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希望切り開く２０１９年に 
会員のみなさんからの新年のメッセージ 

 

 

■被爆２世・３世の健康問題の実態を深め、真

実に近づく年に！ 

平 信行（南区） 

京都「被爆２世・３世の会」のみなさん新年お

めでとうございます。 

昨年は朝鮮半島の南北首脳会談、米朝首脳会談

が実現し、朝鮮半島の非核化と東アジアの平和へ

の道程が切り開かれました。核兵器禁止条約批准

国は１９ヶ国、署名国は６９ヵ国となり、これま

での化学兵器や対人地雷などの非人道的兵器禁

止条約の時と比べはるかに速いペースで事態は

進行しています。昨年から今年にかけて安倍政権

と日本の原発メーカーによる原発輸出計画は相

次いで頓挫し、完全に破綻しました。８年目を迎

える東電福島第一原発事故の被害はますますそ

の深刻さが明らかとなり、被害者救済と原発廃棄

を求める声はいよいよ強く大きくなっています。

これまで闇の中に閉ざされてきた世界の核製造

と関連施設そして核実験による被害の全貌と実

態も、ここ数年次第々々に明るみに出されるよう

になってきました。 

核によるあらゆる被害の真相を明らかにし、被

害者を完全救済し、そして核兵器も原発もすべて

を廃棄する － これが私たちの願いであり、め

ざすところです。そして被害当事者である私たち

被爆２世・３世も自らの被害の実態を明らかにし、

核による脅威から解き放たれる世界実現のため

の一旦を担い、貢献したいと思います。 

そのために２０１９年度は、これまで積み重ね

てきた被爆２世・３世の健康問題－健康被害の事

実を基にして、それをさらに深め、真実に近づく

確かな一歩を築いていく年にしたいと思います。

具体的には、２０１３年からとりくんできた「被

爆２世健康実態アンケート」の結果、「被爆２世・

２０１９年度年次総会のお知らせ 
■日  時 ２０１９年４月２０日（土） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 

■記念講演 森川聖詩さん（神奈川県原爆被災者の会二世支部副支部長） 

核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ 

 森川聖詩さんは２０１８年１２月、著書『核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ』

を著わされた方です。被爆二世として生を受け、健康障害をはじめ二世であるが故の

様々な問題体験をされ、１９７０年代には我が国で最も早い時期に被爆二世運動を手

掛けられ、核兵器廃絶から原発反対と再生可能エネルギー推進へと幅広く活動されて

きた人です。 

 自身の半生と活動の経験に基づいて被爆２世・３世運動の今後とあり方について貴重

な提言をされています。しっかりと学ぶ機会にしたいと思います。 
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３世の交流と連帯のつどい」分科会で話し合って

きた内容を、もう一度被爆２世・３世のみなさん

にフィードバックし、これまでに出し合われた具

体的事実に照らし合わせながら、みんながもう一

度自身の幼い頃、半生の健康状態について振り返

っていこう、というとりくみです。そのことによ

って、忘れていたこと、曖昧だったこと、さらに

は自身知らなかったことも含めて、より確かなも

のとして思い出し、明らかにしていくことができ

るようになります。とりくみに際しては、医師や

放射線被ばくの影響に見識の深い方たちのご協

力もいただく予定です。これまではとりあえず一

人ひとりが事例を出し合うだけのものでしたが、

これからは放射線被ばくの世代を超えた影響と

はいかなるものか、その具体的な事実を、より確

固とした社会性のあるものとして、世界に訴えて

いけるものにしたいと思います。少なくとも２０

１９年度は、そこに近づく一歩を築いていきまし

ょう。 

京都「被爆２世・３世の会」の会員のみなさん

は、それぞれ、職場や地域、団体などでそれぞれ

に活躍されているわけですが、「２世・３世の会」

会員全員が共通して、共同でとりくむ課題として、

この「被爆２世・３世の健康問題」を深めていく

ことをよびかけるものです。みなさん一緒に頑張

りましょう。 

 

■新年を迎えて 日々精進 

池田 灯(北区) 

昨年はバタバタと浮き足立った１年となって

しまいました。今年は仕事もプライベートも地に

足を付けて、地道に精進して参りたいと思います。 

 

■新しい年、２０１９年を迎えるにあたって 

井坂博文（北区） 

昨年は、京都府知事選挙で福山和人さんを真ん

中にして、「市民＋日本共産党」の新しい共同が

広がり大健闘しました。 

一方で一年を表す漢字に「災」が選ばれたよう

に、自然災害が猛威を振るった年でもありました。 

今年は、さらに新しい共同を発展させること、災

害に強いまちづくりをめざしてがんばります。 

そして、統一地方選挙と参議院選挙が連続して

行われる「選挙イヤー」になります。早いもので、

私は京都市会議員八期目に挑みます。被爆者の声、

核兵器禁止の願いを議会に届ける議員として引

き続きがんばります。なんとしても、今年中に核

兵器禁止条約の発効と、日本政府に批准を求めて

全力を上げます。そして「２０２０年までには憲

法を変えたい」という安倍改憲を許さない闘いも

正念場を迎えます。この改憲の狙いを「忖度」し

た門川京都市長は、防衛省の自衛隊員募集業務に

積極的に協力したいと、2 月をめどに京都の１８

歳・２２歳の個人情報をタックシールに宛名印刷

して提供することを決めました。京都の若者を災

害救助ではなく、

戦場に送り出し、

命を落とすかもし

れない仕事に自治

体が加担するもの

であり。絶対に許

せません。今年の

初仕事は、このた

くらみを撤回させ

ることです。 

今年もどうぞよ

ろしくお願いしま

す。 

 

■２０１９年への「想い」「夢」 

石角敏明（長岡京市） 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、うれしい事といえば、沖縄知事選の「玉

城知事」の誕生、そして「大山崎町町長選」の勝

利がありました。しかし、国内の政治は民主主義

の危機と思うぐらい「世論」を無視した「数」を

頼んだ政治運営が行われています。 

今年は、年明けから選挙がありますが、一歩ず

つ歩みを進めていきたいです。具体的には「何を」

というのもありませんが、まだまだ「課題・問題」

が山積しているように思います。「宿題・課題は

まだまだ一杯あるよ」と言われているようで、微

力を出してがんばらないと、と思っております。

そのエネルギーとしての「２世・３世の会」での

「学習・出会い」を大事にしつつ。 

今年もよろしくお願いします 

２０１８年原水禁世界大会(広島) 
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■九条生かした平和外交、核廃絶の先頭に立つ

政府目指して 

井上哲士（左京区） 

新年おめでとうございます。今年は１２年に１

度、統一地方選と参院選か重なる選挙の年。私も

日本共産党の参院比例候補として４期目を目指

し、倉林さんと一緒に頑張ります。二つの選挙の

連続勝利で、安倍政権を終わりにしたいと決意を

新たにしています。 

昨年は、核兵器禁止条約の批准を安倍政権に繰

り返し迫り、条約に背を向ける総理に「あなたは

いったいどこの国の総理か」との被爆者の言葉を

予算委で突きつけました。 

今年は憲法九条をめぐる正念場の年。総理は、

年頭の会見で改めて改憲への執念をむき出しに

しました。憲法九条には、被爆者の思いが刻み込

まれています。絶対に変えさせてはなりません。

昨年、広島で胎内被爆をされた女性のお話しに触

れる機会がありました。三人姉妹で、被爆当日、

登校していた一番上のお姉さんの遺体は見つか

らなかったそうです。彼女は、「戦後、姉は憲法

九条になりました。九条をなくすことは姉を殺す

こと。二度も姉を殺さないで」と語っておられま

した。被爆者にこんな言葉を言わせる政治であっ

ていいわけがありません。九条を生かした平和外

交を進め、核廃絶の先頭に立つ政府に変え、「さ

すがに、唯一の戦争被爆国の政府だ」と心から言

えるようにしたい。被爆二世として一番の決意で

す。 

ご一緒に、希望ある政治をつくりましょう。 

 

