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主
な
内
容

◇核兵器禁止条約発効  ２
◇第32回総会で決まった事項  ３
◇中村桂子氏のオンライン講演会を聴いて（鈴木和仁）  ６
◇本の紹介「北の里から平和の祈り」（湯野暁子）  ７
◇他都府県の会報から  ８
◇エッセイ（武井弥生、瀬川敏明）  10

前会長　福 地 保 馬

　国連の核兵器禁止条約が、今年1月22日に正式発
効しました。1989年6月に発足した私たち「核戦争
に反対する北海道医師・歯科医師の会」も30年以上
にわたり、多くの反核運動─ヒバクシャの諸活動、
ICAN、NPT再検討会議など─の一端を担えたこと
が、私は嬉しくて、今年の年賀状には「今年は核兵
器禁止元年」と書きました。
　その一方で、寿都町、神恵内村での核ゴミ処分地
の受け入れは、残念な出来事でした。昨年の秋、寿
都町と神恵内村が「核のゴミ」の最終処分地選定に
むけた文献調査受け入れを決め、11月中には調査
が開始されてしまいました。年間の町税収入が2億
円程度しかない財政力の貧しい寿都町にとっても、
泊原発が隣地にできたために、努力いらずの原発交
付金が手に入り、使い道が困るほどのうまい汁を吸
っていた神恵内町にとっても、この選定調査を受け
ることによって入る交付金は、まさに「喉から手が
出る」ほどのものでしょう。国と電力資本のこの手
法は、原発を「絶対安全」といいながら、都市には
建てず、過疎地に建てて、立地自治体や産業を電力
会社のいいなりにしてきたのと同じやり方です。

　核ゴミの地層処分技術は、世界中のどこの国でも
確立していません。地盤強固で安定していると考え
られ地下処分が行われているフィンランドの岩盤も
10万年もの安全の保障はありません。このまま原
発政策をすすめる限り、核のゴミは溜まる一方です。
どう処分すればいいか、まだ人類は回答を持ってい
ません。安全な処分技術の目途がつくまで、人間の
目が届き、きちんと監視できるように原発敷地など
で地上保管することが必要でしょう。どう処理すれ
ばいいのかを決めるためには、何よりも原発の稼働・
再稼働、核燃料サイクル政策を、即時中止すること
が大前提です。今ある核ゴミの処分については、専
門的な研究、技術開発、民主的議論などを、日本だ
けでなく、国際的な共同・協力のもとにすすめてい
くことが必要です。
　世界には、まだ13,410発（2020年6月現在。うち、
米国5,800発、ロシア6,370発）の核弾頭が存在して
います。存在している限り使われる危険はあります。
さらに、核兵器に使われる恐れがある核物質（プル
トニウム、高濃縮ウラン）が1945年に日本に落と
された原爆の109,060発分、存在しています。これ

─核禁条約と核ゴミ処分に思うこと─

祝　核兵器禁止条約発効！

ペンで書きあらためよ
「核」を　絵筆で塗りつぶせ
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緑が批准国、黄緑は署名国（ウィキペディアから、2021年３月５日閲覧）

らの核物質は、軍事用の原子炉で作られるだけでな
く、非軍事用（研究、発電用）の炉でも作られます。
高濃縮ウランは減少傾向にありますが、プルトニウ
ムは増加しています。日本は、核燃料から分離した
プルトニウムを約46トン（長崎型原爆約8,000発分）
所有しており、ロシア、英国、米国、フランスに次
いで世界で5番目で、世界中のプルトニウムの約9
％にもなります（長崎大学核兵器廃絶研究センター
などによる）。これらの核物質から核兵器への転用
は可能であり、日本の多量のプルトニウム所有は、
世界から危険視されています。原発の運転は、核兵

　核兵器の保有や使用、威嚇や実験も全面禁止する
核兵器禁止条約（TPNW）が１月22日、批准50 ヶ
国で発効しました。条約はオーストリアやメキシコ
などが議論を主導し、2017年７月に国連で122 ヶ国
の賛成で採択されました。同年９月、署名開放され、
2020年10月には批准国が発効に必要な50に達し、
90日後の発効が決まっていました。
　条約は2021年３月現在、86 ヶ国が署名し、54 ヶ
国が批准しています。参加国が核の開発や保有に関
わっていない非核保有国であることをもって、実効
性を懸念する論調が見られますが、条約によって最
悪の非人道的兵器である核兵器が違法化されたこと
の影響は計り知れないし、「核兵器なき世界への重
要な一歩」（グテレス国連事務総長）であることは

器開発にもつながっているわけです。
　昨年11月に参加した「岩内・寿都の旅」では、岩
内町野束の丘にある「三行の希い」の碑にも立ち寄
りました。故郷・若狭に原発が群立する事態を批判
し、岩内を舞台にした小説「飢餓海峡」を書いた水
上勉と、長野県上田市に戦没画学生を慰霊する美術
館「無言館」を建てた窪島誠一郎父子の3行の言葉
が刻まれています。『「核」を　絵筆で塗りつぶせ　
ペンで書きあらためよ』と。核兵器も、核発電も、
世界平和と人びとのいのちをまもるためには、どち
らも不要、あってはならないものです。

間違いないでしょう。
　ここ１年以内には第１回の締約国会議が開かれる
見込みです。日本政
府には禁止条約への
署名・批准を求めま
すが、最低でも締約
国会議にはオブザー
バー参加することが
唯一の戦争被爆国と
しての責務といえる
でしょう。
�（事務局長　塩川哲男）

