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上記の本の「おわりに」（276か）のところに、次の文章がある。

核兵器‾は人類の発明した最悪の兵器だと思っていた。吾かし、2003年11月にワシントンDC郊外の自宅を訪問した時、

ラルフ・ラップ博士はさらに強力な兵器の存在を教えてくれ藍　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　‘“

それは、クランプア祥・スタンプ（d蟹急追虞stamp・機密印）である。マンハッタン計画　に

従事していた時、　物理学者ハンス・べ－テ博士は

「クラシファイド・スタンプは人類の党閥した最も強力な兵碁である」と

ラップ博士に語った。ラップ博士は筆者に同じ言葉を伝えた約1年後に亡くなった。同時期、米国立公文書館に

情報公開詰求して機密解除された写真が筆者の下に届いた。それらは核実験の調査対象となっているマーシャル諸島の

被ばく者の写真であった。∴被害者の存在はずっと隠されたまま核開発が強行されていたのである。

私は、　このスタンプの恐ろしさを実感した。

原爆開発・広島・長崎の被爆者情報・放射能人体実験・核実験など核開発に関連する資料はほぼすべてこのスタンプの

対象となり、核兵器の「威力」を示す特報のみが公開されてきた。その一方で核兵器の存在に象徴される脅しによる

外交や戦争に　対して、市民の間で疑問が生まれるような時報は封印されてきた。本書がその封印を少しでも解き、

この「最も強力な兵器」に対抗できる市民意識に役立てばと思う。

☆「市民と科学者の内部被曝問題研究会」（略称＝内部被曝研）

（ACSIR：AsSOCiadon氏）rCitizcnsandScientistsConcemrcdaboutRadiation軸posures）（323p）

内部被曝の影響は歴史的にも無視，軽視され、その緒栗としておこった「福島第一原発事故」による被災は

深刻な状態となりました。事故そのものの影響等、被爆を軽視する行政、およびそれを

「国際的科学的知見」として「放射線安全神話」を説いて支える「専門家」によって．

二重・三重の被害が広がりつづけています。

そうした中で、内部被曝に重点を置いた放射線被曝の研究を、市民と科学者が協力しておこなうために、

「市民と科学者の内部被曝問題研究会」が2011年1月に発足しました。

放射線への感受性の高い子どもたちをはじめ、人々を被爆から守るために、研究面でバックアップをする研究会です。

☆　詳しく胞衣のサイトをご覧ください。ht1品′′／間置Ⅴ▲aCmn捜

（29Gp．－2媚p．）

国擦放射縦腕蔓委員会（ICRP）とは、どういう組織なのか。

1950年に初会合が開かれたICRPは、米放射線防護測定審議会（NCRP；NationalComcdonRadiationProtection

andMeasuJementS．）のL・S・テイラー議長が中心となって組織された。

1946年発足のNCRPは、広島・長崎の原爆を開発したマンハッタン計画で、プルトニウムを人体へ注射するなどの

放射能人体実験にも携わったR・S・ストーンやスタッフオード・ウオーレンらが執行委買となっていた。

ICRPは、米国の核戦略の強い影響力を受けて発足したといえる。

放射線影響史が専門の中川保雄は『増補版　放射線被爆の歴史』（明石書店）の中で「ICRPとは

ヒバクを人民に押しつげ、経済的・政治的利益は原子力産業と支配層にもたらす国際委員会」と述べ

ICRP発足の経緯そのものからして、マンノ、ツタン計画やそれを引き継ぐ米原子力委員会の影響が

大きい組織であることを明らかにしたが、そうした組織の基準が、国際的な科学基準として

福島の学校児童に対して適用されているのである。

広島・長崎への原爆投下から窮年、ICRPの背後にある米国の核戦略は、原爆の威力は強弱しつつ、

その残虐性・非人間性は巧みな手段で隠蔽する、という考え方が貫かれできた3

福島第一原発事故が発生した直後、「緊急作業時に剖ナる被曝線量」として引き上げられた作業従事者への

250ミリシーベルトは、1946年にビキニ環礁で実施された米核実験、「クロスロード作戦」で大量被爆を許した

基準（2週間で500－000ミリシーベルト。純一86p．参照）に近づきつつある数値だ。

2011年3月然日、文部科学省の放射線審議会（会長・丹羽大貫京都大名誉教授）が出した声明で
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緊急作業時における被曝線量限度を鮪0ミリシーベルトで妥当とした。その論拠として使われたのが、