■原発と原発事故による健康被害から目をそ

らさず、伝え、自らに問うていただき、一緒に

どうしていけばよいか考え行動していく年に 

菊池洋（南区） 

わかっていたことでしたが、積み重なっていく

ことに、目をそらし続けていくことができなくな

ってきた一年。その先へ向かう今年です。 

原発を動かす以上できてしまい、そのうえ、分

離除去の方法が無いわけではないのですが、べら

ぼうな費用がかかるため、放射性物質でありなが

ら、薄めてなら、どれだけ垂れ流してもよいとさ

れた、原発を動かすことでできるトリチウムが原

発周辺の住民に健康被害を起こしていることを、

地道な調査に基づいての話により、知りました。 

事故を起こさなくても、動いているだけで、原

発は、健康被害を生み出します。 

原発を止めるしかない。 

だからこそ、トリチウム汚染水の処分の公聴会

において、トリチウム自身の危険性に発言があっ

ても、国の政策を覆すそのような事実を、全国紙

は、一致団結のように、一切口をつぐみます。報

道しません。見事なほどに。 

石棺で覆われていない、野焼き状態の、壊れた

国策東電原発の原子炉からの放射性物質の放出

だけでなく、原発は、全て止まっていたのに、再

稼働 したことより、原発周辺で、また、健康被

害発症に向け、放射性物質が放出され、人体に、

呼吸などで、蓄積されていきます。 

仙台市の幼児たちから、とぎれることなく、そ

の尿から、セシウムが、検出され続けていること。

（空気中に、浮遊する放射性物質を、呼吸により

取り込み続けていると推定されます。） 

いわき市の学生たちが、海外を訪問する際、周

囲からの時間ごとの放射線を測定する機器の測

定結果から、海外では限りなく被ばくがないが、

いわき市では、被ばくの数値が明らかに測定され

ることを教えてもいただきました。 

そして、測定により、不溶性の放射性物質の微

粒子は、水に溶けないため、土壌において、深く

吸い込まれることなく、地表面近くに存在するこ

とを教えていただきました。 

そのため、何度でも、放射性物質は、空中に、

浮遊し、呼吸を通して、人体に取り込まれ、不溶

性のため、排泄されず、体内に蓄積されるものも

多く、とどまった箇所で、放射線を発し続ける。 

そして、青森の遠藤さんにより、体内の活性酸

素や、細胞内のミトコンドリアの変異が、病気を

引き起こすことを、放射線が、体内に活性酸素を

生み出すことや、ミトコンドリアを破壊すること

と、結びつけて、考察し、放射線により、がんに

とどまらず、広く多くの疾病が生じることを教え

いただきました。 

全国で、福島県が、心筋梗塞の死亡率トップ、

脳梗塞の死亡率も１のくらいの上位であるので、 

口がさけても、放射線の影響であるとは、認めま
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せんが、あの再選された内堀雅雄さんが県知事で

ある福島県でさえ、その対策をとらざる得なくな

っています。（放射線の影響では絶対ないと、原

因から排除しての、対策が、有効な対策になりう

るでしょうか） 

知人が作った歌の一節にこんな歌詞があります。 

『目をつぶっていても、嵐は過ぎ去って行かな

い。目を耳を開いて、殴るやつを、にらみつけ

てやろう』 

地道な、測定、研究が、積み重ねられ、つなが

り、原発が動いていることにより、また、事故に

より、放射性物質が放出され続け、原発周辺や、

原発事故の被害地域での、健康被害は、明らかに

されてきて、目をそらしても、なくなってくれま

せん。 

原発と原発事故による健康被害を、伝え、どう

するのか、自らに問うていただき、一緒にどうし

ていけばよいか考え、行動することに、踏み出さ

ないといけない、今年だと思います。 

 

■百世の先まで戦争のない世界を祈念し 

木全満知子（和歌山県橋本市） 

あけましておめでとうございます。今年もよ

ろしくお願いいたします。 

年明けの１月４日から６日にかけて亥年に

ちなんだ神社仏閣にお参りしてきました。建仁

寺の禅居庵。おみくじは亥でした。南禅寺の聴

松院。亥の阿阿吽、梅の花がほころびかけてい

ました。京都御所の北西にある護王神社。イノ

シシが守る足腰の健康の神様です。 

すべて摩利支尊天（仏教の守護神で女神様）

です。太陽や月の光（威光）を意味し、陽炎を

神格化したものです。陽炎は実態がないので、

焼けず、濡らせず、傷つかない。そんな傷つか

ないということで、戦国武将はかぶとの中に小

さな摩利支天を入れて闘ったとか・・・？ 

京都の祇園方面に行くと、昨年の「２世・３

世交流会」後のオプショナルツアーで京都霊山

護国神社に行ったことを思い出してしまいま

す。あの時、話を聞いている内に吐き気がして

きて、その場から離れてしまいました。先人た

ちがそんなことをしたのか？その時代、私は生

きていなくて自分の目で見たわけではないが。

こんな残酷なことが本当だとしても話せない

と思ったもので、非戦、非核だけを伝えようと

思いました。 

私は被爆二世、子どもは被爆三世、孫は四世

です。代々続いて百世まで戦争はしてはいけな

い、また元に戻ることのないように。 

平安神宮にお参りに行ったとき、ご朱印場で

宮司さんが「穏やかなお正月ですね」と言われ

ました。今全国女子駅伝を観ながらこの原稿を

書いています。来年はオリンピックがあります。

健康で安心して暮らせる穏やかな一年であり

ますように祈念します。 

 

■宮城の私がどうして京都の会に入会か 

―私の考えていること― 

小林立雄（宮城県多賀城市） 

私の父親が入市被爆者であること、したがって

私は「被ばく二世である」と教えてくれたのも宮

城の被爆者の会の事務局長の木村緋紗子さんで

した。被爆６０周年の夏のことでした。この宮城

には被爆者の会がありますが、二世、三世の会は

ありません。 

被爆者の会とは、会の自主性を尊重しつつ付き

合いをしています。宮城の会の基本的な考え方は

家族に被爆者健康手帳の所持者がいる（いた）こ

とが会員要件とのことです。つまり、物理的・生

物的に全く被爆者でなくても家族ということで

会員要件に合致します。二世、三世もこの会に加

入できるとの考えです。このことを外部からとや

かく言うつもりはありません。ただ会の規約上私

はこの会の埒外にいる存在となるのです。 

核兵器をなくす取り組みは、人類の死活にかか

わる重大な取り組みだから、できるだけ多くの人

たちと、思いを共有し共同の取り組みにしないと

いけないと思っています。そんな角度から見ると、

京都の会の規約が光ります。会の「趣旨に賛同で

きる」ことが二世、三世の会の会員要件です。組

織の伸張は規約にあると感じています。この規約



京都「被爆２世・３世の会」会報№７５   ２０１９年 1 月２５日 

６ 

なら会員や会の取り組みのすそ野が広がるもの

だと思います。だから、宮城に住む私も会員にな

れました。 

被爆者の貴重な体験の資料、福島原発被事故害

者との連帯、運動や活動に役立つ情報などを会報

で定期的に発行すること、数々の取り組みに遠く

宮城にいてもどれほど私が激励されているかを

伝えたいと思っています。この間に行われた二世、

三世の交流会の呼びかけがありました。しかしど

うしても参加できないので、昨年京都の会の総会

と講演会に参加してみました。新たな力をいただ

きました。京都の皆さんの取り組みに学び、近く

は宮城の取り組みに、世界から核兵器をなくす活

動に貢献できればと思っています。 

これからも宜しくお願いします。 

 

■戦争体験、被爆体験をもっと知りたい 

久保絹子（伏見区） 

私は戦後生まれですから戦争体験も被爆体験

ももちろんありません。親からもあまり聞いた覚

えもありません。今年は戦争体験、被爆体験や、

その頃のくらしの様子などもっと知りたいと思

っています。 

正月に、佐世保に住む実の姉（７７歳）が４歳

の時に体験した話を電話で聞きました。 

長崎の原爆投下後、諫早の実家の前の道を戸

板に乗せられたおびただしい数の被爆者を、

近くの避難病院へ運んでいたのを道端でず

ーっと見ていた。「水を、水を」と欲しがっ

ている人たちの口にスイカのかけらを近所

の小母さんたちが入れていた。自分もそのス

イカのかけらが欲しいなーと思いながらず

ーっと立って見ていたが一度ももらえなか

った。 

姉は「疲れやすく、丈夫でないのはそのためや

ろか？」と言っていました。こんな暮らしの中に

埋もれている事実をもっと知りたいと思ってい

ます。 

 

■「お坊さん達、何してんねん！」と厳しい声

を 

坂上 良（高槻市） 

昨年、たまたまのご縁で入会させて頂きました

が、なかなか例会に参加できず、心苦しく思って

います。メールのやり取りを拝見しつつ、皆さん

の豊富な知識と行動力に圧倒されています。 

私が僧籍を置く浄土真宗本願寺派では「御同朋

の社会をめざす運動」(実践運動)というものがあ

ります。戦後から続く運動の流れを受けたもので

すが、「基幹運動」と呼ばれていたころは、人権

問題や平和問題、靖国問題などに積極的に関わっ

ていました。しかし、今日では戦後７０年の折に

は論点整理という形で意見集約はされたものの、

宗門としての明確な意思表示は未だ出されてい

ません。昨年、平和問題の取り組みとして貧困問

題への対応が提示され、募金や子ども食堂といっ

た活動が動き始めています。 

平和の確立のために格差是正、貧困や差別の解

消は重要です。ただ本願寺教団は近代において積

極的に国家の富国強兵政策に協力し、戦争を下支

えした歴史があります。憲法改正が現実味を帯び

る今、念仏者９条の会などに参加する僧侶、門徒

は声を挙げ続けていますが、宗門としては「いろ

んな考えの方が居るから・・・」として、具体的

な表明は一切ありません。真宗大谷派(東本願寺)

