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「被災者を前にしてただ見ているしかなかった」
「爆風でとばされ、ガレキの中から這い出した」
被爆体験を聞く会を開催（8/2）

岸川義一さん（砺波市在住）
田中春子さん（左・高岡市在住）と
水野耕子さん（右・富山県被爆者協議会事務局長）
８月２日（月）、当会は富山市・電気ビル
において「被爆体験を聞く会」を開催しまし
た。壮絶な体験をお話しいただいたのは、富
山県被爆者協議会の岸川義一さんと田中春子
さん、水野耕子さんの３人です。

急に広島へ向かうよう命じられた
（岸川さん）
「無線通信手として和歌山の部隊に配属さ
れていたとき、軍から急に広島に向かうよう
命じられた。８月９日、よくわからないまま
広島駅に着いたとたん、辺りは無数の負傷者
で川には遺体があふれていた。今でもあの時
の臭いの記憶が頭から離れない。目的地の電
信電話局の中も遺体だらけで、瓶（かめ）に
入れてひたすら運び出した。夜になると荼毘
の炎があちこちで見えた。
ひどいやけどで皮膚が垂れ下がっていたり、
わずかに水滴が落ちる水道の蛇口に群がって
いる被災者を前にして、衛生兵ではない自分
たちはただ見ていることしか出来なかった。

県内被爆者の６割が入市被爆
県内の被爆者は現在９７名、そのうちの約
６割が、軍の命令で広島や長崎で被災者の救
出にあたった人たちです。
「兵隊さんたちは、つらい仕事をさせられな
がら終戦後ふるさとに帰ったあと原因不明の
病気で次々と倒れていった。しかし私たちと
違って直接被爆していないという理由で、国
はずっと無視し続けて来たんです」と語る水
野事務局長。実際、岸川さんの手帳交付は今
から約２０年前でした。
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そのまま終戦を迎え、いったん戻った和歌山
で軍は解散。大阪の八尾まで歩き列車で富山
に帰ることができた。」

り合っていた。今でもときどき夢にみる。
若い頃から甲状腺や心臓に異状があると言
われた。今は乳がんを患っている。診察した
お医者さんは、あなたが生きていることは奇
跡に近い、と口を揃えて言っていた。結婚し
て流産を繰り返し、やっと一人授かったが、
主人は原爆の遺伝を心配した。私は何として
も育てると説得し、男の子を産んだ。今は立
派に育ったが、小さい頃よく鼻血を出し不安
で仕方がなかった。
４６年間、誰にも話したくなかった。苦し
み悶えて死んでいった人たちを思い出すと涙
で胸がいっぱいになる。一度医療生協の集ま
りで話してくれと言われ出かけたが、嗚咽が
止まらずただ泣くことしかできなかった。」

親しい人にも話してこなかった
これまで岸川さんは広島の体験を近所の人
や親兄弟にもあまり話してきませんでした。
「実際に体験したものでないと、わかっても
らえない気がした」「広島や長崎ならまだし
も富山では被爆を言うだけで色分けされる」
しかし被爆者が高齢化し、次々と亡くなっ
ていくなかで、比較的元気な自分が伝えてお
かなければ…という思いが強くなったと言い
ます。そして今年初めて新聞の取材やアンケー
トに応え、オバマ大統領と鳩山由紀夫前首相
へ被爆者としての思いを綴った書簡を届けた
そうです。

今年初めて話す気になった
今まで新聞などの取材はかたくなに断って
きた岸川さんと田中さん。世間の被爆者に対
する偏見や誤解が少なくなってきた一方で、
悲惨な記憶が薄れ、戦争や核兵器を正当化す
る若い世代の風潮に、「今話しておかなけれ
ば…」と思うようになったとのことです。
核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会
としては、今後も県内の被爆者の体験を聞く
会を継続していく方針です。

爆心地からわずか1.4㎞で被爆
（田中さん）
「１４歳のとき長崎の三菱兵器工場で被爆、
爆心地からわずか１ .４㎞だった。爆風でと
ばされ、周りにいた仲間はほとんどが死んで、
目を覆いたくなる惨状だった。ガレキの中を
這い出し、無我夢中で家に向かって走った。
辺り一面は火の海で、死体が山のように重な