ICRPの2007年勧告だった。ここで500ミリシーベルトから1シ「ベルトが推奨されていることがあげられている二
へヽ

2011年4月柳日付で内閣官房参与の小佐古敏荘・東京大学大学院教授が辞意表明をした。彼‡輔島の小学投等の

校庭利用の基準が年間20ミリシーベルトであることに対して「この毅鰭を乳児、幼児、小学生に求めることは、

学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れがたいものです」と述べて辞任した。

そうした場面は報道され、筆者も含め多くの人々が共感したが、その一方で、辞意表明の中で緊急時被爆の

「限度」について次のように述べている。

例えば、放射線業務従事者の緊急被ばくの「限度」ですが、この件はすでに放緯線筈議会でI CRP2007年額告

の国内法令取り入れの議論が、数年問にわたり行われ、審議終了事項として本年1月末に

F放射線審議会基本部会中間報告書言　として取りまとめられ、500ミリシーベルトあるいはlシーベルトと

することが勧告されています。

法の手煩としては、この件につき見解を求められれば、そう答えるべきであるが、立地指針等にしか現れない

40－50年前の考えに基づく、250ミリシーベルトの教錠使闇が妥当かとの経済産業大臣、文部科学大臣等の

諮問に対する放射線審議会の答申として、「それで妥当」としている。ところが、福島現地での厳しい状況を

反映して、今になり500ミリシーベルトを限度へとの、再引き上げの議論も始まっている状況である。

まさにモグラたたき的、場当たり的な政策決定のプロセスで宮邸と行政機関がとっているように見える。

小佐古氏は放射繚審議会基本部会の委員であった。ほかのメンバーの6人のうち2人は東京電力関係者で、

東京電力株式会社福島第一原子力発電所副所長と東電環境エンジニアリング株式会社原子力事業部長である。

小佐古氏は、政府が「場当たり的」に鮪0から500ミリシーベルトに緊急被ばくの限度を引き上げようと

していることに対して、批判しているようだが、委員として500ミリシーベルト～1シーベルトを勧告してきたことに

対しては疑問をもっていないようである。

「場当たり的」であるか、「数年かけて議論した」かの違いがあるにせよ、いずれにしても

500ミリシーベルトーlシーベルトに引き上げられる可能性が極めて高いことは明らかである。

1946年の米核実験時の基準に近づいているのである。

このままゆくと原発事故が起これば起こるほど、すでに計画的に準備されている「緊急時の基準」が場当たり的に

導入され、被爆の問題がより深刻になってしまう。このような人間よりも原発を守るシステムが優先される

国策・社会の在り方そのものが、今問われている。‥・‥・

以上が、高橋博子著職脚きれたヒロシマ、ナガサキ」からの引用である。

☆　私たちが、「原発問題」に取り組む壕合、常に意識する必要があるのは、このクラシファイド・スタンプ…

（c鳥＄過dstamp）…（機密の刻印）…（真実を封印する凄まじいカ）・・・のことである。

これは、「マンハッタン計画」の中で中心的人物の一人でもあった物理学者ハンス・べ－テ博士が

「人類の発明した最も強力な兵器である」と言ったように、まきに、悪魔の知恵　である。

私たちが、「核兵器ゼロ」「原発ゼロ」を実現したければ、この悪魔の知恵に対抗できる力を身につけなければならない。

☆　原爆投下を決定した重度たち　＜出せ鎚坦坦＞

☆　原爆を開発“捜下した勇一ArnaT日記stroyedHiroshimはbyAtomic十〇mbvisitsHiroshima～

＜串ps：／／www．YOutube．cor古watc時子NxQpDcYHkU＞

☆　米国が隠したヒロシマとナガサキDernocracyNow！cc日本語字幕＜近地＞
☆　日本への原爆投下を止めようとしたアインシュタイン　＜囲＞

☆　あの日何が？原爆前後の広島を最新技術で再現（17／調／25）＜迦玉聖上些重臣VニCZmE剛居t細＞

☆　原嫁救護一級曝した兵士の歳月一＜https∴－／剛帆YOutube．cCnr WatC刷士ddnlqUFu周＞
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☆　ヒロシマ世界を変えたあの日前編　＜蓮華：！！畔地tube．cc巾／購読？二二盟主型坦趣＞

