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吉原美玲子（８・６ヒロシマ大行動共同代表）
す」と書いた紙を電

■忘れられぬ業火に包まれた市内の光景
広島に原爆が投下された１９４５年８月６

柱に貼ってくれたお

日、私は８歳でした。爆心地から１・５㌔㍍の

かげで、捜しにきて

横川町に住んでました。前日５日夜中にはアメ

くれた姉に会うこと

リカの飛行機が何度も空に現れ、そのたびに空

ができ、避難しまし

襲警報のサイレンで防空壕に入ったり出たり

た。夕暮れの中で広

で、寝る間もないほどでした。

島市内が業火に包ま
れていた光景が忘れられません。

夜が明けて６日は晴天で暑い一日が始まりま

その晩は祇園の近くの寺で一夜を明かしまし

した。朝は珍しく空襲警報が解除され、開業医
だった父は８時前から自宅で診療をしていて、

た。何人もの人が寝かされ、亡くなっていく人

姉や兄は看護師と一緒に忙しく働いていました。

の枕元にロウソクが一本一本立てられていきま

８時１５分、小学生の私は友達と授業がある

した。私も高熱にうなされ、被爆した皮膚は赤

かどうかを小学校に聞きに行った帰り道でし

くただれ、顔ははれ上がり、周りの人たちが「こ

た。ピカッと光った瞬間、私は学校で何度も教

の子は明日まで持たないだろう」と話していた

えられていた動作をしていました。耳と目をふ

と後で知りました。私はただ、昨夜知人からも

さいで地に伏せるというものです。鼓膜が破れ

らって冷蔵庫に入れてあった桃が気になって、
「桃が食べたい」と何度もうわごとを言ってい

ないため、目が見えなくならないため。その動
作をしていなければ、きっと目は見えなくなっ

たそうです。

ていたでしょう。

■ずっと＜検査はするけど治療はせず＞

ピカッと光った後には、すさまじい爆発音と

２００４年、シンガポールの教会で原爆の証

爆風が起こり、気が付いたら私のそばには、信

言をすることになった時、現地にいる私の高校

用組合の屋上にあった、空襲を知らせるサイレ

時代の友人からその原稿を読んだ感想が来まし

ンが落ちていました。当たっていたら命はな

た。「貴女にとっては苦しく思い出したくもな

かったのでは。正面から熱線を浴びたので、顔、

い過去にふれさせるような原稿だったでしょ

首、耳と目をふさいだ両手にやけどを負い、服

う。こんな痛みは、次世代へも伝えて行かなけ

が焼け大やけどをしました。鼻緒のところを残

ればと私も思います」
。私は語りつがなければ

した足と手は、ケロイド（やけどの痕で肉が盛

ならないと思い、壇上に立ちました。話を聞い

り上がった状態）になっています。幸い父が医

て下さったシンガポールの人たちから、「平和

者だったため、顔には傷があまり残らないよう

へのメッセージだ」
「戦争の恐ろしさはずっと

手当てをしてもらうこともできました。

後世に伝えていかなければならない」という感
想をいただき、私は語らなければならないとい

家に帰ろうとしましたが、道が瓦礫の山で通

う気持ちにだんだんなってきました。

れません。近所の知り合いのおばさんに声をか
けられ一緒に逃げました。広島市の郊外に向

最近は平和教育は無理にしなくてもよい、と

かって１㌔㍍ぐらい歩いたところで、私はもう

いう風潮があります。しかし、被爆者が語り継

動けなくなりました。近くの人に助られ、防空

ぐことにより、人々がそれを聞くことによって

壕の中に寝かされました。
「亀井医院の子いま

原爆の恐ろしさは認識される、と思うようにな
2

がいっぱいいる。

りました。こんな悲惨な出来事が再び起こらな

それに核戦争って言われはじめた。実際に核

いように、戦争反対の声を発していきたいと

兵器を使ったらどうなるのか。広島に小さいの

思っています。

を一つ落としただけであんな被害なのに、その

高校生の時、まだ被爆手帳がなかったころ、
