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第九条の会ヒロシマ総会 2020 ＆ 記念講演会

今、香港で起こっていることから

2020 憲法を生かす行動をくり広げよう！

広島平和記念資料館
　   　　　  （ 広島市中区中島町 1-2　平和公園内）
                              参加費：500 円

3月 20日（金・春分の日）
　　　　　14：30 ～ 17：00

講師：阿古智子さん
　　

第22回許すな！憲法改悪・市民運動全国交流集会
     　        公開集会

  　　
安倍改憲発議、今こそ止めるとき（仮）

　　 

    2月 22日（土）13：30 ～ 16：00 全水道会館
　　　　　（東京都文京区本郷 1-4-1 ／ＪＲ水道橋駅東口）

　講演①：清末愛沙さん（室蘭工業大准教授）
　講演②：南　彰さん（日本新聞労働組合連合委員長）
　主催：許すな！憲法改悪・市民運動全国交流集会実行委員会
　連絡先：03‐3221‐4668　Fax：03‐3221‐2558
　　　　　kenpo@galaxy.ocn.ne.jp

                                                            　 プロフィール
　東京大学大学院総合文化研究科准教授。
1971 年大阪府生まれ。大阪外国語大学、名古屋
大学大学院を経て、香港大学教育学系 Ph.D（博
士）取得。在中国日本大使館専門調査員、早稲
田大学准教授等を経て 2013 年より現職。
　主な著書に『貧者を喰らう国―中国格差社会
からの警告』（新潮選書）14 年、共著に『東ア
ジアの刑事司法、法教育、法意識―映画『それ
でもボクはやってない』海を渡る―』19 年など 。

　昨夏、第九条の会ヒロシマ創始者の岡本三夫さん、世話人の岡
本珠代さんが亡くなり時がたつほどに悲しみは深まるばかりです。
しかし一緒に取り組んだ 8.6 新聞意見広告などの活動は、仲間で
話し合い、一人でも多くの人の賛同が得られるよう対話する「意
思表示」であり、「表現の自由」であり、「憲法体験」そのものです。
今年は憲法体験に加え、安倍改憲を止める総がかり行動や、市民
と野党の共同にむけて共に頑張っていきたいと思います。
　引き続きご支援くださいますようよろしくお願い致します。

　昨年末、安倍政権は中東への自衛隊派遣を閣議決定し、隊員
でさえ「米国とイランの対立で恒久的な派遣になりかねない」と
いう。2020年予算案102兆円、防衛費５兆3133億円で過去最高、
安倍政権発足以来、防衛費の増加は８年連続だ。米国の超高額
戦闘機などを買わされ、辺野古新基地建設では大浦湾の軟弱地
盤に総工費・工期が膨らむ。高速炉研究は仏政府でさえ中止す
る方針であるのに 40 億円を組んでいる。防衛費や原発関連など
無謀で無駄なことに税金を使わず、福祉・生活にまわすべきだ。

　「生産性」「自己責任」…　   今、不寛容があふれている。入管
施設ではトイレまで監視されたり、職員から暴行を受けたと国
を訴えている。香港で、中国で起こっていることは、対岸の火
事ではない。北海道で、沖縄で、東京で、デモ参加や抗議
活動している人が不当に逮捕され、不当に拘留されている。
今なお苦しむフクシマの人々、在外ヒバクシャ…  障がい
者、外国人、政権にとって不都合な人々に、ここまで露骨
な人権侵害を行う日本政府。これを見過ごさず、香港の人
たちと共にたたかうことではないだろうか。

　総会で記念講演をしていただく阿古智子さんは、中国の
研究者として、町に村にとどまり、定点観測をして人々を
見ていきたいと言われている。私たちも、香港で起こって
いることを人々を通して自分のこととしてとらえ、人権獲
得のために今、何ができるのか、このヒロシマでしっかり
考えてみたい。民主主義は人々の行動から始まる。

「全ての大人が立ち上がることができるなら、全ての子ど
もが穏やかに過ごせ、家に帰ることもできる」と書かれて
いる。香港のデモ参加者が電柱に貼ったものらしい。

14：30 ～　記念講演
16：30 ～　総会



1　はじめに
　全国各地の皆さんと連携して、広島県内で活動している多く

の市民の一人として、新年を迎えました。

　昨年末に依頼された本原稿の表題を実現することは、「第９

条の会ヒロシマ」の会報の読者の皆さんの強い思いです。その

ためには、粘り強い活動と一人ずつ広げる地道な働きかけが重

要なことは承知しているのですが、８年目に入った第二次安倍

政権が公言する憲法改悪を止めるための道筋、正解は何なのか

は、私自身がそれを知りたい、学びたいと願っているだけに、

何とも荷が重く筆も進みません。

　むしろ、これまでの７年間の各地域で活動の総括をすること

と、それらの智慧と経験を基にして全国的な議論を交わし、各

地域での具体的で地に着いた今後の活動を確認することが表題

に合うのではないかと思うのですが・・・。

2　昨年 12 月の安倍政権の表明は・・・
　2019 年１２月で首相在任の 8年目に入った安倍首相は、「経

済の再生、外交・安全保障の再構築、新たなテーマの全世代型

社会保障制度の実現」などとともに、首相の在任中に改憲をす

ると表明しました。

　経済といえば、私たちの周りの現役の働く世代、中小のお店

や事業所の人たちからは、実質賃金が上がらないので生活が厳

しいという話や、消費税が 10％に上がって買い控えになって

苦しいなどの声は聞こえてきますが、アベノミクスによる効果

があったという人はほとんどいません（大株主、経団連参加の

大企業の役員たちとの縁がないからかもしれませんが）。低賃

金で不安定な非正規雇用を増やすという労働政策を推し進めて

きた弊害が、働く世代の暮らし、子育てを厳しい状態へと追い

込んでいます。

　また、安倍首相が自慢する “地球儀を俯瞰する外交” につい

ても、どちらかといえば独裁的な政治を進める政治家との仲の

良さの宣伝が目立つ一方で、外交の成果は上がらず押し付けら

れるままではないかという批判が保守の論陣からも出ています

（“地球儀” というと、チャップリンの映画「独裁者」の地球儀

風船のシーンをつい思い出します）。

　安全保障の再構築は、これこそ安保法制に続く憲法の改悪、

憲法９条の壊憲を進める問題なので後述します。

　「全世代型社会保障制度の実現」は、昨年 9月に自らが議長

となる、社会保障の現場の人がいない “有識者” で構成する検

討会議を立ち上げ、子どもから高齢者までの全世代の社会保障

を推進する政策を進めるかのような振舞です。でも、これまで

の「政治に期待するのは？」という世論調査では、「社会保障

の充実」がほぼトップとなり、安倍首相が吹聴する「憲法改正」

が常に最下位付近にあることから、「社会保障」の看板を上げ

ないとマズいと考えたからではないかと勘繰らざるを得ませ

ん。実際、聞こえてくる議論は、医療や介護の抑制、反対に国

民の負担の増加であったり、選択的と言いながら老齢年金の支

給の繰り下げなどであり、憲法 25 条 2項が定める「社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める」国の義務とは

逆行する内容です。

　そして、安倍政権の応援新聞のような読売新聞の 1月 1日の

社説が、珍しく今年の政治について「憲法改正」の一文字も記

載がなく、安倍政権による「繁栄と平和の持続を」という論調

だったのと、2面を使って衆議院選挙の全国の候補者一覧を載

せていたのは、来るべき総選挙に向けて安倍政権の実績宣伝と

持続の訴えのようでした。

3　昨年 12 月 27 日の閣議決定
　首相と閣僚の全会一致により時の内閣の意思表明をする「閣

議決定」は、本来はそれなりの重要性があるはずのところ、安

倍政権による閣議決定では、安倍首相の責任が問われそうにな

ると、それを胡麻化したり、隠蔽しようとするものが目につき

ます。首相夫人による政策決定に関わるモリカケ問題の言動に

ついては「それは私人のものだから」としたり、桜を見る会に

招待した人の中に反社会的勢力と言われそうな人がいると「反

社会的勢力の定義は一義的に定まっていない」、つまり「はっ

きりしない」として、責任追及の道を遮断するものです（まる

で後出しジャンケンみたいで、普通なら相手にされなくなりま

すが、これが全員一致！というのが理解不能です）。

　上記よりもっと質が悪い閣議決定が、12 月 27 日の「中東地

域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取り組みに

ついて」です。

　防衛省設置法に基づく「調査・研究」と称して、中東海域に

海上自衛隊を１年間派遣する決定です。ご承知のとおり、アメ

リカがイランとの対立する状況の中で参加を呼び掛けた “有志

連合” への自衛隊の派遣は、安保法制をもってしてもできず明

白な憲法違反となるが、かといってイラクへの自衛隊派遣の時

のように国会での審議、議決を必要とする特別措置法による派

遣も容易ではないので、“国会飛ばし” をしたのです。

　この閣議決定は、ホルムズ海峡ではなく、その周りの３海域

の公海で、護衛艦１隻（たかなみ）と哨戒機 P‐3Cを 2機、

総勢約 260 人の自衛官の派遣により、『日本関係船舶』の航行

の安全などの「調査・研究」をすることになっています（かつ

ての「自衛隊が行くところは非戦闘地域だ」とか、「戦闘はなかっ

た」などの詭弁を思い起こします）。

　そして、この派遣が「調査・研究」にとどまらない危険があ

ることは、現場の状況によっては、対象となる船舶が日本船籍

だけではない日本人の船員がいる外国船籍を含む『日本関係船

石口俊一 ( ヒロシマ総がかり共同代表 )