が死刑執行に対する反対表明や核実験反対声明

などを素早く発表しているのと対象的です。 

  私は昨年、その実践運動の教区副委員長と中央

委員に就任しました。今年は一層宗門の動きを注

視し、方向を誤らぬよう、同志と共に声を挙げて

行きたいと思います。統一地方選挙、参議院議員

選挙後、憲法改正に向けて一気に動き出すものと

思われます。是非皆さんからも宗教者の反応が鈍

いと感じたら、「お坊さん達、何してんねん！」

と厳しい声を寄せて頂ければ、有り難いです。 

昨年の皆さんのやり取りの中で、ベートーヴェ

ンの「第九」が話題になっていました。私は３年

前から、一万人の第九などに参加し、年２～３回

は舞台に立つ"第九愛好家"です。最も有名なフレ

ーズの歌詞には「社会の様々なものによって分断

されたものが、再び繋ぎ合わされ、人々は兄弟と

なる」(私訳)と高らかに歌われます。ベートーヴ

ェンが作曲した時代はナポレオン戦争の時代で

した。１００年前、第一次世界大戦に敗れたドイ

ツ兵による徳島での演奏はまさに、敵味方を超え、

両者を結びつけるものとなります。第二次世界大
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戦のナチスの時代を経て、東西冷戦とベルリンの

壁の崩壊、ＥＵの結成などその折々で第九は象徴

的に演奏されてきました。国内外で様々な分断が

露わになっている今こそ、この曲の込められた願

いを伝え、行動して行きたいと思います。 

 

■被爆体験伝承者の研修をやり遂げます 

庄田政江（大阪市平野区） 

皆様 新年明けましておめでとうございます。 

昨年５月から「被爆２世・３世の会」に入会し、

私と同じように被爆者を親にもつ方々が全国に

おられることを知りました。こういう会がないか

とずっと探していたのでやっと居場所を見つけ

た気がします。また、特に京都は活発な活動をさ

れていてどんどん広がりと実績を積んでいって

いると実感しております。 

私個人としては、今年は昨年から始めた広島市

の被爆体験伝承者の研修を座学から実学に進め

ていく年になります。私は一人の女性を選んだの

で、その方に決まれば今後より深くお話を聞くこ

とになります。気を引き締めてしっかり学んで行

かなければと新たな決意をしております。これま

で１１名の方の体験をお聞きしましたが、被爆１

世の語り部さん達も８０歳半ばで数人の伝承者

を抱えるのは大変な気力と体力が必要だと思い

ます。使命感がなければとても出来ることではあ

りません。それだけにその熱意に応えるよう責任

感を持って伝承を担う覚悟が必要だと感じてい

ます。被爆２世であることでより現実味のある伝

承ができるのではと期待して、またこの活動が核

兵器廃絶につながる一つの重要な道であると信

じてやり遂げるつもりです。 

明るいニュースとしては海外への原発輸出も

失敗に終わり、国内でも再稼働が困難になってき

ています。安倍政権が倒れるのも時間の問題で今

年は一波乱あるのではと期待が膨らみます。 

当会については、一人で出来ることは小さいか

もしれませんが、色々な能力を持つ人達が集まっ

て意見を交換しアイデアを出せば相乗効果で良

い結果が生まれると思います。今年も会が活発な

場になって楽しく盛り上がって行くことを希望

していますのでよろしくお願い致します。 

 

■私の２０１９年の「新年の抱負」 

谷口公洋（城陽市） 

安倍政権は１０月に消費税を１０％に上げる

と言い、マスコミもまるで既定の事実の様に報道

しています。上げれば自民党は必ず選挙に負けま

すから、選挙直前に取りやめると宣言するかもし

れません。最近「安倍政権は消費税を上げられな

い」（荻原博子 ベスト新書）を読んで，ますま

すその感を強くしました。彼なら選挙対策に消費

税率の上げ下げを利用することも平気でやるで

しょう。そんな事も頭に入れつつ、消費税の本質

が「無い者からとる税金」である事を語り、税率

反対だけでなく消費税廃止も訴え続けたいと思

います。 

さらに「平和を語っても票にはならない」と言

われても、世界の平和と核兵器廃絶は必ず訴えつ

つ、城陽市をより住みやすい町にする決意です。 

私は今年の統一地方選挙で日本共産党公認で

城陽市会議員選挙に立候補することになりまし

た。２０１９年は私の人生において重要な年にな

ります。核兵器や原発の被爆者を二度と再び出さ

ないために、健康に留意して最後まで全力で闘い

抜きます。 

 

■歴史を学び、過去を知り、現在を生き、未来

を創る 

月下星志（南区） 

広島カープ最初の助っ人のひとり、銭村健三さ

んが昨年末に亡くなった。日米開戦後、日系社会

への排日運動はエスカレートし、銭村一家もアリ

ゾナ州ヒラリバー強制収容所に収容された。有刺

鉄線に囲まれながらも、父と共にグラウンドを整

備し、野球を続け、希望を持った。戦時中の日系

社会の歴史は、日本ではまだまだ知られていない

ように思う。 
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アメリカにおける

ヒロシマ、ナガサキ

の歴史もまたしかり。

生前、銭村さんは、

自らの体験と重ね、

トランプ政権の排外

的な政策を懸念して

いたという。アメリ

カだけに留まらず、

「○○ファースト」

という言葉があたり

まえのように使われ

て、自分だけ、ある

いは自分が仲間と思う人だけ集め守り、そこにあ

てはまらない人を排除してしまう現実がある。 

歴史から学ばなければ同じことを繰り返す。歴

史を学ぼう。過去を知ろう。過去に学び、現在を

生き、未来を創る。平和の道は、今この時１歩ず

つ。 

カープの 4連覇＆日本一も１試合ずつ。今年も

よろしくお願いいたします。 

 

■今年も母とともに 

鳥羽洋子（茨木市） 

昨年同様、今年の目標の第一も母の健康です。 

昨年は、私が住む茨木が大阪北部地震の震源に

なるとは思ってもいませんでした。朝、私が出勤

した後に起こったため、家には母一人、デイサー

ビスの迎えを待っていました。急いで戻ると、母

は一階和室中央の椅子に「帽子を被って」座って

いて、無事でした。見ると廊下には本棚が倒れて

おり、もし、トイレに行く途中だったらと思うと

冷や汗がでました。その一週間前には母は肺炎で

入院し退院したばかりでしたから、尚更です。 

母の冷静さ逞しさを再確認すると同時に、改め

て日々の生活や備えの大切さを実感した出来事

でした。 

今年は、非常勤での高校勤務を続けるかどうか

はまだわかりませんが、平和ミュージアムでのガ

イドと母の体験が必要とされる限り、母との語り

部は続けたいと思っています。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■３・１ビキニデーから本腰入れて 

野間 優子（吹田市） 

今年の正月は、末っ子の息子（３男）が昨年１

１月に決婚して、私一人の生活のスタートとなり

ました。 

昨年は、沖縄知事選挙の勝利や、安倍９条改憲

の提案をさせなかったなど、私たち市民の力と闘

いに確信を持ちました。今年は選挙の年で、年明

け早々始まりました。私はこのとりくみをみんな

と一緒に行いながら、「被爆２世」のとりくみと

して、３・１ビキニデーから本腰を入れて“やる

ぞー”と思っています。 

みなさんと会える日を楽しみにしています。今

年もよろしくお願いいたします。 

 

■“猪突猛進”の年 

畠中孝敬（南区） 

あけましておめでとうございます。 

一昨年暮れは風邪を引き、昨年の暮れは、住居

地のバイク置き場からバイクを盗まれた。おかげ

で、盗難届や保険の切り替え、バイクの購入など

で忙しい暮れだった。どうも私の年の瀬は縁起が

悪いようだ。 

元旦恒例の石清水八幡へ初詣、登りは徒歩、帰

りはエレベーターでお参りした。自宅（８階）で

一年間エレベーター使わず、徒歩での下りが効果

ありだった。継続は力（ﾁｮｯﾄ意味違うか？！） 

さて、統一地方選に参議院選挙で今年も選挙の

年だ。南区市会では、前回二名当選を勝ち取った。

今回は立憲民主や京都党などから新たに３名の

女性候補が立候補する予定だ。定数５で８人の立

候補予定だ。油断できない情勢だ。“猪突猛進”

なんとしても二回連続での複数議席を勝ち取り、

続く参議院選挙での現有議席確保で、安倍政治を

終わりにしたい。 

一句 ”安倍政治 猪突猛進 さようなら” 

 

■住田紀美子さんのこと 

花岡和子（京田辺市） 

一昨年の平和行進の時、京田辺市在住の住田紀

美子さんという被爆者の方のお話を聞く機会が

ありました。私の家の近くなので、それから３回

ほど住田さんのお宅までうかがって話を聞きま
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した。８月には甲子園での広島の広陵高校の試合

を一緒に観ながら聞いたこともありました。 

紀美ちゃんは小学生の頃、ＡＢＣＣに連れ

ていかれてて、運動会は見学ばかりで悔し

かった。野球する時はバッターとキャッチ

ャーしかできず、バッターで打ったら代走

が走ってくれた。紀美ちゃんはペーパード

ライバーだったが、お母さんが車椅子でも

運転できたので、好きな釣りに一緒によく

出かけていた。大丸に勤務していた頃、ウ

ィークデーは寮にいて金曜日に田辺の家

に帰るのだが、父母が車で迎えに来てくれ

た。紀美ちゃんは大丈夫なのに、自由な時

間がないと言っていた。 

紀美子さんと最後に会ったのは一昨年の１２

月８日。その時手足に抗がん剤の副作用で固いも

のができていて、とても痛いので薬を止めたと言

っていました。切り取った固い皮を見せてもらい

ました。 

紀美子さんのお店（美容院）は一昨年の１２月

で閉店しますとハガキを出されたそうですが、昨

年の２月に訪問した時には不在でした。近所の友

人に聞くと、亡くなられたということでした。 

私の兄と同じぐらいの年齢でお姉さんでした。

訪問すると温かいコーヒーやお菓子を出してく

れて、いつもニコニコされていました。がんばり

屋さんでしたが、原爆さえなければという思いも

あったのでしょうね。自殺したくても死ねなかっ

たので覚悟を決めて生きてこられたのでしょう。

私の友人は、とても優しくていい人だったと言っ

ていました。 

今年も食べて元気になれる活動と、核兵器も原

発もなく平和で穏やかな生活が続けられるよう、

仲間と一緒に頑張ります。 

追伸：今年こそ広島カープが日本一になって欲

しいです。 

 