核兵器禁止条約発効！核兵器禁止条約発効！核兵器禁止条約発効！
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第32回総会で決まった事項
（2020年11月１日、北海道民医連会館＋オンライン併用）

2019年度活動報告と2020年度活動方針
１．2019年度活動報告（主なもの、2019/4－2020/3、順不同）
　⑴�第30回核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める
医師・医学者のつどい in 京都に塩川事務局長と
福原事務局次長、水尾仁志先生が参加した（19
年９月14－15日）。

　⑵�北海道原爆死没者追悼会に会員３名が参加（19
年８月６日、札幌市）

　⑶�会報の発行　第61号（19年10月１日）、第62号（20
年３月21日）、会報第31－60号までを合本した
ものを40部作成

　⑷�北海道医師会長瀬清会長と北海道歯科医師会藤
田一雄会長を表敬訪問（19年10月25日、12月５日）

　⑸�運営委員会を２回（19年５月27日、10月４日）、
事務局会議を１回（20年３月19日）行なった（い
ずれも道民医連会館）。

　⑹�新年会と学習会に16名参加（20年１月18日、札
幌市）

　⑺�核戦争に反対する医師の会（PANW、全国）第
15回全国大会に塩川事務局長が参加（19年６月
９日、東京）。同常任世話人会および運営委員
会に塩川事務局長が参加（19年５月12日、８月
18日、20年１月12日）

　⑻�「泊原発を再稼働させない北海道連絡会」の全
体会議（19年６月１日、11月17日）・学習交流
会（11月17日）に参加。

２．2020年度活動方針と活動計画
【活動方針】
　⑴�核兵器禁止条約の発効が確定された新たな情勢
のもと、全道の医師・歯科医師・学生のなかに「核
兵器と原発は21世紀の早い時期になくそう」の
世論を高め、ひきつづき会員の拡大につとめる。
とくに後継者となる若い層を重視しよう。

　⑵�全国の核戦争に反対する医師の会（PANW）に
結集し、IPPNW（核戦争防止国際医師会議）
や ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）の活
動に協力する。

　⑶�核戦争に反対する他団体との共同をつよめ、活
動の輪を広げる。

　⑷被ばく者の健康管理に協力する。
　⑸�憲法９条改悪の動きに反対し、「医療九条の会・
北海道」と連帯して活動する。

　⑹�あらたな被ばく者を生み出しうる原発の再稼働
や核のごみ持ち込みを許さず、原発のない社会

をめざす。
【活動計画】
１）会報の発行　　年２回（９月、３月）
２）�原爆死没者追悼会・反核医師のつどいなど各種
イベントへの参加・代表派遣

３）ホームページの定期的更新と充実

規約の改定について
＜提案＞　
　本会の略称を「道反核医師・歯科医師の会」から「北
海道反核医師・歯科医師の会」に改める

＜改定の理由＞　全国でも道内でもより理解されや
すい略称にするため

2020年度役員・名誉会員
【会長】
　上野　武治（北大名誉教授）

【代表委員】
　伊古田明美（勤医協中央病院内科）
　大倉　秀顕（北愛歯科クリニック、札幌市）
　川島　亮平（勤医協札幌西区病院）
○北川恵以子（札幌こぶしクリニック）
　鈴木　　頌（札幌市在住）
○�武井　弥生（余市協会病院地域医療国際支援センター）
　芳賀　千明（道北勤医協一条通病院整形外科、旭川市）
　平野　哲夫（市立札幌病院腎移植外科）
　松崎　道幸（道北勤医協旭川北医院）
　吉岡　　猛（道東勤医協釧路協立病院）

【事務局長】
　塩川　哲男（勤医協札幌西区病院）

【事務局次長】
　福原　正和（札幌市医師会夜間急病センター）

【監事】
　三浦　　彌（三浦メンタルクリニック、札幌市）
　峯廻　攻守（札幌西円山病院）

【名誉会員】
　福地　保馬（北大名誉教授）
　牧田憲太郎（牧田病院、札幌市）

（五十音順、敬称略、○は新）
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３）収支決算
19年決算 18年決算 17年決算 16年決算

収 入 合 計 1299576 1291015 1483770 1460072
支 出 合 計 867500 828944 882289 694303
次 年 度 繰 越 432076 462071 601481 765769
つ ど い 基 金 79534 0 0 269164

2019年度決算報告と2020年度予算
１．2019年度決算報告
【一般会計】

２）支出の部
19年決算 19年予算 18年決算 17年決算

総 会 費 用 289320 270000 267040 349740
印 刷 費 269623 300000 277723 273554
郵 送 事 務 費 101085 95000 92711 86071
振 込 手 数 料 20200 12000 9210 9610
渉 外 費 67392 100000 80840 110002
つ ど い 補 助 0 0 101420 53312
30 周 年 会 報 合 本 119880 80000
予 備 費 165071
合 計 867500 1022071 828944 882289

振込手数料値上げ

１）収入の部
19年決算 19年予算 18年決算 17年決算

前 年 度 繰 越 462071 462071 601481 765769
会 費（ 20 年 度 含 ） 727500 550000 655000 653000
雑 収 入（ 募 金 等 ） 110005 10000 34534 65001
銀 行 利 息 0 0 0 0
合 計 1299576 1022071 1291015 1483770

塩川 Dr より合本代募金あり

４）財産目録
19年決算 18年決算 17年決算 16年決算

現 金 0 210300 0 96500
郵 便 局 502591 242757 592467 929419
銀 行 9019 9014 9014 9014
合 計 511610 462071 601481 1034933

