襲被害とかと一緒に運動を

進めていかなければなりません。そのために、沖

縄戦被害の訴訟をやっている弁護士の先生方と

も話し合いをしましょう、と呼びかけているとこ

ろです。こうしたことをこれから進めていくには

運動団体だけではとてもできない。専門家にもお

願いして検討していく必要があります。具体的な

法律はどのようなものを作っていく必要がある

のか、中身の問題があるし、それをどう実現して

いくのかという非常に大きな課題をやっていか

なくてはならないと思っています。 

 

■私たちの願いを阻んでいる核抑止論と戦争

犠牲受任論 

こうした私たちの願いを阻んでいるものは何

か？一方においては核抑止論です。この言葉につ

いてはある時記者会見で言ったのですが、「どう

して核抑止論というのですか？正直に核脅し論

と表現してくれませんか？」と。抑止といえばな

んとなく抑えている感じがしますが、実際は「俺

の言うことを聞かなければ核を使うぞ」という脅

しが核抑止論ですから。米朝首脳会談が予定され

ていますが、アメリカは核を持っていて北朝鮮は

持っちゃいけない、というのはどうしても理解で

きない。北朝鮮が持っちゃいけないのだったらア

メリカも持っちゃいけないでしょ。核の傘で日本

は守られていると言いますがとんでもない。核の

傘があるから危険に曝されているのが現実じゃ

ないですか。そのように新聞に書いて下さいとい
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うのですけど、その場では記者のみなさんも「そ

うですねー」と言いますが全然記事にはされませ

んね、という状況があります。 

それからもう一つは国の償いを拒否する根拠

になっているのが実は基本懇と言われるものの

「意見」です。「およそ戦争という国の存亡をか

けての非常事態のもとにおいては、国民がその生

命、身体、財産等について、その戦争によって何

らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは国

をあげての戦争による「一般の犠牲」として、す

べての国民が等しく受忍しなければならない」と

言っています。死んでも我慢しろと言っているの

です。しかも、過去の大日本帝国のもとでの「し

なければならなかった」ではなく、「しなければ

ならない」だから、これから戦争が起きたらみん

な我慢しなさいよ、と言っているのです。 

核抑止論とこの戦争犠牲受忍論によって私た

ちの願いは阻まれています。これをどうにかして

突き崩していかなければならない、ということだ

ろうと思います。 

 

■運動の新しい芽と二世・三世のみなさんへの

期待 

そういう非常に困難な状況ではありますが、こ

の被爆者運動、それからすべての国民のみなさん

の願い、というものを実現していくために新しい

芽は出てきていると思います。まだ具体的にはな

っていませんけれど、例えばその一つが二世・三

世の運動です。また「ヒバクシャ国際署名」のと

りくみには多くの若者のみなさんが参加してい

ます。さらにノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継

承する会では、「やはり被団協運動をきちんと受

け継いでいきましょう」ということになっていて、

そこに若い人がどんどん参加しています。そうい

ったいくつもの芽が、まだ一つにはまとまってい

ないけれど、大きな力となって社会を揺り動かし、

日本を揺り動かしていくようになる可能性が出

てきていると思います。そのことが二世・三世の

みなさんへの期待と重なっているのです。 

 

■最後に、世界に誓った日本国憲法を必ず守り

抜きましょう！ 

今日資料で「ポツダム宣言」全文もつけておき

ました。よく読むと、ポツダム宣言は日本政府も

守っていないけど連合国側も守っていません。両

方が条約を守っていない。ポツダム宣言きちんと

約束して、戦前の日本から戦後の日本へ変わって

いったはずなのに。今の憲法に違反する戦力、そ

れを最初に作ったのはマッカーサーです。これを

大きくしたのは日本政府ですが。 

日本の憲法を改正しろと最初に言ったのはア

メリカです。１９５３年、池田・ロバートソン会

談で、池田勇人はその時何と言ったか。「憲法は

今や日本国民に定着しています」と。それを変え

るためには数年かけて教育の力でこれを変えな

ければならないとして、そして、戦後教育に対す

る自民党の攻勢が始まっていきました。 

戦後がどうやってスタートしたか。やはりポツ

ダム宣言と日本国憲法です。日本国憲法は第二次

世界大戦が終わった直後にできたものです。世界

の人々が「また戦争やってもいいよ」などという

憲法を認めるはずがありません。もし「押しつけ

られた」憲法だと言う人がいるなら、世界の市民

が押し付けて、日本に求めたものは、平和主義で

あり、基本的人権であり、民主主義であったので

す。 

日本国憲法というのは、世界のみなさんへの謝

罪と、これから絶対に戦争しないという誓いを世

界に宣言したものです。それを守り抜く運動をみ

なさんと一緒にとりくんでいきたいとおもって

います。 

（了） 
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■被爆体験を語り継ぐとりくみ実例紹介 
 

 

（１） 広島市被爆体験伝承講話の実演 

最初は、「広島県被爆二・三世の会」の古田

光恵さんによる広島市被爆体験伝承講話の実演

です。「広島県被爆二・三世の会」は「被爆の

体験は被爆者に代わって語ることであっても

VTRなどでは言い表せないものがある」として、

広島市の被爆体験伝承講話事業に積極的に参加

してきました。古田さんは第 1 期生として 6 年

前から研修を受け、3 年間の研修の後合格認定、

今各地で伝承講話を行っています。 

今回はやや時間を短縮しての講話でしたが、

原爆の実相の説明の後、１２歳の女学生だった

時被爆された池田精子さんの体験、そして古田

さんのお父さんの体験を語られました。パワーポイントも使わず、メモもなしで、池田さんやお父

さん本人になり切った、聞く人の持つ想像力に呼び起こす語り口に、参加者は深く感動しました。 

 

（２）岡山「被爆２世・３世の会」の被爆者証言記録ＤＶＤの上映 

もう一つは岡山「被爆２世・3 世の会」が被爆実相継承活動の一環として製作されている被爆者

証言を記録編集した DVD を上映し、参加者全員で鑑賞しました。タイトルは「私の被爆体験～一

人の卒業生も出さなかった学校で～」で、１７歳の時広島電鉄家政女学校在学中に被爆された豊田

富士子さんの証言でした。被爆者から直接体験を聞くことのできる機会が少なくなっている今、貴

重な証言として聞き入りました。 

長時間の撮影に協力された豊田さん、編集に携わられた岡山のみなさん、背景に流れるピアノ演

奏など、多くの皆さんの協力で出来上がっているＤＶＤであることも感慨深いものがありました。 

 

（３）その他 

その他、京都「被爆

２世・３世の会」から

は、被爆体験継承のた

めに継続的に行ってい

る被爆者からの体験と

証言の聞き取りと、それ

に基づいた冊子発行の

とりくみが紹介されまし

た。 

冊子の発行はこれまで

に６２人に及び、すべて

ホームページにも掲載さ

れています。 
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■分科会１ 被爆２世・３世の健康問題と対策について話し合おう 
 

 

参加者［１９名］ 

 

司会：守田敏也さん（京都） 

この分科会では初めに岡山市在住の開業医で

ある三田茂医師の論文「『新ヒバクシャ』に『能

力減退症』が始まっている」を参考資料として紹

介する。三田医師は東京の小平市で３０００人以

上の子どもの血液検査をされてきた医師。放射線

被ばくによる顕著な傾向として白血球が減るこ

とは既に科学的に証明されてきていることで、電

離放射線検診というものが原発関係者や関係す

る医師などに行われてる。それを子どもたちにも

適用してみたら、ほとんどの子で白血球が減って

いた、特にその中の好中球が減っていた。そうい

うデータに基づいて、福島第一原発事故以降に変

化が起こっているのではないか、ということでま

とめられたのがこの論文。かつて広島・長崎の被

爆者にみられた「原爆ブラブラ病」と言われるも

のと症状が似ているのではないか、ということで

被爆医師の肥田舜太郎先生の論文にあたられた

り、１９４５年から４６年にかけて日本で最初に

原爆被害者を診られた当時東大の都築正男教授

の論文に照らし合わせてみたりした上で書かれ

ている。 

今日はこの論文を導きの糸にしながら、分科会

参加者のみなさんが感じてきたことを話し合っ

て、考え合っていけたらと思う。三田医師の論文

の全文はそれぞれ読んでいたたくとして、その中

の『能力減退症』を紹介したい。尚、ここでいう

『新ヒバクシャ』とは、福島第一原発事故によっ

て被ばくした人々を指す。三田先生自身自らを

『新ヒバクシャ』だとされている。 

 

『能力減退症』とは・・・・・略 

 

今日は、ここで紹介されたようなことも含めて、

自分や自分の周りで起きていたことはないか、聞

いたことはないか、ということで話を進めたいと

思う。 

三田医師は、こうした症状は基本的にホルモン

バランスの問題ではないかと考えていて、特に副

腎皮質ホルモンの投与によって治せるのではな

いか、ということで、かなり画期的な成果を上げ

ていると言われている。今日の分科会も、私たち

の間に何か恐ろしいことが起きていることを確

認し合うだけではなく、それに対してどう対処す

るか、という可能性の話もしたいと思う。 

それから昨日、木戸季市さんが講演で、「被爆

者は自分たちの子ども（二世）の生い立ち、子ど

もの頃に起こっていたことを記録し残すべきだ」

とお話しされた。被爆者もなかなか自分の子ども

たちに起こっていたことについて話したくない、

認めたくない、という心理が働いて、話していな

いことが多いのではないかということだ。 

昨年はこの「交流会」は広島で開催したが、広

島からの参加者で大変重い証言も多かった。みん

なが幼い頃からのありのままの健康状態を紹介

し合うことによって明らかになっていくことも

多いはず。そういう分科会にしていきたい。 

それではみなさんから、自己紹介を兼ねて、み

なさん自身のことについて発言をお願いいたし

ます。 

 