■心を打たれた被爆者をはげますつどい 

馬場始延（八幡市） 

１年が経つのが早いこと。次々と起こる安倍政

権の暴走、社会の出来事がそう思わせているのか

なと思ったりします。 

昨年は広島をゆっくり訪ね、父の足跡をたどり

たいと思ったままできませんでした。今年こそは

実現したいと思っています。 

お正月は大家族になり、ゆっくりすることなく

はや１月半ば。 

今、日本だけでなく世界中が不安定になり危う

さを感じています。だからこそ戦争のない、核兵

器のない一人ひとりが大切にされる平和な社会

を求めて声をあげ、行動し続けることが大事なん

だと思います。私もその一人であり続けたいもの

です。 

昨年の１２月、初めて“被爆者をはげますつど

いクリスマス平和パーティー”に参加させてもら

い、これだ！と心を強く打たれました。被爆体験

を受け継ぎ、次の世代に伝えていくことは私たち

２世・３世がその先頭に立つべきなんだと改めて

思いました。 

パーティーでは八幡の被爆者の方お二人とお

話ができたことが本当に良かったです。広島に原

爆が投下された時の朝の様子を生々しく話して

下さり、また今の生活の様子をうかがうことがで

きました。もう８５歳、８４歳と言われていまし

たが、とてもお元気そうでした。来年もまた元気

に会いましょうねと声をかけました。 

平和を願うたくさんの団体が関わり、こんな素

在りし日の住田紀美子さん 
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敵な催しが５４年も続いていることにも深く感

動しました。 

いろんなところに勇気をもって足を運ぶことっ

て大事ですね。今年もよろしくお願いいたします。 

 

■新しい年を迎えて 

古田京子（八幡市） 

皆様、あけましておめでどうございます。 

被爆２世・３世の会でのお話は、私にとって、

かなり新鮮で勉強になることが多く、いつも「ふ

ーん、そうなんや」と心の中でつぶやいている状

態です。 

今年も、たくさんの「ふん、ふん、なるほど」

とつぶやきができるように、会のみなさんのお話

が聞けたらいいなと思っています。 

仕事も孫たちの世話も楽しくできるように、元

気で毎日を過ごしたいと思います。今年も宜しく

お願い致します。 

 

■１２５０回目を数えた清水寺６．９行動 

堀 照美（上京区） 

清水寺の 6.9 行動も１２５０回を数えました。

京教組女性部が始めた行動ですが、たくさんの団

体や個人の方々に参加していただき続けること

ができています。 

今年こそは、日本にも批准をさせて核兵器禁止

条約を実現させたいと思います。 

母の被爆体験を６年生の子どもたちに語る活

動も始めました。教え子を再び戦場に送らないた

めに、できることを１つずつ積み重ねていきたい

と思います。 

 

■今年も被爆者の肖像画と個展の開催 

増田正昭（下京区） 

あけましておめでとうございます 

昨年に引き続き、今年も７月に個展を開きます、

今年は京都ど真ん中(河原町三条アートギャラリ

ー北野)で行います。 

新年早々、９人目の被爆者の肖像画のデッサン

を行いました。関西美術院の代表の方(私の絵の

大大先生)で、とても緊張して描きました。被爆

体験など詳しく語っていただき、知らなかったこ

となど、戦争の恐ろしさ、アメリカの無差別攻撃、

虫ケラようなに扱う攻撃の話しを聴き、改めて怒

りと反核平和の思いを感じました。 

被爆２世として

被爆者の生き様を

肖像画にして描き

続けていきます、

被爆者が言葉で伝

えきれないことを

絵を通じて、たく

さんの方に発信し

ていきたいと思い

ます、昨年同様に

マスコミなどにも

働きかけ、一人で

も多くの方に観てもらいたいです。 

こういう形ですが、会の活動に参加させいただ

いています。体に気を付けて、マイペースで行い

たいと思います。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。 

 

■脱無関心・無責任の一年に 

本岡晃浩（左京区） 

皆さま新年明けましておめでとうございます。 

今年の抱負ですが、昨年の自分の周りへの無関

心・無責任さを省みて、脱無関心・無責任の１年

にしたいと思っています。世界の状況への無関心

を捨て、子どもたちの未来への可能性に関心、責

任を持ち、様々な分野・人々に対し偏見を捨て、

関心を向ける。この実現が他の人にとっての脱無

関心・無責任、そして幸せに繋がると信じ、日常

で実践し続けられるよう精進したいと思います。 

本年が皆様にとって素晴らしい一年となりま

すことを願っております。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。 
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■人々と共に歩むために 

１１のテーマを書にまとめ世に紡ぎ出す 

守田敏也（左京区） 

みなさま。あけましておめでとうございます。 

● 陰極まって陽に転ず！ 

世界はいま新自由主義のもとでますます混迷

を深めています。しかも世界各地でこれまでと規

模を異ならせる災害も続いています。日本はその

上、福島原発事故の収束はまだまだ遠く、しかも

事故で飛び出した放射能の影響が深刻に広まり

つつあります。他にも憂慮すべき事態には枚挙の

いとまがありません。 

しかし僕は思うのです。「陰極まって陽に転ず」

だと。いやみんなで転じてみせようじゃないかと。

もはや単なる手直しですむ段階ではない。根本か

らの変革が必要です。だからみんなで世界革命を

やってしまおうではないですか！ 

● 今年は次々と書を世に出します！ 

今年はその道をできるだけたくさんの人と歩

むために、これまで「明日に向けて」に書きため

てきた論考を項目ごとに書にまとめ、連続的に世

に紡ぎ出していこうと思います。 

現時点での計画は以下のごとしです。 

１、原発再稼働に認可を与えている「新規制基準」

を批判します！ 

２、福島原発汚染水問題を時系列的にまとめ東電

の犯罪性を暴露します！ 

３、原発輸出路線の行き詰まりについてこれまで

の経験を踏まえて論じます！  

４、国際放射線防護委員会（ICRP）への批判を行

い被曝についての嘘を暴きます！ 

５、原爆症認定訴訟と被爆二世問題を説き明かし

被曝にいかに立ち向かうのかについて論じま

す！ 

６、放射性廃 棄物に関するさまざまな嘘を暴き

廃棄物のあるべき処理のあり方を論じます！ 

７、命と身体を守るためマクロビに学んできたこ

とをまとめます！ 

８、世界を変革に導く道程を求め「今さら聞けな

い哲学の話」を分かりやすくまとめます！ 

９、社会の向かうべき姿を求め「社会的共通資本」

について説き明かします！ 

１０、戦争からの命の守り方について暴力論を根

源まで深めつつ論じます！ 

１１、自然災害の激化を踏まえ命を守る対策につ

いて論じます！ 

１２、これらを簡便に学習できる教材として『ビ

デオ講義』集も作成します！ 

これらの計画を実現するために今後、みなさん

にさまざまにご協力をお願いすることになると

思います。どうかよろしくお願いします！ 

● 人間は自分に解決しうる課題だけを自分に提

起する！(マルクス) 

今年はこれを１つの柱としながら、原子力防災

と放射線防護に、選挙も含めた民主主義の前進に、

反核行動での世界との連帯の進化に、世界変革の

ための哲学と社会的共通資本研究の進化に、と、

まい進していこうと思います。 

みなさま。世界を変えましょう！ 

真の豊かさの実現を。一人一人がリスペクトさ

れる社会の創造を。その中で戦争と核のない世の

中を作り上げていきましょう。なあに、みんなで

やれば必ずできます！ 

ちなみにかのマルクスは以下のように述べま

した。 

「人間はつねに、自分が解決しうる課題だけを自

分に提起する。なぜならば、詳しく考察してみる

と、 課題そのものは、その解決の物質的諸条件

がすでに存在しているか、またはすくなくとも生

まれつつある場合にだけ発生することが、つねに

みられるであろうからだ」。(『経済学批判』序言 

国民文庫版 p16より) 

僕もそうだ！と思うのです。 

みなさま。今年もどうかよろしくお願いします！ 
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■今年の抱負 

矢ヶ崎 響（北区） 

１ 子育てについて 

２０年後・３０年後は、今日の続き。 

土作り、種まきをするつもりで日々の生活を丁寧

に。手を抜くところはしっかり抜く。 

２ 沖縄について 

今年は勝負の年！辺野古の問題は世界的に知ら

れつつある。また、草の根的にも広がっている。

選挙もある。変えられるチャンス！ 

諦めを狙う埋め立てにめげず、小さな学習会やイ

ベントを身近で重ねていく。 

３ 仕事について 

本が出るので、著者として恥ずかしくないよう勉

強をしたい。 

 

