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2020 年の春は､正月早々イラン防衛隊司令官が殺害され

るニュースに驚き、次いで中国での新型肺炎発生の知ら

せと続きました。平和を願う思いで 1 月中旬、当会は戦

争体験証言を頂いている皆様を中心に新春学習交流会を

持たせていただき、昨年の原爆と戦争展の反響や「あの

戦争、日本はどこに負けたのか」について学び、皆様の   

今の思い､自己研究の成果や原爆詩朗読などを交流頂きまし  

た。続いて 2 月にはパネル展示を企画実施しました。 

 

 

「原爆と戦争展」を 2 月８日～12 日、京都市ひと・まち交流館で開

きました。「原爆と大戦の真実」パネル約 90 枚をメインに戦争遺品や

資料を展示。コロナ報道が伝え聞かれる中、毎日 10 人から 20 人が訪

れ、70 人が見学されました。 

戦争体験を証言して下さっている女性が仲間を誘って来て下さいま

した。アンケートには、世代を問わず多くの人が戦争の実態を知って

「戦争は 2 度とあってはいけない。そのために何ができるのか」「考える機会となった」との感想を記

されたほか、「パネルはわかりやすいだけでなく、“なぜ死ななければならなかったのか”などメッセージ

性がはっきりしていてよいと思った」（50 代男性）、「今現在の日本政府は何もよくなっていない。もっ

と怒らないと！」（74 歳男性）と現在の状況と照らしあわせたご意見も寄せられました。 

大学生はじっくり時間をかけて参観し、「博物館や大学のような場所ではなく、市民の交流の場で、

このような展示を開いていることは非常に有意義だと思う。戦争の語り継ぎは戦後世代全員で成すもの

であると考えており、知識層や研究者だけでなく、日常レベルで触れて記憶されるべきだと思う」、「是

非 生の戦争体験談を聞きたいです」と語り、学生の仲間に宣伝すると約束して下さいました。 

臨時号 

2月 8日～12日  ひとまち交流館ギャラリー 原爆と戦争パネル･遺品展 
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30 代の女性会社員は「小学生の頃、祖母から戦争の話を聞いてきたが、怖いと思ったけど実感がわか

なかった。今回の展示でたくさんの写真も見て、戦争は絶対 起こしてはならないと思った。映画『こ

の世界の片隅で』などもあって､若い層も戦争のことを理解する気持ちはおこってきていると思う｣と話

しておられました。    
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生活の逼迫するところに来た新型コロナウィルス感染。日本の対策の経過を大まかに振り返ってみま

すと、1/30 日本政府は 新型コロナウィルス感染症対策に関する WHO の見解と世界の動向を追って 

政府内に対策本部を設置。2/3 横浜港に感染者発生のクルーズ船が停泊。4/7 緊急事態宣言を 7 都府県に､

4/16 に範囲を全国に拡大。4/29 に「5/6 迄」としていた期間を一ヶ月延長にする方向を出しました。 

感染者・死者の拡大により 国内はもとより、世界経済は交通･業務の制限により一気にしぼみ、元々

低迷の景気はガクンと悪化しています。補償なき生産･営業縮小、学校の休業など生活基盤に影響が及び、

医療現場は大きな負担を背負い、マスコミは「医療崩壊」と毎日繰り返します。政府/厚労省が隣国の優

れた検査態勢を見習うことをせず、裏付けが乏しい政策を出していること、治療薬承認の不思議な順序

（国産後回し）、救済措置の不徹底、不公平が知られてきております。 

国と一部企業は、感染防止を口実として「情報の国家管理」「ショックドクトリン（災害を利用した企

業による支配）」を狙っている、というご指摘もあります。 

3 月以降 殆どの生産活動･教育や地域活動まで抑制がかかり、寄り合いが中止され、仕事/学業を在

宅でするよう誘導され、ネット上での交流が試されてきています。医療や介護、運輸などの現業、第 1

次産業、子育てを担う人人は必死に助け合っています。医療機関や大学病院､研究者らは独自に政府/自

治体への要請を出し、検査態勢を構築して医療物資の調達まで行っています。 

若い世代の夢と希望。平和な社会に向かって歩みを進めるため、世界と日本の現象について、思うこ

とをご寄稿頂きました。 

 

皆さんお元気ですか＊       山科区（原爆展スタッフ/給食調理/70 歳） 溝口 照代 

 