Ｙ・Ｋさん 

 自分のことだけでなく、自分のこどものこと、

孫のことも心配でこの分科会に参加した。 

 自分自身は子どもの頃から鼻血がよく出て

いた。学生の頃になってもその傾向は変わら

ず、やっぱりおかしいと思って病院に行った

が、医師からは「どこも異常はない」と言わ

れた。しかし、ではどうしてこんなに鼻血が

出るのかとずーっと疑問に思ってきた。年を

とって今でもポロっとでたりする。これは被

爆二世のためなのかと不安になることがあ

る。 

 それと喘息気味でよく咳が出る。 

 息子が３人いるが、アトピーとか、腎臓が悪

いとか、鼻血がよく出るとかの症状を抱えて
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いる。 

 長男の子（私の孫）の写真が送られてきて、

そこに「今日は鼻血記念日です！」などと無

邪気に書かれていたりするのを見ると、思わ

ずハッとする。 

 三田医師の『能力減退症』を見ると、私に該

当することがいっぱいあってすごく気にな

る。年のせいなのかもしれないが。 

守田さん補足 

 水俣病などと異なって放射線被ばくの影響

は特有の症状が発生するわけではないので

そこが難しい点。被ばくの症状の場合はそれ

ぞれの症状が悪化することになる。特徴的な

のは全体として加齢が進行する、老化が激し

く進むと言われている。そのため他の原因に

置き換えられてしまいがち。したがって、今

日の話は、この症状はそうかもしれない、と

いう感じで出し合うことが大切ではないか

と思う。 

Ｔ・Ｎさん 

 幼い頃の健康状態で特徴的だったことの一

つは、暗幕などで締め切った中で映画などを

観ることができなかったこと。目まいのよう

な症状、気分が強烈に悪くなる症状に襲われ

がちだった。 

 もう一つは乗り物酔いがひどくて、長距離の

車やバスに乗る時は薬を服用しなければ乗

れなかった。 

 そんな状態も年齢を経るにつれて自然に解

消していき、中学生の頃にはまったく問題な

くなっていた。 

Ｈ・Ｎさん 

 核実験や原発の影響で放射能は世界中に広

まっているのではないかと思う。 

 私は２５年前、就職した頃から花粉症に悩ま

されてきた。まだ花粉症があまり一般的では

なかった頃で、周りの人たちをみても当時５

０歳代、６０歳代の年齢の高い人たちには全

然平気な様子だった。 

 今の子どもたちの世代はアレルギーの子な

ども多く、前の世代の人たちと比べて体質的

に弱っているのではないかと思う。私自身ぜ

んそくに罹っている。 

 こうしたことの要因の一つに放射能がある

のではないかということを頭の隅にでも置

いておかないとしっかりとして対策がとっ

ていけないように思う。 

Ｂ・Ｓさん 

 子どもの頃からとても元気だった。ただ、運

動した後凄い湿疹が、手足に赤い斑点が出て

いた。これは父親の被爆のせいではないかと

恐怖を抱き、心配していた。その症状は中学

生になる頃はすーっと消えていた。 

 もう一つは全体がもやがかかったように白

く見える時があった。子どもの頃から５０歳

の頃まで続いていた。 

 子どもの頃は貧血で倒れることもあった。 

 被爆２世・３世の会に入ってから被爆二世健

診のことを知り毎年受診するようにしてき

た。今年の担当の医師はすごく詳しく質問し

ていただいた。静岡県では被爆二世にも行政

ががん検診をしている。自治体によって施策

が異なっている実情をもっと広めていく必

要がある。 

Ｙ・Ｆさん 

 被爆者の父は脳梗塞になり、動脈瘤にもなり、

肝臓がんにも罹患した。現在８０歳代で生き

ている。 

 私の弟は子どもの頃小児喘息で、人工透析も

している。妹はアレルギー症状がある。 

 私も幼い頃は乗り物酔いがひどかった。今は

元気。 
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Ｓ・Ｈさん 

 広島・長崎だけでなく世界中で核実験が行わ

れてきてその影響はあるのではないか。３年

ぐらい前、京都府の伊根町に行った時、ガイ

ガーカウンター持って街を歩いていると数

値が上がり、海に出ると数値が下がることが

あった。伊根町でどうしてそうなるのか原因

は分からなかったが、核実験の影響でもある

のかと漠然と思った。 

 私も子どもの頃乗り物酔いがひどかった経

験がある。子どもの頃はそのとこの意味につ

いて考えることはなかったが、今はちゃんと

考えるべきかと思う。 

Ｂ・Ｓさん 

 私は３人兄弟だが、その内２人が小さい時に

小児ぜんそくで、２人ともアレルギーも持っ

ていた。かなりの田舎育ちで生活環境は良か

ったはずなのに、それでもぜんそくやアレル

ギーを持っていて原因も分からなかった。 

Ｙ・Ｋさん 

 私は群馬県の出身で、実家は福島第一原発事

故ですごく汚染された赤城山の麓にある。原

発事故の後、私は半分以上は京都で暮らすよ

うになったが、兄弟たちはみんな群馬県に居

る。これまでも群馬県の人たちの健康障害に

ついていろいろ話は聞いてきたけど、最近は

私の兄弟や親せきの人たちにも障害が出て

きている。兄は気管支の放射線治療、義理の

兄は前立腺がん、従姉妹の家族は肝臓を悪く

して他界等と。身近にそういう人が現れてき

ている。 

Ｋ・Ｓさん 

 私の祖母は背中全体が火傷していて歩ける

まで５カ月もかかったと言われている。体の

外側をひどく火傷していたので見るからに

大変だったろうなあと思われる人生だった

が９７歳まで生きた。母の方は見かけはどう

もなかったが、死ぬまで病院に通いつめで特

に印象に残っているのは足にすごく水が溜

まることだった。膝の後ろ側に水が溜まり、

内臓もあちこち悪くて、それでも８９歳まで

生きた。私の周りの被爆した親戚はみんな長

寿だ。 

 私の近所に９４歳になる産婦人科の女医さ

んがいる。７０歳まで現役だったすごく元気

な人だったが、夏になると「ブラブラ病が出

る」と言ってまったく動けなくなっていた。

夏のことを思い出すと精神的な辛さも影響

しているのかなと思っていた。 

 私は小さい頃から疲れるとすぐに甲状腺が

腫れた。今もポリープがあるので年に１回は

検査している。福島の子どもたちに甲状腺が

多いと聞いて、私も親の被爆が関係している

のかなと思ったりする。 

 小さい頃から腎臓も悪くて、６０歳の頃に突

然透析しなさいと言われて今に至っている。

親の被爆と関係あるのかどうか分からない、

何とも言えない。透析患者の中に被爆者の割

合がどれくらいなのかも分からない。 

 私が１０歳代の頃は、自分は結婚できない、

子どもは産めないとすごく真剣に考えてい

た。 

Ｋ・Ｓさん 

 私は小学校に入るまでは虚弱で幼稚園の半

分はお休みしていた。 

 鼻血をよく出していて「のぼせ鼻血」だと言

われていた。例えばチョコレートなどを他人

より多く食べたりするから出るのだと言わ

れて。大人になっても、職場が変わった時や

急に夜勤があった時などは鼻血を出してい

た。 

 低血圧からの貧血にもなっていた。 

 小学校に入ってからは体が鍛えられて健康

になってきた。 

 私には３人の子どもがいたがその内の一人

が３８歳で亡くなった。倒れ時にステージ４

の大腸がんだと診断されて、最後は多重ガン

になっていた。亡くなった子は小さい頃から

アトピーがひどく、アルコールアレルギーも

あり、喘息も発症していた。 

Ｓ・Ｍさん 

 私が高校生の頃は、みんなで、「私たちは結

婚できない」とか、「子どもを産めない」と

かよく話していた。「被爆二世の人と結婚し
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たら奇形児や変な子が生まれる」などとも言