2020　憲法の改悪（安倍９条改憲）を止める



舶』の定義の広さがあるうえ、自衛隊法第８２条の「海上警備

行動」を行うことがある、つまり武力的な衝突を引き起こす恐

れがあることです。

　集団的自衛権を認める閣議決定で地ならしを行い、安保法制

の強行採決で憲法 9条に穴を穿ち、この防衛省設置法による無

理押しをして自衛隊の中東海域への派遣をして、憲法 9条の改

悪への道筋を作ろうとしています。

4　首相在任中に改憲を・・
　昨年 12 月の表明の最後は「在任中の改憲」でした。

安倍首相の自民党総裁の任期は 2021 年 9月なので、それまで

に改憲をという日程を考えれば、今年の７月の東京都知事選挙、

7,8 月のオリンピック・パラリンピックが終わった後からの動

きにならざるを得ないと思われ、今年の秋からが山場となりそ

うです。

　昨年末の報道では、自民党は 2020 年中に憲法改正原案を策

定するとありますが、昨年秋から欧州の憲法状況の報告を受け

るということから衆議院の憲法審査会が動き出しているので、

自衛隊の明記や緊急事態条項などを盛り込んだ安倍改憲案で行

くことを決めれば、もっと早い日程となり得ます。

　新年早々から、憲法審査会での国民投票法案の改正審議を進

めようという話が出ているので、改憲問題のテレビ CMの規制

等の検討をするという入り口から、強硬な審議は行わないとい

う従前の慣行を無視して、安倍改憲案を改正原案とする審議へ

と突入し、多数の力で憲法審査会を通してしまうという最悪の

シナリオさえ頭の中をよぎります。

　そうなれば、3分の 2を改憲派議員が占める衆議院ではもち

ろんですが、ぎりぎりで 3分の 2を割り込んでいる参議院でも、

野党議員への形振りをかまわない揺さぶりをかけて 3分の 2

を超えて改憲発議をすることも、まったくの的外れではないか

もしれません。

　そこからは、あの欠陥だらけの国民投票法による発議された

改憲案に対する国民投票の場へと決戦場が移っていくことにな

ります。

5　安倍改憲を止めるには・・・
　昨年末、全国市民アクションから、これまでの “安倍改憲

NO！＆憲法を活かそう 3000 万署名” に続くものとして、“改

憲発議NO！” と大書された新たな署名用紙が届きました。

　いささか唐突で、これまでの署名活動のまとめや総括が十分

でなく、また今後のロードマップの提案もはっきりしないので

戸惑いがありますが、上述のような “安倍改憲案の発議” の強

行の可能性が否めない情勢であれば、発議を止めるという活動

を真正面に据えることも理解できないわけではないです。ただ、

この活動を多くの人にわかってもらうための呼びかけは、私た

ちがもっと工夫が必要です（例えば、安保法制に続く憲法９条

の壊憲を進めること、アメリカから莫大な税金を使って軍事兵

器等を購入し、防衛費の増大に全く歯止めのないこと、一方で

暮らしの分野ではどんどん切り下げが進んでいることなど）。

　また、改憲発議までに衆議院の解散総選挙の可能性があるの

で、そこで改憲派の議員を 3分の 2以下に割り込ませることが

最も直截な活動です。現在、全国各地で、小選挙区という厳し

い条件の中で、それぞれの信条や立場を尊重しながら、自分た

ちの地元で安倍政治に対抗する議員を誕生させようという活動

が広がっています。早めに各地での智慧や体験を交流できれば

いいですね。

　ところで、昨年１月の会報で、“望月衣塑子記者の著書「新

聞記者」を基にした映画が製作中だそうなので楽しみです” と

書きましたが、昨年の参議選挙挙前には映画「新聞記者」が注

目され、年末には「ｉ―新聞記者ドキュメント」も上映されま

した。また、一般の映画館で映画「主戦場」も上映され、歴史

を歪曲しようとする側の本質を多くの人に知らせました。外国

映画では、イラクの大量破壊兵器のフェイクを取り上げた「記

者たち」、1960 年代から女性差別の憲法裁判を戦ってきた R・

G・ギンズバーグ判事を描いた「ビリーブ　未来への大逆転」

と「RBG」などがありましたが、日本でも映画だけでなく、テ

レビ、新聞などのマスコミが安倍政権に忖度することなく、政

治や社会問題をどしどし取り上げてもらいたい、その応援、働

きかけをしたいと思います。もちろん、皆さんがＳＮＳを使っ

ての個人発信も。

　何のための改憲なのか、そのことをきちんと議論しないまま

の「思考停止」に陥らないことを持続していきたいです。

１１．１憲法の集い安田順平講演会



はじめに
　アジア・太平洋戦争の末期、国内の労働力不足を補うため

に、中国人強制連行は国策として行なわれた。約4万人の中国

人を全国135カ所の事業場で重労働に従事させ約7千人を死亡

させた。安芸太田町の安野発電所工事では西松組（現在の西松

建設）が中国人360人を使役した。外務省が作成した報告書に

よると、112人が負傷、269人が病気にかかり、29人が死亡

（うち5人は原爆死）した。日本敗戦後、生き残った中国人は

賃金も何の補償も受けることなく帰国した。

和解までの取り組み
　1993年、生存者2人が来日し西松建設に対し三項目要求（謝

罪、補償、記念館・記念碑建立）を突き付けて補償交渉を開始

した。しかし交渉は決裂し、生存者・遺族5人が原告となり

1998年に西松建設の企業責任を問うて広島地裁に提訴した。

裁判は地裁敗訴のあと広島高裁で勝訴。2007年に最高裁の不

当判決によって敗訴したが、判決末尾に「西松建設を含む関係

者において、被害者らの被害の救済に向けた努力が期待され

る」と付言がついた。裁判で問題を解決する道は閉ざされた

が、2年後、西松建設は和解へと舵を切った。高裁勝訴判決が

異例の最高裁付言を導き出し、付言が西松建設に問題解決を決

断させたのである。

和解成立と和解事業
　2009年10月、中国人被害者と西松建設との間で、中国人360

人について和解が成立した。中国人強制連行では鹿島花岡和解

に次ぐ2件目の全体解決である。16年にわたる長い闘いの末に

勝ち取られた和解。西松建設は、歴史事実を認め、企業として

の歴史的責任を認めて、深甚なる謝罪の意を表明し、2億5千

万円の和解金を支払うことで合意した。
　西松安野友好基金が設立され、運営委員会に中国人生存者・

遺族や日中の支援者のほかに西松建設から代理人弁護士が加

わったことが和解を実り多いものにした。また、一人の反対者

もなく和解が支持されたことも和解を安定させた。
　運営委員会は8年間にわたって、被害者を探し出す調査、補

償金支給、記念碑建立、訪日団の活動、報告書発行、天津追悼

活動などの和解事業を行なった。360人のうち判明した248人

への補償金の支給、生存者・遺族173人の6次にわたる来広な

どの成果をあげて、基金は2017年末に解散した。
　歴史問題の和解にとくに重要な役割を果たしたのは、記念碑

建立と訪日活動であった。記念碑は、和解1周年の2010年10

月、強制労働の現地に「安野 中国人受難之碑」として除幕さ

れた。中央の主碑の裏面には中国人受難者及び遺族と西松建設

の連名で、歴史事実と和解に至る経緯、将来にわたる日中友好

を願う碑文が刻まれている。主碑の両側に配置された小さい碑

には180人ずつ360人全員の名前が刻まれている。被害者と加

害者の連名で碑文が刻まれていること、日本で死亡した人だけ

を追悼する碑ではなく歴史を後世に伝える記念碑であることに意

義がある。現地を訪れた遺族たちは、父や祖父や伯父たち肉親の

名前を探して愛おしそうに手でさすったり額をつけたりして悲し

みのなかで追悼した。遺族の多くが、肉親の受難が日本で歴史と

して継承されることに安堵したようだった。そして、遺族たちは

4カ所の収容所跡や工事現場跡に立ち、栗栖薫さんなど当時を知

る日本人から証言を聞いた。遺族の一人は、「非人間的な扱いを

受けたことを聞いて激しい感情をもったが、家族の願いであった

父の様子を知ることができてよかった」と感想を述べた。
　事実を知ること、追悼すること、歴史を伝える記念碑が建立

されたこと、そして日本人と交流することを通して、「和解」

が一人ひとりの心の中で深まり定着していったのだと思う。

「受難之碑」は和解の象徴として歴史を伝え続けるだろう。

継承する会の活動
　基金解散後は、市民団体である継承する会がその精神を引き

継いで、和解事業が築いた日中間の友好交流を継続しさらに深

めるために活動している。フィールドワークや学習会、ホーム

ページ（http://keishousurukai.s2.weblife.me/）を通じて安野

の歴史を伝えるとともに、和解の意義を広める取り組みも行

なっている。
　和解成立から10年の節目を迎えた昨年10月19日、中国から遺

族の許立成さんと肖翠青さんをお招きして、広島弁護士会館で

和解10周年記念集会「あらためて歴史問題の和解を考える」を

開催した。約110人の参加があり、西松安野和解の過程と意義を

確認するとともに歴史問題の和解について報告を聞き質疑応答

を行なった。高校生や大学生の若い世代の参加も多く、励まさ

れる思いがした。和解成立のとき生存者20人が健在だったが、

10年後の今は1人だけになった。中国側の世代交代に合わせて、

日本でも若い世代に引き継いでいくことが課題である。翌20日

は安野現地で、第12回「中国人受難者を追悼し平和と友好を祈

念する集い」、追悼法要、フィールドワークを行なった。
　今年は、「安野 中国人受難之碑」建立10周年である。引き

続き中国から遺族をお招きし、碑の果たす役割や意義について

考える企画ができればと思っている。

川原洋子 ( 広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会 )

安野発電所への中国人強制連行――和解から10年

集会で挨拶する許立成さん（左端）と肖翠青さん（左から3人目）



軍港の設置で呉は「発展」したのか？
　2019 年は「呉鎮守府開庁 130 周年」を記念してのイベント

が年間 12 回も企画・実施されました。宣伝チラシでは、呉鎮

守府開庁を「呉市発展の礎となった」と位置づけていますが、

大いに疑問です。海軍基地があったがために、呉市はアジア太

平洋戦争末期の空襲で日本最大級の戦禍を被っているからで

す。米軍の資料によると、1945 年 3 月 19 日の初空襲から 8

月 14 日の最後の空襲まで、呉地域に来襲した米軍機は艦載機・

爆撃機を合わせて 2148 機、投下された爆弾は 3820 ㌧で、日

本空襲の中でもワースト５となっています。来襲機数が一度に

100 機以上の空襲が 6 回、うち 1 回は実に 1000 機を超えてお

り（7月 2４日）、こんな戦禍を被った地方都市は例を見ません。

軍事施設は観光資源にふさわしくない
　また、海軍基地が設置され拡大してきたために、当時の呉市

では社会問題・都市問題が続発しています。人口の急増による

住宅地の不足、小学校の教室の不足、上下水道の未整備（海軍

工廠や海軍基地では、水が不自由なく使えました）による、慢

性的な水不足やチフスなど伝染病の多発、過酷な労働条件に抗

しての大小規模のストライキ、日本最大規模となり呉市民に海

軍が武器を使用した 1918 年 8 月の米騒動など、枚挙にいとま

がありません。これらは呉市当局が編集・発刊している『呉市史』

あるいは『呉市制 100 周年記念版　呉の歴史』などに書かれ

ていることです。それにもかかわらず、「日本遺産」をはじめ

軍港都市であったことを「誇り」とする宣伝パンフレットなど

の文面からそれらの事実は全て抜かれており、きわめて意図的

です。また戦艦「大和」を建造するに至った高度な科学技術が

アジア侵略に使われていたこと、多数の朝鮮人に過酷な労働を

強いて海軍基地が拡大してきたことなども完全に伏せられてい

ます。呉を観光地として宣伝するためそれらの歴史的事実を「な

かったこと」にしているのです。「呉鎮守府開庁 130 周年」は

日本最大級であった呉空襲ですら「なかったこと」として扱い

ました。旧海軍・海上自衛隊など軍事施設を観光資源とするの

は不適切で、無理があると言わざるを得ません。

隊員を守るために海自と適切な距離を
　12 月 9 日、海自呉音楽隊等が呉市議会議場で演奏をしてし

まいました。訪れた市民約 150 名は拍手喝采したとのことで

す。このことに極限的に象徴される「海自と市民の一体化」は、

政府が海自隊員に生命を脅かす任務を課すことに対して「異

議を唱えない市民意識」を高めます。海自隊員がどんな危険

な場所に出されても「美化して激励する」か「他人事として

済ませる」ことになり、海自隊員に益々危険が迫るのです。

事実、12 月 23 日に海自護衛艦１隻の中東派遣が閣議決定さ

れる見込みです。海自隊員の生命を守っていくためには、行

政も議会も市民も、海上自衛隊とは「適切な距離」を保ち、

過度な防衛政策には敢然と異議を唱えることが必要と考えま

す。旧海軍時代の歴史を決して繰り返してはなりません。

平賀伸一 ( ピースリンク広島・呉・岩国 )

歴史を直視し、軍拡に異議を唱えよう　呉だからこそ！

12 月 9 日、呉鎮守府開庁 130 周年を記
念して呉市議会議場で、海上自衛隊呉音
楽隊と呉市立の高等学校の吹奏楽部のコ
ラボでコンサートが行われました。
　呉総がかりの皆さんにより、申し入れ、
議場前で抗議行動等が展開されました。

（12 月 18 日呉駅前の定例街頭宣伝チラシより）

（呉鎮守府会長 130 周年記念
　実行委員会のパンフより）

呉鎮守府開庁 130 周年記念行事



１、全国の動き
　2018年10月に、文科省は「放射線副読本」（再改訂・2018年度）

を、全国の小中高校すべてに配布をして、学習を指示しました。

2014 年に作られた改訂版は反古にされ、2012 年の初版に戻る

「安全性を強調し原発推進したもの」になっています。

　3 月 22 日の撤回申し入れに続き、8 月 29 日、賛同団体名で

復興庁・文科省への第 1回の署名提出行動・交渉を行いました。

　全国の市民団体を中心とした署名数 9125 筆でもって、復興

庁、文科省に撤回署名を提出しました。総勢 40 人が、午前中

１時間半を復興庁と、午後１時間半を文科省と交渉をして、撤

回を迫りました。

　今回の放射線副読本の作成には、復興庁が出した「風評払拭・

リスクコミュニケーション強化戦略（2017 年）」に則り、やら

せたのではないかと、復興庁担当者を追求したのですが、具体

的な書き方は文科省でやったと固執したのです。文科省の担当

者らは、「100msv 以下には健康に被害がない」としたのは、

専門家に聞いて記述しており、科学的な根拠に依拠していると

オウム返しに述べるだけでした。

　2012 年の初版「放射線副読本」は、3.11 福島事故直後に電

源開発特別会計（電源開発促進税＝電気料金 1000kwh につき

375 円を徴収したもの）の費用を使い、「放射線は役立つ、原

発事故は起こさない。」と、福島原発事故を無視するものでした。

これではいけないとの批判で、原発事故を知らせるように修正

させたのが、2014 年の改訂版でした。いずれも学校には配布

しませんでした。今回が 3 回目の再改訂版になります。この内

容は、与党議員・政権、原子力ムラ一体で、悪名高かった初判

版に戻すとともに、復興ばかりを宣伝するものになっています。

今回文科省が作成した放射性副読本の費用の約２億円は、全額、

復興庁の復興予算の中から出ています。

　オリンピックまでに福島事故をなかったことにし、原発再稼

働で事故を起こしても「100mSv くらいなら健康に影響しない。

放射線を被ばくしてもよい」という世論を、子どもを通じて作

ろうとしています。学校教育への原子力ムラの政治介入でも

あって、決して許してはならないのです。全国では、いち早く

滋賀県野洲（やず）市教育委員会が、「配布した放射線副読本

を 3月に回収した」と報道されています。

２、広島での動き
　2019 年春から、広島では２度の「放射線問題学習会」を行い、

撤回署名の呼びかけと行政交渉を行いました。

　５月、広島県と広島市の教育委員会に『質問書』の申し入れ

をして、副読本の回収を求めました。いずれも「放射線の科学

的知識を深めることで配布」「使用は学校にまかせ、使用状況

の把握はしていない」との文科省言いなりの配布実施でした。

　その後、広島市の小中学校 216 校にも使用状況の調査の手紙

を送り、全学校に電話で使用状況を尋ねて、使用しないように

との要請を行いました。ほとんどの学校が児童生徒に持ち帰ら

せただけで、ほとんど指導はしていないような状況でした。

　今年の新１年生に配布されるということが分かり、急遽、広

島市議会・文教委員会に「放射線副読本を使用しないこと」の

請願を 6 月 19 日に市議会議長に提出しました。9 月 25 日の文

教委員会にかけられ、中原議員・馬庭議員が質問を行い、市教

委の姿勢を問いましたが、「科学的根拠に基づき、放射線の専

門家が作成しているので、撤回はしない。使用の状況を文科省

が求めてきたら、拒否出来ないので報告する」との回答に終始

し、平和教育、被ばくの被害を受けた広島市教委の主体的な放

射線に対する考えは、全く言いませんでした。賛成議員１名で、

採決はせず、委員長判断で継続審議になりました。

　文科省から、小中高校の新 1 年生に「放射線副読本」を配布

するので、配布部数を調査し知らせるようにとの通知が、各県

の教育委員会に来ています。現時点（2019.11.30 現在）　では、

広島市教委には、文科省から８月に通知が来て、９月中旬に配

布校数と部数を通知しています。

３、これから
　実は、子どもたちがきちんと学習出来るテキストはあります。

2012 年に，福島大学放射線副読本研究会が「放射線と被ばく

の問題を考えるための副読本」を作りました。（福島大学放射

線副読本研究会 or 原子力教育を考える会 HP）　ヒロシマも被

爆地としてそんな本を作る、或いは、活用すべきです。

　そのため文科省の副読本撤回署名（原子力資料情報室 HP）

は 3月まで継続し、運動を各地で広げていこうとしています。

　10 月以降、新１年生にも配布されたようなので、保護者や

市民の皆さんからも「こんな放射線副読本は、使用するな！」

との声を政府やそれぞれの教育委員会に挙げてください。

　 