■２０２０年国際平和博物館会議（京都・広島）

開催を見据えて 

山根和代（右京区） 

昨年の7月に INMP (International Network of 

Museums for Peace: 平和のための博物館国際ネ

ットワーク)の事務局が、オランダのハーグから京

都に移された。INMP の代表に国際平和ミュージ

アム名誉館長の安斎育郎氏が選出され、私は理事

として、また事務局を担当することで、大変多忙

になってきた。 

国際平和博物館会議を２０２０年９月中旬に

京都と広島で開催する予定で、すでにその準備が

始まっている。 

現在核兵器禁止条約に署名しようとしない日

本の政府の態度を変えさせる世論を作り出すこ

とが、問われている。 

国際関係学を学んでいる学生の中には、「日本

政府の立場を理解できる」という考えを持ってい

る学生がかなりいることを知り、本当に驚いた。

しかし被爆者の証言をビデオで見るよう課題を

出すと、そのような考えは変わってきたようであ

る。核兵器の恐ろしさをきちんと学んでこなかっ

たようで、平和教育の重要性を改めて思う。 

平和のための博物館では、展示やワークショッ

プ、講演会などのイベントを通して、核兵器の恐

ろしさや核兵器禁止条約の重要性、また平和のた

めに何ができるかを話し合い、考えることができ

る。今年も自分にできることをやっていきたいと

思う 

 

■今年はちょっと暴れてみたい 

吉田阿純（上京区） 

新年明けましておめでとうございます。 

今年は自分の中に凝り固まった固定観念を壊

し、よい子（？）をやめてちょっと暴れてみたい

と思っています・・・。 

といっても臆病者、これまでやりたいと思いな

がら一歩を踏み出せずにいたあれこれの、小さな

ところから少しずつ取り組み、年末までに何かひ

とつでも新しいものを生み出すことが目標です。 

また、昨年はよき出会いの機会をたくさんいた

だきましたので、そうしたつながりの中での役割

を、ひとつひとつ果たしていきたいと思います。 

皆さまの夢がかなう素晴らしい一年となりま

すように！ご健康とご多幸をお祈り申し上げま

す。 

 

■脳を鍛える俳句づくり 

吉田妙子（北区） 

昨年末、冷蔵庫からメガネがでてきたり、自転

車に家のキーをつっこんだり・・・「いよいよ来

たか！」と神経内科に行き、脳のＭＲＩ検査をし

ました。ドクターからは「まあ、年相応です」と

言われ、安心したような、しないような・・・。 

そんなとき、俳人の夏井いつきと脳科学者の茂

木健一郎の対談を読んで、俳句は日常の散文とは

ちがう韻文を作る脳が鍛えられ、脳のモードが切

り替わることで認知症予防になると知り、この歳

で俳句づくりを始めた次第です。 

歳時記を広げ、日本人の感性の豊かさに感心し

たり、五、七、五と指を折ってあれやこれや・・・

何よりバスを待つ時間などが苦にならなくなり

ました。 

「八つ橋の匂い広がる冬日和」 

「猪肉と蝋梅届く年の暮れ」 

「花びら餅義母ストローで番茶飲む」 

「時雨寒(しぐれざむ)初６．９は１２筆」 

今年もよろしくお願いします。 
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■母の遺してくれた被爆体験資料から 

米重節男（向日市） 

核兵器禁止条約の成立が一日も早く実現する

ことを願っています。 

さまざまな被爆者や団体が残した被爆体験記

録の書籍類を、母親が残しています。全部に目を

通して、改めて「被爆・被爆者」について認識を

深めようと考えています。そこには、二世・三世

の会で話している問題に通じるものがあるよう

に思えます。 

 

■「くらし」「いのち」最優先の政治実現めざ

して 

米重健男（向日市） 

昨年の向日市では「市民と野党の共闘」で「核

兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」「沖

縄の民意を尊重し辺野古の新基地建設を強行し

ないことを求める意見書」などを次々と採択する

ことが出来ました。両意見書とも地方自治と民主

主義の根幹に関わる問題として、広範な連携をと

れたことが採択への大きな力となりました。共闘

としては「混乱を招く来年１０月からの消費税増

税の中止を求める意見書」などを採択するなど、

意見の違いを超えて一致点を求めることできた

ことは、引くところは引きながらも粘り強く交渉

を続け、連携を模索した成果でありました。 

乙訓地域では昨年１０月以来、「選挙の当たり

年」として７月の向日市議選に至るまでの期間、

連続しての選挙となります。昨年の１０月の大山

崎町長・町議選では、市民との共闘により「オー

ル与党」候補を打ち破り、前川町長が誕生しまし

た。今年の年頭には長岡京市の市長・市議補選が

あり、市議補選では、共産党公認の候補としては

過去に類例の無い８７００票余を得、市長選でも

候補者発表からの短い準備期間での戦いのなか、

健闘であったと思います。これから４月の統一地

方選、夏の参院選を経て、いよいよ自らの選挙で

あります。市民の願いを政治に反映する最大の機

会であり、また、これまでの議員としての活動を

有権者に評される時でもあります。今年は「市民

との共闘」の更なる飛躍と発展を目指して、市民

の声に応え、「くらし」と「いのち」を最優先に

する政治の実現の為に、奮闘努力する所存です。 

■今年はスリーマイル島とニューメキシコ

州・チャーチロックの核施設事故４０周年 

宮本ゆき（シカゴ） 

昨年は隔年で行なっている研修旅行で、１２月

の短期休みを利用して DePaul 大学の学生１６名

を広島・長崎に引率しました。両地で被爆者の方

のお話を聞き、記念碑を巡り、現地の大学生と討

論し、原爆がもたらした被害と、過去の日本が行

なった加害とを学んだ２週間でした。学生たちは

どんどん吸収してくれ、たくさんの質問とディス

カッションに満ちた旅でもありました。しかし、

逆に言うと、核の被害とその背景について殆ど深

く学んでこなかった、と言うことでもあります。

１月から２ヶ月、研修旅行のまとめのセッション

を行いますが、この経験を含め、異なる文化背景

で歴史の解釈をしている人たち―これはアメリ

カだけでなく、日本でも今の１０代、２０代の人

も含め―と、「被ばく」の被害をどのように語り

合えるか、が今年の、そしてこれからの私の課題

でもあります。 

今年は、１９７９年にスリーマイル島で原発事

故が起きてから３月２８日で４０年。多くのアメ

リカ人にとっては、スリーマイルは重大な事故と

いうより、「ギリギリセーフ」の出来事だった、

と思われているようです。最近になって、ようや

く健康被害を語り始めた人たちが出てきました。

アメリカでも、核の被害を語るのはやはり難しい、

と言う現実を突きつけられます。 

また、同じ年の７月１６日には実はスリーマイ

ル島の原発事故と同等か、もしくは更なる甚大な

被害を出した事故がニューメキシコ州のチャー

チロックで起きていました。ユナイテッド・ニュ

ークリア・コーポレーションが所有していた、ウ

ラン精錬所から出る鉱滓を貯めていたダムが決

壊したのです（ウラン鉱山そのものはギャラップ

社の所有）。その結果、1,000トンを超える放射能

廃棄物と３．５億リットルの、ウランを始めソリ

ウム、ラジウムやカドミウムなどを含む鉱滓がプ

エルコ川に流れ込み、１３０キロ下流のナバホ族

の居留地まで届いたことが知られています。また、

汚染は帯水層にも及んだにも関わらず、ニュー・

メキシコ州の環境改善課は、「人体や環境への短
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期・長期の影響は限られたものです」と発表し、

４ヶ月足らずでダムの決壊を起こしたユナイテ

ッド・ニュークリアは操業を再開しています。実

際は、この事故による放射性物質は、スリーマイ

ルから出た量よりも多いと考えられていますが、

スリーマイルは連日アメリカ国内外で取り上げ

られたのに反し、チャーチロックについては報道

も大きくされず、アメリカでも殆ど知られていま

せん（実は私も詳しく知ったのは昨年でした）。

これはナバホ族に対する差別感情の現れだ、と言

われています。 

こうした核をめぐる差別、抑圧、そして隠蔽は、

広島にも福島にも通じるのではないか、と思い、

実態をさらに学ぶため、今年、両地での４０周年

に立ち会いたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広島で学生に被爆体験を語ってくださった岡田恵美子さんと。筆者は一番右端。 

 

 

 

 

 

ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャンペーン）から核兵器禁止条約をめぐる世界の動向が発信され

ており、京都反核ネットワークを通じて私たちにも情報が届けられるようになりました。会報

で随時紹介していくことにいたします。 

 

皆さま 

今年（２０１８年）に入ってからＩＣＡＮでは、およそ月に一度のペースで、パートナー団体の皆さん

宛の「Campaigners Update」を国際事務局からメールでお送りしています。 

この英語の Updateを、これからできる限り日本語に訳して（全訳ではなくまとめ訳）、日本で核兵器廃

絶の活動している人たちが集ういくつかのメーリングリストにお送りしたいと思います。これから本Ｍ

Ｌにもお送りしていきたいと思います。世界のＮＧＯの動きということで、どうぞ参考になさってくだ

さい。  川崎哲 

核兵器禁止条約執行めざして 
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==================================== 

ICAN Campaigners Update: November 2018 

Happy December ICANers! 