なぜかＡＢＣＣ（原爆傷害調査委員会）が私の

何十倍もでしょ。「限定的核兵器」と言われる

学校あてに送ってきた。私に「ＡＢＣＣに来る

けど、放射線被害に限定なんてないんです。先

ように伝えてください」と。ＡＢＣＣからの車

制攻撃で相手の核開発基地をたたくなんて、そ

に乗せられて行った。眼科は白人の女性だった

んなのうまくいくはずない。

ことはよく覚えている。その時も結果はもらっ

■世界の労働者、福島、沖縄とともに
戦争は世界の労働者が団結すれば止めること

てませんよ。白い食パンをもらった記憶がある。
一昨年に、ＡＢＣＣの後継の放射線影響研究

ができるんじゃないですか。韓国のゼネストも

所に呼ばれて行ったんです。血液の検査とか。

すごいよねー。日本も韓国も非正規で同じ。ト

ところが、やっぱりその検査結果はなんの連絡

ルコでも日本の原発輸出に反対の運動があっ

もない。こっちが欲しいのよ、という感じで

て、そういうのがつながるのが大切。私はピー

しょ。去年もまた「検査したいのでお願いしま

スボートで世界を回った時、トルコに滞在し、

す」って。私にとってなんのメリットもないか

反原発のグループと交流した経験があります。

ら「もう行きません」って言ったんです。ただ

アメリカの労働者も港湾労働者がストで闘っ

検査するだけのことでしょ。何十年ぶりに検査

ていて、マクドナルドのポテトが届かないとい

して何人生きているとか、被爆者が今までどう

うニュースを聞いたことがあります。教育労働

やって生きてきているか、カラフルなグラフを

者もですか。お互い励ましあいながら団結して

渡されましたが、こんな無駄なことに金を使っ

闘っていければね。

ているんだってカッとしましたよ。本当に＜検

「ふくしま共同診療所」は大切。医者だった

査はするけど治療はせず＞ってのが過去と現在

父が存在し治療してくれなければ私は生きてい

と、ずっと続いている。

ない。だから今、病んでいる人には手を差しの

■核を使えば広島の何十倍もの被害に

べたいと思う。映画『Ａ２−Ｂ−Ｃ』を見ても、

安倍首相になって、ワーッて歯車が回り出し

心いくまで患者さんに説明してくれる診療所を

て、あれよあれよというまに戦争に向かってる。

用意してあげたい。いろんな機会で診療所への

安倍政権は戦争関連法を、国会延長をしてまで

支援・カンパを訴えてます。それに応えてくれ

通そうとしています。若い人たちが政治に関心

る人が出てきてくれてるし。福島とつながる８・

持ってよとすごく思う。あなたたちが当事者に

６にしないといけない。私の知人にも誘いたい

なるのよ、
って。安倍首相の「戦後７０年談話」

人いますよね。
沖縄は何年も行っていないけど、辺野古新基

は過去の戦争の歴史を見ないことにするもの。
「ごめんなさい」と謝罪することはすごく大事

地は作っちゃだめ。沖縄の人はみな、安倍首相

なこと、相手の心をホッとさせるし、溶かせる

に対して、基地を差し出した覚えはないと思っ

のに。韓国に対してもそう。安倍首相は「どう

てるはず。沖縄の怒りともつながる８・６にし

やれば勝てたのかな」とか、戦争に負けたこと

たいですよね。
今年は７０年目の８・６です。核戦争の危機

を反省しているとしか思えない。

の中で、世界の労働者が、人々がどうするのか。

今は仕事がないからと自衛隊に行く人が多
い。「経済的徴兵制」とか「貧困募兵」とか言

世界にどういうアピールを出すのか、発信する

われる。親とか周りが「命をなくすよ」って引っ

のか注目されている。実行委員会で討論してい

張ることになるんじゃないか。イラクに行った

きましょう。

自衛隊員で、心の悩みを抱えるようになった人
3
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労働運動の力で核燃サイクルを止めるぞ！
NAZEN 青森・作間