財産は一見増えているが20年度会費も含まれ16年度に比べかなり減少
IPPNW世界大会に派遣するには要検討

単 年 度 収 支 79534 -101420 -322476 177700
つどいに塩川 ･水尾 ･福原Dr 参加

IPPNW世界大会派遣が無かったため黒字収支となる

19年決算 18年決算 17年決算 16年決算
前 年 繰 越 0 0 269164 91464
募 金 合 計 238000 270000 264000 238000
Ｉ Ｐ Ｐ Ｎ Ｗ 0 200000 530000
つ ど い（ ３ 名 ） 158466 171420 56476 60300
剰 余 金 79534 -101420 -53312 269164

【つどい・IPPNW 関連決算】

１）収入の部
20年予算 19年予算 18年予算 17年予算

前 年 度 繰 越 432076 462071 601481 765769
会 費 500000 550000 550000 550000
雑 収 入 （募金等） 10000 10000 10000 10000
銀 行 利 息 0 0 0
合 計 942076 1022071 1161481 1325769
つ ど い 基 金 79534 0 0 269164

２．2020年度予算
【一般会計】

20年分既に支払会員多く会費は低く見積もり
２）支出の部

20年予算 19年予算 18年予算 17年予算
総 会 費 用 10000 270000 250000 250000
印 刷 費 270000 300000 300000 300000
郵 送 事 務 費 100000 95000 80000 80000
振 込 手 数 料 20000 12000 10000 10000
渉 外 費 80000 100000 100000 100000
つ ど い 補 助 0 0 0
30 周 年 記 念 誌 合 本 0 80000
予 備 費 462076 165071 421481 585769
合 計 942076 1022071 1161481 1325769

郵便 ･振込料値上げ考慮
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核兵器禁止条約の発効確定を歓迎し、日本政
府に署名・批准を求めます

高レベル放射性廃棄物最終処分場文献調査応
募は撤回を

日本学術会議への違法な人事介入をやめ、推
薦者全員を任命するよう求めます

　今年は原爆被爆と終戦から75年という節目の年です。核不
拡散条約（NPT）発効から50年でもあり、今年春に開かれ
るはずだったNPT再検討会議は新型コロナウイルス感染症
（COVID－19）の世界的蔓延のため延期となり、原水禁世界
大会も史上はじめてオンラインで行われました。軍事力は
COVID－19には全く無力で、逆に医療資源のマイナスになる
ことが誰の目にも明らかとなりました。
　2017年７月に国連で122 ヶ国の賛成で採択された核兵器禁
止条約は、この10月24日、批准国が50に達し、来年１月22日
に発効することが確定しました。核兵器の使用はもちろん、
開発、実験、生産、保有から威嚇まで違法化し、核兵器に「悪
の烙印」を押す画期的な国際条約です。2021年中には第１回
締約国会議が開かれる見込みになっています。
　本会もこの歴史的な達成を心から歓迎するものです。しか
し、日本政府は核保有国や他の核依存国とともに、一貫して
禁止条約に背を向けています。ノーベル平和賞を受賞した核
兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）のベアトリス・フィン
事務局長は「日本がこの条約に加われば、世界にとてつもな
い衝撃を与える。その決断は、核保有国の姿勢を擁護してい
る他の国々が核兵器を拒絶する引き金になる」と述べていま
す。
　日本がゴールとして核兵器廃絶をめざす、そして核保有国
と非保有国の「橋渡し役」として国際社会をリードするとい
うのであれば、今こそ核兵器禁止条約に署名・批准をして核
依存国に働きかけていくべきではないでしょうか。
　被爆者の悲願でもある核兵器廃絶が実現するまで、本会も
取り組みを続けていきます。

2020年11月１日
� 核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の会　第32回総会

　核発電所（原発）から出る高レベル放射性廃棄物（核のご
み）の最終処分場誘致につながる文献調査への応募を片岡春
雄寿都町長が行い、高橋昌幸神恵内村長も国の文献調査申し
入れを受諾する文書を提出、この11月にも文献調査が始まろ
うとしています。
　このたびの両自治体からの応募について北海道議会は10月
２日の本会議で、「（2000年に制定されたいわゆる『核ぬき条
例』の）制定趣旨を十分踏まえ、幅広い関係者の間で客観的
な根拠に基づく冷静な議論が、透明性の高い形で行われるこ
とを求める」決議を全会一致で採択しています。寿都町には
黒松内低地断層帯があり、神恵内村のほとんどは経済産業省
が2017年に示した「科学的特性マップ」で「好ましくない」
地域にあたり、この地域に処分場を造ることは無謀と言わざ
るをえません。
　高レベル放射性廃棄物の深地層処分は、人が近づけないほ
ど放射線量が高いガラス固化体を地下300m以深の深地層に
埋設するという危険かつ困難な事業です。この事業は、処分
地となった自治体住民のいのちと暮らしを危うくし、周辺自
治体や後志管内に危険と風評被害を広げ、ますます地域の衰
退を招くことでしょう。
　処分地選定プロセスを定めた特定放射性廃棄物最終処分法
には「撤回の規定」がないので途中で簡単にやめられず、国
もいったん手を挙げた市町村を簡単に手放さないことは目に
見えています。
　北海道新聞社の全道世論調査では、文献調査実施への反対
派は66％に上り、多くの道民が核のごみを地中に埋める地層