2010年ＮＰＴ(核不拡散条約)再検討会議

ニューヨーク行動報告会
かっただけかも知れません。
日本からの署名の到着を待ち続けたカバク
チュラン議長が、確かに核廃絶の国際世論の
流れはあるが、日本人が先頭に立って声をあ
げないと消えていってしまう、と言われたの
が印象的だったそうです。

被爆体験を聞く会の前に行われた「ＮＰＴ
再検討会議ニューヨーク行動報告会」は、富
山代表団の一員として参加した田村有希医師
（富山協立病院）が参加
した感想を述べ、団長の
中山雅之氏がスライドを
使って今回のＮＰＴ再検
討会議の意義と成果につ
いて解説しました。
田村先生は５月１日か
ら５日間ニューヨークに
滞在、街頭署名活動やパ
田村有希医師
レード行進に参加しまし
た。「用意されたマニュアルがあって、英語
の苦手な私でも結構署名してもらえた」との
ことですが、原爆投下は正当だったと議論し
てくる市民が多いのもニューヨーク。運がよ
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第11回総会を開催（8/2）
新世話人３人を選出

て国連事務総長、および米英仏の国を代表す
る方々が参列しました。昨年はオバマ米大統
領が核軍縮をめざすと表明しました。時代は
新たな機運を迎えていると思われます。これ
も世界で唯一の被爆国である我が国の被爆者
の方々が苦しい思いの中から、世界中で被爆
の実態を訴えてこられた成果であると思いま
す。
私は昨年初めて広島の平和公園と原爆記念
資料館を訪れました。本や「はだしのゲン」、
テレビ、映画、丸木位里夫妻の絵画などで原
爆というものを知っているつもりでいました
が、被爆の実態を目の前にし、亡くなられた
方、今なお苦しんでおられる方々への厳粛な
気持ちを新たにしました。

今回の総会では新たに３人の先生方に
世話人をお引き受けいただきました。

昨年初めて広島の
原爆資料館を訪ねた
世話人

小栗

絢子

ることに怖さを感じます。
私は高岡地区が、傷をしても最も痛くなく
早く直せる地域にすることを夢に、高岡在宅
褥創研究会、高岡在宅ＮＳＴ研究会を立ち上
げました。今の医療･保険制度は矛盾に満ち

塚田
邦夫
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核兵器 やハイテク兵 器
の冷徹 さに危惧

この度お誘いにお答えし、｢核兵器廃絶を
めざす富山医師・医学者の会｣の世話人に加
えさせていただきました。かねてよりこの会
の趣旨に賛同し、会員になっておりました。
私は映画やテレビ好きですが、スリラーも
のやゾンビものは大嫌いで、夢に見るタイプ
です。医者で外科医をしておりますが、この
ような冷徹に血が流れる場面が嫌いです。
同じ乗りで、結果として人を殺すことが目
的である戦争も嫌いであり、現時点で最も効
率よく殺傷する核兵器も嫌いです。超高々度、
あるいは遠隔操作で用いられるハイテク兵器
にも大変危惧しています。核兵器も含め、い
ずれもその使用にあたってはあまりにも体感
的ではなく、バーチャルな世界が広がってい
ます。戦争や格闘のゲームはしたことは無い
し、したくもないのですが、宣伝を見る限り
ハイテク戦争そのもののようで、類似してい

世話人

今回「核兵器廃絶をめざす富山医師・医学
者の会」世話人をお引き受けすることになり
ました。
今年８月６日の広島「平和祈念式」に初め

９ .１１以後、アメリカはアフガニスタン
への爆撃、その次はイラクへの戦闘を開始し
ました。「憎しみからの報復」という理由で。
イラク市民への劣化ウラン弾使用によって子
供たちが先天奇形、白血病、ガンに罹患する
など様々な被爆による影響を受けており、新
たな被爆者が生まれています。イラクの子供
たちは適切な治療を受けることができない現
実があります。これらの事実にも心を痛めて
おります。
この会の会員として今まで何もしてこなかっ
たのですが、どうぞよろしくお願いします。
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このような私ですが、皆様と力を合わせ、
自分にできることを無理せずやっていきたい
と思っております。宜しくお願い申し上げま
す。