4 月 12 日、ＮＡＺＥＮ青森結成３周年集会

ないのと同じ。まわりの団結が大切と思ってい

を４０名の結集で開催しました。

る」との意見が出されました。

最初に「被曝労働拒否をたたかう動労水戸」

●７月大間現地闘争を成功させる！

の上映を行い、司会の労働者は福島と連帯し、
ＮＡＺＥＮ青森の掲げる「日本の核武装阻止」

被曝労働を拒否しストで闘っている動労水戸

「全原発廃炉・核燃サイクル阻止」に向かって、

の労働者からの報告は、放射能の脅威と対決す

息の長い運動をひろげていこうと訴えました。

る決意を固めている参加者の心を一つにするも

●青森の地で闘い抜く決意かためる

のでした。ストを連続的に打ちながら青年組合
員と合流し前進している労働組合像は、私たち

集会の基調提案に立った岩田雅一牧師は「民

のこれからの運動の指針になると思います。

衆をだまし続けてきた国に負けてはならない。
青森において反核燃闘争を始めて 31 年。80

最後に南部バス労働組合の間山委員長が「勇

年代には農民の一揆のようなたたかいもあった

気をもらいました。国策と対峙していく。動労

が、一過性に終わった。思想が欠けていたので

水戸と共闘していく。階級的労働運動をやり抜

はないか。革命を起こすには社会の基礎をなす

いていく」と力強く表明しました。また次の大

民衆が動かないといけない。“ 考える民 ” でこ

きな課題が、７月大間現地闘争であることを全

そ生きられる。被災地に寄り添わず、原発の再

員で確認して集会を終わりました。

稼働と輸出を狙い、
有事法制決定から 20 年たっ

なお、私たちは、この集会の前に〈４・９反

て戦争実行段階に突入している安倍政権。私た

核燃闘争〉
の集会とデモに結集して闘いました。

ちはフクシマを忘れない。たたかい続けよう」

全国から 150 名が結集し、使用済み核燃料の

と宣言しました。真実の言葉はひとつの松明と

再処理がますます厳しくなっていることを確認

して私たちの心をとらえました。

しました。とくに６月の県知事選に反核燃候補

青森・福島の母親たちが参加したパネルディ

が立ち上がっていることに敵は追いつめられ、

スカッションでは、
「フクシマの死の灰の本当

危機に陥っています。「核燃サイクル止めろ！」
「青森を変えて日本を変えよう！」。私たちは県

の規模は知らされていない」と危機的な現状が

内を二分する攻勢をかけ続けていきます。

報告されました。「３・11 でわかったことは、
国は福島県民を守らないということ。沖縄でも
そう。国策というのは、国民のためのものでは
ない。地方に原発と基地をもってきたのは住民
をだましてだった。事故を起こしても責任はと
らないし、県民全体が反対しているのに新基地

昨年 7 月 20 日の大間原発反対現地集会

をつくろうとする。国民にあきらめさせようと
している。一つひとつと闘っていきましょう」

第 8 回大間原発反対現地集会

との訴えがありました。

2015 年 7 月 19 日（日）11 時 30 分〜（集会後大間町
内デモ。14 時 30 分までには終了）
青森県下北半島・大間町 大間原発に反対する地主の
会・所有地 （「大間原発敷地」隣接・一坪共有地）
主催 大間原発反対現地集会実行委員会
（https://nonukesooma.wordpress.com/）

住民に寄り添ったふくしま共同診療所の紹介
や、教育労働者から「原発の宣伝パンフの小学
校配布を青森市では阻止している」との報告も
ありました。赤ちゃん連れの青年労働者からも

大 MAGROCK vol ∞

「働きながら育児するための制度があっても休

2015 年 7 月 18（土）〜 19 日（日）

みをとることすらできない状況があり、制度が
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保養のおたより
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その 5
いました皆さん、