われていた。 

 私が被爆二世の健康問題に強く関心を持ち

始めたのは、安斎先生の講演で、ラットの実

験で被ばくの影響が遺伝することが証明さ

れている、と聞かされたことがきっかけ。す

ごくショックだった。あれ以来、「遺伝的影

響は偏見だ」ではなく、私たちに具体的に影

響する可能性があるのだと、ずーっと気にし

ながら生きてきた。 

 直接被爆された人（一世）の健康問題と二

世・三世の問題とは別に整理して考えていく

必要があるのではないかと思う。 

 二世・三世に発生している健康問題の遺伝的

影響が否定されない以上、ちゃんと調査して、

真実を明らかにし、対策をとっていくよう求

めていく必要かある。 

 （遺伝的影響）かもしれないという不安を解

消していくのは健康診断だ。健診がいかに大

切かと思う。それを充実させていくことが必

要。 

Ｎ・Ｈさん 

 長崎の出身なので小さい頃から周りに被爆

者も、二世・三世も多かった。 

 子どもの頃は頻繁に貧血になっていた。乗り

物酔いもあって、中学生の頃までひどかった。 

 ２０年前にＢ型肝炎になった。 

 私の妻も同じ被爆二世だが、白内障手術した

が完治しなかった。昔言われた鳥目状態で目

がよく見えない。 

Ｋ・Ｍさん 

 私の母は広島の爆心地から２．１㌔で被爆し、

９０歳まで生きた。 

 私が小さい頃は外でなかなか遊ばてもらえ

なかった。血が止まりにくい体質で、「怪我

して出血したらどうするのか」とか言われた

り、実際に蛭に血を吸われて血が止まらなか

ったこともあった。医者からは出血すると治

るのに他人の３倍時間がかかると言われた。 

 小さい頃から体が痒くなることがあり、今も

それは続いている。 

 乗り物酔いも激しかった。バスは絶対にダメ

で、遠足も行きたくなかった。 

 鼻血もひどくて、出ると１時間も２時間も止

まらなくなり、洗面器を用意した。 

 私も映画館など暗い所はダメだった。起立性

低血圧とも言われ、秋季カタルとも言われた。

今でいう花粉症かもしれない。 

 今は急激に眠くなることがある。三田医師の

言われる『能力減退症』なのかも。 

 子どもは３人だが３人とも過呼吸になりや

すく、長男は鼻血が止まりにくい体質を持っ

ている。 

 私の従兄弟や親戚の子どもたちの中には多

動性障害、アスペルガー症候群と診断される

人もいる。 

Ｙ・Ｔさん 

 私は子どもの頃は病弱な子だった。貧血で、

肝臓が悪くて、肋膜に影があるとも言われて

いた。小学校の時は休学もしている。小学校

の体育の時間はお休みだった。夏はずーっと

家の中にいる子だった。 

 私も乗り物酔いがひどくて、バスも電車もダ

メだった。無理をして修学旅行に行った時も

ずーっと薬を飲み続けていて、旅行の記憶は

何も残っていない。 

 でも、子どもの頃の症状は大学に入る頃には

ほとんどなくなっていき、２０歳を過ぎてか

らは健康優良児になった。今もとても健康。 

 私の弟も子どもの頃はすごく鼻血を出して

いた。 

Ｋ・Ｈさん 
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 福島原発事故避難者が医者にかかって放射

能影響が心配だと質問すると、実際の症状を

よく診る前に「関係ないと」開口一番否定さ

れた話をよく聞いた。また福島の鼻血が問題

になった時も、実際に鼻血を出した人たちの

話を聞くことなく「あり得ない」「口に出し

てはいけない」とする社会の流れが作られた。

放射能の影響は人類が少しずつでも真実を

明らかにしてきたことだと思うが、福島原発

事故以降すべて否定されるようになったこ

とは絶対に納得できない。 

 チェルノブイリ法は放射能の影響があるか

もしれないという前提で作られた法律だと

思うが私たちも学ばなければならないので

はないか。 

 三田先生の論文はみんなで学んで共有して

いきたい。 

Ｍ・Ｋさん 

 私は長崎の生まれ育ちで、祖父が被爆してい

る。祖父は胃がんの手術をしている。 

 原爆が投下された時母がどこにいたのかが

分からないままになっていて、私が二世であ

ると言う確証がない。 

 ただ、今日のみなさんの話を聞いていて、私

も子どもの頃乗り物酔いがひどかったこと、

とても疲れやすかったこと、いつも微熱を発

症していたことなどを思い当たることが少

なくない。 

 周りにいた同級生にも二世は多くて、結婚の

こと、出産のことは話になっていた。 

 母のことについてしっかりと知っていくよ

うにしたい。 

Ｆ・Ａさん 

 福島第一原発事故の後京都に避難してきて

いる。私も被ばく者、三田医師の言われる『新

ヒバクシャ』だと認識している。 

 ２０１４年に広島に行った時、広島の被爆者

のみなさんに「ヒバクシャとしてやっていけ」

と励まされて、それ以来ヒバクシャだと自覚

してきた。 

 私が住んでいた南相馬市では今認知症が増

えている。南相馬市には脳卒中センターがで

きた。福島市役所周辺には大きな病院が増え

ている。それから火葬場がとても混みあって

いて平均３日～４日待ちだとも聞いている。 

 私たちの健康状態で言うと、京都に避難して

きた当初私自身も鼻血を経験した。子どもだ

けでなく大人たち、４０歳代の人たちも同じ

ように鼻血を出していた。 

 私の子どもたちは避難してきて視力が落ち

た。１．０だったのが０．１程度にまで。ま

た虫歯がひどい。 

 子どもの顔が腫れる。おそらくこれは重金属

アレルギーではないかと思う。 

 また避難している人たちには緑内障に罹る

人が多い。 

 私の母は南相馬市に居て膝に水が溜まるの

で苦労している。たまに京都に来ると膀胱炎

を発症する。これは解毒作用ではないかと思

っている。 

追加発言：Ｔ・Ｎさん 

 被爆二世のがん検診について国は拒否し、そ

の根拠は遺伝的影響は認められていないか

らとしている。根拠の出所はかってのＡＢＣ

Ｃ、今の放射線影響研究所の疫学調査で、被

爆二世に対してだけでなく福島原発被災者

に対しても「広島・長崎でも遺伝的影響は認

められていないのだから安心しろ」と言われ

ている。では放影研の疫学調査は本当に正し

いのか、ということが問われなければならず、

私たちはいくつかの疑問を持っている。 

 放影研の疫学調査は７万人規模の「被爆者の

子と非被爆者の子とを比較して優位な差は

なかった」とするものだが、その被爆者、非

被爆者の設定は爆心地からの距離２．０㌔で

線引きしたもので、実際は被爆者同士を比較

して「差はない」としているのではないか。 

 疫学調査は今生きている被爆二世を対象と

したもので、この世に正常に生まれることの

できなかった被爆二世もたくさんいると思

われるが、その人たちは対象から外されてい

るのではないか。実際に、死産だった例、生

まれてもすぐに亡くなった二世の例はたく

さん聞いているが、それらがきちんと調査さ

れたことはないのではないか。 
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 被爆の二世の不安、遺伝的影響の可能性は疾

患の晩発性発症にもある。これからの問題だ。

正しいきちんとした調査を求めていくこと

が必要だ。 

追加発言：Ｓ・Ｍさん 

 今日の分科会の参加者、発言内容は、被爆一

世のこと、二世・三世の問題、核実験被害の

こと、そして原発事故被災者のことと幅広く、

多様であった。ただ。何もかも一緒にしてし

まうのではなく、それぞれに共通する問題と、

それぞれに違いのある問題とを整理して話

し合っていかなければならないのではない

かと思った。そうでないとより有効な対策、

とりくみができていかないのではないかと。 

追加発言と分科会のまとめ：守田敏也さん 

 ＩＣＲＰは、実は彼らも放射線の遺伝的影響

はあると認めている。但し影響があるのは８

００シーベルト以上だとして、広島・長崎の

被爆はそこまで至っていないという理屈だ。

昨年の夏ＮＨＫ広島の制作で「原爆死～ヒロ

シマ７２年目の真実」という放送があった。

これまで放射線の影響はないとされてきた

地域でも黒い雨などにより少なくない放射

線急性症状の被爆死が発生していた事実が

明らかにされた。ＩＣＲＰなどの根拠を覆し

ていかなければならない。 

 核実験の影響なども含めて考えていくと私

たちは全員がヒバクシャだとも言える。その

際、ヒバクシャの背負っているリスクにどう

立ち向かっていくかが重要。肥田舜太郎先生

は、リスクがあると認めた上でそれにどう立

ち向かっていくかが重要と話されていた。立

ち向かうためには、何が起こっていたのかを

きちんと踏まえていかなといけない。核被害

の真実の追及と、そしてどうすれば我々はよ

りよく生きることができるかを追及してい

く必要がある。そのために、いろいろな経験

や意見を交流し、知恵を獲得していきたい。

核被害の一般的な問題と、被爆二世に関わる

こととを整理もしながら、今後もこのとりく

みを積み重ねていきましょう。（了） 

 

最後の全体会での分科会報告 

石角敏明さん（京都） 

 被爆二世・三世健康問題と対策についても継

承というテーマが必要。木戸さんの「被爆者

は我が子の健康状態を記録し伝えていこう」

という話も継承だ。親からの話を待つだけで

なく私たちの側から積極的に親に聞いてい

くことも重要。そして、私たちも我が子（三

世）にしっかりと伝えていくようにしなけれ

ばならない。 

 現行の健康診断はみんながきちんと受けて

いくようにする必要がある。受信者が少なく

なれば国は二世健診は必要なしと判断して

いく。きちんと受診して、そして健診内容の

充実化を求めていくことが必要。東京都や静

岡県のように被爆二世にもがん検診が行わ

れるよう、とりくみを全国に広げていきたい。 

 ひょっとしたら、親が本当は被爆しているの

にそのことを自覚していない人もいるかも

しれない。そういう話も出し合われた分科会

だった。こうした問題の解決もこれからとり

くんでいく必要がある。 

 次回も引き続き開催し、とりくみを積み重ね

ていくべき分科会だった。 
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■分科会２ 被爆の体験と証言をどう継承し普及するか話し合おう 
 

 

参加者［２２名］ 

 