溝田一成 ( 上関原発止めよう！広島ネットワーク共同代表 )

放射線副読本（2018 年配布）は新たな原発安全神話を生む
放射線副読本の撤回へ向けて



～～～～～～～～～～　　上関原発建設埋め立てに伴うボーリング調査は現地の頑張りで中断しました！　～～～～～～～～～～

作業をさせてくださいと
お願いする中電の船

漁をしながら監視する祝島の漁船の皆さん（写真提供：渡田さん）田ノ浦の浜で監視活動をする山口や広島の皆さん

6月 19 日に、広島市議会・

文教委員会に請願「放射

線副読本を使用しないこ

と」を市議会議長に提出。



１　住民訴訟の限界について
（１）はじめに
　住民訴訟には、次の４つの請求類型に合わないものは裁判

の対象にならないという制限がある。

 ・1号請求（差止請求）※説明略

 ・2 号請求（取消し、または無効確認請求）財務会計上の行

為が行政処分としての性格を有するときに、その取り消し

または無効確認を求める請求。

 ・3号請求（怠る事実の違法確認請求））※説明略

 ・4 号請求（損害賠償請求）市長または当該職員の怠る事実

や違法な公金支出に対する損害賠償請求。

（２）呉教科書裁判では以下の４つの 2号、4号請求をした
 ①　呉市が行った 2015 年採択の育鵬社歴史・公民の教師用

教科書及び指導書購入の公金支出の無効確認。（２号請求）

　②　呉市教委の 2015 年の育鵬社歴史・公民教科書採択

の無効確認。（２号請求）

 ③　呉市が行った 2016 年任期終了後の選定委員への公金支

出の無効確認（２号請求）

 ④　元呉市長は教師用教科書、指導書代金を損害賠償せよ。

（４号請求）

（３）住民訴訟の請求類型の基準に当てはめる裁判結果
　　は、不当判決だった
　金村高裁判決は、以下のような小西地裁判決を支持しさら

に補強・強化する不当な判決を出した。

　教科書採択行為は、公金支出命令であると解したとしても、

予算執行の過程だから、行政処分に当たらない。購入費の直

接の原因は呉市教委の支出負担行為であり、教科書採択が直

接支出の原因ではないから教科書採択は財務会計行為に当た

らない。市教委が呉市長から政治的に中立ではないと認定は

できない。小山主事が育鵬社教科書を意図的に有利にしたと

はいえない。総合所見に 1054 カ所の誤記等は教育委員会の

専門的裁量判断。2011 年に同じ視点・方法ができているか

ら 2015 年の「視点・方法」は恣意的変更ではない。総合所

見に多数の誤記等につき、「再採択の手続」を踏むのが望ま

しいといえるが、採択の手続と同様、の手続を経て、採択

について再度、判断をした市教委の判断は尊重すべき。

　この「呉教科書裁判」は、教科書採択を行う過程に政治

の不当支配が行われたことにより、適正な採択がゆがめら

れたものであることの厳正な審理を求めたものであった。

私たちは育鵬社の採択を推進する教育再生首長会議に熱心

に参加した小村元市長による教育（採択）の「不当支配」

であると考えている。また、2011 年、2015 年とも社会科の

小山元指導主事が育鵬社に有利な「視点・方法」の原案を

作り、選定委員として調査・研究員に説明し、あろうこと

か自ら調査・研究委員会の業務を「重複」して行いながら、

1054 カ所もの調査間違いを生じさせ、さらに育鵬社公民の

評価を「水増し・改ざん」した総合所見を作り、教育委員

会会議で説明したこと。このように元呉市長、呉市教委、

指導主事が暗黙の了解の中で育鵬社の採択に向かって違法

採択したものであると考えざるを得ないものであった。

　しかし、私たちが綿密な分析資料を準備書面として出し

ても、地裁、高裁の裁判の審理は住民訴訟の類型に当ては

まるかどうかだけの机上の空論をいたずらに審理しただけ

で、小村元市長の政治支配や小山元主事の違法行為は「疑

わしきは罰せず」「教育行政の一般行政からの独立の尊重」

として、我々の訴えを棄却したのである。これが住民訴訟

の限界だということがわかった裁判だった。

２　しかし、呉教科書裁判は「実質勝利した！」
  裁判の判決では私たちの主張は受け入れられなかったが、

裁判闘争を通じてたくさんのものが獲得できた「実質勝訴」

である！私たちの目標はただ「育鵬社採択の不正採択の実

態を暴き、今後不正採択を二度と行わせないようにする」

ことに尽きる。

　 裁判闘争に取り組む中で、呉市教委は採択規程の「改正」

などに踏み込まざるを得なくなった。私たちが裁判の中で、

無償措置法やそれに基づく県の採択基本方針と呉の採択規

程に整合性がないこと、また、市の採択規程そのものの矛

盾や、実際の手続きと規程との齟齬 ( そご ) を厳密に追及し

山川滋 ( 教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま )

「呉教科書裁判」の地裁・高裁判決は「不当判決」だった！
                   しかし私たちは「実質勝利」した！



たため、呉市教委が自ら「改正」「削除」「変更」をせざるを

得なくなったのであろう。別の言い方をすれば、請願や裁判

で不適正が明らかになったものを改善することで「自ら間違

いの自白」をせざるをえなかったといえよう。

 その事実を、以下まとめてみる。
(1)「育鵬社を採択できるシステムを捨てさせた」こと

　　（指導主事に教科書採択を主導させないために「採択規

　程」等の改正をさせた！）　

1　かつての「採択規程」では、指導主事は選定委員であり、

「( この場合において ) 指導主事は部会の指導、助言を行う

ものとする」と定めていた。

2　このシステムの下で、小山元指導主事は教科書の調査・

研究の視点・方法から育鵬社に不利な「多面的、多角的な

考察」をはずし、指導・助言または指示の中で「データの

水増し・改ざん」も可能にし、何百人にも及ぶずさんな人

物表記の間違いを犯してしまった。( 良し悪しも含め、指

導主事が採択を主導するシステムがあったのである。)

3　2016 年 5 月、市教委は指導主事を選定委員から「調査・

研究委員会の委員」にした。マスコミや国会にまで問題が

表面化したための『改善策』という苦肉策であった。結果

として、当然、「指導主事による指導・助言」はなくなった。

また、『調査・研究要項』にあった「指導主事は調査・研

究委員会に参加し、部会の指導・助言をするものとする」

という “表面に出さない内規” も放棄せざるを得なかった。

4　そして、今年 2019 年小学校教科書採択（中学校は道徳

を除く）を始める 4 月に「指導主事を調査・研究委員から

外す」改正が行われ、採択規程から指導主事が完全に排除

されたのである。

5　政治支配を可能にする、「呉市教委事務局」の採択への関わ

りに係る項目を、採択規程から削除した (2019 年 7 月 ) こと。

かつては、第 3 条 (4) に「教育長は、教育委員会事務局にお

いて選定委員会の報告を検討し…」と、事務局の採択への

関わりを是認しており、本件でも採択後に市民からの間違

いを指摘されたときに「1054 箇所の誤記等」を確認し、

訂正したのも事務局であった。市教委の事務局が採択の実

務に関わることは不適正であり、市教委は自ら「採択に係

る手続きの適正を確保するため」として、事務局の採択過

程への関わりを一切無くしたのである。

(2)   採択規程の改善以外の、次のことも成果といえる。
6　教科書採択のための教育委員会会議を公開にさせた。

(2018 年から )