「ほうとう」の手打ちや
焼き芋・バーベキュー

ありがとうござ

放射能から福島の子どもたちを守る山梨の会

いました。
原発事故から

福島から７人の小学生を迎え、３月 27 日か

４ 年、 福 島 県 で

ら３泊４日の「山梨での春休み」は、無事終了

は今なお 12 万人

することができました。資金カンパにご協力い

を超える人たちがふるさとを離れて避難生活を

ただきました皆さん、食事づくりや遊びのボラ

続けるなど厳しい状況にあります。除染が進ん

ンティアにご協力いただきました皆さん、また

でいると言ってもそれは比較的放射線量の低い

企画実現のためにご協力をいただきました皆さ

原発から離れた地域の、人家とその周辺のこと

ん、ありがとうございました。

で、原発周辺地域はそれすら進んでいませんし、
原発からは今でも汚染水が漏れ続けています。

今回参加の小学生は、新２年生から新５年生
までの男子３名、女子４名でした。短い期間で

また国や福島県は原発事故との因果関係を否定

したが小学生たちには、御勅使川福祉公園での

していますが、子どもたちの甲状腺がんは増え

遊び、山梨の郷土料理「ほうとう」の手打ち体

続け、お母さんたちは心配が絶えません。

験、果樹園での剪定した枝集め作業・焼き芋・

このような現状にある福島の人たちと連帯す

バーベキューなど、思い切り遊んでいただくこ

る闘いや、政府に原発をやめさせる闘いはもっ

とができました。あっと言う間の３泊４日でし

と大きなものにしていかなくてはならないと思

た。リピーターの小学生のお母さんからは「前

います。私たち山梨の会は、
「福島の子どもたち

回よりも更に充実した楽しい日々を過ごしたよ

の命を守る」ことと、
「全ての原発を廃炉に」す

うです」というお便りを早速いただきました。

ることを目標に運動を進めてまいりました。そ

また私たちの呼びかけにこたえて、一緒に「ほ

の実現のためにこれからも、署名運動や、子ど
もたちの保養活動を継続して行っていきます。

うとうの手打ち」や焼き芋などに参加して下さ

福島の子、スタッフやボランティアの子、一

自然の中の子どもたちと
ボランティアで１日楽しく
ＮＡＺＥＮ品川

緒に夢中で遊びます。川で遊んでいる女の子が
思わず「水が生きている」とポツリと一言。きっ

奈良雅夫

と自然が教えてくれたんだと思います。大人が

３月末に関東地区の春休み保養キャンプに１日

作り出した遊び道具がなくても、落ちている小

だけでしたが、子どもたちの安全を見守る保育ボ

枝の皮をはぎ、それを叩いて手製の楽器にして

ランティアで午前 ･ 午後と参加してきました。

音楽を楽しんでいる４〜５人の女の子たち。お

午前９時半に現地に到着。キャンプは山あい

たまじゃくし、あめんぼ、蟹、たにしを一生懸

の施設とその近くの池や小川、野原や林で、自

命、網ですくい上げ、あとから川に戻している

然がいっぱい。野原で先に待っていると、子ど

やさしい子どもたち。

もたちがわれ先にと駆け出してきました。次か

そうした子どもを見守るお母さんたちの安心

ら次へと子どもたちが飛んできます。喜びいっ

した眼差し。原発を再稼働させようとするゴロ

ぱいの笑顔です。スタッフさんの話では、事故

ツキどもに、「よく見ろ」と言ってやりたい光

から４年たった今でも外で遊べるのは１日１０

景です。「自然の中の子どもたち」を考えさせ

分だけという子もいるとのこと。

られたボランティアでした。
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५ॣ४গشঝ
■５・19 とめよう改憲と戦争、つぶせ裁判員制度
と き ５月 19 日（火）18 時 30 分開会
ところ 東京･弁護士会館２階クレオ
講 演 森英樹さん（名古屋大学名誉教授）
「戦後史の分岐点」
・国会前行動 15 時〜 16 時衆議院第２議員会館前