ており、腹の立つことばかりですが、怒って
もしようがなく、「自らができることをコツ
コツとやっていくことしかない」と考え、何
しろ｢継続は力｣と細々と続けています。

誕生日が８月６日
特別な日に生まれた私
世話人

勝手に運命的なものを感じ、広島に行って被
爆者の話も聞き、思いをこめて演じたのを思
い出します。
戦争、核、平和というと、何か政治的で、
気軽に触れられない雰囲気を感じることがあ
りますが、先日の本会の総会で、間近に被爆
者の方にお会いし、お話を聞かせていただき、
「被害にあうのは生身の人間」「ゲームでは
ない」「生き残っても苦しみ続ける被爆者を
これ以上増やしてはいけない」という素直な
気持ちが湧き上がってきました。核兵器を無
くすことは普通に考えたら、あたりまえのこ
とです。
あたりまえだけど、ちょっと難しい。世界
の多くの人が、それぞれの立場で声を上げ、
行動していく事がやはり大切なのでしょう。
核廃絶の機運が盛り上がってきている今、私
は医師の立場で、被爆国日本で、小さくても
声を上げていきたいと思います。
とは言っても仕事と子育てに追われる毎日
で、いつも疲れているのが現状なのですが…。
どうぞよろしくお願いいたします。

山本 美和

実は、私の誕生日は８月６日です。広島に
原爆が落とされた、怒りと悲しみに満ちた特
別な日に生まれたのだから、平和のために行
動する人間になりたいと思ってきました。
中学生のときに、地域の児童劇団で被爆３
世の役をやったことがあります。このときは

核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会世話人会
■世話人代表
金井

英子 （砺波市・金井医院・小児科）

■世話人副代表
黒部

信也 （富山市・富山協立病院名誉院長・内科）

小熊

清史 （魚津市・小熊歯科医院・歯科）

■世話人
太田

真治 （高岡市・おおたファミリー歯科・歯科）

（新）小栗

絢子 （高岡市・小栗小児科医院・小児科）

瀧
（新）塚田

邦彦 （富山市・滝医院・放射線科）
邦夫 （高岡市・高岡駅南クリニック・外科）

矢野

博明 （射水市・矢野神経内科医院・内科）

（新）山本

美和 （富山市・富山協立病院・内科）

与島

明美 （富山市・富山協立病院・内科）

■顧問
片山

喬 （富山市・富山医科薬科大学名誉教授）
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2008～2009年度の活動報告
０８年７月

第29回世話人会

０８年７月

平和ＤＶＤアーカイブ作成開始

０８年９月

ニュース発行

０８年11月

第30回世話人会

０８年11月

全国反核医師のつどいin金沢

０９年１月

ニュース発行

０９年５月

集団訴訟東京判決で要請

０９年５月

第31回世話人会

◆集団訴訟東京判決で要請

０９年５月

北朝鮮核実験で抗議声明

０９年８月

第32回世話人会

０９年８月

ニュース発行

０９年８月

核兵器のない世界署名

０９年10月

堤未果講演会

０９年11月

全国反核医師のつどいin鹿児島

０９年５月の東京高裁による原爆症認定集
団訴訟の原告勝訴判決を受けて、当会は国に
対し、訴訟の全面解決と被爆者全員救済を求
めて要請書を提出した。
控訴取り下げを求めると同時に、機械的審
査を廃し、放射線起因症を広く認めること、
残留放射線や内部被曝を過小評価しないこと
などを求めた。

０９年12月

ニュース発行

◆核兵器のない世界署名

１０年６月

中村哲講演会に共催参加

１０年７月

ニュース発行

ＮＰＴ再検討会議に提出する「核兵器のな
い世界」を求める国際署名に取り組んだ。

１０年７月

第33回世話人会

１０年８月

ＮＰＴ報告会と被爆体験を聞く会

「つどい」は毎年主務地を替えて開催され
ているが、内容の充実度や市民参加の規模な
どで際立ったものがあり、その後の開催形態
の一つのモデルを示したものだった。

◆堤未果講演会
０９年１０月、ジャーナリストの堤未果氏
を講師に、当会結成２０周年記念講演会を開
催し、１６０人が参加した。

◆平和ＤＶＤアーカイブ作成開始
過去に放送された核兵器廃絶や戦争・平和
問題を扱った番組で、今視聴しても感動的な
作品は少なくない。
会として、世話人が個人的に録画したＤＶ
Ｄの目録をまとめ、視聴を希望する会員に限っ
て提供する「平和
ＤＶＤアーカイブ」
の蓄積を開始した。
また作品を視聴し
た会員の感想を会
報に掲載した。