7　教科書展示会の期間を延長させたこと。（2019 年から）

8　教科書法定展示会場を市教委内の狭い部屋から「市立図

書館での展示」に変更させた。（2019 年から）

9　内容が不適切だから採択しないように求めた教育出版の

小学校、中学校道徳の教科書を採択させなかった。（2018年、

2019 年）

10　前市長が「私が市長の間は子どもたちに参加してもらう」

と公言していた、学校現場への教育介入といえる『第六潜水

艇追悼式』への参加を該当学校がとりやめた (2019 年 4 月 )。

　以上のことは、裁判闘争の中で取り上げてきたことであり、

裁判と連動した市民と連帯した運動の成果であり、呉市教委

は「裁判対応上」または「県、国 ( 法 ) との整合性」のために、

市民の声を聞き、自ら改善せざるを得なかった結果の成果で

ある。

　これが呉裁判闘争の実質の成果である。「不当判決」であっ

たが、裁判により呉市教委の教育行政のあり方を改善させた

ことは「実質勝利した！」といえる。

３　今後のとりくみ
　来年度 2020 年は、学習指導要領の改訂にともなう中学校

教科書の採択の年である。私たちの願いはただ一つ、育鵬社

教科書を二度と子どもたちに手渡さないことである。育鵬社

教科書を採択させない、そのために全力を尽くすことである。

教科書の採択は、ユネスコの勧告「教育をつかさどる教職員

にこそ教科書の採択にその役割が与えられるべき」との考え

に立ち、諸外国ではスタンダードであり、日本でも複数回「閣

議決定」されている、「教職員や学校の意見を反映させた採択」

の実現を求めていく必要がある。

　そのための、市民への働きかけとして、パンフ、ビラ、学

習会、署名などにとりくむ。また、市教委への取り組みとして、

要請書、請願、質問状などにより採択手続きのさらなる改善

要求や情報公開などに取り組む。

　裁判は終わったが、呉裁判闘争はまだまだ熱気を放ってい

る。呉市教委への不正な教育支配を排除し、「公正・適正な

教科書採択」を取り戻すこと、そのことによる「公正・適正

な教育」を市民に取り戻すために、やれるだけ、精一杯取り

組むことしかない。



「表現の不自由展・その後」中止問題
　2019 年の夏、共生について考える上で見過ごせない問題が

起こった。それは、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ 2019」

の企画展「表現の不自由展・その後」が開幕直後に中止に追い

込まれた問題である。新聞報道によれば、8 月 1 日の開幕から

わずか 2 日間で「表現の不自由展・その後」に対する脅迫を含

む抗議がおよそ 1400 件も芸術祭実行委員会に殺到し、愛知県

庁や協賛企業にまで及んだという。これを受け、8 月 3 日芸術

祭実行委員会会長・大村秀章愛知県知事は企画展の中止を発表

した。これに対して、企画展実行委員会をはじめ、作品を出品

した作家たち、多くの個人や団体が「表現の自由」を擁護する

立場から、中止への抗議と企画展の再開を求めて声を上げた。

また、「中止」に至る大きな要因を作った政治家の発言を表現

の自由への弾圧として批判した。さらに、新聞各社も、そのほ

とんどが「表現の自由」を擁護し、企画展への脅迫を含む抗議

や政治家の発言を表現の自由を制限する行為として批判的に報

道した。唯一、産経新聞だけが社説で「芸術であると言い張れ

ば『表現の自由』の名の下にヘイト（憎悪）行為が許されるのか」

として、企画展こそが「表現の自由」を逸脱した「ヘイト（憎悪）

行為」との見解を示した。

  さて、私がここで考えてみようと思うのは、表現の自由と共

生との関係である。近代市民社会が最も重視してきたのは個人

の自由である。個人の自由とは、すなわち表現の自由であり、

権力からの自由を意味している。ゆえに、今回の「表現の不自

由展・その後」の中止を表現の自由＝個人の自由への弾圧、あ

るいは攻撃と捉え、個人の自由を擁護するという近代的価値観

に基づいて批判することは理解できる。しかし、個人の自由と

いう観点からだけの批判は共生という立場から見れば、重要な

問題を看過してしまう危険性を孕んでいる。確かに、権力を背

景にした政治家の発言は表現の自由への弾圧であり、脅迫の電

話は犯罪である。決して許してはならない。一方で、抗議の電

話は抗議する側の表現の自由であって、個人の自由を擁護する

立場から見れば、当然、擁護されるべきものとなる。こうして「表

現の不自由展・その後」を支持する側とこれに抗議する側とい

う二項対立の構図が生まれ、公共空間においてはどちらの自由

も保障すべきであるということになる。つまり、どっちもどっ

ちということだ。

　しかし、今回の「表現の不自由展・その後」の中止問題の本

質は、産経新聞の主張を、その言葉だけ借りて言えば「『表現

の自由』の名の下にヘイト（憎悪）行為が許されるのか」とい

う問題、つまり、「表現の不自由展・その後」に対する抗議（＝

表現の自由）が、特定の作品を否定し排除しようとするヘイト

（憎悪）であり、「共生社会」の実現を阻害する最大の要因とし

ての差別行為にほかならないという問題なのである。

「共生社会」とは
  では、まず「共生社会」とはどのような社会なのかを考えて

みたい。それは近代市民社会が前提としている個人の自由と

平等を基盤とし、社会を構成するすべての個人の生存を保障

する社会のことである。ここで言う「すべての個人の生存を

保障する」とは、異なる文化的背景や考え方を持つ他者（人間）

の存在を認め、受容し、包摂することを意味している。これ

こそ「共生の理念」であり、この理念に基づく「共生社会」

を実現するためには、その社会の構成員による「共生の理念」

の共有という社会的合意が欠かせない。なぜなら、「共生社会」

においては市民社会の基盤となる個人の自由を、一定の条件

のもとでは制限せざるを得ないからである。

　例えば、「人を殺す自由」は決して認められない。それは「殺

人」が「共生の理念」の対極である「存在の排除と否定」の

究極の形だからである。この「存在の排除と否定」という視

点こそ、制限すべき自由とは何かを具体的に考えるための指

針となる。例えば、学校でのいじめや教師による体罰、家庭

での親の体罰や虐待。これらはいずれも被害者である子ども

の生存を脅かし、その存在を否定する行為である。ゆえに、

いじめる自由や体罰する自由、虐待する自由は認められない。

ただ、何がいじめで、何が体罰や虐待なのかという共通認識

が社会的に形成されていることが前提になる。さらに、これ

を大人の世界のセクハラ・パワハラなどのハラスメントに置

き換えて考えてみよう。ハラスメントとは、いじめ・体罰・

虐待と同等の行為であり、存在の否定である。したがって、

ハラスメントする自由など認められない。しかし、この辺り

から話は少しややこしくなる。なぜなら、何がハラスメント

なのかという共通認識が私たちの社会ではまだ形成されてい

ないからだ。

  マイノリティへの差別については、一層混沌としてくる。と

いうのも、この社会のマジョリティにとってマイノリティへ

の差別など、所詮、他人事であり、「何が差別なのか」といっ

たことには興味も関心もないというのが本音だからだ。差別

した後で「差別するつもりはなかった」と自己正当化する事

態が日常的に起こるのはそのためである。したがって、「何が

差別なのか」という共通認識を作り上げるのは並大抵のこと

ではない。とはいえ、マジョリティの中の大多数はその良心

と理性に基づき、「差別はいけない」となんとなく思っている

ことも事実だろう。とすれば、「何が差別なのか」という問題

をひとまず棚上げして、「差別はいけない」、すなわち「差別

する自由はない」という点だけを確認し、「社会的合意」とす

ることはできそうだ。ただ、私がここで言おうとしている「『共

生社会』における社会的合意」とは、そうしたレベルにとど

まるものではない。

共生考　番外編Ⅴ  『表現の不自由展・その後』中止問題

笹川俊春 ( 共生フォーラムひろしま理事 )



社会的合意とは何か
　では、「『共生社会』における社会的合意」とは何か。それは

法のことである。なぜ法が必要なのか。それは社会全体に網を

掛ける必要があると考えるからだ。「共生社会」の基盤となる

近代市民社会は法の支配によって成立している。個人の自由も

また法の支配下にある。「共生社会」が一定の条件下で個人の

自由を制限せざるを得ないとすれば、それは法という根拠を持

つべきではないか。「差別する自由はない」という理念を掲げ

た法の存在がこの社会には必要なのだ。

　先ほども述べたように私たちの社会では、大多数の人々は自

らの良心と理性に従って「差別はいけない」となんとなく思っ

ている。一方で、日常生活においては、自分は差別していないし、

差別とは無関係と考えてもいる。こうした人々の良心と理性に

期待し、差別をなくそうとする試みは「啓発」という形で、今

でも学校教育（広島県内の人権教育は雲散霧消）や行政施策、

あるいは私たちのような団体の活動を通して実践されている。

もちろん、そのことは重要であるが限界もある。それは「啓発」

の及ぶ範囲が常に一部の人々に限られてしまうからだ。だから

こそ、社会全体に網を掛ける必要がある。近年、「障害者差別

解消法」「ヘイトスピーチ規制法」「部落差別解消推進法」が成

立し、不十分とはいえ「共生社会」実現に向けた始まりの一歩

を踏み出しつつあると言えそうだ。しかし、これらの法は「差

別はいけない」という理念を掲げるにとどまっており、具体的

な拘束力を持たない。したがって現実の差別撤廃にどれだけ有

効かは不透明である。だからこそ、「差別する自由はない」と

いう法の理念を具体的な差別の場面で運用する場合に、「差別

させない」あるいは「差別した責任を負わせる」という一定の

拘束力を持つ必要がある。その時に問題として浮上するのが、

「何が差別なのか」という問題である。

何が差別なのか
　「何が差別なのか」を一つの事例をもとに考えてみたい。

2019 年 9月 15 日付朝日新聞「特派員メモ」の一部である。

　（ニューヨークのチャイナタウンの）一角の壁が最近、政府

への抗議デモが続く香港に向けたメッセージで埋まった。約  

100 枚の紙が貼られ、「加油（がんばれ）」の文字があふれている。

      （中略）

　だがある日、赤いスプレーでこう大きく殴り書きされた。「香

港のゴキブリ」。中国政府の関係者が、デモ参加者を侮蔑して

ＳＮＳ上で使ったと報じられた言葉だ。

　現場に足を運んでみた。ある中年男性は「誰が何を書いたっ

て表現の自由だろう！」。応援メッセージにつばを吐きかける

人もいた。一方で、別の男性は「これはヘイトクライム（憎悪

犯罪）だ」と眉をひそめた。壁が負の感情のはけ口となり、人

を傷つける。

 　A「香港のゴキブリ」という落書きは表現の自由というレ

ベルで論じる表現ではない。「差別する自由はない」という「共

生の理念」に照らせば、これはまさに B「ヘイトクライム（憎

悪犯罪）」である。それでもなお、表現の自由を優先すべきと

の論議に対しては、差別こそが「存在の排除と否定」という

形で個人の自由を奪うものとの批判を返すしかない。その上

で、「何が差別なのか」という問いに対する応答は必要だろう。

この事例に即して考えてみよう。A が差別表現であるかどう

かを判断する重要なポイントは表現する側とされる側の権力

関係である。A は中国政府関係者から香港のデモ参加者に向

けられた発話である。両者の間には明らかな権力格差があり、

上位にあるのは中国政府関係者である。差別は必ず権力格差

を背景にして生起する。そして、権力格差を背景にした発話

が「存在の排除と否定」を含意する時、それは明白な差別（差

別表現）になる。A の場合、「ゴキブリ」という言葉そのもの

には何の差別性もない。しかし、これが人間のメタファーと

して使われると、人間ではないという侮蔑すなわち人間性の

否定と人間からの排除を意味することになり、差別＝Bになる。

こうした観点に依拠すれば「何が差別なのか」を明確に判断

することはできるし、共通認識の形成も可能になる。キーワー

ドは「権力格差」と「存在の排除と否定」である。

　最後にもう一つ重要な点を確認しておきたい。それは A が

関係による差別＝絶対的差別だという点である。権力格差を

背景に「私たち＝マジョリティ」が「私たち以外」を「他者

＝マイノリティ」として排除し、「私たちではない存在」とし

て否定するのが絶対的差別である。この「私たち」と「他者」

との関係は、マジョリティとマイノリティの関係、すなわち、

権力格差を伴った強固な差別構造としてあらゆる社会に存在

しており、具体的な差別として現象化する。ニューヨークの

チャイナタウンにおいて、そして、広島の地域共同体において、

である。私たちは「何が差別なのか」と問われた時、社会全

体がそうした差別構造を持ち、すべての構成員がその構造に

組み込まれていることを前提として判断することが必要だ。



開会あいさつ　森瀧春子さん　
　2001 年に「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」を設立し、
三夫先生は共同代表の一人としていろいろ私たちをリードして
下さいました。珠代先生には世界核被害者フォーラムではご尽
力いただきました。珠代さんは普段は地味ですが、必要なとこ
ろにぱっと現れて、17 年の核兵器禁止条約の時には私が共同
声明の原案を書いて、翌日は珠代さんがそれを訳して下さった
のです。学者としても誰よりも信頼し、内容も英語的にも任せ
きってお願いしました。
本当にいいご夫婦で、最後には珠代先生は三夫先生のホームに
毎日出かけ、時には家で手作りの料理を一緒に食べたりされて
いました。世話人会が夜遅くなり家までお送りする時や電話で
話したりすると、本当に苦しい、ご苦労の多い生涯だったにも
かかわらず、その中で自分がやるべきことは果たしてこられま
した。本当に尊敬しておりました。お二人が今一緒にいらっしゃ
ると思うと私はむしろ安心です。核兵器廃絶運動というのは、
厳しい闘いの連続ですし、核被害はますます広がっていますが、
岡本ご夫妻の遺志を引き継いで、頑張っていければと思ってお
ります。

参加者からのメッセージ

ゴードン・サイラス・ムアンギさん
　四国学院大学平和学の教員で、平和学のメディアコーディ
ネーターもしています。これも岡本三夫先生のおかげです。岡
本先生が日本で平和学を始められたのは 1974 年、四国学院で
のことでした。89 年の平和学会で南アフリカのアパルトヘイ
ト運動について話をしたことによって、広島修道大学に移られ
る時には、ご自分のポストに応募してほしいと言われました。
はじめは反対が結構あったと聞きました。日本は偽善の社会。
笑って歯を見せてくれてるけど陰で「くろんぼは人間じゃない」
と言う人もいる。岡本先生がいなかったら私は四国学院大学に
行っていないでしょう。65 歳で定年退職になっても平和学を
続けるために特命教員として採用されました。それは岡本先生
が四国学院の平和学の土台をつくられたからです。平和学につ
いては岡本先生のように遠慮せず、積極的に言わなければなり
ません。私はその岡本先生の教えを守っていきたいと思います。

西本千恵美さん
　私は四国学院大社会福祉学科で学びました。学生時代は人形
劇団をつくり、在宅の障害児たちの家を一軒一軒まわり子ども
たちに、人形劇を通して子どもや家族とつながる活動をしまし

た。先生の平和教育における実践力、平和学への取り組みは、
とても印象的でした。卒業後、地元の特別支援学校で、四国学
院で学んだ教育と福祉の基本をみつめながら活動してきまし
た。特に平和の大切さを子どもや保護者、教職員とともに学ん
できました。広島平和教育研究所で再び先生とつながることに
なったことは衝撃的で、再会は嬉しいことでした。また 04 年
の参議院議員選挙に立候補された時も私に出来る最大限の支援
をしたことを思い出します。先生は、平和を実現していくため
の本当の実践家だったと思います。実践家である先生の教えが
私にとっての原点です。これからも私の位置で力の限り活動し
ていきます。

前田惠子さん
　岡本三夫先生とは、「非暴力平和隊・日本」というNGOで、
岡本先生といっしょに理事をつとめさせて頂きました。韓国の
学生さんたちといっしょに高野山での「非暴力とはなにか」と
い hhhh う合宿でご一緒させて頂いたり、８月６日広島でご一
緒させて頂いたりした思い出があります。また珠代先生からは、
パートナーとして相手を慈しむということを教えられました。
ご病気になられてから「延命治療をせずに穏やかな死を迎えた
い」というメールも頂きました。日本をこのままにして旅立た
れるのは心残りかと思いますが、今は二人で安らかにお眠り下
さい。そして私たちを見守って頂きたいと思います。

舟越耿一さん
　長崎大学で「平和学」を始めましたが、
日本の平和学の景色が岡本先生で変わり
ました。それまでの日本にあった平和学、
平和教育は貴重な実践はたくさんあったけれど、実態が伴って
いなかった。トータルに分かるような本がなかった。それを岡
本先生が鮮烈に、デビューされました。これで日本の平和学、
平和教育ががらっと変わる、全然みえているものが違うと私は
思いました。
感謝の気持ちは、ことばにはできません。私の背中を見て頂き
たいと思います。

森口貢さん
　長崎の「証言の会」で仕事をしております。岡本先生は１９
９８年に「東京フォーラム」のときに初めて長崎に来られて色
んなことをしたんですけど、いっしょに仕事をした鎌田先生も、
土山先生も、みんな亡くなられまして、かろうじて私ども何人
かが生きておるわけなんです。に、その後「東京フォーラム」、

　　2019年10月13日   岡本三夫さん  珠代さんを偲ぶ会

　19 年夏に亡くなられた岡本三夫さん、珠代さんを偲ぶ会には遠くからも駆けつけてくださり、80 人もの方が

参加してくださいました。お二人と関わってこられ、それぞれの立場から偲ぶ言葉を話してくださいました。こ

れからの私たちの活動に活かしていきたいと思いました。（要約の責任は全て事務局にあります。藤井純子）



「核兵器廃絶長崎市民集会」をつくり、それを毎年行っています。
いろんなことで岡本先生と関わりを持ちながら、平和の大切さ
を発信しているんですけど、もっともっと生きていてほしかっ
たったなあと本当に残念に思います。岡本先生が残された平和
への希望をこれからもずっと守り続けていきたいと思っており
ます。