２０１８年も終わりに近づき、新しい年がもうすぐやってきますね。本年は、核兵器禁止条約発効

に向けた大きな前進があったこと、そして核保有国に影響を与えることができたという点において、

素晴らしいスタートを切ったと言えるでしょう。 

最近ではスイス連邦議会が条約承認に向けて論議するよう政府に求めたように、私たちは国連、議

会、世界各地でのキャンペーン活動など様々な形で大きな成果を上げました。 

成し遂げたことに対する誇りを胸に、2019年も駆け抜けましょう！ 

愛を込めて、 

ＩＣＡＮスタッフチーム 

----------------------- 

条約発効ステータス 

署名：６９カ国 

批准：１９カ国 

----------------------- 

■最近の動き 

-ICAN Switzerland 

先日スイス上院議会は、条約に直ちに署名、批准するよう内閣に要求しました。市民による運動に

よってこれが実現したことを受けて、ベアトリス・フィン事務局長は、「民主主義と草の根の活動

の勝利であり、議員が条約発効に対して大きな役割を持っていることが明確になった」と話しまし

た。 

-SLMK（核戦争防止国際医師会議スウェーデン支部） と IKFF（スウェーデン） 

ICAN スタッフチームのスチュアート・マスレンをスウェーデンに迎え、社会民主労働党、穏健党、

自由党、左翼党とのロビー会議に参加しました。また、スウェーデンの核軍縮活動家らとの会議も

行いました。 

-サーロー節子氏 

広島・東京で講演を行ったほか、自民党本部を訪れ、岸田文雄政調会長らと面会しました。安倍首

相、河野外務大臣は面会を受け入れず、一連の動きはメディアでも取り上げられました。 

-IPPNW Norway（核戦争防止国際医師会議ノルウェー支部） 

ベアトリス・フィン事務局長の訪問に際し、ノーベルピースセンターにて政治家を交えてのイベン

トを開催しました。また、オスロ国際平和研究所(PRIO)にて、フィン氏と５人の専門家を迎え、ノ

ルウェーの核兵器禁止条約に対する見方や、条約が国内経済や軍事戦略に与える影響、国際社会に

おける役割などをテーマに、パネルディスカッションを行いました。 

-NuclearBan.US 

１２月１０日、カリフォルニア・バークレー市を正式に核兵器禁止条約の”協定市”とし、ジェシ

ー・アレギン市長に認定証を贈りました。 

バークレー市議会は２０１８年５月１５日、条約を高く支持しこれを遵守することを宣言した決議

を可決しています。 
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ICAN パートナーである NuclearBan.US のティモン・ウォーリス事務局長は、「バークレーは、全米

の市・町がこれに続いてほしいと願う素晴らしい見本です。」と語りました。 

協定市と認められたのはメリーランド・タコマパークに次いでこれが２件目で、オークランドなど

他のカリフォルニアの市も今後この動きに続く見込みです。 

-IPPNW（核戦争防止国際医師会議） 

IFMSA（国際医学生連盟）ホームページにて、IPPNW と IFMSA に所属する学生らが声明を発表し

世界のリーダーたちに呼びかけました。内容は以下の通りです。 

1. INF 条約など、これまでに交渉がなされてきた全ての核軍縮条約を支持すること。修正する場

合は、それらを強めるもののみに限られるべき。 

2. 核兵器禁止条約の重要性とその長期的影響を認識した上で、署名・批准を進めること。 

3. 世界を危険に晒す議論はやめ、現在そして未来のリーダーを支えるような、平和的な議論を進

めること。 

-スペインでの動き 

シティー・アピールへの加入と核兵器禁止条約への署名に向けて奮闘中。２０１８年９月にポデモ

ス党と条約に署名するという合意を政府から得ました。実現すれば、ＮＡＴＯ加盟国として初の署

名国となりますが、政府はまだ具体的な方法や期日は示していません。 

-オンライン誌「Pressenza」 

イタリア・トリノの政治家セルジオ・ソアヴェ氏が核兵器禁止条約にイタリアが加入することへの

重要性についての手紙をセルジオ・マッタレッラ大統領に送ったこと、そしてスペイン・バルセロ

ナの自治体であるグラノリェースが ICAN シティー・アピールへの加入を進めていることについて

の記事をオンライン誌上に掲載しました。 

 

■１１月２０日 国際運営会議より 

-２０１９年アフリカとカリブ地域で開催される地域会議の内容のアップデートがありました。 

-核兵器への投資引き揚げに向けた取り組みを含む、最近の日本におけるキャンペーン活動の報告

がありました。 

-ノルウェー・ピープルズエイド（NPA）による『核兵器禁止モニター』発行と先日のスペインで

の動き、ICAN シティー・アピールについて議論しました。シティー・アピールについては進行状

況と今後さらに運動を発展させていくための計画を話し合いました。 

-財政委員会は、米国の支援者から資金援助を受けることを目的とした米国ベースの法的な団体の

設立に向けて、いくつかのステップを踏むことを提案し、議論によってその内容は可決されました。

最近の募金活動の状況についてもアップデートがありました。 

-人事委員会は、最近の動きを報告しました。また、今後のスタッフの配属やコンサルタントの必

要性などを話し合いました。 

-１２月初旬に開かれたニュージーランドでの核兵器禁止条約に関する地域会議のインプットを求

める声がありました。ICAN ビジネス顧問団の設立についても話し合われました。 

-次回の顔を合わせての国際運営会議は、２０１９年４月にニューヨークで開くことを合意しまし

た。                                （まとめ訳：田中美穂） 
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現代書館 

3000 円（税別） 

 

 

 

 

 

■核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ  森川聖詩 著 

紹介 平 信行（南区） 

私たちとも交流のある森川聖
せい

詩
し

さん（神奈川県川崎市在住で神奈川県原

爆被災者の会二世支部副支部長）が、２０１８年１２月、本書を著されま

した。 

森川さんは１９５４年（昭和２９年）生まれで今６４歳。私より３歳

年下ですが、ほぼ同じ時代を生きてきたことになります。そんな森川さ

んが幼いころから今日までの自身の半生を綴り、被爆二世であることに

よる様々な体験に基づいて、これからの被爆二世としての生き方、２世・

３世の運動の在り方についての決意と提言、私たちへのよびかけをなさ

れた著書です。 

被爆二世とは何か、被爆二世問題とは何かを問うた時、人によってそ

れぞれの回答、説明がなされるでしょうが、森川さんは “それは放射線

の遺伝的影響と、それに関連した偏見の差別と問題”と極めて簡潔に断

じています。そしてその言葉通りに森川さんは、幼い頃から親が被爆者で

あることによる様々な体験をしてきました。生後間もない頃には死線を彷

徨うほどの状態に何度も陥り、以来６０歳を過ぎる今日まで様々な健康障害に見舞われてきました。そ

れに抗して、それと格闘する半生でした。森川さんの健康障害は、健やかに生きることが許されなかっ

ただけでなく、人としてより健全により文化的に生きようとする営みもしばしば阻んできました。子ど

もの頃のヴァイオリン、中学、高校時代の剣道、社会人になってからのフルマラソン、ジャズボーカル

等々と多方面にわたる才能を見せながらもいずれも健康障害によって途中で断念せざるを得ませんで

した。 

父親が被爆者であることを理由に小学生の時にはいじめにも遭い、そのための転校も経験しています。

就職の際には露骨な差別も経験しました。 

そして私が最も胸が詰まるような思いで読んだのは、森川さんが一人っ子として育った理由と、森川

さんが出会うことのできなかったわが子のこと、でした。森川さんはお母さんから「父が被爆者であり、

もしかすると父があまり長生きできないかもしれず、母が若くして母子家庭になれば、二人以上の子育

ては、経済的にも厳しいから」と聞かされてきました。そして、森川さんが、自身の我が子に出会えな

かった経緯
いきさつ

を綴りながら、痛切な思いを『まだ見ぬ我が子へ』と題した詩に込められています。原爆は

家族の在り方にも、家族の絆にも深い影響を及ぼしました。森川さんの半生にはそのことも刻まれてい

るのです 

被爆二世問題とは何か、その具体的な姿を、森川さんの半生を知ることによって私たちは理解し、深

めることができるのではないかと思います。 

被爆二世問題とは何か、そして私たちはどう行動すべきかについて、私は本書から特に二つのことを

紹介したいと思います。 

一つは、被爆二世問題の本質は「放射線の世代を越えた健康への影響問題」であることの原点に立ち

返り、これを基本にした被爆２世・３世運動の構築がよびかけられていることです。もし被爆二世の健

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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康問題というような問題が存在しない、あるいは重きを置かないでもいいとすると、被爆２世・３世運