　菅義偉内閣総理大臣は、日本学術会議からの新会員105人
の推薦に対し、６人を理由も明らかにしないまま任命拒否し
ました。日本学術会議は、第２次世界大戦に科学が協力した
ことの反省に立って、1949年に設立され、「学者の国会」と
も呼ばれます。「独立して職務を行う」（日本学術会議法第３
条）と規定されています。だからこそ、1983年に投票による
公選制から現在の任命制に変更された際も「政府が行うのは
形式的任命にすぎない」（中曽根康弘首相＝当時）とされて
きたのです。今回の任命拒否は、学術会議の独立性を侵し、
憲法第23条が保障する学問の自由に対する乱暴な介入という
前代未聞の違法行為と言わざるをえません。
　任命しない理由が「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点
で」として具体的に明らかにされていないことも大きな問題
です。本人の政治的な発言や行動により、任命を拒否したの
であれば、任命権を盾に、学術会議を政権の意のままになる
機関へ変質させることを意図したものとして、看過できるも
のではありません。今回は人文系の学者６人が拒否されまし
たが、新型コロナウイルス対応あるいは原発の再稼働や廃棄
物処理などの問題で政府の方針に異論や批判的見解を述べる
自然科学系の学者が次の標的とされない保証はありません。
　その後、菅総理は「99人の名簿しか見ていない」と発言し
ていますが、それが事実であるなら、今回の学術会議会員の
任命は、推薦に基づかない任命となり、「推薦に基づいて、
内閣総理大臣が任命する」とした日本学術会議法第７条第２
項に反する法律違反となります。菅総理に代わって６人を除
いたのが誰であれ、任命権のない者に任命を委ねて、見てい
ないと開き直る菅総理の責任は重大です。
　さらに学術会議のあり方に問題をすり替えたり、解体すら
主張する一部の議論もあり、これらは論外と言うべきもので
す。
　私たちは自然科学と社会科学の両面に立脚する医師・歯科
医師の会として、このたびの菅政権による日本学術会議への
人事介入につよく抗議し、任命拒否された６人に対して総理
は謝罪し、直ちに任命することを求めるものです。また、北
海道から選出されている会員・連携会員の先生方におかれま
しては、政府の干渉に負けずに自主性を貫いてくださるよう
心から要望いたします。

2020年11月１日
� 核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の会　第32回総会

【特別決議①】

【特別決議②】

【特別決議③】

処分の安全性に疑問を感じていることが明らかとなっていま
す。北海道を核のごみ捨て場にしないために、両首長は文献
調査応募をただちに撤回することをつよく求めるものです。

2020年11月１日
� 核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の会　第32回総会
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中村桂子先生の
　　オンライン講演会を聴いて

鈴木　和仁

　「核戦争に反対する北
海道医師・歯科医師の会」
総会（2020年11月１日）
に久しぶりに参加しまし
た。今回オンライン併用
での総会開催であったこ
とで参加が可能となりま
した。参加する条件が拡
がりますので、是非次回
以降もオンラインを併用していただければありがた
いです。
　総会は予定された議案がすべて採択されて終了
し、その後引き続きオンライン講演会が開催されま
した。長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授の中
村桂子先生による「被爆75年　核兵器をめぐる情勢
―核兵器禁止条約を中心に」ついての講演で、主催
は全国反核医師のつどい実行委員会。
　今年１月22日に発効した「核兵器禁止条約」によ
り核兵器が非合法化されたことは、「核兵器の終わ
りの始まり」ではあるが、一方で世界の核弾頭数は
依然として13400発を越える数が保有されており、
存在する限りは使われる可能性があり、その脅威は
全世界的であると指摘しました。また米国の科学者
たちが核兵器の脅威などを考慮して地球滅亡までの
時間を示す「終末時計」は、史上最短の「残り100秒」
まで迫ってきていることが強調されました。次に条
約の特徴点が解説されました。
①�核兵器を「非人道的兵器」と認定し「悪の烙印」
を押した
②�核兵器の開発・実験・保有・使用・使用すると威嚇す
る事などあらゆる活動を禁止した

③�被爆者・核実験被害者の「苦難」と「努力」に言及し、
その権利を認定した
④核保有国の核兵器廃絶への道筋を示した
　これらにより、核抑止力に依存することの正当性
を崩し、核兵器保有国と「核の傘」に依存する国へ
核兵器廃絶を迫るツールを確保したことになるこ
と、またすでに生物兵器・化学兵器・対人地雷・クラ
スター弾を禁止する国際条約が存在する一方で、核
兵器を禁止する国際条約が作られていなかったこと
の異常さが強調されました。さらに、この条約の成
立を受けて、核兵器製造企業への投融資禁止を求
める動きが全世界で高まっており、日本でも三菱
UFJ ファイナンシャルグループが「環境・社会ポリ
シーフレームワーク」の改訂を発表し、非人道兵器
製造企業に対するファイナンスを禁止したことが報
告されました。
　最後に今後の課題について、核抑止力に依存する
約30カ国と核兵器に依存しない政策をとるその他多
数の国々とのせめぎ合いになること、核兵器廃絶に
より教育・環境・食料・水・エネルギー確保に必要な資
金を獲得できること、偶発的な事故や誤算による核
兵器の使用により全世界が壊滅的な打撃を受けるの
はコロナ禍以上に重大であること、などを全世界の
共通認識とする事の重要性が強調されて、講演が終
了しました。
　大変わかりやすい説得力のある講演でしたが、全
国での参加者が140名弱であったことが少し残念で
した。オンラインで視聴出来るので、原水禁大会参
加者などに参加を呼びかける必要があると感じまし
た。
� （道北勤医協一条通病院内科）