高橋博子さん
　名古屋大学大学院法学研究科研究員の高橋博子です。
今日は、平和学とは何か、何をしなければいけないのか、皆さ
んと共有したいと思い、岡本先生の「平和学は訴える」を持っ
てきました。ここには三つの世界観というものを紹介されてい
ます。一つは権謀術数と強権主義を表すマキャベリ的ホッブス
的世界観。二つ目は国際法、国連主義を表すカント的グロティ
ウス的世界観。三つ目は、ガンディ的マーティンルーサーキン
グ的世界観―非暴力主義。岡本先生は「本来の平和学は２と３
の世界観を共有するものであり、国際法国連主義と非暴力主義
に基づかないといけない。非暴力主義でない限り平和学とはみ
なされない」とまで書かれています。しかし今、安倍流積極的
平和主義など、平和という言葉そのものがのっとられています。
平和学とは相いれない権謀術数と強権主義のまやかしの平和学
がはびこっている。岡本夫妻は最後まで心配され最後まで尽力
されて、逝かれてしまったのではないかなと思います。
　この偲ぶ会で、ご夫妻のおかげで皆さんと出会うことができ
ました。一緒に安倍流積極的平和主義に抗うための平和学、平
和運動、平和のための行動に尽力できたらと思います。
　私が 2002 年に広島平和研究所に着任してある研究会の帰り
に、私が当時住んでいたアパートの名前、プーテゥジュールは「永
遠に」っていう意味なんだと岡本三夫先生から教わりました。
ここで改めてこの言葉を使いたいと思います。「プーテゥジュー
ル、永遠に私たちを見守っていて下さい」

高田健さん
　今、戦争させない・9条壊すな！総が
かり行動実行委員会で仕事をしていま
す。資料集に岡本先生や藤井さんと一緒に行った第 9回憲法改
悪・市民運動全国交流集会の写真があります。今年 2月に広島
で第 21 回が行われましたが、日本の憲法の市民運動、草の根の
市民運動が全国的に連携し、この 20 年、岡本先生や広島の皆さ
んとも協力して一緒に運動してきました。色んな思い出があり、
岡本先生が亡くなられた時、あれこれたくさん思い出しました。
ご存じのように日本の平和運動、憲法運動は結構仲違いと分裂
をしており、いくつもの潮流があって、同じような趣旨を掲げ
ながら何党系だとか別々の集会やデモをしてきたんですね。そ
のどれにも属さない、市民の無党派の草の根の市民の人が全国
的に集まってこういう運動をつくってきました。2015 年の戦
争法の時、安倍首相に対し、こんなに分裂していていいのかと、
いくつもあった反戦平和の流れが、安倍改憲・戦争法に反対す
ることで 60 年安保以来、初めて大きく統一をして、総がかり
行動実行委員会をつくりました。なかなか難しいんですけど、

選挙でも、１人区で野党は一本化して自公政権と闘おうとあれ
これやってきました。
　そんな運動の流れを最初から支えて下さったのが岡本先生で
した。この改憲の流れを何とかして阻止するために難しいです
が、岡本先生の志を引き継いで、なんとしても安倍政権の改憲
や戦争をするのを許さない、大きく全国の反戦平和運動憲法運
動は、団結をして立ち向かっていこう、そういう運動を続けた
いと思います。今日は改めて岡本先生の前に、その決意を表明
し、私のお礼と致します。

広岩近広さん
　毎日新聞で客員編集委員をしております。岡本先生にお会い
したのは 2007 年なんですが、私が取材を始めた最初でした。
何も分からずにあれやこれや聞いて、鮮烈なイメージとして残っ
ております。平和学を究めたその先に、実践的な活動をなさっ
ている。なかなかできないことで私は崇敬の念を抱きました。
間違いなく、自分の学、哲学を究めた上での実践の活動。岡本
さんの平和学、森瀧さんの哲学は人類学ではないかと思います。
人類に対してこれでいいんだろうか、というところがあるから
ご家族も動き、そして若い人たちに伝わっているのかなあ、と
改めて思う次第です。珠代さんも、一緒に動いておられました。
森瀧市郎さんも、奥様と一緒に平和行進をされていました。
　私は新聞記者ですが伝達記者と言っています。岡本さんはこ
ういうことをしゃべっていますよ、森瀧さんはこういうことを、
と伝達に徹しています。いろんなことを教えてくださいました。
ありがとうございました。

石岡修さん
岡本先生にお世話になった広島平和教育研究所を代表して話し
ます。平和を望むなら平和に備えよ、行動する学者、まさにそ
の存在だったんだろうと思います。研究所が大変厳しい時代、
つぶされかけた時代に、精神的にも行動的にも、先頭となって
引っ張って頂いたのが岡本先生でした。私の心の中にも残って
いるものはたくさん。残された者として残して頂いたものを、
少しでも私なりに引き継いで行ければ。平和に備える行動を私
なりに引き継いで行けたらと思います。ありがとうございます。

舟橋喜恵さん
　「第九条の会ヒロシマ」は、加藤周一
さんたちがつくって全国に呼びかけをさ
れた「九条の会」（2004 年）よりずっと
前の 1992 年に発足をしており、オーバー
ビー博士というアメリカの博士が広島へ来て、９条を非常に評
価されていたのがきっかけでした。発足には岡本先生が中心で
会合を重ね、準備して頂いたわけです。加藤周一さんたちの呼
びかけにも広島の会は参加して今日に至っております。そのこ
とを忘れてほしくないと思い座ったままで申し訳ありませんが
発言させていただきました。これからも第九条の会ヒロシマへ
のご支援、ご協力が頂戴できますようにお願いしたいものです。



金子哲夫さん
　2000 年の岡本先生の決意「体を張って戦わねばならない時
代がやってきた」には学者の言葉かとびっくりしました。しか
し岡本先生は、2004 年７月の参議院選挙で実践をされたわけ
です。私もその参議院選挙は比例選挙に立候補しており、私が
比例、岡本先生が選挙区の候補者として一緒に選挙を闘いまし
た。自衛隊がイラクに派遣された直後の国政選挙でなんとして
もヒロシマの思いを選挙の中で訴えたいと思いました、候補者
を決めるのは難しい選挙でした。勝算を問われれば非常に厳し
い中で、選挙に立候補を決意して頂き、ヒロシマにとって本当
にありがたいことでした。
　自衛隊が武装して海外に出るのが当たり前のことになってい
くきっかけになった非常に重要なできごとであり、実は戦争法
に匹敵する日本の政治を変えるものでした。そこに敢然と立ち
向かい、自らのこれまで訴えてきたことを 70 歳になって実践
された岡本さんの思いを、私たちは改めていま受け止めなけれ
ばならないのではないでしょうか。決して諦めてはならない今、
岡本さんの理念を引き継いで参りたいと思います。

石岡真由海さん
　「第九条の会ヒロシマ」の意見広告のデザイン
をさせて頂いております。珠代さんは、私が持ってくるデザイ
ン案を、いつも厳しい目できちっと見て下さいました。私が生
半可な気持ちでつくったものにはぴしゃっと言って下さってい
ましたので、私もいろいろとアイデアを巡らせるときに、いつ
も珠代さんの顔が目に浮かび、これはまだぬるいなとか、これ
じゃあ伝わらないなとか、そういうことを考えて非常にプレッ
シャー感じながら、毎年つくってきました。そのおかげで皆さ
んが「よくぞ言ってくれた」など「意見広告をサポートするこ
としかできないけど」という遠方のご高齢の方も、まさに平和
を実践する手がかり足がかりとして意見広告が存在していると
思います。厳しい意見できちっとしたものを作ろうという後押
しを、珠代さんはいつもしてくださいました。
偲　ぶ会ってすごくいいものですね。私は関わりが短いですが、
皆さんのお話を聞いて、初めて三夫さんや珠代さんの足跡を知
る機会を得ましたし、皆さん、お二人が残した跡を、自分たち
もやっていくんだとおっしゃいました。私も皆さんと一緒に平
和のこと、環境のことをやっていけるという安心感と力強さを
頂きました。ありがとうございました。

西塔文子さん
　岡本珠代先生と晩年にいろいろとおつきあ
いをさせて頂き、本当にお世話になりました。
私はずっと原発反対の運動をしてきたんですが、珠代先生は、
上関原発の準備のための埋め立て工事が始まるときの攻防戦に
もきてくださいました。経産省が配布している「原発は純国産
エネルギーです」というポスターに対して抗議に行った時、島
根原発のすぐそばで昆布漁をやっている写真をみて「この昆布
は市場に出ているんですか」という鋭い質問をしてくださった

ことがあります。伊方原発広島裁判にも参加下さいました。裁
判傍聴、報告会への参加など本当にお世話になりました。で、
ご病気になられて一度お見舞いにいったことがあります。三夫
先生の葬儀式のとき、体調は大変だったと思いますが、すごく
立派な挨拶をなさり、それが最後でした。お二人で私たちを見
守って下さっていると思います。ありがとうございました。

野間伸次さん
　私は国際人権ＮＧＯアムネスティ・インターナショナルの活動の
方なんですが、中東の問題について勉強をやっていくそちらの
方にも岡本先生、いらっしゃっていました。非常に好奇心晩年
まで旺盛でいらして、アムネスティーで主催した尾道刑務所の
視察にもこられました。人権の問題、環境の問題、非常に幅広
い好奇心を晩年までもっていらしたと敬意を抱いております。

市川浩さん
　日本の平和研究、国際関係研究というのは、国際政治学会が
メインストリームです。数年前の日本国際政治学会は巨大な学
会で、大学では裁ききれないので、大学教員ほか防衛省、外務
省の高級官僚、自民党国会議員の秘書などがたくさん来ていて、
私の話に質問したのも、防衛研究所の研究員の方でした。　
岡本先生のようにピープルの視点での平和学の歩みというの
は、やはりメインストリームではなく、この流れに抗して本当
によくがんばられたと思います。残念ながら高橋博子さんも名
古屋へ行かれたし、つい最近、広島大学の平和学の立ち上げに
すごくがんばった布川弘さんが亡くなりました。ますます広島
はこういう岡本先生のピープルの平和学の流れが大学でもかな
り厳しくなっている。そういう中でもう一度岡本平和学を取り
戻して考えて発展させていくことができれば、
そういう思いをあらたにさせて頂きました。

湯浅一郎さん
　ピースデポとあとピースリンク呉元世話人の湯浅と申しま
す。岡本さん、と言わせて頂きますけど、1998 年あたりから
約 10 年間、二人三脚のような形で活動したという経過がある
ものですから、どうしても来たくて、来てみたら立派な資料集
と、多くの方が集まられていて本当に良かったと思います。
1998 年に日本政府が組織した核不拡散核軍縮に関する東京
フォーラムに対して、首都圏と長崎広島から市民の提言を出そ
うということで、１年間、時限的な取り組みをしました。広島・
長崎市民の実行委員会をつくって、広島では共同代表に、故河
合護郎さん、弁護士の下中奈美さん、広大の田村和之さん、そ
して岡本三夫さんが共同代表で、私が事務局をして、まあ、何
十人かの実行委員ということで、多分いままで広島で作れな
かった構造の枠組みをつくって１年間行動しました。99 年 12
月のまとめの会でこのような枠組みでの集まりを持続したいと
いう声がたくさん出て「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」の
発足へとつながっていきました。
　2002 年、ＮＹ・ワシントン・アトランタと広島長崎の被爆者
を中心に訪米に取り組んだ。その運動の蓄積の中で、周辺事態



法とか有事立法、そして、アフガン・イラクの戦争に向かって
いく時代状況に抗していく取り組みも、このネットワークが生
きて、2000 人規模の県民集会のようなことを継続して行動を
していった経過があります。今の「総がかり行動」の広島版の
ような活動でしたが、いつも岡本さんが中心にいてできたのだ
と思います。　ピースリンクの平和船団にも何度か乗られてゴ
ムボートから自衛艦に向けて何度もアピールをされました。平
和「学」ながら、自分の生き方を通して実践をしていくありよ
うを私たちにみせてくださったのです。私としては、非軍事と
生物多様性をキーワードに残りの時間を生きていきたいと思い
ます。

今石正人さん
　元広島修道大学英語を教えていた今石です。
岡本先生が 1990 年からしばらく一緒に同じ学部で色んな場面
でおつきあいがありました。僕は、岡本先生が大粒の涙を流し
た場面が二つあったことを紹介したい。
　1998 年 11 月、僕の父が亡くなりました。父の略歴を話すと
岡本先生が一番後ろの席でぽろぽろ泣き、涙もぬぐわないで泣
いていて、お聞きしたら、僕の父と岡本先生の生い立ちが非常
に良く似ていたそうです。僕のオヤジは 12 のときに母を、18
の時に父を亡くして、東京に出て昼働きながら弟妹を学校に
やって、その弟の一人は満州で学徒動員にとられて、亡くなっ
ている。岡本先生も 13 歳で敗戦を迎えて、両親を早く亡くさ
れて、お兄さん、妹さんを亡くされてという。大きな声でわは
はと笑う人だったけど、実は非常に悲しみをたくわえ、悲しみ
が分かる人。だからこそ弱い者とか虐げられたものに対してあ
れだけのコンパッションがあったんだろうと思います。
　もう一つは、「実は僕は珠代にすごく迷惑をかけた、珠代に
非常にお世話になってる」と言ってぽろぽろと泣いた。娘の沙
良さんから、珠代さんが 10 歳の沙良さんと、12 歳と 14 歳の
お兄さんを連れて、アメリカに８年間、自分は博士課程のもの
すごく猛勉強しながら３人を育てられたと言う話を聞いて、
びっくり。そのことをやっぱり申し訳ないと痛みとして覚えて
らした。愛妻家だったんですね。そんなことをご紹介します。