司会：尾野進さん（広島） 

「昨日の広島の古田さんから伝承事業の実演、

岡山のＤＶＤの発表、京都の体験の文章の紹介な

どされた。それぞれに対する感想も交えて出席さ

れたみなさんの自己紹介から始めていきたい。 

 私（尾野）から ― 父は教員していて広島

市内から郡部に学童疎開していた。父が入市

被爆していて私はその二世。子どもの頃、基

町市営アパートで暮らしていた。その頃、原

爆ドームに柵は無く、ドームや相生橋の下の

川でよく遊んでいた。高校生になってから原

水禁運動に関わるようになり平和活動をし

てきた。 

Ｔ・Ｓさん 

 仕事は国労広島地本の専従書記長。私の母は

広島の爆心から５キロ離れた祇園町という

所で女学校に通っていた。当時三菱の工場に

勤労動員されていて旋盤を使って兵器の部

品作りなどしていた。原爆投下直後から本川

小学校に動員されて救護活動していた。二晩

救護活動して二晩家に帰るという状態で３

号被爆者。今も存命だが何度か原水禁大会で

被爆体験を語ることをしている。 

 私は９３年から平和公園の碑めぐりガイド

を始め、今年２５年目になる。子どもたちか

らの感想文で、正確に伝わっていない部分が

あることが反省だ。「一瞬にして･･･」とい

う言葉は使わないようにしている。決して一

瞬だけではなく高熱火災で一晩中広島の街

は燃え続け、その下で生きたまま焼き殺され

ていった人々もたくさんいたわけで。一瞬に

して被爆者は苦しむことなく亡くなってい

ったような誤ったイメージとならないよう

に。 

Ｉ・Ｍさん 

 岐阜大学で平和学を講義している。父が入市

爆。８月８日に広島の街を終日同僚を探して

歩いた。原民樹が「夏の花」という小説を書

いているが、父はそれと同じ風景を見たので

はないかと思っている。 

 岐阜は３名で「２世・３世の会」を始めた。

詳しくは後程紹介したい。 

Ｈ・Ｋさん 

 母が亡くなって５年間兵庫県の「２世・３世

の会」をやった。いろいろなプロジェクトを

するのが仕事なのでいろいろなネットワー

クを使って活動していた。私の平和観は議論

すること。そのことについて一つ事例を紹介

したいと思っている。 

Ｍ・Ｙさん 

 父母共に長崎の被爆者。父の家は爆心地から

５００㍍、私からすると会うことのなかった

兄たちもいる。私自身は小さい頃から原爆の

ことを考えながら生きてきた。高校生の時に

友人の一人が急性白血病で亡くなっている。

私が２０歳の時、父が一度だけ語った被爆の

体験を、私が憶え切れなかったという痛恨の

思いがあり、この父の話を取り戻すことが私

の追い求めてきたことだ。そのことを『「失

われた言葉を求めて』という本にして出した。 

 今福岡県原爆被害者団体協議会の事務局長

をしている。 

Ｈ・Ｓさん 

 父は広島の軍隊で広島上空を監視する兵隊

として仕事に就いていて、爆心地から１．８

㌔の吉島町で被爆。父は戦後５０年を迎える

まで家族にも周りの人たちにも一切被爆の

体験を語ってこなかった。被爆者団体の三友

会を作り活動はしていたが、自らの体験を語

ることはなかった。戦後５０年を節目にやっ

と少しずつ語るようになってきた。その後は

語り部をしていく決意をしていたが、語り部

を始めて６年目に急に亡くなった。父の思い

をなんとか受け継ぎたいなという思いでい
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る。 

 ただ、父は十分には語れなかったので、取材

を受けた新聞記事とか、少し書き残したもの

とか、下書きしたものとか、残されたものを

つなぎ合わせて、依頼を受けた時には、小学

校、中学校中心に話をさせてもらっている

（年に一度か二度）。今日は、どんな方法で

どんな風にして伝承活動されているのか勉

強させてもらおうと思って参加した。 

Ｋ・Ｈさん 

 一週間前、広島の「二・三世の会」に加入。

母が女学生の時に動員で入市被爆。１５歳だ

った母たちが、兵隊さんの傷口に湧いている

蛆を藁のストローで吸って吐いていたそう

だ。父は母より９歳上だが、２人の妹が広島

にいて、市内の電車に乗っていて遺骨も分か

らないままになっている。 

 私は１９５３年生まれだが、母にＡＢＣＣに

連れていかれて体を調べられたことを５年

前に聞かされた。 

 父は戦争は大変だし人権侵害だと言うが、飲

めない酒を飲むと軍歌を歌い出す。「お父ち

ゃんそれはおかしいよ」と言うと、「お父ち

ゃんらの若い時代にはこんな軍歌しかなか

ったのだ」と言っていた。父は９年前に亡く

なり、私は毎年８月６日には広島に行くよう

にしている。母は今８９歳で４年前に肺がん

が見つかったが今も存命。 

 私は３．１１以来尾道で「福島を考える一歩

の会」という活動や、「９条の会尾道」、「教

科書を考える市民の会」に参加して活動して

いる。仕事は保育士。 

Ｍ・Ｓさん 

 父は戦争中広島市上流川町のＮＨＫ放送局

に勤務していて被爆。被爆後、祇園町西原に

避難して放送部に泊まり込んで放送を続け

た。父の被爆に関わる資料は膨大なものが残

されている。理由の一つは放送局で仕事をし

ていたのでそれに関係するもの。もう一つは

神奈川県原爆被爆者の会、川崎折りづるの会

で活動していたことによる。父の遺した資料

はまだまだ表に出ていな貴重なものも少な

くない。それをなるべく早い内に広く共有で

きるようにしたいと思い、そのためには私自

身が原爆のことについて基本からきちんと

理解しておかなければと思い、謙虚に学びた

いという思いから、広島市の伝承講話事業に

参加することにした。私は第６期となる。 

Ｏ・Ｍさん 

 父が広島工業専門学校（現広島大工学部）在

学中に、授業開始前の教室内で被爆。その父

は平成１９年、８０歳で亡くなった。幼い頃

に話してくれた被爆の体験を、このような交

流会でみなさんの報告を聞いていると私も

いろいろ思い出す。広島弁に触れると亡くな

った父のことが蘇ってきて、嬉しいような、

懐かしいような思いになる。そういったこと

と接触を持っていたい、繋がっていたいとい

う思いがある。 

Ｔ・Ｙさん 

 母は、昨日の会場に展示してあった被爆者の

肖像画の一人。母は１９４５年３月の大阪大

空襲で焼け出されて母の母（私の祖母）と一

緒に広島の親戚に避難し、広島の上流川町で

被爆。家の下敷きになったが奇跡的に助かっ

た。９２歳で存命。 

 私は大阪の府立高校で社会科の教員をして

いて、教室に母を連れてきて語り部をしても

らった。それ以来親子で語り部をしている。

フランスで美帆シボさんと出会う機会があ

り、それをきっかけにフランスで語り部をし

たり、フランス語訳で話したり、などをして

きている。京都外大で被爆証言を多言語に翻

訳する活動にも参加している。 
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Ｙ・Ｓさん 

 広島の祇園で生まれ育った（祇園中学校）。

母が入市被爆。昨年９月４日に脳幹梗塞にな

り今年１月、９２歳で亡くなった。母の被爆

体験はしっかりとは聞いてこれなかった。京

都の「２世・３世の会」の被爆者の体験聞き

取りから知ることが多い。 

 私は労組の役員もしていたが、定年後は被爆

に関係する運動を中心にしようと思い、「２

世・３世の会」の活動にも参加するようにな

った。２０１０年、長崎～広島の通し行進へ

の参加が最初の活動参加だった。 

Ｗ・Ａさん 

 父が今８７歳。山口県出身で勤労学徒で国鉄

広島第一機関区で仕事中に被爆。父は今も元

気だが、８年前から語り部を始めた。昨年は

北海道から長崎まで、呼ばれたらどこでも行

きます状態で語り部を続けている。語り部し

て松山市に登録されているので、市の職員さ

んの送り迎えで市内の小学校や中学校にも

行って話している。先日も松山大学の授業に

も行った。病気を繰り返しながらも語り部を

続けている。昨年末には何度も貧血を繰り返

してもうダメかと思ったけど、すごい復活力

で今年も元気にたくさんの語り部を続けて

いる。私は父のコーディネータ―としてサポ

ートに徹している。 

Ｏ・Ｓさん 

 私の父は１９２５年生まれで戦争中海軍に

いて、広島で入市被爆。父は戦争の話はよく

してくれたが、原爆のこと、被爆のことにつ

いては語らなかった。私が父の被爆を知った

のは私が１９６８年、私が２０歳の時。父は

最後は呉で潜水艦の訓練を受けていたが、２

０歳の時、呉から原爆のキノコ雲を見た。そ

の日の午後広島市内に救護で入った。もっと

具体的なことをいろいろ聞きたかったけど、

被爆者に対する世間の冷たい目を気にして

か語ってくれなかった。ただ一つ、「今度戦

争があったらアメリカには仕返しをするの

だ。あんなひどいことをしたのだからほっと

くわけにはいかない」とだけは言っていた。 

 父は原爆手帳も最後までとらずに９年前他

界した。 

 私は被爆二世としての活動をしてきたわけ

ではないが、子どもの頃母の買ってきた平和

関係の詩集を読んだり、大阪にいる頃平和行

進を見たり、通っていた高校校舎の空襲跡に

関心を持ったりしていた。昨年初めて広島で

の原水禁大会に参加し、そして倉敷原水協も

再建した。 

 発達障害に関心があり、字は書けないけど芸

術に優れた才能を持つ人もあると聞く。被爆

者の体験を絵にすると「ゲルニカ」のような

作品もできるのではないか。そういう継承も

考えてはどうかと思うし、私も応援したいと

思っている。 

Ｔ・Ｍさん 

 私の母は１０歳の時、６月の大阪大空襲から

避難して７月に広島来て、８月に被爆した。

母は被爆体験ついて詳しくは語らなかった

が、私が１０歳の時、『はだしのゲン』を渡

して「これを読みなさい。これに書いてある

とおりだから」と言われた。私が母にいろい

ろ質問責めにすると「解らないことは先生に

聞きなさい」と言われ、当時の担任の先生は

素晴らしい人で、一緒になっていろいろ調べ

てくれた。憲法の話なども含めてこの時の体

験が私の原点となっている。 

 今の子どもたちにこうしたことを受け止め

る力があるだろうか、またこうした子どもた

ちを受け止める学校や社会だろうかと思う

と、今伝えることは本当に難しいなあ思いな

がら、私は母のことを朗読劇にして学校や公

民館などで話している。 

 母は私たち姉妹が結婚したのを機に、５１歳

頃から被爆体験を語り始めるようになった

が、その直後の５４歳の時にくも膜下出血で

倒れて長い闘病生活に入る。その時被爆者手

帳の交付申請をすることになり、それと合わ

せて母の体験を詳しくまとめることになっ

た。１９９８年頃完成して２００３年から朗

読劇としてスタートした。 

 ３年前岡山「被爆２世・３世の会」が結成さ

れた時に加入し、それからは原爆や放射能の
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話とセットで母の体験の朗読劇をすること

になり、より分かりやすいとりくみ、伝え方

になってきたのではないかと思っている。 

Ｋ・Ｃさん 

 今、私自身、岡山の仲間の話をはじめて詳し

く聞いた。 

 母は２３歳のとき広島の爆心地から 1㌔で被

爆。結婚したばかりで、父は大竹の海兵隊に

いた。母は建物疎開で小網町を歩いていた。

山の方に逃げた。火傷にウジ虫が。それを皮

膚ごと鋏で自分で切除した。１９４６年生ま

れた男児は紫色で様々な箇所から出血して

死亡。１９４７年生まれた男児も紫色で様々

な箇所から出血して死亡。 

 （母が被爆して）４年後に双子の私たちが生

まれた。男児は健康だが、女児の私は体が弱

く、小学高学年で甲状腺の手術をした。私は

「母の被爆のせいだ」と責めた。母は４年前

に亡くなった。父は入市被爆。「母を被爆さ

せた」と悔やんでいた。「自分が死んだら遺

体は大学病院に献体してくれ、戦艦と共に海

に沈んだまま帰ることができなかった多く

の戦友や部下たちに申し訳ない。自分だけが

手厚く弔われるわけにはいかぬ。仏事一切不

要。海に散骨を頼む」と遺言に書き残してい

た。その通りにして葬った。 

 小学校５年生の時の授業で原爆のことを習

い、私が母の被爆のことを話すと、クラスメ

ートが「チイちゃんに近づいたら（原爆が）

うつる」と言われたことがとてもショックだ

った。これはきっと大人たちが無責任に言っ

ていたのを子どもたちも聞いていたのだと

思う。 

 今、『母さんのヒロシマ』と題した母の被爆

体験をパワーポイントにして学校や公民館

などで話をしている。 

Ｈ・Ｔさん 

 母が６年生の時、８月１５日頃に入市被爆

（広島）。実家は舟入幸町。母は、「助けを

請う人たちを振り切って逃げたことなど、辛

い過去は思い出せない」と言っていたが、今

は平和公園の碑めぐりガイドをしている。８

月６日当日は祖母が広島駅で仕事をしてい

て助かり、郵政で働いている叔母を助けに行

った。瓦礫に埋まった叔母を掘り出して負ぶ

って逃げた、途中で似の島行きのトラックに

乗せられかけたが、なんだか胸騒ぎがして断

りやっと五日市にたどり着いた。そこに母も

合流し、叔母も助かった。 

 私が６年生の時に〝自分のルーツを調べる

〟という課題があって、そこから母の被爆体

験についての関心が広がっていった。 

 京都で教師になって、小学校の低学年も担当

してきたが幼い子どもたちにも母の体験を

話すようにしてきた。京都教職員組合の女性

部が長年、清水寺で６・９行動（署名活動）

していて、もう１，２００回を超えている。

清水寺で６・９活動していると修学旅行の子

どもたちもたくさん署名してくれる。署名し

てくれる子どもたちを見ていると、全国の学

校で先生たちが子どもたちのために頑張っ

ている様子を思い浮かべる。 

Ｓ・Ｍさん 

 父は陸軍あかつき部隊にいて、金輪島で８月

６日を迎えた。原爆投下の時は金輪島でもい

ろんなものが爆風で倒された。当日か翌日か、

部隊命令で被災者救護のため市内に入市。黒

焦げの死体、傷口に湧くウジ虫、川からすく

い上げる死体等々、子どもの頃から悲惨な状

況を父からよく聞かされた。私も平和や戦争

について関心のある子だったので父にいろ

いろな質問をして育った。 

 英語と歴史が好きだったので外国人旅行者
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への通訳ガイドになろうと思いチャレンジ