☆ヒロシマ世界を費えたあの日義細く担PS星型Y専b坤申′’iw埴生P6－VT坤b［W＞

原爆投下10秒の衝撃（1998年）

遍
く●　　●　　　　　　　　　青倉

原子爆弾投下後の広島高く1946年3月21日撮影＜憤ps：／／ww、時0Utube．co叫Iwatch？V二二ト匪VDSC一丁X一千＞

HiroshimaNa餌sakiAtQmicbombing広島長崎原爆投下　＜出撃享蹄噂碑血痕．i即l血生長胴－一宮鳩車担睦杢＞

1945年　広島、長崎に原子爆弾投下一核爆発の効果－1946年（昭和21年）

☆　広島平和記念資料館（原爆の悲劇）2011年書く馳据Outube．Cや！噂tCh？巨竜CJs8cY鎚＞

☆　長崎　原爆資料館

◎　ここで（cIass摘edstamp）の凄まじきを、私たちが、生々しく体験できる映画を一つ紹介する。

「原発の危険から子どもを守る北陸医師の会」のホームページ　htわ祐S出品aLChuraum事．mei′

の中で、捜すことができる。　（このサイトは、脱原発派にとって必見である！）

【タイト）叫・・・『真実はどこに？WHoとIAEA　級射能汚染を巡って自

主性pi／／聞nOka主〔再出細間宮ei／2012／′06／15！†ake／

ウラディミール“チエルトコフ監督、フェルダ“フイルム、2舶山車、51分

☆wHOとnEAが共同で開催した、2001年キエフ国際会議（ウクライナ）の模様を捉えたドキュメンタリーである。

【注：驚悟の事実…WHOがmEAに支配されている？！】

7．では、その力（classifiedstamp）に対抗するために、私たちはどのような人間にならなければならないのか、

参考になる言葉を探してみた。

まず、基礎的な学習のために、『康子・康子核・原子力』一日分で考え、判断し、行動するために－（岩波書店）

（2015年3月）をひもといてみると、著者の山本養軽度は（あとかきより・23Zp．～233p．）で次のように述べている。

「勉強するということは、教養を身につけるだけじゃないのです。じゃあ何のためかと言えば、、世の中

にはいろんな闘題があります。人類のこれまでの歴史で、結局世の中の仕温みとして、一番良さそうな

仕組みは、民主主義ということになりました。それ以外は、失格していきました。だけど民主主義とい

うのはけっこう大変で、「龍かにお任せ」では済まないことがあります。

ときには自分の頭で考えて判断することが迫られるわけです。そのようなときには自分の専門外とは

言っていられません。事柄によっては、専門家と自称している人たちに任せておけばとんでもない結末

になるということは、今回の原発事故でよくわかりました。結局、勉強する目的は何かというと、いろ

んな問題について、自分で考えて、自分の言葉で意見を言うことができるようにするためなのです。

民主主義国家で主権在民が保障されているということは、それはそれで大変なことなのです。（略）

丸山真勇という政治学著が、（略）権利を普段から行使する努力をしていないと、その権利は失われる

のだと言っています。民主主義における権利も同様です。主権在民というときには、偶い人にお任せで

はだめなのです。こういうように、民主主義には良い点もありますが、面倒なこともあるのです。」

脱原発の啓蒙家で最も尊敬され、著名な小出裕華氏の発言は、次の通りである。