第32回総会（2020年11月１日）に臨席いただいたご来賓

◇北海道被爆者協会　事務局次長　北明邦雄

同総会にメッセージを寄せていただいた団体
◇核戦争に反対する医師の会（全国）代表世話人
　中川武夫　原和人　飯田哲夫

� （敬称略）

中村桂子氏

北明邦雄氏
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　この絵本は札幌市白石区にある原爆資料館「北海
道ノーモア・ヒバクシャ会館」に展示されているマ
リア像を題材に被爆者の思いや会館設立の歩みが描
かれており、マリア像は長崎で被爆した三笠市の久
松信行さん（故人）により寄贈されたものです。絵
本作家こやま峰子さんが会館を訪れ、首の折れた20
センチほどのマリア像に目を奪われ着想されまし
た。被爆から75年余が流れ、被爆体験と平和への願
いを次代へ継承するためのプロジェクトとして取り
組まれたこの絵本の製作は、クラウドファンディン
グで費用の半分以上を寄付でまかなっています。
　漢字全てにふりがながふってある上、北星学園大
生による英訳も併記されおり、多くの年代の日本人
だけでなく国外へも発信できる絵本になっていま
す。藤本四郎さんの優しく温かな絵は、人々の平和
への願いと希望にあふれています。私は、主人公の
被爆者まり子が悩んだ末に結婚し我が子を抱く姿
に、長崎平和推進協会が発行した「原爆被爆記録写
真集」に収録されている、「治療の順番を待つ母子」
を思い出しました。子供の頃に住んでいた家の階段
下収納の扉に貼ってあったその写真は、幼い私には
ただ恐ろしく、一人で前を通ることが怖かった記憶
しかありません。母になった今、その写真の母親に
悲しみと絶望の奥にある深い愛情を感じ、平和への
願いをいっそう強くさせられます。
　広島や長崎の原爆資料館には何度も訪れたことが

「北の里から平和の祈り ノーモア・ヒバクシャ会館物語」

　世界破滅の時を午前０時と想定して、終末まで
のカウントダウンを表した「世界終末時計」は、
毎年の世界情勢を反映して残り時間が見直されて
きました。2021年１月に発表された時刻の見直し
では、昨年と同じく秒単位の「残り100秒」と発
表されました。これは1947年の開始以来、最短の
時間です。
　残り時間を発表しているのは、米国の科学誌「ブ
リテン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ
（BAS）」。同誌のレイチェル・ブロンソン代表は、
新型コロナウイルスでさえ、文明を消滅させうる
脅威ではないが、科学に基づかない各国の対応や
国際協力の機能不全は核兵器や気候変動という、
より巨大な人類存亡の脅威に対応できないかを示
し、「パンデミックは歴史的な警鐘だ」と述べま

した。
　昨年の米国大統領選を受けたトランプからバイ
デン大統領への政権交代を「前向きな進展」とし
たものの、まだ実質的な前進はないとして、終末
時計の針はそのまま据え置かれました。また、１
月に発効した核兵器禁止条約への言及があり、す
べての国にこの条約への協力と歩み寄りを呼びか
けています。

「終末時計」今年も最短の残り100秒

書評

ありますが、北海道に原爆資料館があることをお恥
ずかしいことに知りませんでした。機会をつくって
訪れたいと思います。
（勤医協中央病院糖尿病内分泌・腎臓病センター
� 湯野暁子）

北海道新聞社
大型本　32ページ
2020年６月
2000円（＋税）
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新潟（ニュース第₇₆号＝2020年8月、第₇₇号＝
2021年１月、Ａ４版横組６頁）
　核戦争に反対する新潟県医師・歯科医師の会ニュ
ース76号の冒頭には谷田部雄二代表世話人の恒例の
巻頭挨拶があり、「新型コロナウイルスの中での核
廃絶運動」と題して、「原水爆禁止運動は困難な状
況の中でも、さらなる創意を発揮してその使命を果
たすことが期待できるでしょう」と述べています。
77号では谷田部代表世話人の「核兵器禁止条約の批
准50 ヶ国到達を歓迎する」という挨拶のなかで「核
保有国や日本政府がどう振る舞おうと核兵器廃絶へ
の新しい段階へ入ったのは確か」で、「国民の声に
真摯に向き合い条約の批准にむけて努力する政府を
作るために頑張りたい」とまとめています。
　また、原発関連として「柏崎刈羽原発７号機の再
稼働を許すのか」という記事のなかで、３年ぶりに
県の原子力発電所事故に関する検証総括委員会（池
内了委員長＝名古屋大学名誉教授）が開催されたこ
と、東京電力や地元の柏崎商工会議所は再稼働の早
期実現を目指しているが、総括議論はこれからだと
強調されています。

和歌山（ニュース第₉₃号＝2020年10月1₄日、Ｂ５
版縦組４頁）
　核戦争防止和歌山
県医師の会ニュース
第93号は、昨年７月
18日にリアル開催さ
れた第32回総会につ
いて報告。総会後の
記念講演として「き
のこ雲の下で起こっ
ていたこと―オーラ
ルヒストリーとして
伝える」と題して、
元TBSアナウンサーの久保田智子氏（写真）が講演、
定員を設けたなか、47人が参加しました。
　また、「Don't�Bank�on�the�Bomb（核兵器にお金
を貸すな）」キャンペーンの取り組みとして、８月

　本会事務局には、全国各地からニュース・会報等が届きます。コロナ禍でも全国で奮闘されてい
る仲間の活動の一端をご紹介します（発行日順）。どの会報も核兵器禁止条約の発効に関して大き
く取り上げられていることが特徴です。