して資格をとり、２０年間続けてきた。ガイ

ドする旅行者はアメリカ人が多い、クルーズ

も多い。ツアーコースに広島が含まれている

場合は積極的に仕事をとりにいくようにし

ている。私がガイドする時は最初に被爆二世

であることをアピールしてやっている。父の

被爆体験を聞いているのでみんな熱心に私

の話を聞いてくれる。一度「あんたはアメリ

カ人の嫌がることばかり話す」と文句を言わ

れたことがある。でもその人は平和記念資料

館を見て出て来た時に「I'm sorry」と言っ

てくれた。 

 父は７年前、８６歳で亡くなった。胃がん、

胆のうがん、最後は肺がんまで発症した。４

０年間父を診てくれた阪南中央病院の村田

三郎先生と再会し、原発問題、放射能被ばく

問題などのとりくみで交流を続けている。 

 私の娘はＪＩＣＡに参加しアフリカのガー

ナで子どもたちのための原爆パネル展など

のとりくみをしている。息子は映像作家で、

福島原発事故後、多くのみなさんの協力で原

発問題を警告するＢＬＩＮＤという５分間

のショートムービーを製作し世に出してい

る。娘、息子ともに被爆三世であることを受

け止めて育ってくれたと思っている。 

Ｈ・Ａさん 

 岡山原水協の事務局長。２・３世ではない。

被爆者支援、「２世・３世の会」のとりくみ

は原水禁運動と一体のものとして、岡山の

「会」立ち上げの時から応援してきている。

被爆体験をどう継承するかは原水協の課題

でもある。岡山の場合、被爆者の高齢化が進

む中、核廃絶の問題や被爆体験の継承の問題

でも、「２世・３世の会」と原水協のとりく

みに期待が広がっている。 

Ｉ・Ｎさん 

 広島の被爆３世。広島では「会」の３世で積

極的に活動している人は少ない。「会」のと

りくみではないが、毎年原水禁大会で「核兵

器をなくそう青年実行委員会」を立ち上げて

とりくみしている。その中から一昨年から青

年による碑めぐりガイドをするようになっ

た。 

 昨日の夕食懇親会で３人の３世参加者が集

まって話し合った。その中にまだ祖父母から

直接被爆体験を聞ける人が一人いてとても

羨ましく思った。多くの三世は祖父母から体

験を聞くことは難しくなっている。 

 私の祖父は国鉄で働いていて、国鉄の被爆体

験集に体験が載っている。それを見て祖父と

同じ避難ルートを歩いて追体験をしてみた。

国鉄物資部～尾長の救護所～大内越峠～矢

口～渡し船～広島城～西広島、全部で７㌔の

距離だった。今後も今の自分にしかできない

ことを考えてやっていきたい。 

 これからは全国の３世のネットワークをつ

くりたい。健康不安・遺伝的影響をどう捉え

たらよいのか考えていきたい。 

Ｍ・Ｍさん 

 父母ともに被爆者。母は広島市内で直接被爆。

実家は壊滅した。父は戦地にいて原爆投下直

後に帰国して入市被爆。父母ともに被爆の体

験は何も話してくれなかった。母が辛うじて

私の妻に少し話した程度。壊滅した実家の跡

で母の父親であろう遺骨を掘り出して食べ

たことなどを聞いている。何も語らない親へ

の反発もあって若い頃から反核・平和の活動

に参加してきた。但しそれは被爆２世として

の活動ではなく。 

 父は１５年前、母は３年前に他界した。母を

亡くしてから被爆二世であることの自覚を

持つようになった。親の話を聞いていない自

分が被爆者の体験をどう継承していけばい

いのか考えるようになった。病気（うつ病）

を発症し、治療を兼ねて絵の勉強をし、描く

ようになってきた。 

 今年の７月２４日から初めての個展に挑戦

する。その中で被爆者の肖像画も展示するこ

とにしている。今被爆者の体験を聞きながら、

被爆者を描くとりくみを行っている。絵を通

して被爆者のことを伝える、私なりの継承を

模索中。 

Ｍ・Ｈさん 
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 退職後もマツダスタジアム近くの大洲中学

校で勤務中。父は５．５kmの青崎にいて被爆。

５．５㌔の距離でも爆心に背中を向けて熱さ

を感じ、窓ガラスも割れた。母は青崎国民学

校で被災者救護にあたり被爆。 

 被爆７１年の時、広島市被爆教職員の会で

『広島の先生たちの物語』というＤＶＤを作

成した。二人の先生が天満小学校の生徒たち

に体験を語るところや、平和公園での碑めぐ

りガイドなどをロケした作品。昨年の「２

世・３世交流と連帯のつどい」でも紹介し、

その後各地から注文をいただいて好評を得

てきた。今回はそのお礼も兼ねて参加。 

Ｆ・Ｍさん 

 みなさんの発言を聞いていて、広島市の伝承

事業は被爆の体験継承のとりくみとして一

歩進んでいるのではないかと感じた。親から

体験を聞いていない二世は多い。体験を聞い

ていないと語ることができない。広島の場合

は親ではない他の被爆者の体験を語るとり

くみを行っている。 

 私は父から被爆体験をたくさん聞いていた

が、あの悲惨な状況は嘘だと思っていた。と

ころが『はだしのゲン』を読んで、「ああ本

当だったんだ」と知ることになった。さらに

広島市の伝承事業でいろいろな人の話を聞

くことにより本当だったのだと理解するよ

うになり、逆に父の話してくれた体験が目の

前で立ち上がるようになって、動き始めた。

その時の感動は凄かった。 

 伝承事業は国の事業としても始まったが、全

国の体験を継承をしている人にも対象を拡

大する方法に取り組むべき。例えば全国の自

治体で、広島の伝承受講者を募集し、公費で

派遣する。その費用を国が負担する方法をと

る等。 

 私は若いときに近所の人に連れて行かれた

募金活動で被爆二世であることを自覚した。

いま元安橋での署名活動している。平和公園

に来るアメリカ人も増えている。アメリカ人

は以前は、国名をカナダ、オーストラリアな

どと書いていた。アメリカと書いたら非難さ

れるのではないかと思っていたらしい。 

 ５０年前、二世健診を国会の超党派で勝ち取

ったが、その後一部から二世運動の妨害にも

あった。運動が進むと妨害が生まれてくるこ

とも注意しなければならない。 

 

以上で自己紹介を含めた発言が一巡 

 

追加発言：Ｍ・Ｙさん 

 この分科会のテーマは二つだと思う。一つは

２世としての立ち位置をどうするか、親の体

験をどう受け止め、伝えていくか。もう一つ

は非被爆者としてみんなと一緒に被爆者の

体験をどう伝えていくのか。 

 私自身は２０歳の時、父が被爆体験の一部始

終を語ってくれたのに憶え切らなかった痛

切な思いが出発点になっている。そのためそ

の後何十年もかけて父の語った言葉、言葉の

奥にあった思いを取り戻そうと生きてきた。

父の被爆体験に迫るために様々なことをや

ってきた。当時の文献などを調べ、読む、当

時一緒にいた人達に座談会をやってもらう、

父の避難したルートを辿ってみる、復元地図

や米軍の航空写真を見る、父の出演したラジ

オドキュメントを発見する等々。その結果父

の被爆体験を掴むことができた。 

 親の体験を聞いていない人でも努力すれば

その輪郭は掴めていけると思う。それは被爆

二世にしかできないことであり、二世はまた

それを三世に伝えていく必要がある。 

追加発言：Ｉ・Ｍさん 

 父が被爆体験や軍隊体験を詠んだ５・７・５

調の句をたくさん残している。それらに解説

を加えて父の軍隊生活をまとめた。 

 岐阜のメンバーからの２つの質問を預かっ

てきた。一つは８５歳になる長崎の被爆者の

証言から、この人は１７歳で結婚し双子の子

を出産した。一人は体の色が青黒くなったり

する異常な体質だった。ある日突然長崎のＡ

ＢＣＣがやってきて双子の子を二人とも連

れて行った。子どもはそのまま返されなかっ

た。その後何の連絡もなく、今日にまで至っ

てしまった。こんな証言を聞いて驚いている。
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ＡＢＣＣの悪評は高いが、今からでも追跡で

きるものだろうか？ 

 もう一つは岐阜の被爆者でセミプロの歌手

がいる。矢川さんの被爆ピアノをお願いして

コンサートを催しながら被爆の実態を伝え

たいと思っている。その際、小学生向けの５

分か１０分程度のアニメかＤＶＤを上映し

たいと思っている。子ども向けの映像作品は

ないだろうか？ 

以下追加発言の続き：発言者省略 

 ＡＢＣＣの追跡調査はどこまでできるか調

べてみる必要がある。 

 子供向けアニメやＤＶＤは、お母さんと一緒

に観るようなもので、生協関係にいい作品が

あるのではないかと思う。 

お薦めの作品としては、『クロがいた夏』、

『二人のイーダ』、『つるに乗って』など 

 情報提供だが、５月２３日に広島県被団協二

世部会のみなさんの放射線影響研究所訪問

が予定されている。平さんも行かれるので、

平さんから資料提供、情報を得られてはどう

か。 

 実は私は５年に一度放影研の検査に呼ばれ

ている。途中でも住所変更などないか問い合

わせがあり丁寧に対応されている。検査結果

はもらえている。「遺伝的影響は現段階では

明らかでない」というのが放影研の説明。 

 京都で「被爆２世・３世の会」を立ち上げた

時、半分ぐらいの人は親の体験を聞いていな

かった。親が亡くなって遺品を整理していて

被爆者健康手帳が見つかり、初めて親の被爆

を知り、自身が２世だと知った人もある。そ

ういう人は実はたくさんいるのではないか

と思う。もっと掘り起こしていかなければな

らない。 

 学校で被爆体験を話してレポートを書いて

もらうだけでは不十分だと思い、ある時学校

に１０時間の時間を確保してもらった。私の

平和観は議論することなので、まず教員集団

から議論してもらい、私の講演に２時間、ア

フターに１時間行い、そして生徒との質疑応

答からスタートした。生徒とのキャッチボー

ルを５～６回繰り返すことをテスト的にや

ったことがある。学校の授業を構成する、カ

リキュラムを提供することも方策ではない

かと思う。体験を継承する内容的なことも必

要だが、議論すること、聞く人たちの疑問を

言葉にしていくチャレンジも必要ではない

かなと思う。 

 他人である被爆者の体験を一生懸命聞いた

り、原稿にしていく過程で共通点が見えてく

る。被爆体験は一見千差万別ではあるがその

中にも非常に共通したものもある。具体的な

例をあげると、人を助けることができなかっ

た罪意識。特に子どもに対する思いが大きい。

他の被爆者の体験を語る中で自分の親のこ

とも見えてくる、ということを感じている。

それと親や被爆者が避難した経路を追体験

することはすごく意味のあることだと思っ

ている。実は昨年の交流会がきっかけで、私

の父の避難した経路を案内してもらった。そ

のことで父の被爆体験に対する理解度がま

ったく変わった。フィールドワークの大切さ

を実感した。 

 被爆者の肖像画のために、２～３時間の時間

をかけて対話しながら描いている。話をして

いると父母の体験と重ね合わせることにな

り、母が何故体験を語れなかったのかを、そ

のことを理解する機会にもなっている。 

 