世の中、コロナ、コロナと目に見えない、匂いもしない新型ウイルスのせいで不完全燃焼の息も

詰まる毎日を送っておられるのではないでしょうか。時間ばかりが一杯有る中、冷静に判断でき、

情報共有出来たらと願うのですが、モチベーションが下がりっぱなしです。 

  PCR 検査も行き届かず、自覚症状の無い人もいて感染増加につながっているのも事実です。自粛

要請で、休業を強いられたり、解雇されたり、収入の途絶えた人もいっぱいです。脆い生活基盤、

医療体制が一挙に露呈してしまいました。 

  そして、感染した本人はもちろん家族まで誹謗中傷の嵐にさらされてしまいます。こんな状態の

中で、政府は私達国民の命を守ってくれるだけの信頼出来る政権なのでしょうか。何の基準も根拠

もない政策を付け焼き刃的に出しているだけではないでしょうか？ 安倍のマスクしかり。いや、

それ以上に緊急事態宣言といった、かっての国家総動員法的な要請や改憲や、お気に入り検事の定

年延長や、不要不急の辺野古の基地移設の強行や訳の分からん事を目論んでいます。今､この情勢

の中で本当に自分の頭で物を考え錯綜させられないようにと強く思う昨今であります！ 

新型コロナウィルス感染症 
 世界が未曾有の停止状態になって 

子どもたちが一番苦しみ 日銭暮らしの庶民はどん底に 

 

あの戦争の教訓を生かすとき  その 1 

未曾有の事態に向き合い助け合って生き抜くために､原爆と戦争の体験を踏まえ､ニュース上交流を致しましょう。 
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コロナと憲法           醍醐（原爆展スタッフ/闘病中/71 歳） 堀尾 信廣 

 

台湾では、中国で感染が拡大し始めると同時に入国者の徹底した検疫を行い、ウィルスが世界に拡大

すると直ちに入国者すべてに対し検疫と入国拒否を行いました。その結果として感染者数が押さえられ

てきました。隣の韓国では､徹底した検査と自宅待機を行い、感染者数は大幅に減少しています。 

日本ではどうか?全く逆で検疫も遅く検査もわずかでは、拡大を抑えることは不可能に近い。その結

果慌てて非常事態宣言を「出さざるを得なく」なった。今なお検査数は増えない。真剣に検査すればお

そらく大幅に陽性者が増えるでしょう。 

長周新聞の武蔵坊五郎氏は「安倍は非常事態宣言のための予行演習を意図しているのでしょう。また

薬にしても安倍は日本のメーカーが作ったものはなかなか認可を与えず、米国が作ったものはトランプ

が「緊急承認」したら待ってましたとばかりに一週間で承認しています」…また学校の入学を 9 月に…

とか種子法･種苗法の改正もゴールデンウィーク後の国会で審議される予定です。憲法改正もコロナ騒

ぎのどさくさにまぎれて一気に進めたいという現れか? 任期が来年 9 月までだからそれまでに目途をつ

けておきたいとの思いか? 安倍は 5 月 3 日、日本会議系の集会に改めて憲法改正への意欲を示すビデオ

メッセージを送っており、この野望は潰さねばと思います。満州引き揚げ途上の苦難の体験談をして下

さる村上さんはこの日、京都駅前で改憲反対の抗議活動に参加されました。本来なら円山音楽堂で憲法

の集いが予定されていたのですがコロナ騒ぎのために中止です。（改憲発議に反対する署名にご協力を

お願いします。） 

病院は大変なようです。そもそも透析分野は日曜日以外に休みがなく看護師やスタッフは昨年と比べ

て少し減ったようです。私のコロナ対策は家での体温測定とマスク使用､入退室時の消毒、換気と頑張

っています。透析後の食事提供が一時中止になり大変です。宅配弁当の際に安否確認をしてもらって切

り抜けています。  ＊戦争と平和に関する記録・ドラマなど映像ライブラリーをしておられ、貸りる事ができます。  

 

 

新型コロナ感染拡大 どう終息させるか？   

山科（自治連役員/映像作家/77 歳） 高山 英明 

 