動、被爆２世・３世組織が存在する意味はもはやなくなってしまいます。森川さんは本書の中で次のよ

うに述べられています。 

放射線の遺伝的影響について解明を進めるには、従来の医学的・科学的常識や準拠枠（対象を認識す

る際に使われる判断の枠組みや基準、英語：frame of reference）を取り払い、被爆二世の健康状態

についての生の声を傾聴したうえでの、パラダイムシフト（ある時代を牽引するような、「規範的なもの

の見方やとらえ方」を時代や状況の移り変わりなどや実情に対応して革命的・非連続的に変化させるこ

と）が不可欠である。そのことを、良心的な医学者や科学者の方がたには強く望みたい。 

放射線影響研究所の疫学調査や、それに基づいた厚労省などの見解は今でも、被爆二世における親か

らの放射線の遺伝的影響は認められない≒遺伝的影響はない、に終始しています。この固定的観念を打

破していくのは、私たち自身による調査活動、事実の積み重ね、良心的な医学者・科学者と協力した研

究活動でしかありません。その必要性を述べ、強力な後押しとなっているのが本書です。 

二つ目は、「原発は、核兵器製造、少なくとも核兵器保有潜在能力を得るために存在する」という基

本認識をしっかりと持ち、「核兵器廃絶、原発ゼロ、核(核兵器・原発・核実験・・・)、被害者(ヒバク

シャ、被災者・避難者)支援・ほしょうは三位一体！」で運動を進める必要性が強調されていることで

す。原発には反対だけど核兵器は必要とか、核兵器は廃棄しなければならないが核の平和利用は賛成な

どという人は、実際に運動を取り組んでいる人々の中にはいないかもしれません。しかし、「原発は、

核兵器製造、少なくとも核兵器保有潜在能力を得るために存在する」という基本認識がどれだけの人々

の間に共通のものになっているかと言えばはなはだ疑問なのが現状ではないでしょうか。そのため実際

には、核兵器廃絶運動の中での原発問題、被災者支援の問題が薄められたり、反原発運動の中では核兵

器問題などは触れられなかったりする現状も少なくありません。森川さんは、多分野の人たちが団結・

結束しながら大きなパワーとなって、私たちの願いを阻んでいるものに対して挑んでいく必要性を強調

されています。そのために、自ら関わってきた多数の実例を具体的で豊かな実践事例として紹介されて

います。 

本書は一人の被爆二世が、被爆二世として歩んできた６５年の半生をつぶさに語り、そこから掴み出

された確信を著されたものです。私の知る限り、被爆二世に関わって半生を綴るこのような著書はこれ

まで存在したことがなく、初めてのことではないかと思います。本書は３８１ページに及ぶ大書です。

いきなりすべてを読みこなすのはなかなか大変かと思いますが、できるところから、興味・関心の深い

ところから読み進めていってはどうかと思います。 

 

 

■日本が売られる  堤 未果 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

毎回、この著者の調査力・幅広い視点には驚かされるが、今回も現代日

本が直面している問題を鋭く追及している。「世界一ビジネスしやすい国

に」「民営化が全て課題を解決する」かの如く、民営化を推し進めようと

する政府の姿勢が鋭く追及されている。売られているのは「水」だけでは

ない。「土が」「タネが」「森が」「農地が」そして「築地」「ブラック企業」

までが民間企業に売られている。それを狙っているのは日本の企業だけで

はない、外国に売られているのだ。そして国会で論議され決定されている

のだが、マスコミではほとんど報道されない。規制緩和にも鋭いメスを入

れるが、影響については国内だけではない。例えば「ＬＩＮＥ」について幻冬舎新書 

８６０円（税別） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548304999/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvLmpwLyVFNiU5NyVBNSVFNiU5QyVBQyVFMyU4MSU4QyVFNSVBMyVCMiVFMyU4MiU4OSVFMyU4MiU4QyVFMyU4MiU4Qi0lRTUlQjklQkIlRTUlODYlQUMlRTglODglOEUlRTYlOTYlQjAlRTYlOUIlQjgtJUU1JUEwJUE0LSVFNiU5QyVBQSVFNiU5RSU5Qy9kcC80MzQ0OTg1MTg0/RS=^ADByu9usOAMsXxbiBRlZ.byoHVmuzA-;_ylt=A2RCK._n8Edc1VcAmAKU3uV7
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は、個人情報が国に筒抜けになる、と指摘し、アトピー・アレルギーの増加は「遺伝子組み換え食

品」の増加と関係があるのではと、事実を調査・分析して訴える。 

でも不安ばかりではない。今世界で、消費者が・市民が反撃に立ち上がっている。水道事業を「再

公営化」させただけでなく、「電力事業」までおこしたフランスの地方都市、農薬から子供を守る

運動に立ち上がったアメリカの母親たち、（個人的には大変うれしいですが）協同組合、とくに生

協が、大きな力を発揮しているスイス等、日本でも参考にすべき「市民」の運動が紹介されている。

「大変、どうしよう」だけでなく「これからどうあるべきか？」「どうすればよいのか？」を考え

る為に読まれるべき一冊である。 

 

 

■除染と国家  日野行介 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

この国は「国民」にどこまで「情報」を隠し、嘘を突き通すのだろう、

と思ってしまう。現地を知る人間にとって「問題」解決はそんなに簡単

にいくわけない、と考えるのだが。そして著者は「事故」「保管」の責任

が、誰が・どこにあるのかが明確でない、と鋭く追及する。著者は、今

迄も「原発事故」を鋭く追及してきているが、今回も「情報公開請求」

等の手法を駆使し、巨額をかけて実施された・されている「除染」につ

いて、開示された資料から、ＷＧでの「発言」が削除されていたり、汚

染された「土・がれき」が「資源」として「再利用」するための計画が

進められていることを、暴露するが、他のマスコミは殆ど報道せず、国

民の関心も薄れつつある。 

現地で、「除染土を公共事業に使用するための実験が行われている」と

聞いたことがあるが、それが実際に実行されようとしているとは。そし

て「汚染度」の低い「汚染土」の処分は「地方公共団体」の責任にし、「中

間所蔵地」は「３０年後」に県外移動する、というがこれは展望が無い。

あくまで「国」は最終責任をもたない、という姿勢が丸見えである。「放射能に色がついていれば、

皆が危険を感じる」という発言があるが、何年経とうが、被災者・避難者に心を寄せることが必要

では。著者は「ようやく伝えきれた」というが、「原発事故」はまだまだ終わっていない。著者の

次の「著書」を期待するのは、私だけではあるまい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集英社新書 

８６０円（税別） 

韓国人 原爆被害者を知っていますか？(訳 衣川民子) 

韓国に「韓国の広島」と呼ばれる陜川(ハプチョン）という街があります。戦前たくさんの人が日 

本の広島に渡り、あるいは徴用されて、８月６日の原爆で被害に

遭った人々が多く住む街です。陜川には原爆被害者福祉会館があ

り、多くの方が暮らしています。私たちの親、祖父母と同じよう

に被爆され、苦難の戦後を歩んでこられた福祉会館のみなさんが

被爆体験とその後の人生を綴られました。手作りの手記集は日本

語訳にもされました。韓国の被爆者のみなさんのことを知る、グ

ローバル・ヒバクシヤの認識を持つためにお勧めしています。 

一冊５００円。ご希望の方はご連絡下さい 
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■被爆体験者訴訟 戦禍に向き合う姿勢こそ 

指定被爆地域から外れた場所で長崎原爆に遭遇した「被爆体験者」と呼ばれ 

る人たちに今月、再び厳しい判決が下された。 

 被爆者援護法に基づく被爆者だと認定するよう、長崎県と長崎市に被爆体験者が求めた第２陣訴訟

の控訴審で、福岡高裁は原告一部勝訴の一審判決を取り消し、全員の請求を退けた。最高裁が昨年、

第１陣訴訟で示した判決に沿う内容だ。１、２陣の原告計５４０人余が涙をのむ結果となった。２陣

原告は先週、上告手続きをとった。 

 平成も幕を閉じる。今なお先の大戦を巡る訴訟が続く意味を、改めて考えなければならないだろう。

被爆者援護法は気高い前文を掲げている。〈原子爆弾という比類のない破壊兵器は、幾多の尊い生命

を一瞬にして奪ったのみならず、一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷痕と後

遺症を残した〉〈放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかん

がみ、国の責任において援護対策を講じる〉 

にもかかわらず、国は救済対象を狭く捉えようとした。それを司法が広げようとした。援護対策の

歴史は、大きくはその繰り返しだった。 

 重い扉を開けたとされるのは長崎原爆・松谷訴訟である。最高裁は２０００年、被爆者の松谷英子

さんに対する、国の原爆症認定申請却下処分を取り消した。国が認定条件として固執する被ばく線量

の推定方式について「未解明な部分を含む」として機械的な適用を戒めた。それ以後、救済策は改善

されてきた。長崎市などの要請で生まれた「体験者」制度も、その一つだ。医療費を原則自己負担せ

ずに済む被爆者には当たらないが、精神疾患とその合併症に医療給付を行う仕組みだ。 

 原爆症の認定を巡り政府の検討会は１３年、こんな報告書をまとめた。〈行政認定が過度に厳格な

運用となっているのに対し、司法判断は被爆者援護法を踏まえて救済の観点から総合的に考慮してい

る。その隔たりを埋める努力が必要である〉 

 元々、長崎の被爆地域の線引きに科学的根拠はない。「体験者」訴訟の原告の１人は国の指定地域

から約１キロ離れた所で被爆し、肝炎や下血などの症状で入退院を繰り返してきた。福岡高裁判決は

救済策拡大の流れに照らせば、違和感が残る。 

 存命する被爆者１５万人余の平均年齢は８２歳という。「体験者」にとっても訴えは時間との闘い

だ。行政の独自判断で救済策を厚くすることも可能だろう。何より大事なのは、国策の末に甚大な戦

禍に遭った人々に、社会全体で寄り添う姿勢である。 

（２０１８年１２月２６日 西日本新聞） 

Scrap 
book 

■抑留経験者の記録映画 最新作 いしとびたまさん製作 

シベリアなどに抑留された人々の証言を記録したドキュメンタリー映画「帰還証言・ラーゲリ（強

制収容所）から帰ったオールドボーイたち」を製作している映像作家、いしとびたまさんが最新作を

完成させた。全国での草の根上映会を呼びかけている。 

いしとびさんは２００４年に退職後、映画塾で学んだ。その後抑留についてのシンポジウムをみた

ことがきっかけで関心を持ち、経験者のインタビューを開始。０９年に「その１」をまとめた。関東

や中部、関西、韓国などの３１人が出演した。 

１４、１５年には３６人による「その２」が完成。さらに１７、１８年には「その３」が完成、２

９人が登場している。日本人およそ６０万人が最長１１年間拘束された抑留について、多様な実態を

伝える貴重なオーラルヒストリーだ。 
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■長崎地裁、元徴用工の証言重視 被爆手帳の交付命じる 