最後の全体会での分科会報告 

森川聖詩さん（神奈川） 

 参加者の親、祖父母のいろいろな体験が報告

されて一つにまとめるのは難しい。親が存命

の方については今の内に体験を記録してい

くことが大切。親が既に他界されている場合

でも、可能な限り資料などをたよりに継承し

ていく努力が大切ではないか。 

 被爆体験継承のとりくみはいろいろなとり

くみが行われていてすべてが大事なことだ。

アニメやＤＶＤなどの映像、海外の人を対象

にしたガイドや翻訳、朗読劇、肖像画等々。 

 広島市の伝承講話事業は、肉親ではない被爆

者の体験を継承していくところに特徴があ

る。それでも肉親ではない被爆者の体験を知

ることによって自分の親のことを知ること
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につながっている。 

 親の避難した経路を辿ってみるフィールド

ワークはとても大事なとりくみだ。周りの様

子や景色は当時とは変わっていても、追体験

してみることによって被爆体験に対する理

解度は深まる。 

 本当にいろいろな経験を交流し共有するこ

とができた。これからも引き続いて継続して

いくことが大切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「京都で平和を考えるために訪ねるべき地」オプショナルツアー 
 

 

２日目の午後、最後は「京都で平和を考えるために訪ねるべき地」の

オプショナルツアー（自由参加）を行って今回の「交流と連帯のつどい」

を締めくくりました。ツアーコースは２つ設定し、一つは立命館大学国

際平和ミュージアム、もう一つは京都の霊山護国神社です。 

 

立命館大学国際平和ミュージアムは言うまでもなく、立命館大学の「平

和と民主主義」の教学理念を具体化する教育・研究機関として、また社

会に開かれ、発信する社会開放施設として１９９２年に開設されたもの

です。実物資料６５０点、写真資料５５０点など広く戦争と平和に関す

る資料が収集展示されています。初めての訪問となるみなさんを中心に

ツアー参加しました。現地では国際平和ミュージアムのボランティア団

体「平和友の会」のみなさんに丁寧な案内をしていただきました。 

 

京都霊山護国神社は明治維新への過程で散った長州藩士たちの魂を招いて設立された招魂社を起源

とする神社です。明治維新政府はその後東京にも招魂社を設立しこれが１０年後に「靖国神社」と改名

されました。したがって京都霊山護国神社は東京

の靖国神社の原型とも言える神社であり、靖国神

社に掲げられる思想がアジア侵略戦争の源流と

なりました。神社の山腹には夥しい長州藩士の墓

碑と陸軍将兵の墓石が立ち並び、冷気と静寂を伴

う一種異様な空間が形成されています。参加者は

その墓碑・墓石群の間を歩きながら、戦争の歴史

への問いかけと、そして平和を守る思いを深くし

ました。 
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■第３回「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」に参加して 感想文 
 

 

▼木戸季市さんのお話し「被爆７３年目を迎えた被爆者運動の課題と２世・３世への期待」

の感想 

 話を聞いて自分や兄弟の健康や子、孫のこと

を考える良い機会となりました。“いろいろ

な人と手を繋ぐために被爆者の力を活用し

て”の声に励まされました。 

 限られた時間でしたが、レジュメや資料も用

意していただき、私たち２世・３世としての

役目や活動の方向がより明確になったと感

じました。被団協の歩みもよく知っていなか

ったのでよく分かりました。その困難な歩み

がこれからの会や個々の歩みの良い導きに

なるので、激励や支えとなります。お元気で

キビキビしたお話しぶり、それ自体にも感激

いたしました。ありがとうございました。 

 限られた時間内でレジュメに沿って詳しい

お話をしていただき、木戸さんの運動を通し

て被爆者運動の歴史がよく分かりました。

「人類に課せられた問題で解決できない問

題はない」、被団協の原点、大会宣言を知り、

私の運動の指針になりました。 

 全体として前向きな内容でよかったです。 

 二世の自発的意欲、それは三世であっても、

どんな人間でも持つ共通の、生きる意味と通

ずるエネルギーであると受け止めました。ヒ

バク当事者でなくても、その意欲と想像（創

造）力をもって未来を、明るい核を必要とし

ないで済む世界を創っていけると信じてい

ます。私自身もそのように行動していきたい

と思います。お話しありがとうございました。 

 テーマに沿って、多くの資料を提示してお話

しいただきました。ご自身の被爆体験や運動

との関わりも丁寧に話していただき、共感す

るところも多々ありました。但し、２世・３

世への期待という点については引用事例に

「？」と思う部分もあったのと、今後への展

望についてのトーンが弱かったように思い

ました。例えば核兵器禁止条約やＩＣＡＮの

ノーベル平和賞への言及もあまりなく、これ

らの今日的出来事を今後にどう生かしてい

くのかということについて、あまり話されな

かったことに物足りなさが残りました。でも

新しく日本被団協事務局長になられた木戸

さんのお話しをじかに聞けたことは良かっ

たです。 

 後ろの席であまり聞き取れず、断片的にしか

理解できませんでした。残念です。「２世で

ある子どもの幼い頃の健康状態を伝えるの

は被爆者自身の仕事」というフレーズ、ポツ

ダム宣言の話など印象に残っています。被爆

２世・３世運動の現状と被団協のスタンスを

お聞きしたかったのですが、被団協の２世運

動へのスタンスを期待するのはもう無理だ

と思いました。自らの力で運動を作り、ネッ

トワークを広げていくしかないと思いまし

た。 

 「全国被爆二世団体連絡協議会」（二世協）

のお話しについて私には意見があります。特

に私は「胎内被曝・被爆二世を守る会」で活

動していて、二世運動が盛り上がりかけた時

いろいろ問題が起こされました。広島の二世

手帳、医療費助成などの提案に対しても、「反

対」されたことがあり、私には忘れられない

ことです。 

子どもの健康状態「鼻血」などについて、

私は親に聞くことが出来ませんが、３世のこ

とを残しておかなければと参考になりまし

た。二世の運動は、親の運動をそのままの継

承ではなく親が居る限り、支えながら新たな

形を作る必要があると思いました。国家補償、

原発、実験など幅広く連帯しつつも軸を「被
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爆者の子孫」として何をするのかを考えたい

と思いながら聞きました。 

 ご自分が被爆者運動にかかわってこられた

体験を通してのお話は、被爆者としての生き

方にも通じる、とても深いお話でした。特に、

「要求は二世自らがつくりあげるもの」「被

爆一世には、自分の子どもの生い立ち、病歴

を残すという親としての責任がある」という

お話は、私たち二世・三世の運動への期待と

激励のメッセージだと思いました。 

実は、私個人としては、「京都被爆者懇談会」

ができた経過を昔から聞いていて、「日本被

団協」というものに少なからぬ偏見をもって

いたのですが、木戸さんのような方が事務局

長をされているということに、認識を変えな

ければと思ったことでした。 

 木戸氏の被爆体験だけでなく、被団協につい

て、また被爆二世として何をすべきかを考え

させられました。資料も充実していて、とて

も良かったと思います。特に印象に残ったの

は、「被爆二世が、世界の被爆者・二世と連

帯し、再び戦争犠牲者や被爆者・二世をつく

らないために、反核・帆船・平和運動の先頭

にたたなければならない」というご指摘でし

た。 

以前原水爆禁止世界大会国際会議や、世界の

被爆者の国際シンポジウム（広島で開催）に

参加したことがあります。その場で終わるの

ではなく、メーリングリストを作って日常的

に交流をすることを提案しましたが、シンポ

ジウム主催者からはメールの返事はありま

せんでした。年に一回だけの交流では、不十

分であり、被爆者や被爆二世・三世がかかえ

ている問題は共通しているようなので、交流

をして、国際的に連帯して問題解決のため国

際機関へ働きかけることが必要になると思

います。 

 被爆者運動の課題と２．３世への期待 をま

とめてわかりやすい説明がありましたご高

齢なのに 明解な説明されました。わからな

いことたくさん聞けて これからの活動に

生かされることが多く良かったです 

全国２世協の存在のことは初めて聞いたの

で、もう少し詳しく２．３世の運動にどうい

う位置づけなのか質問したらいいなあと後

から思いました。 

 全体会の木戸季市さんのお話は、被爆体験を

含めてご自身のこれまでを語られ、被爆者と

して生きて来られた人生の重みを感じまし

た。次に、日本被団協の歴史を二世・三世問

題から等、運動・課題を明確に事実を話され、

不勉強の私にもとても分かりやすく良かっ

たです。ポツダム宣言や基本懇などの資料を

示して、本物を自分でみて確かめる重要さも

教えて貰いました。凛として確信を捉えたお

話しぶりには、とても感服しました。 

 ①木戸さんのお話は、これまでにも聞く機会

がありましたので、被爆体験のことも伺って

います。しかし、何度も聞くと認識を新たに

することがあります。これは大事なことだと

思います。木戸さんの同級生は被爆者と満州

引揚者が多くいて、それぞれのつらい体験を

有していた。しかし、その怖さやひどさは同

じ点もあるが違いもあったとの話は、なるほ

どと思いました。 

被爆者は３度被爆者になるのでという話は、

当事者として何かをする上での自覚がいか

にして形成されるかという点で、なるほどと

思います。われわれ２世・３世に照らしても、

同じことが当てはまると感じました。まず、

自分の親・祖父母が被爆者であることをどこ

まで知っているのか。さらに、その子や孫で

ある者は被爆２世・３世だと思っているのか。

そして、「それがどうした？」と思うのか、

「２世・３世だ」と自覚して生きるのかとい

う点では、大きな差が出ることであり、それ

が今の実態を反映していると感じます。 

被爆者が体験を記録や語ることで残すこと

が責任だ。そうでなければ、被爆者が死んで

いなくなった時には、原爆は無かったことに

されるとの指摘は、今の社会状況では現実味

を帯びた話だなあと聞きました。被団協が２

世の問題を、発足時から掲げて運動してきた

歴史は大事なことで、当事者の２世がしっか
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りと受け止める必要があると思います。その

点で木戸さんが、２世は被爆者組織とはまた

違って、独自に要求を作り上げることが大事

だと言われたことは、われわれ２世・３世の

会の取り組みとして、一つの示唆だと受け止

めました。 

②質疑で兵庫の畑井さんが、要求は当事者で

ない人びとと共有できることを心掛けない

と、他者との境を作り分断につながると言わ

れていたことは、心すべきことだと受け止め

ました。 

 