皆様お元気にお過ごしでしょうか！ 新型コロナウイルス感染拡大の中 大勢の命が奪われ、多くの

子供たちの教育の正常さも奪われ、企業、中小零細企業事業活動も脅かされ、医療関係者の命を懸けた

必死の努力をしていただいて居りますが、生命・教育・経済が壊れています。 

それを救わなければならない政府の的確な対応の遅さ、悪さが気になる今、この現実が大東亜戦争の

頃に似ていると話される方も居られます。戦争は、人間が故意的に人間の命を奪い社会全体を窮地に追

い込みます。（菌をばらまくという戦争もありますが）感染病、伝染病は社会の環境、その中の人間の

行動が引き起こします。歴史を振り返るといろいろな伝染病が発生しております。それを人間が研究し

防衛してきました。 

今日の新型コロナがどのように収束するのかまだまだ不明ですし油断はできません。 

戦争のころと同じと言うのは、環境、人間の考えと行動により、人間が亡くなり、教育が遅れ、社会

の倒壊、経済の倒壊。同じですね。でも、苦しみながらですが、戦争や伝染病、あらゆる災害から立て

直してきたのも人間です。私には何をどのようにすればいいのかわかりませんが、先ずは自分のやらな

ければならない責任行動に徹したいと思います。   
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ボランティアで知る 戦争  

右京（「沖縄と戦争」等 スライド上映ボランティア/86 歳） 岩崎 三之利 

 

私の趣味はカメラで、若い頃から日本各地の写真を撮っており、福祉施設にプロジェクターを持参し

てスクリーンに写真を投影して見てもらっております。現在 6 年目となり、気に入って頂いた施設には

4 回行ったところもあり、滋賀県平和記念館にも行き、上映は 86 回になりました。ある施設で私の活動

が終わったとき、90 歳のお母さんが私に「先生、年いって体が不自由になったら此処の施設に来てな」

と言われ、私は「それまでお母さんも元気でね」と答え、ある時は 100 歳のお母さんと話をして､私が

元気をもらって帰ってきたこともありました。 

ある施設では私が写真の説明をして見てもらっている時､ひとりのお母さんが急に泣き出し､横の人が

宥められ、終わってから私の手を握り「良い写真を見せていただき、有難う」と言われます。話を聞く

と、戦時中 6 歳の時、2 歳の妹をおんぶして出征するお父さんを見送り、ニューギニア島で戦死された

と話され、私は「悲しいことを思い出させてご免ね」と話したこともありました。 

私の兄は独身で、23 歳で沖縄本島浦添市伊祖において戦死しましたが、この方のお父さんのように奧

さんと子どもさん二人を残して戦死された気持ちを思うと戦争の悲惨さに心が痛みました。 

現在は コロナ対策で施設への訪問は禁止されておりますが、オンライン授業を参考に写真を 80 枚

を USB に取り込み、説明文を書き、郵送して見てもらっております。あのとき出会ったお母さん達、

どうかいつまでもお元気で。コロナが収束したら会いたいです。 

 

 

国が責任を取ること。あの経験を教訓にしないといけない。  （談話） 

銀閣寺（戦災孤児体験者/マッサージ師/87 歳） 小倉 勇 

 

コロナ支援と言って国民全員に 10 万円出すと言っているが、政府がだめになると金の値打ちは切り

下げられ、国債もチャラになったのを僕らは知っている。“一部”のことが国民より優先された。 

戦前､田舎は貧乏で娘の身売りなどひどかった。戦中は強制供出で物がなかった。戦後は円の切り下

げで貯金も軍票も国債も紙切れになった。最大の被害は原爆。散々な戦争。教訓にしないといけない。 

僕は放浪生活の末に伏見寮に行き着いたのだが、施設にいたというだけで差別があり、不良と言い白

い目で見る。だからずっと誰にも話さなかった、安保法制化で口火を切るまでは…。親戚に預けられ辛

かったけど、今思うと引き受けさせられた方も大変だったんだろう。何の手当があるわけでもない、食

うや食わずの生活だったんだ。 

今だってコロナに対応してくれている看護師に対して「あんたとこの子は来るな」と言ったりする。

広く考える力がないんだ。何が肝腎か? 資本主義の個人主義でアメリカみたいになるのか? 金を積ん

だら何でもいいのか? 先生は知っていればそれで良いのか？“教育勅語”はいいことを言っているという

輩がいるが、天皇に仕えるようにと言っているのだ。 

戦後は“すべて”を捨ててアメリカに無条件降伏した。そこからずーっときている。誰も責任を取らな

かった。安倍はトランプに何を約束したのか。安倍は経済政策や森友や加計問題､桜を見る会など一切

の責任からコロナと言って逃げている。野党も何しとる！日本全体がおかしいよ。 

若者達は国の行く末を考えて安保闘争をやった。今若者はひどすぎる。しかし僕が子どもたちに体験

を話すとちゃんと考えてくれる。先生も泣いている。「一億総懺悔」論があって受け継ぎがちゃんとで

きていないんだ。世代によって切れていたものが体験談でつながるのか、通じてるなと思う。 
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純粋にひとりひとりに啓蒙して行くのが大事なんだ。損得を捨てて、僕らの戦争経験を生かして。 