● 他都府県の会報から （2020年８月－2021年２月）

23日、大阪市内で近畿反核医師懇談会が市民公開で
中央大学の目加田説子教授による講演「"ESG 投資
" で核なき地球へ」と同会が行った「核兵器製造企
業への融資に関する全国金融機関アンケート」の結
果が発表されました。
　「Don't�Bank�on�the�Bomb」のホームページは北
海道反核医師の会のホームページからも簡単にアク
セスでき（バナーあり）わかりやすい動画もアップ
されていますので、ぜひ一度、訪れてみることをお
勧めします。

東京（ニュース第11₄号＝2020年10月2₃日、11₅号
＝2020年12月2₈日、Ｂ５版横組12－1₆頁）
　核兵器廃絶・核戦争防止東京医師・歯科医師・医学
者の会のニュース114号では、ピース・ドクターのコ
ーナーに中村洋一先生（中村診療所長・東京保険医
協会副会長）が登場、医師として平和の大切さを意
識し、反核活動への関心を持つきっかけになった父・
中村実郎先生について語られています。実郎先生は、
広島の原爆投下直後に医学生として現地入りし、必
死で救護にあたったそうです。115号では2020年の
活動報告と2021年の活動方針（案）が掲載され、１
月の総会への参加が呼びかけられています。

愛知（反核医師ジャーナル第₈₃号＝2021年１月22
日、Ａ４版縦組６頁）
　核戦争に反対する医師の会・愛知の「反核医師ジ
ャーナル」第83号はやはり核兵器禁止条約発効を祝
い、日本政府に署名・批准を求める新しい署名運動
に取り組むことが１－２面で取り上げられていま
す。また、被爆者相談会に同会世話人でもある棚橋
千里医師（病理科）を派遣し、「『ぎんさん』から健
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● 他都府県の会報から

康長寿を学ぶ－きんさん・ぎんさんが元気で長生き
できたワケ」のテーマで講話、ほかにも何人かの反
核医師の会の会員が講師を担当したことが述べられ
ています。

千葉（ニュース第112号＝2021年１月2₅日、Ａ４
　版縦組８頁）
　反核医師の会ちば―核兵器廃絶と脱原発―ニュー
スはＢ５版からＡ４版へと大きくなって、目にもや
さしくなりました。各県の会報のなかでも東京に続

いて最多の発行数を誇っています。トップで核兵器
禁止条約の発効を伝えるメディアの紙面が紹介さ
れ、発効を歓迎し、日本政府に署名・批准を求める
川村実・前島明両代表世話人による声明が掲載され
ています。コロナ禍のため、集まって行う総会を取
りやめ、議案書を会員に送り、質問・意見を募った
上でまとめられた「19年度活動のまとめと20年度方
針」が掲載されています。
� （文責　塩川哲男＝事務局長）

左上から時計回りに、新潟、和歌山、東京、愛知、千葉
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〈エッセイのコーナー〉

　2011年３月下旬、医療視察に行っていたアフリカ
中央共和国から成田に帰ってきた。ターミナルビル
や地下鉄の駅の暗さに驚く。出国時のあのまばゆい
照明はなんだったのだろう。同国のカフェの衛星テ
レビでみた大津波が、非情な現実となった瞬間であ
った。地下街の異様な暗さはしかし後にも先にもこ
れが一度きり。あれから10年、地下街もどこもかし
こも隅々までこうこうと灯がともり、ここ北海道の
零下の外気を全く感じさせない市役所やデパート内
の温かさ。
　1965（昭和40）年、初の原発が東海村に設置され
る４年前と比べると日本の消費電力は5．5倍（2017
年）と増加し、我々の生活は明るさ、温かさ、涼し
さ、簡便さを享受している。しかしそのエネルギー
自給率は12％で我々の快適な生活は輸入した石油な
どを燃やして得られている。医療施設は別としても、
冬の外套を着込んで訪れる市役所などは室温をもう
少し落として職員がシャツを一枚余計に着るという
案は、温暖化を防ぐためにも、この国にはもうない
のだろうか。
　当然の権利として追い求める快適な生活を保障す
るのが原発の稼働理由の一つとされるのなら、健康
な我々は少々不便を覚悟して、原発に反対する必要
があるのではないだろうか。原発はアフリカ大陸に
は一つしかなく、同大陸の CO2 排出量は日本とほ
ぼ同量である。そんなアフリカで暫し暮らした。そ
こで見習い、実行していることのいくつかをここに
記させて戴きたい。2019年暮れ東アフリカにも異常
気象による洪水が報道され、ウガンダの村でも乾季
に雨が降り、農作物や日干し煉瓦に悪影響を与えて
いる。CO2 排出量世界第５位の我々の行動は遠い
アフリカにも及んでいることを知ってほしい。

　30年前に訪れたアフリカの地エチオピアでも、現
在通い続けているウガンダでも行く先に電気は通っ
ていない。炊事、洗濯、掃除、農耕全て手作業であ
る。水は汲んでこなければ手に入らない。手を洗う、
水を飲む時、手の平をすぼめ底にし、指を丸めぴっ
たり密着させて水を受け、一滴も無駄にしない。
洗濯
　エチオピアでは、天気の良い週末は戸外の洗濯日