西嶋佳弘さん　広島牛田教会牧師
　信徒の方の最期の場面に一緒にいることができ
るのはそうないのですが、岡本三夫さん珠代さん
の息を引き取られる時に今石さんと一緒にいて、お二人の葬儀
をすることができました。お二人ともそれぞれにキリスト教と
の出会いがあり、共通する何かを持っておられて、その人生を
歩みを始められた。同じような感性を引き合わせながら、歩ま
れたということは非常に大切なことではないかと思います。
　人に対して、そして神に対して誠実であり続けようとされ、
お二人とも豊かな人生でそれぞれに自分の大切にしている聖書
の言葉を残されて、自分の人生の価値をそこに置かれていまし
た。一人の人間としての誠実さ、平和の働きであれ、様々な人
の痛みや悲しみに沿った歩みをしていこうとされてきたお二人
の人生があるように思います。そのことを私は牧師の立場から

申し上げたいと思いました。今日はこのような
会を持つことが出来て本当に良かったと思います。

石口俊一さん
　呼びかけ人の一人の弁護士の石口俊一です。現在は、改憲を
許さないという「広島総がかり行動」の共同代表、また広島県
の九条の会のネットワークの事務局長であり県内あちこちに呼
んで頂き、皆さんとは顔を合わせてお話をさせて頂いています。
私は田村和之先生と別の形で憲法活動を続けていますが、1992
年に岡本先生がつくられた「第九条の会ヒロシマ」というこの
会が今の広島の多くの運動の出発点になっているし、護憲運動
がいっしょにやっていく一つの大きな出発点になっていると思
います。
　2004 年の参議院選では、私は森瀧さんと一緒に「このヒロ
シマから憲法をまもる議員を出そう、岡本三夫さんを統一候補
として推してほしい」と政党をまわりました。今の市民連合の
いわば出発点みたいな活動でした。この年は、６月に「九条の
会」が出来た年なんですよね。つまり、どちらの年も現在の色
んな運動の出発点に岡本先生が関わっておられて先駆的だった
と感じております。
　お二人が引き続いて亡くなったのは寂しいけれど、珠代さん
は三夫さんのそばに早く行きたいという気持ちがあったのかな
と思います。私の連れ合いは、ホスピスケアをやっていて、ど
うしますかと尋ねたところ、「私はこのままでいい、延命治療
はしない」と珠代さんらしい自然体でした。
　また、遠いドイツにいる娘の沙良さんが、お二人が亡くなる
その場にどちらも帰ってこられて看取りをきちんとされて、お
二人にとっても、沙良さんにとってもよかったです。その沙良
さんからのメッセージを読んで終わりとさせていただきます。

岡本沙良さん
　本日は大変お忙しいところ、私の父と母、岡本三夫と珠代の
偲ぶ会にお越し下さいまして、ありがとうございます。また二
人が生前大変お世話になりました方々には本来直接ご挨拶をさ
せていただくべきですが、ドイツからの手紙という形でのご挨
拶をお許し下さい。いま私は両親を一度に失った悲しさと寂し
さで心がいっぱいですが、それと同時に、二人が生前非常に充
実した人生を老年まですごせた事実にとても感謝しておりま
す。教授、学者、平和活動家、語学学習者、キリスト教徒、ガ
ンサバイバーなど様々な面を持ちながら、人生に全力で励んだ
二人は、常にすばらしい友人、同僚、仲間に囲まれていました。
近年、ドイツで夫と二人の幼い子どもたちと暮らしている私に
とって、地球の反対側でだんだん年老いていく両親のことが心
配でなりませんでした。年に一度は家族を連れて広島に帰省し
ていましたが、遠くに住んでいると両親を十分に支えることが
容易ではありませんでした。しかし、父が認知症になり、母の
生活が徐々に困難になってからは、様々な方に、多大なるご支
援を頂きました。皆さまには非常に感謝しております。この場
をお借りしてお礼申し上げます。



岡本三夫さん　　略歴
1933 年　　栃木県烏山町（現那須烏山市）生
1945 年　　13 歳で敗戦　長兄、両親、妹を亡くし、弟は施設へ
1953 年　　横須賀高校卒業
1957 年 　クリスチャンカレッジ（現東京基督教大学）卒業
1960 年 　米国ゴードン神学校留学
 　ウェストミンスター新学校に転校　神学修士号取得
1963 年 　ドイツ･ハイデルベルグ大学哲学・神学部留学
1968 年 　香川四国学院大学に赴任し、後に平和学を開講
1989 年 　日本平和学会会長　　~1991 年
1990 年 　広島修道大学法学部国際政治学科教授　後名誉教授
1992 年 　第九条の会ヒロシマを設立し世話人代表　後名誉代表
 　8.6 新聞意見広告の掲載を始める　～ 2019 年 27 回目
1996 年 　市民によるフランス原爆展を開催（パリ・リヨン・グルノーブル）

1997 年 　欧州平和大学院大学客員教授
1997年 　カナダデネーの人々を広島に招請（8月2日～9日　13人）

1999 年 　東京フォーラム広島集会
2000 年 　京都大学より博士号（文学）授与
2001 年 　核兵器廃絶をめざすヒロシマの会設立　共同代表
2003 年 　第 19 期日本学術会議会員　　~2006 年
2004 年 　参院選広島選挙区に９条擁護のために無所属で立候補
　　　　　　　　（社民党、新社会党の推薦）。108,288 票で次点。
2005 年 　広島修道大学退職
2007 年 　岡本非暴力平和研究所設立
2015 年 　IGL 西風新都認知症グループホーム入所
2019 年 　7 月 20 日　　永眠  

著書
『平和学を創る――構想・歴史・課題』広島平和文化センター、1993 年。

『平和学の現在』法律文化社、岡本三夫、横山正樹、河辺一郎共著
『平和学―その軌跡と展開』 ( 広島修道大学学術選書 ) 1999/12
『平和学は訴える―平和を望むなら平和に備えよ』 ‒ 2005/4
『新・平和学の現在』 ‒ 2009/9/1　岡本 三夫 、 横山 正樹 ( 共著 ) 
「持続可能な発展と社会主義の理念」『修道法学』第 14 巻第 1号、
　　広島修道大学法学会、1992 年 1月、Cunningham, Frank、　
　　岡本珠代、岡本三夫 127-146 頁、

岡本珠代さん　　略歴
1938 年 　7 月 20 日　東京都荒川区にて誕生
1962 年 　3 月　お茶の水女子大哲学科・専攻科卒業
 　アテネ・フランセでギリシャ語･ラテン語を学ぶ
1967 年 　米国オハイオ州デイトン大学哲学科修士課程終了
1968 年 　5 月岡本三夫と結婚　香川県在住
 　　　　建（69 年）、玲（70 年）、沙良（72 年）誕生
1982 年 　米国ミシガン州立大学大学院哲学科留学
　　　　　　　　3人の子どもと共に生活
1990 年 　同大学で博士課号取得
1995 年 　広島県立保健福祉短期大学（三原市）教員
2004 年 　広島県立保健福祉短期大学退職　
　　　2006 年まで同大学で非常勤講師
　　　広島大学歯学部、広島修道大学に手非常勤講師
　　　第九条の会ヒロシマ、ＮｏＤＵヒロシマプロジェクト・
　　　HANWA、上関原発止めよう！広島ネットで市民活動
2007 年 　岡本非暴力平和研究所設立
2018 年末 山崎整形外科内科クリニックに入院
2019 年 9月 26 日　　同病院にて永眠

著書
『実験研究とインフォームド・コンセント』（生命倫理 12）
『作業療法の倫理ー図解作業療法技術ガイド』（文光堂：共著）
『チーム医療の倫理―チーム為両論』（医歯薬出版 : 共著）
『倫理原理と倫理綱領』（日本放射線技術学界雑誌 60　端緒）
人間と科学　県立広島大学保険福祉学部誌 2010
「インフォームド・コンセントの５０年」　
学位論文「民主主義とインフォームド・コンセント」



　岡本三夫さん、岡本珠代さんの追悼集「平和学をともに歩く」
に多くの方がメッセージを寄せてくださいました。
　　　　（すべての方のメッセージが掲載できないのは残念で
　　　　　すが希望される方に追悼集を送ることは可能です）

岡本三夫さんを偲ぶ 　　　
君島東彦（立命館大学教授）

　わたしにとって、岡本三夫さんは特別である。岡本さんの生
地、栃木県烏山町（現在は、那須烏山市）とわたしの生地、栃
木県大田原市とは 27 km しか離れていない。岡本さんは 1933
年生まれ、わたしは 1958 年生まれなので、25 年の差があるけ
れども。岡本さんは、とりわけ３つの課題について、研究者と
して市民として、貢献されたと思う。
　１つ目は、ヒロシマの被爆体験の思想化という課題である。
1968 年 5月、珠代さんとの新婚旅行の途中で広島を訪れて以来、
広島の被爆体験をどう思想化し、それをいかに人類が共有する
かについて考え、行動された。1990 年に広島修道大学に赴任さ
れてからは、まさに広島の平和運動の中心として活動された。
　２つ目は、日本国憲法９条の非暴力平和主義をうけとめ、活か
す課題である。この点で、岡本さんはわたしたちが設立した「非
暴力平和隊・日本」の理事をつとめられ、活動を支持された。広
島においては、第九条の会ヒロシマの世話人代表をつとめられた。
　３つ目は、長期的な視点で平和をつくる課題、次世代の人間
形成の課題である。これは、初等中等教育における平和教育、
大学・大学院における平和学・平和研究の課題である。平和を
つくる課題は世代を超える長期的な課題である。一世代ででき
ることには限りがある。平和をめざす次の世代を育てることの
重要性はどんなに強調しても強調しすぎることはない。具体的
には、初等中等教育において、どのような平和教育を実践でき
るか、大学・大学院において、どのような平和学・平和研究を
行うか。岡本さんはこれらの課題に精力的に取り組まれた。
　被爆体験と憲法９条を持った戦後日本が、平和を志向する社
会であることは間違いないが、教育についていえば━━初等中
等教育も大学教育も━━ひとりひとりの個人の自発性、自由な
発想や生き方を大事にするというよりも、画一的、大勢順応主
義的、集団主義的であり、教育における革新が弱い。その結果、
米国や英国には平和学部や大学院平和学研究科がいくつもある
のに比して、日本においては平和学部は１つもなく、大学院平
和学研究科は２つしかない（恵泉女学園大学、広島市立大学）。
岡本さんは、日本の大学に平和学部をつくる必要性・重要性を
繰り返し訴えられた。
　岡本さんが取り組まれた３つの課題はわたし自身の課題でも
ある。わたしは、日本学術会議平和問題研究連絡委員会、日本
平和学会理事会、そしてさまざまな平和運動の場において、同
郷の先輩、岡本さんとご一緒させていただく機会に恵まれた。
岡本さんとの会話から多くのことを学んだが、それらはわたし
にとってかけがえのない財産である。これからも「岡本さんと
の対話」は続く。

 反核と護憲を結びつける

　　　　　　岩垂　弘 ( 元朝日新聞記者、
　　　　　　　平和・協同ジャーナリスト基金代表運営委員 )

　戦後、広島の平和運動は、いわば “ヒロシマのシンボル” と
も言うべき著名人を輩出してきました。今堀誠二、森瀧市郎、
伊藤サカエ、佐久間澄、庄野直美、栗原貞子、石田明……といっ
た諸氏で、その存在は日本国民に強い印象を残しています。岡
本三夫さんも、これらの人びとに連なる人物と言っていいで
しょう。
　岡本さんには多くの功績がありますが、代表的なものは２つ
でしょう。１つは四国学院大学の教授として日本で初めて「平
和学」の講座を開講したことです。この快挙は、全国の大学に
広がりました。平和研究を発展させる上で画期的な貢献でした。
　第２の貢献は、広島の反核運動に憲法第９条擁護の運動を結
びつけたことでしょう。戦後の広島の平和運動はどちらかとい
うと「反核」一本槍でした。ですが、岡本さんは反核運動に携
わる一方、「第九条の会ヒロシマ」を結成し、世話人代表を務め
ました。これによって、広島の平和運動は「反核」一本槍から、「反
核＋護憲」を掲げるものとなり、運動の幅が広がりました。改
めて岡本さんのご功績を讃え、謹んでご冥福を祈念いたします。