主 催 憲法と人権の日弁連をめざす会
裁判員制度はいらない！大運動
協 賛 許すな改憲！大行動
現代の治安維持法と闘う会
■さいたま・小児科医・山田真さんのお話を聞く集い
と き 5 月 31 日（日）13：10 開場 13：40 開会
ところ 下落合コミュニティセンター第２・第３集会室
（ＪＲ京浜東北線与野駅西口徒歩 2 分）
講 師 山田真さん（子どもたちを放射能から守る全国
小児科医ネットワーク代表）
資料代 700 円
主 催 ＮＡＺＥＮさいたま（090-4000-2756 高木）
■５・31 さようなら原発ＬＩＶＥ＆ＴＡＬＫ
川内・高浜原発 再稼働のボタンは押させない！
と き 5月 31 日（日）12 時 30 分開場 13 時 30 分〜
ところ 上野・水上音楽堂（上野公園内）
主 催 さようなら原発１０００万署名市民の会
■八尾北医療センターで甲状腺エコー検査をやります
ＮＡＺＥＮ八尾結成集会
と き ６月２０日（土）午後６時
ところ 八尾プリズムホール４Ｆ会議室１（近鉄大阪線
八尾駅下車徒歩３分・西部デパート東となり）
お話し 杉井吉彦さん（ふくしま共同診療所医師）
報 告 照沼靖功さん（動労水戸）
よびかけ 八尾北医療センター院長・末光道正
八尾北医療センター労働組合
072-999-3555

͂٨࠻Ȃྦྷ͂اאୃܰا
͈հଽࡀͬു̷̠Ȋ

国鉄闘争全国運動
６・７全国集会
６月７日（日）午後１時（正午開場）
東京･日比谷公会堂
よびかけ

国鉄分割･民営化に反

対し、１０４７名解雇撤回闘争を
支援する全国運動 043-222-7207
「７・１集団的自衛権閣議決定」一周年

უໟʀ༧̖ʀڥʀպȚǾરШȢ
ǸȒǻЭǭǖ⾱⿇ʀ⿅ঘ⮦Ί
7 月 5 日（日）午後１時〜（集会後デモ）
ニッショーホール 2 階（東京都港区虎ノ門２- ９-16）
発言 反戦の母・シンディ・シーハン／長崎被爆者・
城臺美彌子／九州大学名誉教授・斎藤文男／
コント・松本ヒロ他
主催 許すな改憲！大行動

３･８被曝･医療福島シンポジウム
報告集 注文のお願い
３月８日に福島市で行
主な内容
われた医療シンポジウ １、発言
布施幸彦（ふくしま共同
ムの報告集が６月１
診療所院長）／山田真（子
日に発刊されます。つ
どもたちを放射能から守る
きましては、全国各地
全国小児科医ネットワーク
からの注文をよろしく 代表）／金益重（韓国反核
お 願 い し ま す。 １ 冊 医師の会）／崎山比早子（元
６５０円、２冊以上の 国会事故調査委員）
注文で１冊５２０円で ２、福島からの発言、討議、
ド イ ツ か ら の メ ッ セ ー ジ、
す。
寄稿文など
注文先は、
東京都国分寺市２丁目７番 10 号エッセンビル２
階本町クリニック気付 被曝･診療月報
振込口座 みずほ銀行国分寺支店 4282013『被
曝･医療 月報』 FAX 042-400-0038

年会費は、個人一口 2000 円、団体一口 3000
円です。毎月通信を発送します。会計年度は 1

◇◆◇ 診療所基金はこちら ◇◆◇
福島診療所建設委員会の口座へ

月 1 日〜 12 月 31 日です。皆さんのご協力をお

★郵便振込口座 02200-8-126405
福島診療所建設基金
★銀行口座
福島銀行 本店（110）普通 1252841
福島診療所建設基金 代表 渡辺 馨
★ＰａｙＰａｌでのお振り込み
アカウント
clinicfukushima@yahoo.jp
渡辺馨（福島診療所建設委員会）

願いします。
◇◆◇ 郵便局

振替口座 ◇◆◇

口座番号

00120-8-763817

加入者名

すべての原発いますぐなくそう！全国会議

銀行口座からの振込の場合

〇一九店

0763817

※振り込みの際は、「年会費○人、○団体分」
「保養カンパ」などお書き下さい
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