堤氏は９・１１テロとの遭遇をきっかけに、
米国の医療や教育にまではびこる競争原理を
告発、貧困を理由に軍に志願する若者の実態
を経済的徴兵制と指摘した。

◆全国反核医師のつどいin金沢
０８年１１月の「第１９回核戦争に反対し、
核兵器廃絶を求める医師・医学者のつどいｉ
ｎ金沢」に、当会も実行委員会の一員として
参加し、春の準備段階から関わった。当会の
金井英子世話人代表が「特別講演」の司会と
活動交流で本会の状況を報告した。

◆全国反核医師のつどいin鹿児島
０９年１１月の鹿児島市で開催された「第
２０回核兵器廃絶を求める医師・医学者のつ
どいｉｎ鹿児島」に当会から世話人代表が参
加した。
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とアメリカという大国のエゴに蹂躙されなが
ら、大干ばつに見舞わ
れたアフガニスタンに
おいて、命の水を守ろ
うとする一人の日本人
医師の生き様が、真の
国際貢献とは何かを示
した。

◆中村哲さん講演会
１０年６月、医師で
ペシャワール会現地代
表である中村哲氏の講
演会が開催された。当
会は「共催団体」とし
て企画・宣伝に協力し、
閉会挨拶を当会の金井
英子世話人代表が行っ
た。
なぜ医師である中村氏が井戸を掘り、用水
路を建設しなければならなかったのか。ソ連

◆月刊保団連増刊「医師たちの原爆症」の普及
◆平和美術展の宣伝
◆冊子「私と日本国憲法」の斡旋普及

今期発行の会報
今 期は会 報発行 を五回 行った 。富山 県被爆

者協 議会の 取材で は、会 員の高 齢化が すすむ

なか で二世 の参加 も含め て活動 の継続 が課題

であ ること がわか った。 「写真 で見る 二十年

のあ ゆみ」 で当会 の歴史 を振り 返り、 「つど

い金 沢」「 つどい 鹿児島 」の特 集は、 参加し

た世 話人が 詳細な 内容を 感想を 交えて 分かり

やす く報告 した。

2009年8月5日付

2008年9月15日付

2009年1月25日付

2009年12月15日付

2010年7月15日付
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2010～2011年度の活動方針(案)
（１）核兵器廃絶への世論形成に努める事業
・核兵器廃絶への世論形成に役立つ可能な限りの活動を行う。
・市民向けの企画や学習会の開催（講師例：張本勲氏、益川敏英氏、天木直人氏など）