珠代  さん
   　若尾典子（元広島女子大学教員）
三夫さんのご逝去、心より、お悔やみ申し上げます。
　少年のように、まっすぐに平和への思いを貫かれた三夫さん
のこと、私たちの心に刻まれています。そして三夫さんととも
に生きる珠代さんもまた、少女のような純粋さで、平和をつく
る日々を生きてこられました。
　そんな珠代さんにとり、三夫さんの介護をするなかで、自ら
が病むことになってしまったことは、ほんとうにつらいこと
だったと思います。でも、病に直面しつつも、珠代さんは三夫
さんを看取り、おくりだし、今日の「三夫さんを偲ぶ会」にい
たりました。そのしなやかな強さに、あらためて珠代さんあっ
ての三夫さんだった、という思いを強くしています。
　もちろん、猪突猛進するところもあった三夫さんと暮らすこ
とで、鍛えられたこともあるでしょう。留学時代のように。
でも、自分の体調が悪いなかでも、珠代さんは、小倉桂子・若
尾祐司編『戦後ヒロシマの記録と記憶――小倉馨の R. ユンク
宛書簡』を、丹念に読み、目配りのきいた書評をニュースレター
『第九条の会ヒロシマ』に書いてくださいました。読むことも
書くことも体力・集中力が必要な作業であることは、同業者の
私には痛いほどわかります。あらためて珠代さんの平和研究者
としての思いの深さを、教えられました。
    「三夫さんを偲ぶ会」に珠代さんの姿があることは、三夫さ
んにとり、珠代さんへの感謝の思いを伝える機会だと思います。
広島の地で、平和への思いを貫かれた三夫さんのことを、珠代
さんとともに偲ぶことができることを感謝します。9月 26 日

「平和学をともに歩く」に寄せられたメッセージ



岡本三夫さんの思い出：東京フォーラム対抗会議
      

梅林宏道（NPO法人ピースデポ特別顧問）

　1998 年、首都圏での核兵器廃絶の市民運動と広島、長崎で
の市民運動との共同の取り組みが始まった。岡本三夫さんとは
それ以前から折に触れてお会いすることがあったと思うが、と
もに行動を組むようになったのは、その時が初めてであった。

　1998 年 5 月、インドとパキスタンが相次いで核実験を行っ
た。それは、1995 年の NPT 無期限延長とともに始まった世界
的な「アボリション 2000」運動の形成、1996 年 7 月の国際司
法裁判所の核兵器に関する勧告的意見、同 8 月のオーストラリ
ア政府肝いりの「核兵器廃棄に関するキャンベラ委員会」報告
書、といった冷戦後の核兵器廃絶の潮流の中で起こった逆流で
あった。
　日本政府はキャンベラ委員会にならって「核不拡散・核軍縮
に関する東京フォーラム」（東京フォーラム）という国際的な
専門家会議を組織し、提言を起草させる取り組みを発表した。
しかし、米国の「核の傘」への依存を変えようとしない日本政
府のこの取り組みについて、私たちは強い警戒感をもった。そ
して、当時、国際的に「はやり」？であった市民の対抗会議を
開催して、東京フォーラムへ「市民からの提言」を出すことに
なった。そのために首都圏、広島、長崎の市民の連携がはじまっ
た。東京フォーラム本体が 4回会議をするのに合わせて、東京、
広島、長崎、東京と 4回の対抗会議を開くことになった。
厄介なことに、外務省肝いりの東京フォーラムを共催したのは、
外務省外郭団体である日本国際問題研究所と出来たばかりの広
島平和研究所（明石康所長）であった。
　当時、ピースデポは正式発足したばかりであったが、私は国
際ネットワーク「太平洋軍備撤廃運動（PCDS）」の国際コーディ
ネーターであり、1995 年に生まれた国際ネットワーク「アボ
リション 2000」の暫定調整委員も務めていたので、海外 NGO
と繋がりながら対抗会議の組織化に取り組んだ。そんなとき
頼ったのが、広島では岡本三夫さん、湯浅一郎さん、長崎では
鎌田定夫さん、舟越耿一さん、土山秀夫さんであった。
　広島平和研究所が主催する専門家会議に市民が対抗会議で声
をあげることは、広島ではかなりやりにくい試みであった。首
都圏での取り組みもそうであったが、日本では初めて外務省の
担当役人を招きながら、外務省との対話を目指す会議であり、
日本の反核市民運動として初めての試みであった。とはいって
も、率直な意見交換は緊張を生む場面が予想された。岡本三夫
さんは、私にとってそのような面倒な相談をもちかけることの
できる広島では唯一の存在であった。反トマ全国運動以来の同
志である呉の湯浅一郎さんが事務的な側面を助けてくれるとい
うこともあって、岡本さんに頼み込んだ。大学人としての立場
もある中で、きっと厄介な相談であっただろうと想像する。
　結果的には、岡本さんは大きな決断をして下さった。長崎市
民との共同の時限的実行委員会を作って、その広島事務所を修
道大学法学部のご自身の研究室に置くという決断である。実行
委員会は「核兵器廃絶を求める広島・長崎市民の集会実行委員
会」の名前となった。長崎の事務局は鎌田定夫さんの長崎平和

研究所におかれた。
　このようにして作られた首都圏、広島、長崎のつながりは、
岡本さんも呼びかけ人の一人となって、そのまま「核兵器廃絶
2000 年キャンペーン」という全国規模のキャンペーンにつな
がっていった。

　岡本三夫さんとの会話の端々に哲学者としての深い思想的背
景を感じることがしばしばあった。それと関係すると思うが、
言語への造詣も深かった。科学技術者である私が枠を外して活
動していることに関心を持って下さってもいた。残念なことに、
岡本さんと運動以外の話を深くしたことがない。私としては、
もっともっと哲学者としての岡本さんと酒を飲みながらじっく
りと議論をしておきたかった。悔やまれてならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019 年 10 月 11 日）

「岡本三夫さん珠代さんを偲ぶ会」に寄せて

　　　　　
藤川　伸治（連合総合生活開発研究所主任研究員）

　岡本三夫先生、珠代先生の厚情に深く感謝を示すと共に、お
二人のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。
私が、岡本先生に初めてお会いしたのは、1990 年 6月 23・24 日、
長崎大学で「すべての子ども・青年にいのちと平和の尊さを－
ナガサキを最後の被爆地に！」をテーマに開催された日本平和
教育シンポジウムでの記念講演でした。その日は、梅雨の時期、
しかも真夏の太陽が照りつけていました。会場を埋め尽くした
多くの参加者の熱気もあり、講演をされるには、非常に悪条件
でした。
　しかし、岡本先生は、「平和への選択」と題し、ジャケット
の色が汗で黒くなってもお構いなく、反戦・反核の強い願いと
そして行動することの重要性を訴え続けられました。それから
30 年余りの時間が経過していますが、岡本先生の熱い、熱い
思いは、講演される姿と共に私の脳裏に鮮明に焼き付いていま
す。
　また、1995 年から 2000 年まで広島平和教育研究所事務局長
の任にあった時には、所長として類まれなアイデアと困難な事
態に遭遇してもまったくぶれない姿勢で、ヒューマニストとし
て、私、及び所員を勇気づけて頂きました。どんなにお忙しく
とも、会議には駆けつけて頂き、謙虚でなおかつ行動的な姿勢
で研究協議に参画されていたお姿は本当に頼りになりました。
心から感謝申しあげます。
　このように、岡本先生は、たたかう科学者でした。2000 年
には、『平和学 : その軌跡と展開』と題する論文が京都大学から
認められ日本で初の平和学の博士として、日本の平和学の学問
的な支柱として立場を確立されました。
　岡本珠代先生は、生命倫理教育の専門家として、研究、そし
て学生を育てながら、岡本先生とともに憲法 9 条と平和を守る
たたかいを続けて来られました。広島における、反戦・反核、
そして憲法 9 条を守るたたかいのリーダーとして、一生をかけ
て走りぬかれたお二人に心から敬意を表しますと同時に、その
熱い願いを引き継いでいくことをお約束し、偲ぶ言葉とさせて
いただきます。長い間、本当にありがとうございました。



岡本三夫・珠代さんと読書会
　　　　　　　　

向井均（岡本非暴力平和研究所・読書会）

　私は岡本先生ご夫妻が設立された岡本非暴力平和研究所の友
の会の会員にしていただき、2009 年 3 月に始まった読書会に
妻ともども参加してきました。はじめのうちは月に 2 回、大手
町 1 丁目のビルの研究所に集まりました。第 1 回目の 3 月 9
日は珠代さんがレジュメ担当で稲垣和久『国家・個人・宗教』（講
談社現代新書、2007 年）、2 週間後の第 2 回目に私がその本の
後半を担当しました。三夫先生は第10回の時に川崎哲『核拡散』
（岩波新書、2003 年）が最初の担当で、11 年 9月に徐京植『ディ
アスポラ紀行』（岩波新書、2005 年）まで 4回担当なさいました。
珠代さんは 2018 年 10 月、第 118 回に山本義隆『近代日本
150 年－科学技術総力戦体制の破綻』（岩波新書、2018 年）の
とき、病床にありながら長大なまとめを仕上げて参加されまし
た。合計 15 回の担当をなさいました。
　読書会は 2010 年 9 月から月 1 回ずつになりました。12 年 3
月の研究所閉鎖のため、会場は東雲のエスペラント教室をお借
りすることになり、その時から私が読書会世話人をするように
珠代さんから依頼されました。読書会については研究所の
ニューズレターに掲載されていましたが、『岡本非暴力平和研
究所読書会報』として発行することになりました。200 人近い
送付先名簿を珠代さんから引き継ぎました。読書会は今年の
10 月 6日で第 129 回となり、読んだ本は 110 冊を超えました。
三夫先生の追悼号でもある『読書会報』第 16 号を珠代さんが
重態のさなかの今年 9 月に発行しました。先生のご逝去を知ら
なかったという人や、クリスチャン仲間や、学会で旧知の研究
者からお便りをいただきました。そのうち寺島俊穂氏は「岡本
平和学とエスペラント」（La Movado, 2019 年 10 月）を送って
くださり、その中で、平和研究を日常生活に関連づけて研究す
る実践家である点を「岡本平和学」の特徴だと述べておられま
す。三夫先生の平和学はまさしくその通りだったと思います。
先生の多くのご著書からもそのことは分かります。
　珠代さんは生命倫理の専門家としての研究・教育のほか、三
夫先生同様「非核・非暴力・いのち・平和」（研究所会報名、
読書会報の標語）を何より大切になさいました。自分のことよ
りまず他人を優先するひとでもありました。読書会のために、
とお金を用意してくださいました。
　珠代さんの追悼の第 17 号の編集を考えようと思います。そ
して読書会はもう少し続けるつもりです。

岡本三夫さんと珠代さんの記憶を広島に留め、　
　　非暴力を引き継ぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　森田喜久男（加古川市）
　今年 2019 年 7 月と 9 月に岡本三夫先生と珠代さんが相次い
で亡くなられた。三夫先生が 2008 年にある会誌に寄稿された
「愛妻への最良の贈り物」という一文の中で、珠代さんに「ボ
ケ防止の素晴らしい特効薬なので私からの最良の贈り物 ( エス
ペラント語の学習 ) を是非お受け取り下さい」と言う言葉が綴
られているのを見て、ユーモアたっぷり、すごく知的で、素晴

らしいご夫婦であるなと感動しました。お二人には大変お世話
になり、また色々教えて戴きましたので大変残念で、寂しい思
いです。
　私は兵庫県の加古川市在住ですが、2007 年に単身赴任で広
島に転勤してきて、新聞に岡本非暴力研究所設立の記事を見つ
けて岡本先生に連絡したのが初めての出会いでした。歴史や社
会問題には関心があり、色々本などは読んでいましたが社会的
な実践はできていませんでした。ある時、京都の立命館大学で
行われた日本平和学会に同行させていただき、平和学の先生を
紹介戴いたり、平和ミュージアムを見学したりしました。この
縁があって、現在は立命館国際平和ミュージアムでボランティ
ア・ガイドをしたり平和友の会で平和活動を実践しています。
岡本先生に出会わなかったら私の定年後の活動分野は違ったも
のになった、と出会いに感謝しております。
　広島では岡本非暴力平和研究所の色々な会合に参加し、2009
年から始まった読書会では普段は手にしない分野の本も皆さん
の推薦によって読める事で自分の知識や視野を大いに広げて戴
きました。読書会の最初の頃の「国家・個人・宗教」（稲垣久和、
講談社現代新書）が印象に残っています。この本をきっかけに
して、また読書会メンバーに宗藤牧師や吉川さんがおられて
様々な宗教に関する話題が行きかう中、宗教関係の本も手に取
るようになったと思います。この様に読書会は、様々な分野の
本・多様な人々・思いもよらない意見に囲まれて思考の範囲も
広がっていくのだと実感しています。
　岡本三夫先生の 2005 年の「平和学は訴える」本を読み返して
みましたが、非暴力主義の平和が希求されています。今改めて非
暴力の大切さを訴えていかねばならないと思います。現代の世界
は暴力で溢れ返っています。戦争・紛争が続くことによって戦争
文化が蔓延し、正常な平和な文化が廃れていくような気がします。
日本でも憲法を変えて暴力を容認するような思想が幅を利かせる
ようになるかもしれません。これからの世は益々岡本先生また珠
代さんの非暴力の思想を大切にしていかなくてはならないのに実
に残念でなりません。私たちは非暴力の思想を引き継いで実践し
ていかねばならないと考えています。　　　　　2019,10,04　

                                  