原爆展を見に来るところからもう始まっている。コロナが落ち着いたら また 命ある限り頑張ろう。 

     

 

 

[原爆と大戦の真実]パネルより                                   戦争体験を受け継ぐ 

書籍紹介 

 

上 戦災孤児を描く N スペ
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ作家の手記 

幻冬舎新書 800 円＋税 
一般書店で販売中。 

中 戦争体験を中学生に語
った高林さんの手記 

下 上記手記の大人のため
の続編    

中･下は何れも頒価 300 円 
当会へお問合せ下さい。 
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学校とは何か                    上京（ 中学教員 / 48 歳 ） 加藤哲也 

京都市内の私立学校に勤務しております。新型肺炎感染拡大に伴い､３月当初から休校措置を実施。

その後､数日の登校日を除いて､生徒たちの元気な姿を学校では見ておりません。（普段生徒たちが元気

過ぎてかなわんなと閉口することがしばしばありましたが、、、今はさすがに寂しい感じがしています）  

私立であることから、数年前よりいわゆる ICT（情報通信技術）教育を取り入れ、また実践しており

ましたので、幸いにも今、話題のオンライン授業へも比較的スムーズに移行できました。  

静かな校舎の中で、PC やタブレットを何とか使いこなし、教材作成・配信そして生徒から返信され

た課題のチェックをしながら、様々にこの「コロナ禍」についても同僚たちと雑談を交わしたり、また

一人思いを巡らしたりしています。  

当たり前のことですが､「学校」とは､生徒､教職員を初め､学校生活を支えてくれる食堂の方々や清掃

スタッフの方々などの「人々」が多く集う場所です。 この休校期間中､生徒たちへの学習面では ICT で

何とか対応出来ているように思います。学習内容を精選し、出来るだけ簡潔にわかり易い教材を配信す

るように心がけています。 

しかし、今までの授業で当たり前だった生徒からの質問、生徒同士のおしゃべりそして生徒たちと私

たち、教員のくだらないやりとりという瞬発的な活動が全く失われました。最近、よく耳にする「失っ

てはじめてわかる日常のありがたさ」のフレーズの通りに、普通の授業（生活）の中で、ごく当たり前

であった”ワイワイガヤガヤ”とした空間での何気ないやりとりこそが生徒たちの成長でとても大切であ

ったことを思い知らされています。生徒がいない学び舎で「学校とは何か」をより深く考えるようにな

りました。  

私たち、教職員の働き方も大きく変わりました。段階的ではありましたが、出校日をシフト制とし、

在宅での仕事も可能となりました。担任の教員はオンラインを駆使し、随時、生徒の状況を把握しよう

としています。私は９時ごろに出勤し､遅くて４時頃には帰宅できるようになりました。（今までは通常

午前８時から午後８時の平均 12 時間勤務でした）  

子育て世代の同僚たちには、やっと家庭での育児を十分にできるようになったと、今の働き方は至極

好評です。 教員（社会人）となり､働き方について学ぶ機会の中で、「8 時間は労働､8 時間は休息､そし

て残り 8 時間は自分たちの自由な時間のために」という言葉を何度も耳にしました。 一体､そんなこと

が本当に多忙な教育現場で可能なのかと思っていましたが、20 年以上勤めた教員人生で､初めて､実体

験！！することができています。 

では一体、いままでの働き方･学校の労働の中で、なぜ長時間労働を強いられたのかを、しばし､この

余裕のある働き方の中で考え、何か無駄なものがあれば少しでも整理できないかと目論んでいます。  

昨年のこの時期は 即位に伴う大盤振る舞いの大型連休で「外へ外へ」と浮かれ気分を煽られていた

のに、今は、「家へ家へ」との大転換！この大きな落差を不思議な感覚で俯瞰しています。  

「コロナ禍のもとでの学校生活」の中で新たに見えてきた「学校とは何か」との問いに、今しばらく

向き合って過ごします。 

 