▼被爆体験を語り継ぐとりくみ実例紹介についての感想 

 語り部さんの講話は素晴らしかったです。

日々活動することで心が大丈夫かなと思い、

本人に聞いて悩んだ時もありました。今は元

気になるとのことでした。被爆者の声や思い

を聞いていかないといけないと思いました。 

 古田さんの伝承の語り、心に響きました。広

島でパワーポイントなどで画像を示しての

伝承は何度か聞いていますが、本当に語り部

が話しているような、表情や気持ちのこもっ

た声に情景が浮かんでくるようでした。 

岡山からの被爆証言ＤＶＤはまさに思い出

しながら語る被爆体験で、画像右下に地図も

入り、その日の状況がよく分かりました。ご

本人から声を聞きながらの証言は、今高齢で

難しくなっている中、遠路の方も受けやすい

よい方法ですね。この会の財産としていけれ

ばと思いました。 

 古田さんのお話。地図一枚で想像が膨らんで

涙なくしては聞けませんでした。伝承活動が

このようにできたらいいなあと思いました。

岡山のＤＶＤもとても見応えがあり、全編見

てみたかったです。 

 伝承講話は国の事業として位置付けられて

いるとのこと、全国的なとりくみにしていく

必要性を感じた。 

岡山は会として初めて形にしたとりくみだ

ったので、こういう場で発表できたのは岡山

のメンバーの一人としてうれしい結果とな

りました。もっともっと活用できるように頑

張りたいと思いました。 

 伝承講話の実演はさすがに古田さんです。活

動経験と被爆地ヒロシマ在住という利点が

すべて生かされているように思いました。今

後ますます必要になるであろう伝承者のさ

きがけとしていっそう頑張って下さい。 

 とてもいい企画でした。何を、どういう方法

で、誰が、誰に伝えるのか、などイメージが

広がり、それぞれの組織の今後の取り組みに

役立ったと思います。 

 岡山の取り組みも良かった。京都のように聞

き書きも良いですね。今広島の「木の葉のよ

うに焼かれて」の手記集はここ４，５年前か

ら被爆者の手記や聞き書きが増えて、話して

おかなければと考える被爆者が増えていま

す。 

様々な伝え方がありますが、広島の伝承事業

が国から費用が出ていることについて各地

から問題提起をして欲しいと思います。批判

ではなく、「各地で取り組みさせて欲しい。

公費で広島の受講をさせて欲しい」と要求し

て欲しい。そして、各地の集会に呼んでくだ

さい。資料館に申し込み、名前を指定すれば

無料で呼べます。 

 高齢の被爆者に体験を聞くことがなかなか

困難になっているなかで、また、時代背景や

生活スタイルもどんどん変わっていくなか

で、「背景なども説明しながら、伝承講話と

いう形で、体験を語り継ぐ」というのは、と

てもいいとりくみだと思いました。 

 被爆者が高齢となっている中で、広島の被爆

体験伝承講話はとても良かったです。あそこ

までお話ができるようになるまでには、相当

努力が必要であったと思います。今後このよ
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うな活動を広島、長崎だけではなく、全国に

広げることができると良いと思いました。 

岡山の被爆証言ＤＶＤもとても良かったと

思います。被爆者は亡くなっていきますので、

このような記録はとても貴重だと思います。

以前ロンドンの帝国戦争博物館でホロコー

ストの生存者の証言をビデオで見たことが

あります。写真では伝えられないことをビデ

オでは知ることができました。ＤＶＤの無料

貸し出しをしているそうですが、平和教育の

教材になると思います。 

 広島の被爆体験伝承講話について、明快でわ

かりやすい講話で 全体の背景など説明し

ながら被爆体の話を被爆者でなくても語っ

ていけるだと思いました。すこし淡々とした

語りだった、うますぎて体験を語るだけでな

く感動を与える内容など被爆者の思い・感情

なども伝えていくことが出来たらいいなあ

と思いました。私としては、そううまく語れ

るかどうか心配ですが、違った形で今日の体

験の話を参考に語り継いでいきたいと思い

ました。 

岡山の被爆証言ＤＶＤですが、被爆者も高齢

なるので残していく記録として大事な活動

だと思いました。たくさんの皆さんに伝えて

いく上では、被爆者証言のみになっているの

で広島の講話のように背景、説明を入れたり、

証言者も複数にした方がいいと思いました。

一人の話を１時間も見るのは、なかなか続け

てみるのはしんどいと思いました。 

 被爆体験を語り継ぐ取り組みでは、はじめに

我が広島から古田さんの被爆伝承の話で、地

図で場所を見せながら被爆者になりかわっ

て語られ、ひしひしと伝わってきました。次

の岡山からの被爆証言ＤＶＤもわかりやす

かったです。被爆者が年々減少する今、この

二つは必然的なものと思います。 

私も被団協のガイドで母の体験を伝えてま

すが、被爆者本人に代わって知らない人に伝

える意義を感じています。 

 ①被爆体験を伝えるのに、様々な方法があ

り、各地で工夫・努力されているのがよく

わかりました。これは、2 日目の分科会で

より深めることができました。 

広島市の被爆伝承者を「養成？」する事業

は、被爆者の体験をきちんと伝えるための

事業だと思いますが、伝承者になろうとす

る人も時間とエネルギーが並大抵ではない

なと感じます。古田さんの伝承事業につい

ての話を聞いて、語る被爆者と受け止める

伝承者との関係や、市の姿勢など初めて知

ることばかりで、講話を聴く方もしっかり

と聞かなければという気持ちでした。 

以前に、別の人から被爆者体験を伝えてい

る講話を聴きましたが、その時は写真や図

解なども使っての説明でした。古田さんの

耳から聞く話から想像する力の大切さと言

うのも、大事な点だと感じました。 

岡山の会が作成した DVD は、テレビ番組

で被爆体験を特集しているスタイルかと思

います。被爆者の想いを当事者が語り伝え

る点では、急がなければ時間とともに困難

になるものです。この方法は、被爆者に語

ってもらうこと、映像にして記録すること、

編集、さらに見てもらうことなど、被爆者

や２世・３世以外の人も協力して広げられ、

地域での運動としても大事な点があるなと

感じました。 

 

▼分科会【健康問題と対策について】の感想 

 一人ひとりの子どもの頃の健康状態、まわり

の人の健康について発言がありました。ほと

んどの人が２０歳を過ぎると症状がなくな

ったとのこと。いろいろ語られることは良い

けれど、一方的な方向にならないかなと思い

ました。自分のルーツをあまり聞かされて来

なかった人、調べた方がいいとの助言もあり

ました。健康診断の重要性と取り組み方でま

とめられて良かったです。 

 被爆二世だからかもしれないという不安症

状をみなさんが出しあい、個人差はあるけれ
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ど似たような症状のあることにあらためて

気付いた。しかし、すべて被爆の影響にして

よいのか、でも二世としての不安もある、と

いうジレンマをぬぐいされなかった。 

 原発事故による健康被害、被爆者の健康問題、

被爆２世・３世の健康問題が一緒に議論され

ていましたが、共通のこと、それぞれの問題

と、整理して考える必要があると思います。

そうでないとそれぞれの課題の今後の方向

性が見えてこないのでは？ 

 「自分は元気だし、子どもも孫もいないし…」

と、それほど興味をもって参加した分科会で

はなかったのですが（スミマセン）、「原爆

のせいかどうか別にして、とにかく子どもの

頃からのことを何でも出してみよう」という

提案で、みなさんがお話されるのを聞いてい

るうちに、自分でも忘れていたことがどんど

ん思い出されるという不思議な経験をしま

した。 

疫学的な調査が不十分ななかで、医療機関で

は異常がないと言われ、不安や誤解に悩まさ

れるのでなく、少しでも健康に暮らせるよう

に、データをつみかさねながら、対処療法が

できるよう要求していくことが、二世三世だ

けでなく、福島の被曝者の方たちにとっても

大事だというのがよくわかり、とても勉強に

なった分科会でした。 

 ２日目の分科会「健康問題と対策」のみの参

加でしたが、大変貴重な（私にとっては衝撃

的な）お話をうかがうことができました。あ

りがとうございました。 

私は、入会の際に「母方の祖父が、原爆投下

の翌日に長崎市内に入っていた。その時、母

は既に生まれており、市内には居なかったと

聞いている。なので、ＤＮＡ的には、２世・

３世ではないので、入会することにおこがま

しさを感じ、入会することにためらいを感じ

ていた･･･」などとお話していました。そし

て、この分科会に参加するまでは、そう思っ

ていたのです。 

しかし、みなさんのお話を聴いているうちに、

「んっ？」「えっ？」「もしや？」･･･だん

だん動悸が激しくなり、息苦さを感じていま

した。というのも、みなさんが語られた身体

の症状などが、自分や妹に思いあたることが

多かったからなのです。 

これは、当時、亡母が市内には居なかったと

（母から直接ではなく）聞いていたことが、

果たしてどうなのか？どこにいたのか？そ

のことへの疑問がだんだん大きくなってい

きました。そして、そのことをきちんと知る

ことが必要ではないか･･･そういうことが頭

の中をグルグル回っていました。 

頼りは亡母の長姉のみですが、以前に連絡し

て聞いたところ、ハッキリとしませんでした。

従姉妹らが何らかのことを聞いていたこと

があるかもしれず（私は、祖父が入市被爆し

ていたことは、３０数年前に祖父が亡くなっ

た後に知りました）、手繰ってみようと思っ

ています。 

今回参加をして、自分自身がこのような状況

になり「私のような人が、まだ沢山いるので

はないか？」と思っています。交流して情報

を共有し、伝え拡げ、繋げていくことの大切

さを、そして、このような場をつくることが、

とても重要であるということを改めて感じ

ています。今の複雑な思いを上手く書きこと

ができません。感想にもなっていませんが、

まずは今、自分にできることを考え、やって

いこうという思いです。 

 健康問題と対策の分科会に参加しましたが、

驚くほど共通した問題があることに気が付

きました。鼻血、貧血、低血圧、子どものア

トピー、金属アレルギー、孫のぜんそくなど

です。もう少し時間があれば、もっといろい

ろと話すことができたと思います。各自の様

子や症状は、被爆二世・三世の状況を把握す

る上で、とても重要だと思います。 

被爆体験証言の継承・普及も重要なことなの

で、そちらも出たいと思いましたが体はひと

つなので参加できませんでした。合同で話し

合う時間がもう少し長かったらよかったの

ではないかと思いました。 

 岡山の方の発言をもう少し掘り下げて聞き
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たかったなと思いました。原爆の被爆による

健康問題と、福島の原発事故による被ばく問

題は、別け隔てて考えなければならないとお

っしゃったからです。これは、被ばくした世

代間の違いのことだったのか。被ばくした放

射性物質のちがいのことか。時代や地域性？

や、歴史的違いのことなのか・・・。前向き

に捉えていきたいと思っています。 

しかし、被爆した方々からすれば、福島の被

ばく者は生ぬるい！とお叱りを受けること

もしばしばでした。広島への避難者が自治体

からの住宅提供を拒否されたと聞いたこと

もあります。とても重要な問題と感じた発言

でもありました。 

 