和。バケツの水面がキラキラ輝く中でざぶざぶ洗っ
て干すと、ポタポタ雫が垂れていても午後には見事
に乾く。マラリアが蔓延する雨季でなければ楽しい
仕事であった。タンザニアの難民キャンプの給水所
は、隣国から逃れてきたコンゴ人女性たちが、桶一
杯の洗濯物を持ち込み、洗濯のついでにおしゃべり
に花を咲かせ、子供たちは水遊び。手洗いは洗濯物
が綺麗になっていく様子が分かるし、石鹸も水も節
約できる。絞るには手指や手のひら、腕、上体全部
を使うので、洗濯後の夜は即快眠である。外来で睡
眠薬を常に希望されるご婦人方に提案をしてみる
「一度手で洗濯したら？お薬なしで入眠できるかも」
と。でも怪訝そうな表情で見つめられ、実行してく
ださった方はいない。
室温
　赤道直下のウガンダでは30度を超し日差しは皮膚
を刺すようであるが、木陰や小屋の中に入ると涼し
く過ごせる。夏の東京では冷房つけず、窓と扉を開
放してしのいだ。都心の熱気が窓から流れ込み、同
僚達の冷房のきいた研究室が並ぶ廊下を通りぬけ
た。今東京から戻って２度目の北海道の冬、着込み、
湯たんぽを活用している。100年前に四国から陸別
に移住した蘭方医関寛斉、帯広の晩成社の人々、チ
セに住んでいたアイヌ民族を思いつつ。
食器洗い
　30年前、熱帯医学のタイ研修で滞在したバンコク
の食べ物屋台の陰で二つの桶を使って食器を洗って
いた。難民キャンプでたらいの汚れを赤土をふりか
けこすって落としていた。私も油分はリサイクルの
紙で拭いたり重曹を使い、石鹸水と水をためた二つ
の洗い桶で順番に洗う。
調理法
　食文化研究家、エコロジストの魚柄仁之助氏の勧
める、一つの鍋で煮物と蒸し物の同時調理法＝沸騰
後に火を止め鍋を布でくるむ余熱保温調理を実行し
ている。詳細は次頁の著作を参照の事。ウガンダの
村の女性は、落花生もゴマも平たい大石の上で丸石
に渾身の力をこめて擂る。私は擂り木に満身の力を
こめる。
プラスチック
　国内外の旅行時、自分で出したプラスチックごみ
は自宅に持ち帰り分別に出す。いくら沢山でも１キ
ロにもならない。ごみ処理システムの不十分な国に
置き去りにするよりは、資源ゴミとして一応処理可
能な日本に持ち帰るのがささやかな恩返しと考える。

　教職中、SDGs（持続可能な開発目標）の講義な
どで話した直後でさえ、学生は夏も冬も推奨室温を
逸脱した室温にし、便座温度を常に最高位へ設定す
る。実行に移すことの困難さを身に染みているので、

武 井 弥 生

原発稼働をさせないため、
かつ温暖化も防ぐため
― 簡便利便な生活への誘惑にあらがう、

アフリカ・東南アジアでの経験
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〈エッセイのコーナー〉

　アコーディオンが奏でるもの悲しい旋律が道に流
れていました。昭和30年代、私が小学校に入学する
前の年、母と縁日に出かけた時のことです。傷痍軍
人さんと呼ばれる白装束に松葉づえや義肢を携えた
数名が通行人に涙金をせびっている光景でした。
　私が立ち止まって怪訝そうに見ていると母は日本
が戦争に負けたこと、広島に原子爆弾が落とされた
ことを教えてくれました。それが核兵器と私の最初
の邂逅です。
　京都で生まれ育った私ですが、小学校に入学する
と図書館に通じる廊下に投下直後の広島と長崎の写
真が展示されていました。人間がこんな風になるの
かと強い衝撃を受け、それからは怖くて眠れない日
が続き写真の前を通るのを避けるようになりまし

この駄文がどれほどの共感を得るかわからない。で
も、スウェーデンのグレタさんの大人に対する怒り

には共感して頂けると思う。自分にできる事をする
しかないと再確認して終わりとする。
　最後にこの発表の機会を与えてくださった塩川哲
男先生に深謝します。� 　2021．2．20記
 （余市協会病院地域医療国際支援センター）

【参考資料】
・�ホームページ：関西電力、日本電子力産業協会、NHK
クローズアップ現代 2019．9．26､ 全国地球温暖化防止
活動推進センター

・�YouTube:�Greta Thunbert's message to the Davos�
Agenda 2021

・�魚柄仁之助著作「うおつか流台所リストラ術―ひとり
ひとつき9000円」1994　農文協

　�「うおつか流食べつくす：一生使える台所術（かんがえ
るタネ）」2020　農文協

₂₀₂₁年４月以降の主なイベント
◆５月29－30日　医学生フィールドワーク（予定、広島）
◆６月13日　　　核戦争に反対する医師の会（PANW）第17回全国大会（東京）
◆６月－７月　　本会第33回総会（予定）
◆８月　　　　　NPT再検討会議（ニューヨーク）
◆８月２－９日　原水爆禁止2021年世界大会（広島、長崎）
◆８月６日㈮　　北海道原爆死没者追悼会（札幌）
◆10月30－31日　第31回核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める医師・医学者のつどい（千葉）

瀬 川 敏 明

母との想い出
た。そして半世紀が過ぎた今でも毎年８月６日が近
づく度に気が重くなる日々が続いています。
　原子爆弾という存在が私に与えた影響は大きく、
大人になってからは怖いもの見たさにアインシュタ
インの相対性理論や素粒子論に夢中になりました。
半減期45億年という安定したウラン原子でも中性子
１個を捕獲すると原子爆弾の材料となるプルトニウ
ムへと変遷します。天然にあるウラン鉱から莫大な
エネルギーを取り出せると知ったとき、人類の犯し
た過ちは最初に兵器として使用し、次にプルトニウ
ムの制御法も稚拙なまま原子力発電へと邁進してい
ったことでしょうか。
　さて新型コロナウイルスを人類は制圧できるので
しょうか。私共もワクチンの準備を進めていますが、
何やら日本中でワクチン争奪戦が勃発しそうな雰囲
気です。95歳の母は施設入所中ですが面会もままな
りません。亡き母との想い出になっていなければい
いのですが。
� （鶴居村立診療所）