（２）いかなる戦争にも反対し、憲法を守り、平和を希求する活動
・核戦争はもちろんのこと、いかなる戦争にも反対し、日本国憲法第九条を守る活動を
積極的に行う。

（３）県内の非核・平和団体との協力、共同の取り組み
・県内の非核、平和団体と積極的に協力していく。

（４）ＩＰＰＮＷ並びに全国の同趣旨の会との連携
・「核戦争防止、核兵器廃絶を求める医師、医学者のつどい」に参加する。

（５）組織の充実、発展をめざす
・会報の定期発行と会員増加を図る。

決算報告・予算(案)
２０１０年 度および２ ０１１年度予 算（案）

２００８年度および２００９年度会計報告
自：２００８年 ７月 １日

自：２０１０年 ７月 １日

至：２０１０年 ６月３０日

至：２０１２年 ６月３０日

予 算
算（案）

決 算
収入の部

収入の部
年会費
\
雑収入
\
前年度繰越金 \

355,000
8,727
421,827

年会費
\
雑収入
\
前年度繰越金 \

400,000
50,000
179,889

合計

\

785,554

合計

\

629,889

会議費
事業費
事務費
協賛金
雑費
小計
翌年度繰越金

\
\
\
\
\
\
\

40,010
513,480
32,175
20,000
605,665
179,889

会議費
事業費
事務費
協賛金
雑費
小計
翌年度繰越金

\
\
\
\
\
\
\

40,000
350,000
30,000
20,000
440,000
189,889

合計

\

785,554

合計

\

629,889

支出の部

支出の部
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新刊 紹 介

藤があったことをはじめて知りました。その
ような深い意味をこめての発信だったのです。
原爆にあったこと、その原爆で姉をなくした
こと、朝鮮人であること、そして貧しい生活
の中でも母や兄や周りの人たちにあたたかく
見守られてきたこと、そしていろいろな人と
の出会いが今の生き方につながっていること
が伝わってきます。

野球ファン、平和に関心のある人
子どもから大人まで共感できる
世話人

与島

明美

高校時代に弁論大会優勝
選んだテーマは「原爆」と「差別」

第１章
第２章
第３章
第４章
第５章

原爆 忘れえぬ記憶
少年時代 野球との出会い
「半島人」として生きる
いいときこそ自分を疑え
メジャー、イチロー、韓国
野球のこと
第６章 魅力ある日本プロ野球のた
めに
第７章 伝えたいこと 戦争に喝！

あまり野球に興味のない私は、張本さんの
ことは強くて有名な野球選手だということぐ
らいしか知りませんでした。このような名選
手が核兵器のない世界をめざす署名の呼びか
け人になっておられ“すごいな”と思ってい
ました。
ところがこの本を読み、彼がこのようなこ
とができるようになるまでに長い苦しみや葛

暴れん坊でけんかっぱやい一方、とても努
力家で自制心を持って自分の行動を変えてい
く厳しさ、そしていろいろな分野のことに対
して、まじめに素直に向き合い前向きな提案
を持っておられます。特に彼の差別に対する
まっすぐな感覚が印象的です。浪商時代の弁
論大会では原爆を題材に「ケロイド乙女」と
いう題で優勝したのに続いて部落差別につい
て「絶叫」という題で発表し２度目の優勝杯
を受け取ったというエピソードがありました。
改めてこの本の題を見てみると最後に「人と
して」とあります。「人として」…ほんとう
にいい題です。
この本は野球ファンから平和に関心のある
人、子どもから大人までいろいろな点で学ぶ
こと、共感することがたくさんあると思いま
す。ぜひ生の声で張本さんの思いを聞く機会
があればいいな、いえ実現したいと思います。

会費納入のお願い

編 集 後 記

2010年5月25日初版
新日本出版社

Ｂ６版 173ページ
定価 本体1400円（税別）

●「被爆体験を聞く会」でお話しいただいた田
中春子さんと水野耕子さんは幼なじみである。
ともに長崎で被爆し、それぞれの人生を経て
はるか遠い富山で再会した。なかなか口を開
こうとしない田中さんの傍らで、励まし、時
に突き放す水野さん。「あんた、いつものよ
うにしゃべんなさいよ」。二人の数奇な関係
はまるでドラマを見るようである。
●岸川さんは高齢で持病もある。平日の遅い時
刻に砺波市から富山までどうやって出てきて
もらうか。同じ砺波の金井代表世話人が送迎
することになった。車中の話の中で、ふだん
は金井医院に通院し院長が主治医だとわかっ
た。金井代表は、父親と同じく軍命によって
広島で入市被爆した人がこんな近くにいた、
という偶然を素直に喜んだ。
●本会にとって「被爆体験を聞く会」は、いろ
んな意味で収穫の多い企画だった。（Ｓ・Ｍ）

私たちの会の活動は、会費中心に運営して
います。活動の基盤となる財政を確保するた
め、先生の入会ならびに２０１０年会費の納
入をお願いします。
会の趣旨に賛同し、入会を了承される先生
は、ＦＡＸまたは電話でその旨ご連絡くださ
い。会費納入用郵便振替票をお送りします。

◇年会費
５，０００円（毎年７月期首）
◇振込方法 「郵便振替」をご利用下さい
◇振込先
加入者名：核兵器廃絶をめざす富山医師・
医学者の会
口座記号：００７３０ ４
口座番号：３３１７１
◇連絡先電話番号

076-442-8000
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