－追記－  この原稿も従前の働き方であれば、執筆をおそらく躊躇

したはずです。しかし､現在､心身ともに余裕があるためお引き受けす

ることができました。（今までの追われるような仕事のなかでは、物事

を考える時間などありませんでしたので） 
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「原爆と戦争展」で戦争させない力を 

                中京（京都原爆展を成功させる会代表/89 歳） 井上 雅博 

 

「世紀の転換期」と戦争の危機 

 「コロナ禍」で GAFAM（グーグル、アップル、フェースブック、アマゾン、マイクロソフト）

の株式時価総額の合計が東証一部上場企業 2170 社のそれを上回りました。（日経 5/16）まさに「世紀

の転換期」であります。約 250 年経過した資本主義の『生産力と生産関係」の矛盾は､幾多の戦争、

二度にわたる世界大戦を引き起こしてきました。「ビッグデータの活用」「イノベーション力」「研修

と市場の調査力」「AI･IT･5G」、「戦争は宇宙･小型核」へ、「生産のスクラップ＆ビルド」はどう現

われるか?「労働現場の変化」はどうか?  

 「コロナウィルス騒ぎ」で社会の実態がくっきりと浮かび上がってきています。世界は第 2 次リ

ーマンショックとコロナウィルス禍が重なり、倒産件数も当時を上回っているのに世界株価への影

響は僅少？ 暮らしは? 社会は? 失業が増大し、従来のすべての常識が通用しなくなり、人の意

識に大きな変化が現われる毎日です。人人は自主的な助け合いをスタートさせ、国･政府･地域･企業

を動かしつつあります。 

「トランプ世界恫喝外交」は世界で孤立 

 一方 トランプアメリカ大統領は戦争･恫喝に力を入れています。年頭、イランのソレイマニ司令

官虐殺･･あわや第 3 次世界大戦に? イランと世界の大反対で頓挫しました。世界危機に対して世界

は結束を求めているのに、コロナ禍に中国を挑発しているのも米国。気になるのは世界で孤立しか

ねない日本政府の姿勢です。コロナ禍中でも戦争できる国へ整備を進め、巨額の兵器購入、空母改

造、ミサイル配備…そんな兵器は､時がたてば役に立たない高い買い物です。 

 歴代アメリカ大統領ブッシュ、クリントン、オバマ、トランプは、闇の立役者と組んで、世界の

国々を次々と転覆、破綻に追い込んできました。「世界を敵に回す日米同盟の思想」は､太平洋戦争

で人人を犠牲に支配者の延命を図る遺伝子です。一億玉砕の思想も 徹底して民家を焼き払う原爆･

空襲も、「蒋介石を相手とせず」の日米開戦への近衛思想も、アメリカに降

伏･中国/ロシア蔑視の単独講和も支配階級の民衆敵視思想です。「原爆と戦争

展」は、このことを余すところなく証言しています。 

市場原理･新自由主義･アベノミクスが行き詰まる、「世紀の大転換期」を生

き抜く上で、この歴史的総括は極めて大切です。すべての運命を切り開く鍵

はここにあることを明らかにし、世界の人との団結を目指すことです。                 

 人人の意識が刻々と前進しています。世界の民衆の大団結によって戦争をさせない力を 団結の環

をさらに拡大しましょう！ 

◤全国に出されていた緊急事態宣言が漸く 5 月 14 日午後から 39 県に対し解除に、大阪･京都も 

部分解除していくという報道がありました。世界に激震が走り、各産業･学業そのほか人と人の関係 

は今後 大きく変容し続けると思われます。 ◤2000 年からの『峠三吉の原爆パネル』展。今年 2 月以降 

来たる 7 月に夏期展示企画を立てておりましたが、当面延期とせざるを得ない状況に…。 ◤多くの犠牲 

が出ています。今起こっている事は何で、社会関係のどこが大事で、どこがまやかしであったのかが脳裏を

巡ります。 ◤コロナショックの真実を見つめ、そこから各面の見直し･工夫をして 戦争体験の受け継ぎ 

と活用をして行きましょう。  ◤臨時号は続編を予定。ふるってご参加下さい。     事務局 竹下 
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