被爆者健康手帳の申請を長崎市が却下したのは違法だとして、韓国在住の元徴用工の男性３人が市

などに処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が８日、長崎地裁であった。武田瑞佳裁判長は３人全

員の却下処分を取り消し、市に手帳の交付を命じた。 

３人はいずれも９０代。徴用された長崎市の三菱重工業長崎造船所で被爆したと訴え、２０１５～

１６年に市に手帳交付を申請したが、被爆を裏付ける証人や記録がないなどとして却下された。裁判

では、原告側が原爆投下時の体験を詳しく証言するなどして「被爆者に該当する」と訴えたのに対し、

市側は「供述は信用性に欠け、裏付ける証拠もない」などと反論していた。 

 判決は、原告の証言について「一貫しており、来日から被爆に至るまでの経緯にも不合理・不自然

な点はない」と認定。「原爆投下から７０年以上が経過している。証拠がないとしても不自然ではな

く、供述の信用性は肯定できる」と結論づけた。 

 韓国で支援者からの電話を受け判決を知らされた原告の一人、金成洙（キムソンス）さん（９３）

は「自分の言ったことを信じてもらえて、手帳をもらえるようになってうれしい。生涯でこんなにう

れしかったことはありません」と話した。長崎市の田上富久市長は「判決の詳細を確認した上で今後

の対応を検討したい」との談話を出した。 

審査のあり方、見直し期待も  

被爆の証拠集めが困難になる中で、本人の証言を重視して被爆者手帳交付を命じた長崎地裁判決。

「証言だけで被爆者と認められた。長崎市は真摯（しんし）に受け止めてほしい」。弁護団からは審

査のあり方の見直しを期待する声があがった。 

原告３人のうち金成洙（キムソンス）さんと李寛模（イグァンモ）さん（９６）は昨年６月、来日

して本人尋問に出廷。当時の体験を「寮の２階で４、５人で話していて、突然夕焼けのように空が赤

くなり、ドカーンと音がした」などと具体的に証言した。ほかの資料と明確な齟齬（そご）がなく、

話に矛盾がないことなどから「信用性が高い」と認められた。 

市は手帳交付の審査で、証言を裏付ける記録や証人を重視してきたが、判決は「関係者が死亡した

り、その他の証拠が散逸したりすることも十分にあり得る」と言及した。弁護団の中鋪（なかしき）

美香弁護士は「日本人でも証拠がなくて手帳をもらえていない人がいる。長崎市は認定のあり方を見

直してほしい」と話した。 

１７年８月には、三菱重工業長崎造船所に徴用された朝鮮半島出身者とみられる約３４００人分の

名簿を、長崎地方法務局が１９７０年に廃棄していたことが発覚。原告側は、有力な証拠になりうる 

資料が失われたと批判していた。 

（２０１９年１月８日 朝日新聞） 

 

原告３人の写真を掲げて勝訴を喜ぶ弁護士や支援者ら＝

２０１９年１月８日午後１時２３分、長崎市万才町  

 

これまで関西を中心に上映してきた。観客からは「毎回当事者の皆さんが直接語られる証言に圧倒

されます」「体験そのものがもつ迫力に聴き入ってしまう」といった感想が寄せられている。 

いしとびさんは広く各地での上映を呼びかけており、規模の大小は問わない。パソコンや大型テレ

ビ、プロジェクターなどでＤＶＤを再生できる機器があれば上映は可能で、ＤＶＤは無償で貸し出す。 

問い合わせは、いしとびさん（０９０・５４６０・３１１０） 

（２０１９年１月７日 毎日新聞） 
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▼３０人の会員のみなさん

から新年のメッセージを寄

稿していただきました。様々

な事情から書けなかった人、間に

合わなかった人もありますが、多くの会

員のみなさんの新年の抱負や決意、そして新しい

を迎えた日々の様子を交流、交換できてとても良

かったと思います。お互いに披露し合った誓いを

忘れることなく、曖昧にすることなく、この一年

頑張っていきましょう。▼新年のメッセージで守

田敏也さんは今年１１冊の本をシリーズで出版

する計画を表明されました。矢ヶ崎響さんも仕事

との関係で本を出される予定です。京都「被爆２

世・３世の会」としても、被爆体験シリーズとノ

ーモア・ヒバクシャ訴訟傍聴記シリーズをいよい

よ本にすべく準備に入っていきます。２０１９年

は出版の年になりそうですね。会と会員の社会的

役割をより広く、志高く果たしていく機会なるよ

う、いずれも必ず成功させましょう。２０１９年

度もどうかよろしくお願いいたします。（平） 

■核廃絶の道 若者が提案 広島市中区で講座 

核兵器廃絶への取り組みや平和について学ぶヒロシマ・ピースフォーラムが１９日、広島市中区の

原爆資料館であった。「若者が考えるこれからのヒロシマ」をテーマに、県内外で活動する学生たち

が意見を交わした。 

核兵器禁止条約の締結を求める「ヒバクシャ国際署名」のキャンペーンリーダー林田光弘さん（２

６）＝川崎市＝は、昨年９月末時点で約８３０万人分の署名が集まったと報告。「核兵器廃絶を夢に

せず、実現しないといけない」と呼び掛けた。 

広島女学院高２年の庭田杏珠さん（１７）は、被爆者と対話しながら戦前の白黒写真をカラー化す

る取り組みを紹介。「被爆者が高齢化する中で、声を直接聞ける最後の世代だと思う。受け取った思

いを止めずに伝えていきたい」と話した。 

フォーラムは市などが主催し、約１００人が参加。発表を聞いた広島市立大２年の林侑香里さん（２

０）は「若い世代として、平和について積極的に学んでいきたい」と刺激を受けていた。  

（２０１９年１月２０ 中國新聞） 

■自衛隊に宛名シール提供、撤回要望が相次ぐ 

京都市が来年１月から住民基本台帳のデータを基に１８歳と２２歳になる市民の宛名シールを作

成し、自衛隊に提供することについて、市民団体や労働組合から撤回を求める声が上がっている。 

弁護士や大学院生らでつくる「わたしの個人情報を守って！市民の会（準備会）」はこのほど、自

衛隊に提供する方針を決定するに至った経過や法的根拠を尋ねる申し入れ書を市に提出した。市民１

８８人が同会にインターネットで寄せた「シールといえどもコピーすれば名簿になる」「本人の同意

なく個人情報を提供するのは言語道断」などの意見も添えた。 

市職員労働組合は１１月３０日、「個人情報の極めて重要な事項である氏名や住所の情報を明確な

法的根拠なしに提供することは認められない」などとする声明文を公表した。 

市地域自治推進室は「提供する方針は変わっていない」としている。 

（２０１８年１２月９日 京都新聞） 
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20１９年 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

２ １ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時３０分・大阪地裁第２民事部） 

キンカン行動 

 2 土 「わたしの個人情報！守って」市民の会の結成集会（１２時３０分・弁護士会館） 

 ３ 日 
節分 

放射線防護公開シンポジゥム（１３時１５分・同志社大学） 

 ４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１４時・大阪地裁第７民事部） 

キンカン行動 

 

 

 

 

９ 土 ６・９行動 

 １０ 日  

 １１ 月 
第５２回「建国記念日」不承認京都府民のつどい 

建国記念の日 

 １２ 火  

 １３ 水  

 １４ 木 
沖縄県民投票告示日 

バレンタインデー 

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土 
「この世界の片隅に」上映会（１０時３０分・ウィングス京都） 

第３回原発賠償訴訟控訴審のための学習講演会（１３時３０分・弁護士会館） 

 １７ 日 京都マラソン 

 １８ 月  

 １９ 火 「安保法制」廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時３０分・大阪地裁第２民事部） 

  ２１ 木  

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土  

 ２４ 日 沖縄県民投票投票日 

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水 ３・１ビキニデー国際交流会議（１４時３０分・静岡市） 

 

 ２８ 木 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟判決（１３時１０分・大阪地裁第７民事部） 

３・１ビキニデー全体集会・分科会（１３時・静岡市） 

 