11月3日、原爆ドームを
　　平和のバナーで囲もう！

リレートーク
高校生平和大使の2人
高校生1万人署名活動から３人
朝鮮学校オモニ会　
　　朴陽子（パク・ヤンジャ）さん
被爆2世･3世の会　古田光恵さん
弁護士　　寺西環江さん

写真提供：岡原美知子さん　
　　　　　森容子さん

様々な課題のバナーを広げて
一斉に原爆ドームを一回り、
皆さんのバナーで囲んだことを　
喜び合い、手をつなぎ、楽しく　
「青い空は」を歌いました　♪

元気よく シュプレヒコール
いのちが大事　　平和が大事
戦争イヤだ　　　核兵器なくそう
原発いらない　　再稼働するな
差別はいやだ　　こどもを守ろう
戦争する国　　　絶対いやだ
憲法守れ　　　　暮らしを守れ
安倍政治いやだ　今すぐやめて
平和な日本を　　こどもに渡そう



活動報告  （第九条の会ヒロシマほか　関連団体、ネットワーク、実行委員会含む）
9月   3 日（火） 「ＲＥＳＩＳＴ」第九条の会ヒロシマのタグ制作　ゆじょんと 14 時　
   ヒロシマ総がかり 3の日行動　17 時半～　広島本通電停前
   4 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　本通り電停前
   7 日（土） 沖縄戦集結の日広島集会　「SOS 宮古島」上映　広島市民交流プラザ６F
   9 日（月） 教科書裁判　広島地裁 14 時～　　＆報告集会
 11 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
 16 日（月） 青木克明先生ありがとう講演会　広島弁護士会館　15 時　
 17 日（火） 岡本三夫さんを偲ぶ会相談会　石口俊一弁護士事務所　18 時～
 19 日（木） 広島市議会本会議傍聴　放射線副読本回収要請
   ヒロシマ総がかり安保法強行採決から 4年県内一斉行動　17 時半～　広島本通電停前ほか
 25 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク請願：広島市議会文教委員会傍聴（馬庭議員質問）
 26 日（木） 岡本珠代さん　永眠　2時 12 分
 27 日（金） 岡本珠代さんの告別式　牛田教会　11 時半～　
 28 日（土） 語り合おう！女たちの働き方　ゆいぽーと５F　12 時半～
 30 日（月） 岡本三夫さんを偲ぶ会相談会　石口事務所　
10 月   1 日（火） 総がかり 11.1 憲法のつどい記者発表　
   2 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネット水曜街宣　12 時～　本通り前
   3 日（木） ヒロシマ総がかり 3の日行動　本通電停前
    5 日（土） 九条の会・はつかいち   小森陽一さん講演会
   6 日（日） 別姓個々からカフェ　講演：河口和也さんハチドリ舎　17:30～19:00 
   7 日（月） 「偲ぶ会」配布追悼集相談会　13 時半～　たけださんと。
   9 日（水） 第九条の会ヒロシマ世話人会　14 時～　共同センター
   「偲ぶ会」相談会　　石口俊一弁護士事務所　18 時半～
 13 日（日） 岡本三夫さん・岡本珠代さんを偲ぶ会 14 時半～　広島市市民交流プラザ
 16 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
 19 日（土） 安野和解 10 周年記念集会　広島弁護士会館　14 時～
　 24 日（木） ピースリンク広島・呉・岩国　呉駅前街宣 17 時半～　　
 26 日（土） 反「原発の日」キャンドルのつどい（上関ネット）18 時～　中電本社前
 27 日（日） グローバリゼーションを問う広島ネット　ノーニュークスアジアフォーラム報告　国際会議場研 14 時～
 30 日（水） 11.1 憲法のつどい資料セット作業　共同センター　13 時～
11 月   1 日（金） ヒロシマ総がかり憲法のつどい　安田純平講演会　県民文化センター　18 時～
   3 日（日） 平和のバナーで原爆ドームを囲もう　13:30 ～ 14:30　原爆ドーム前
   6 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　12 時～　本通り前
 12 日（火） 上関原発止めよう！広島ネット　ボーリング調査するな！抗議中電本社
 14 日（木） 大嘗祭に異議あり！広島集会　広島市民交流プラザマルチメディア　18 時～
 15 日（金）  第九条の会ヒロシマ世話人会　　14 時～　五日市ガスト
 16 日（土） 上映会「雪道」　慰安婦ネット　広島市民交流プラザ６Ｆ
 19 日（火） 別姓広島裁判　13：30 ～　広島地裁　＆　報告集会
 20 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
 29 日（金） 広島と沖縄を結ぶドゥシグヮー　仲村みお講演　広島平和記念資料館会議室１　
12 月    1 日（日） 半田滋さん講演会「安保法制化の自衛隊　踏み越える専守防衛」（三原九条の会）14 時～
   上関ネット　ボーリング調査をするな街宣・署名　　本通り電停前　14 時～ 15 時
   3 日（火） ヒロシマ総がかり「3の日」行動　本通り電停前　17 時半～
   4 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　12 時～　本通り前
   5 日（木） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　ボーリング調査をするな中電前行動　12 時～
 11 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　ボーリング調査をするな中電前行動　12 時～
 15 日（日） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク　インドネシア報告集会　　アステールプラザ７F　14 時～
 18 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
   第九条の会ヒロシマ世話人会 14 時～国際会議場３Ｆ研
   ピースリンク呉駅前街宣　17 時半～　　
2020 年
1月  3 日（金） 新春シール投票　元安橋　13 時半～
　　　　　　　　　　　　　　「安倍首相　やめてほしい？　やめなくてよい」
  5 日（日） 大久野島講演会　14 時～　旧日銀（展示  4 日～　）　
   新春討論会「安倍政権に代わる選択肢」アステール４階　
  8 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネット水曜街宣　
  9 日（木） 第九条の会ヒロシマ会報発送 13 時～市民交流プラザ

10.26　キャンドル集会

10.26　キャンドル集会

「慰安婦」ひろしまネット水曜街宣

慰安婦ネット インドネシア報告集会

シール投票「安倍首相　やめてほしい？　やめなくてよい？」



◆ 未来のための歴史パネル展
　　　　　～日本軍「慰安婦」問題解決のために～
　　中学生のための「慰安婦」展・ミニセット《wam制作》
　　未来のための歴史パネル展《未来のための歴史パネル展制作委》
　1月11日（土）12時　　～1月23日（木）13時まで（1/20月・休）
　　　　　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ南棟1Fロビー
◆歴史修正主義のカラクリを解くー記憶の抹殺に抗うために
　1月12日（日）14：00～16：30　　資料代：1000円（学生無料）
　　　　　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ北棟5F研修室AB
　講師：能川元一さん（大学非常勤講師：未来のための歴史パネル展

　　　　　　　　　　　　制作委員会共同代表）　　
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　連絡先：090-3632-1410（土井）

◆岩国基地の拡張・強化に反対する広島県住民の会総会＆記念講演会
　許さない米軍機の無法状態！～私たちの空は、いったい誰のもの～

　1月25日(土)　14時から(総会 13：30～）広島弁護士会館
　講師：福本道夫さん（横田基地公害訴訟原告団団長）
　報告：田村順玄さん（あたごやま平和研究所代表）
　資料代：800円（障がい者・学生　無料）
　主催：岩国基地の拡張・強化に反対する広島県住民の会
　連絡先：0829-31-3356(事務局）　＊託児、手話通訳要連絡

◆中村医師と歩んだ30年　～いのちをみつめて～
　1月26日（日）14：00-16：00(開場13：30～）
　　　　　　　　 福山市 まなびの館ローズコム 4階大会議室
　　　　　　　  （福山市霞町1-10-1中央公園内　084-932-7265）
　講師：藤田千代子さん（ペシャワール会PMS支援室長
　参加費：500円（18歳以下無料）  　　　　　元現地病院長代理）                                                                         
　主催：ペシャワール会・ふくやま　Tel 084-972-5590
　
◆沖縄の現状をもっと知ろう！　映像を見るつどい
　2月2日（日）13：00～17：00　広島平和記念資料館  地下会議室2
　会費：500円＋カンパ（出入り自由）
　①13：00　映画「This is a 海兵隊」（森の映画社2017年作品）
　②14：10　音楽とお話し：中村盛博、菊間みどり共同代表
　③14：30　沖縄ドローンプロジェクトの活動、他、辺野古関連映像
　④15：50　映画「宮古島からのSOS」（森の映画社、2018年作品）
　主催：広島と沖縄をむすぶドゥシグヮー
　連絡先：090-3373-5083　nitta-hideki@kni.biglobe.ne.jp（新田）

◆「日韓問題を教育から考える」九条の会・はつかいち憲法学習会
　２月9日（日）14時～16時半　廿日市市民活動センター第２研 
　講師：岸直人さん（教科書問題を考える市民ネットひろしま事務局）
　　　李　昇勉（イ・スンフン）さん（日韓共通歴史教材　編集翻訳者）
　資料代：500円（障がい者・学生　無料）
　主催：九条の会・はつかいち　　連絡先：090-3373-5083(新田)

◆「台湾の総統選挙と香港/中国の影響」
　　　　「美麗島事件40周年」と総統選挙を見聞して
　2月9日（日）14：00～16：30　広島国際会議場3階研修室2
　講師：渡田正弘（GWH事務局長）
　主催：グローバリゼーションを問う広島ネットワーク（GWH)
　資料代：500円（学生無料）　連絡先：090-6835-8391（渡田）

◆2.11建国記念日を問う広島集会
　2月11日(火)　14：00～16：00　広島カトリック会館多目的ホール
　　　    広島市中区幟町４－４２ (世界平和記念聖堂横)　
　講師：太田　勝 さん　( カトリック司祭・福音の小さい兄弟会 )
　講演：閉鎖的日本の始まり―天武天皇の日本書紀編纂の意図―
　共催：日本基督教団西中国教区広島西分区   082-254-7657   広島南部教会
　　　　カトリック正義と平和広島協議会　082-221-6017：神垣)
　　　　広島市キリスト教会連盟　082-261-2005、広島東部教会)

◆ ワークショップ  ～ みんなで考えよう！教科書と「慰安婦」問題
　2月 16日（日）10 時～ 12 時　　ゆいぽーと　　参加費：無料
　主催：ゆいぽーと加入団体交流会
　　　　教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
　 連絡先：090-6830-6257（岸）

◆韓国漫画「草」の作者 金ジェンダリー錦淑さんと出会う会
 ＊広島  2 月 23 日（日） 14 時～ 16 時半　ゆいぽーと音楽練習室
　 共催：「草」日本語出版委員会
　　　　 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　 資料代： 500 円 ( 学生無料 )　 連絡先：090-3632-1410（土井）

 ＊福山  2月 24日（月）14 時～　福山市市民参画センター５階
　 共催：『草』日本語出版委員会
　　　　漫画『草』作者・金綿淑さんと出会う会福山実行委員会
　資料代：500 円（学生無料）　  連絡先：090-3748－9840

◆第 7回共生フォーラムセミナー
　2月 23 日（日）　広島国際会議場３階第３研修室
　講師：朴陽子（パク ヤンジャ）さん（広島朝鮮学園オモニ会前会長）
　主催：NPO法人共生フォーラムひろしま 　参加資料代：500 円
　連絡先：070-3771-9235　kyosei.fh@gmail.com（事務担当・笹川）
　　　　　 　
◆個個からカフェ第９回「シネマ deジェンダー
　　　～のびやかに自分自身を生きる女性たち～」
　3月 7日（土）15 時半～ 17 時　ハチドリ舎（土橋光花ビル 201）
　講師：映画コメンテーター　三浦ひろみさん
　主催：別姓訴訟応援団　参加費：500 円（ワンドリンクつき）要申込
　申込み・082-285-2105　onji.i@nifty.com（恩地）

◆教科書ネットワーク・ひろしま総会・学習会
　3月 15日（日）13：30 ～ 16：30　広島市留学生会館研修室１
　総会　今年の小学校教科書採択取り組みの報告、
　　　　来年度の中学校教科書採択の取り組み方針
　報告：「慰安婦」問題と教科書（仮）
　報告者：山川滋（教科書ネット事務局）
　連絡先：連絡先：090-6830-6257（岸）　参加費：800 円
　主催：教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
　
◆ヘイトスピーチと地方自治体」（仮）講演会
　4月 5日（日）14：00 ～ 16：30　広島弁護士会館（２F大会議室）
　講師：前田朗さん（東京造形大学教授）
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　資料代：1000 円（学生無料）　連絡先：090-3632-1410（土井）

お知らせ

・19年会費・カンパを送ってくださた皆さま、有難うござい
ました。ご支援に心より感謝致します。お陰でこの会報も送
れそうです。

・封筒のタックシールに皆さまの入金状況を記載しており
ます。19年会費がまだの方は引続きご支援くださいますよ
う、お願い申し上げます。間違いがあれば、遠慮なくご連絡
ください。

事
務
局
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2019 年度の会費をよろしくお願い致しま～す！　

◆　

◆　

◆　

◆　

◆　

◆　

◆

　　　　　　安倍 9条改憲NO！
改憲発議に反対する全国緊急署名にご協力を！
   １．安倍首相らがすすめる憲法 9条改憲発議に反対
　2 .　憲法を生かし、平和、人権、民主主義，生活の向上が
　　　実現する社会を求めます。

2018 年も 2019 年も、改憲発議を止めてきました。
2020 年も市民と野党の協力で改憲発議をさせない！