通訳を介しての外来風景（1993年頃）
現エチオピア連邦民主共和国（当時はエチオピア人民民主
共和国、シダモ州）
壁の絵カードはN園お茶漬け海苔付録の東海道五十三次。
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会員の動き（2020年９月～ 2021年２月）

【入会】
　岩隈　勉　　脳神経外科
【退会】
　なし
� （敬称略）
　会員数は２月末現在で134名（うち準会員＝学生
０名）となっています。また、正会員134名のうち、
医科は130名、歯科は４名となっています。

活動日誌（2020年９月～ 2021年２月）

【９月】
　19日　�第18回泊原発を再稼働させない北海道連絡

会全体会議（塩川事務局長、エルプラザ）
　27日　�全国反核医師の会第16回全国大会および常

任世話人会（塩川事務局長、ネット参加）
　30日　会報第63号発行
【10月】
　２日　第63回運営委員会（道民医連）
　５日　�核のゴミ受入れに反対する声明を寿都町

長・神恵内村長・北海道知事に送付
【11月】
　１日　第32回総会（道民医連、Zoom併用）
　14日　�第19回泊原発を再稼働させない北海道連絡

会全体会議（塩川事務局長、ネット参加）
2021年
【１月】
　17日　�全国反核医師の会常任世話人会（塩川事務

局長、ネット参加）
　23日　�第20回泊原発を再稼働させない・核ゴミを

持ち込ませない北海道連絡会全体会議（塩
川事務局長、札幌エルプラザ）

事務局から

▼まもなく新年度になりますので、年会費の納入を
お願いいたします（同封の振込用紙をご利用くださ
い）。カンパも歓迎します。
▼住所や勤務先、メール・アドレスが変わった場合
はぜひ本会にもご連絡ください（E-メールは本会ホ
ームページからどうぞ）。なお、経費節約のため、
民医連勤務の先生方には原則として勤務先に印刷物
を送付しておりますが、自宅への配送を希望の先生
はその旨ご指示ください。

編集後記
▼会報第64号をお届けします。
▼昨年から１年以上新型コロナウイルス感染症のた
め閉塞感の強い生活が続いています。３月に医療関
係者からワクチン接種が開始されますが、その効果
が現れるまでまだ一定期間は必要でしょう。３月11
日で福島第一原発事故から10年になります。あれだ
けの被害を出し、復興も十分でない状況で原発再稼
働が始まっています。私たちはあの事故から何を学
んだのでしょうか。無力感に襲われます。こんな中
で明るい話題は１月に世界52カ国が批准して核兵器
禁止条約が発効したことでした。その実効性に疑問
を呈する見方もありますが、まぎれもなく核兵器の
ない世界に繋がる希望の光に思えます。（K）
▼延期されていた2020年度総会を11月１日に Zoom
併用で行い、20名近くの参加で成功させることがで
きました。北海道はとにかく広いので、今後も ICT
を上手に活用していきたいと思います。個人的には
オンライン飲み会はどうも受け付けないので、マス
クなしで飲食・歓談できる日が早く来ることを心待
ちにしています。（S）

規　約
1989年６月４日制定
1990年６月10日一部改正
1994年７月10日一部改正
1995年６月11日一部改正
2001年６月24日一部改正
2015年７月４日一部改正
2020年11月１日一部改正

１．�本会は、「核戦争に反対する北海道医師・歯科医師
の会」（略称「北海道反核医師・歯科医師の会」、英
名 Hokkaido�Physicians�and�Dentists�Against�Nuclear�
War）と称し、事務所を札幌市内におく。

２．�本会の目的は、核戦争に反対し、核兵器廃絶のために、
ヒューマニズムにもとづき、医師として可能な限り努
力を払うことにある。

３．�本会は、会の目的に賛同する全道の医師・歯科医師に
よって構成する。医学生および歯学生は準会員とする。

４．本会は、次の事業を行なう。
�（イ）�他都府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ、「核

戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の活動に協力する。
�（ロ）�核兵器完全禁止署名への協力。

�（ハ）�原子力発電に反対し、原発のない社会をめざす活動
に協力する。

�（ニ）�そのほか、核戦争の悲惨さを訴え、核兵器完全禁止
をめざすために研究会、講演会、出版などの活動を
行なう。

５．�本会は、特定の政党または宗派のための活動は一切行
なわない。

６．�本会に、会長と若干名の代表委員と監事および事務局
長、事務局次長をおく。会長、代表委員と事務局で運
営委員会をつくり、規約に従って活動を行なう。

７．�本会に功績のあった会員は名誉会員となることができ
る。名誉会員は運営委員会で推薦し，総会の承認を受
けるものとする。名誉会員の会費は免除する。

８．本会の会費は、会費および寄付金をもって充てる。会
費は年額5,000円、準会員は1,000円とする。ただし、
年度後半の入会の初年度会費は半額とする。会計年度
は４月１日から翌年３月31日までとする。

９．�本会は、年１回以上、総会を行なう。総会の議決は出
席者の過半数をもって行なう。

10．本規約の変更は総会で行なう。