▼分科会【被爆体験証言の継承・普及】の感想 

 古田さんの「２世・３世の会」運動の過去の

経過のお話しがよく分かりました。また各地

域の活動を聞けたのもよかったです。次の世

代にどう継承していくか、それぞれの地域で

工夫されたとりくみが行われています。被爆

者の方が歳をとられていく中で２世・３世が

どう受け継ぐのか、多くのヒントがあったよ

うに思います。 

 参加者一人ひとりの思いを共有できて良か

ったです。２世として生きること、２世だか

らこその伝承の方法・役割があるとあらため

て確認できました。自分の親のフィールドワ

ークも是非してみたいと思いました。 

 参加者２２名が自己紹介と、２世・３世とし

ての思い、親や祖父母の体験、継承活動スタ

イルや工夫していること等々、全員が誠実に

雄弁に話しました。それには２時間もの時間

を要しましたが、長さなど感じず、気がつい

たらこんなに時間が経っていたという感じ

でした。休憩を挟んで後の情報交換も十分で

き、参考になることが多々ありました。それ

ぞれに背負ってきたものを共有できる仲間

として、ともに核廃絶の旗を揚げて進みたい

と思う分科会でした。 

 一人ずつ自己紹介を兼ねて活動や悩みなど

を話してもらって良かった。昨年と比べて、

各地で活動しようという意気込みが感じら

れて良かった。 

初めての参加の方だったか、「なんだかここ

に来たらほっとした」と言われ被爆者が被団

協を作った時と同じなのかなと感じた。 

 充分時間がありましたので、私も２回ほど発

言することが出来、充実した議論の内容でし

た。 

 聞法会館宿泊で同室の方から、二世だとカミ

ングアウトすることに勇気が必要だったと

聞き、広島では周囲に多く存在して当たり前

のことのようなので、やはり広島は特別かと

再認識でした。 

 出席者が一通り、自己紹介をするだけで相当

の時間がかかりました。それぞれの想いや親

の体験など、話したいことがたくさんありあ

ふれる想いを持っていることが伝わります。 

被爆体験の継承・普及と言う点では、参加し

た人の体験を聞くことができました。被爆し

た人の数だけ体験があるのは当然で、様々な

話の中で相互に認識を深めることができま

した。また、新たなことを知ることもできま

した。 

地域によって、被爆者の数や団体の状況が違

うこともあり、被爆者と言っても一様ではな

いこと、また原爆の投下直後に亡くなった人

たちの体験は、伝えられないままになってい

ることもあります。私自身、被爆者の体験を

伝えることの大事さという意味が深まった

と思います。 

伝承の方法はまさに多様だと感じました。ど

れが良いとか、先だとか言うことでなく、あ

らゆる方法で、また自分のやりやすい方法を

身に着けることかと思います。語り部として、

映像で記録を残す、絵にして、文字記録で、

絵本にして、写真で、歌や詩文にして、証言

集にして、さらには外国語に翻訳して等々、

それぞれの訴求力があるように思います。こ
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の点で、広島市立基町高校の生徒が被爆者と

対話しながら当時の様子を絵に描いたのを

見て、７０年後の若者がよくぞ描いていると

感心しました。伝えることの可能性を示した

ものだと思います。すでにＮＨＫ広島が市民

に呼び掛けて、被爆時の体験を絵にした取り

組みがありますが、語り部や体験集とは別の

分野での方法としての実績があることを思

い出しました。 

京都の会で取り組んでいる被爆者の聞き取

り記録は、体験談が積み重ねられることで、

その価値が高まっていると思います。 

岐阜の今井さんが被爆者の体験で、ＡＢＣＣ

が生まれた双子を連れて行って、そのまま行

方がわからないと言っている人のことを紹

介していました。悪名高いＡＢＣＣはそんな

ことしていたのかと驚いたのですが、占領下

の時代には今からは考えも及ばないことが

あったのだろうなと思います。これなども、

被爆者の体験を聞く中で、７０年経過して出

てくる事実かもしれません。そのような点で

も、被爆体験の継承は大切になっています。

それと、いま生きている被爆者は、被爆時の

体験を聞くことも大事ですが、７０年以上生

き残ってきた生活・人生についても、もっと

聞くことが必要だと思います。 

 

▼「交流と連帯のつどい」全体を通じての感想、ご意見 

 交流会の設定ご苦労様でした。龍谷大学を見

ることができて感激しました。京の町を歩い

たのは久しぶりです。とても良かった。 

 京都の方々には準備から本番までいろいろ

とお世話になりありがとうございます。木戸

さんのお話し、体験継承の実例と、たくさん

の示唆や考えをいただき、さらに二世として

この会も他にも活動を広げたいという思い

を強く抱きました。 

 初めて全日程参加しました。やっぱり全交流

することがいいなあ、充実していました。

色々と準備、お世話ありがとうございました。 

 準備していただいた京都をはじめ、実行委員

のみなさんお世話になりました。ありがとう

ございました。 

 企画内容、会場、進め方ともに満足していま

す。京都の皆様には大変お世話になり感謝し

ています。この３年間で交流が深まった人、

初めてお会いした方、共に旧知の友のように

感じられるのは２世・３世という共通項があ

るからでしょう。気持ちの良い交流、学びが

できた２日間でした。このつどいに関われて

いること自体、私の誇りです。私たちの活動

が社会をよりよい方向へと向かわせる一旦

となっているとの気概も持ち、この「交流と

連帯のつどい」に参画していきたいと一層思

いました。やっぱり、京都という場所、すて

きですねー❤ 

 全体会の講演、分科会もさることながら、夜

の交流会やその後の宿舎での交流などが貴

重なものに思えました。私たち２世も残され

た時間はそんなに長くないので、大変ですが

毎年開催することが必要かと思いました。 

 昨年の広島も、たまたま宿がキャンセルが出

て取れましたが、このシーズンは大変です。

京都も大変だったことでしょう。分科会が昨

年の反省を込めて部屋を分けたのは良かっ

た。 

遠方に移動しても良いのですね。今度広島の

場合にも参考にします。時期的には、４．９．

１２，１，２，３，月が好ましい。次回は静

岡で温泉地はどうでしょう。宿と、交流会場

と、広間の全体会、分科会の会場を取っても

らえれば、今回のようにメールでのやり取り

も出来るので。という意見も出ています。 

 オプショナルツアー「霊山護国神社」に参加

して、京都に長く住んでいて、またすぐ近く

には何回も足を運んでいるのに、こんなとこ

ろがあったのかと、ビックリした次第です。
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明治維新の長州藩士の墓、その魂を招く「招

魂社」・・・になんともおどろおどろしいも

のを感じましたが、昭和の戦死者の墓、その

亡くなった場所や年齢をみると、人々がどん

な思いでこの墓を建てたのか、戦死というも

のの本質を見落としてはならないと、思った

ことでした。 

 各地で活動されている多くの方々にお会い

でき、とてもすばらしい大会でした。父のた

めにご尽力いただいた方にも直接お会いで

き、亡き父をまた近くに感じることができま

した。ありがとうございました。 

中でも、私の心に強く響いたのは、懇親会の

席上で、福岡から参加されていた方が言われ

た「２世は希望だ」の言葉でした。広島で被

爆した両親は、移り住んだこの京都の地で、

多くの不安（原爆の影響がないだろうか、健

康な子どもが生まれるだろうか等々）を抱え

ながら、勇気をもって私を生んでくれました。

私は、父や母が病に苦しむ姿をずっと見なが

ら成長してきました。原爆の影響を感じてい

ました。その私は、４人の娘の母となり、そ

の娘たちが、今また子どもを産み育てていま

す。私自身の健康や自分の子どもや孫たちの

体のことが、いつも小さな影となり、私の心

の中にあるのは事実です。でも、生きている、

命がつながっていくのを実感しているのも

事実です。  

私の両親が勇気をもって被爆２世である私

をこの世に出してくれたこと、それこそが希

望であり、次のほんとに平和な世界につなが

っていくのだと強く思いました。 

悲惨な戦争、原爆投下で多くの貴重な命が奪

われました。このような悲惨な過ちは二度を

繰り返してはならないと強く感じます。この

世に生まれてきた意味が「希望」であるよう

に、しっかりと毎日を生きていきたいとあら

ためて思った一日でした。 

 京都での開催は会場、宿の確保で大変だった

と思います。ありがとうございました。 

交流会ではあまり時間がありませんでした

が、交流会後の昼食中に同じ被爆二世として

いろいろと話す時間がありました。その時間

も限られていたのですが、被爆二世同士だか

ら遠慮なく話ができるということがありま

した。交流ができて、とても良かったと思い

ます。 

 新しい取り組みなど、勉強になることが多く 

わたしとして、なかなか活動はできていませ

んが、今後生かせる内容になりましたし、２．

３世の活動の意義と役割の大切さ感じまし

た。ありがとうございます。 

 私は仕事の都合で１９日のみの参加。日本被

団協事務局長の木戸希市さんが、自らの被爆

体験を交えながら被爆者運動の課題と被団

協の役割、２世・３世の会に期待するもの、

との話題提供をされた。核兵器の非人道性を

告発し、核兵器廃絶を訴える被爆者と市民運

動こそまやかしの「核抑止力」論を打ち破る

確かな力だ。核兵器廃絶の国際世論と運動を

リードしている被団協こそノーベル平和賞

を受けるべきと強く思う。 

広島と岡山の会から被爆体験の継承の取り

組みが実例紹介された。平均年齢が８０歳を

超えている被爆者に代わって被爆体験を語

り継ぐ２世・３世の役割は大きい。 

そのあと会場を換えて懇親会へ。参加された

県からの取り組みを自己紹介しながらしば

し交流と交歓が弾んだ。私も他県の会員さん

と友だちが広がってよかった。 

会場には、岡山の会員である備前焼の方が焼

いた特別な品が展示・販売。ペンダントとカ

ップを購入した。嬉しいのは片隅にノーヌー

クスのマークがつけられていること。また、

京都の会員である増田さんの被爆者の似顔

絵も展示されていた。 

 準備された皆さんには、ご苦労さまでした。

お礼申し上げます。全国から、多くの人に来

てもらって交流できてよかったと思います。

日程の関係では、静岡の方からは、この時期

は平和行進が静岡県内を行進中で、それの対

応で出席できないとのことです。この辺は、

少し検討できないかと思います。 
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３６ 

オプショナルツアーは、両方とも観光では余

り行くことの無い場所で、良かったと思いま

す。 

 当日は有意義な時間を過ごさせてもらいま

した。ご高齢でもしっかり頑張られている木

戸さんの貴重なお話も興味深かったし、原爆

の恐ろしさはいろいろ聞いて知っていたけ

れど、伝承者の方による、体験者の方のお話

はとても衝撃的でした。被爆体験者の方がだ

んだん少なくなっていく今、こうして伝えて

いくことの大切さを痛感します。 

以上

 

 

 

 

 