「われわれはもっと賢くならなければならない一そういう自立した個人がいれば、原発なんて簡単に

なくなる。」『熊取六人組・反原発を貫く研究者たち』岩波書店（2013年3月）（209p．）

また、立命館大学名誉教授の安寿育郎氏は、その著書、『原発事故の理科・社会』新日本出版社

（2012年9月）（29や．）で、次のように述べている。

新しいセクション1－16ページ

☆

☆

☆

☆



o　　　圏、季　　　●　　　　　　　　　　おら

i～

「今回の事故で明らかになったような巨大な危険性をはらんで重戦車のごとく日本の原発政策を押し

通していくとすれば、それを押し止めることができるのは「覚醒した主権割に相違ありません0」

▲、

8．「再議働ストップ！」「原発ゼロ日をめざす闘いの上で日本全国の運動を見渡してみて、最も重要な環は

どこにあるのか？…つまり、天王山はどこか？…そのことに考えをめぐらせながら調べてみる。

それは、世界最大級の出力をもつ柏峰刈羽原発をかかえた　新潟県　であることに気づいた。

数十年前、私たちの合言葉は「日本の複明けは京都から日であったが、6年前に、私たちが経験した「3・11」

……　あの未曾有の苛酷核災害の後は、すっかり様変わりして、いまや、「日本の夜明けは噺潟から！」である。

◎　『3号棲・核爆発』の異相を究明する拠点が、新潟に出現すればどうなるのか。

今から64年前、杉並区で発生した女性たちの原水禁署名運動が、榛原の火のごとくひろがったことを想い起こそう。

新潟には、豊富な経験と、何よりもなくてはならない危機憩がある。そして、偉大な真如が存在しているのである。

【参考】『原水禁署名運動の誕生』　丸浜江里子著　凱風社（2011年5月）

9．　ここで、「原発問題」の視座から見ると、日本共産党の姿がどのように見えるのか、検証のための開運捏造をする。

☆　日本共産党の「原発政策」の変遷について、調べる際の参考文献として

『日本の社会主重一原爆反対・原発推進の輸理容（加藤哲郎善　岩波書店2013年12月18日　第一割発行）がある。

この本の帯には「社会主義の原子力観を総ざらいし、3・11以後、社会科学に何ができる

のか問いかける」（表）「原子力の平和利用が日本の国策として成立し確立するに

あたって接、原水爆禁止運動を推進した日本社会党・日本共産党の原子力観が大き

な役割を果たした・・社会主義・共産主義は二十世紀を通じて、日本の資本主義・

帝国主義に対する最大の抵抗勢力であり、平和を求める思想・運動であった。同時

にそれが、原子力にあこがれ、裏切られる歩みでもあった。」（裏）とある。

［参考】　原子力発露の夜明け東京シネマ製作1966年＜中崎‥／細l休1．型tUbe．comi痩＿Ch萄∴」CIYD博せ哩＞

①　『しんぷん赤旗」は「原発問題」の報道で「真実の友・正嚢の味方」に徹しているのかどうか。

「事故論」・「被曝論」・「運動論」この三つの見地から、厳しく検証する必要がある。

⑫　日本共産党の政策との関連で考えてみる。（日本共産党のホームページよの　＜醜堅剛CP．Or，吐＞

◎　「即時原発ゼロ」の実現を　【日本共産党の提言】　2012年9月25日　（関連個所の抜粋）

大事故の科学的検証、廃炉と使用済み核燃料の処理などのための研究、技術開発と、強力な

権限をもった規制機関の確立を－事故原因の徹底究明に責任ある体制を…

福島事故の原因究明と大事故にいたるすべてのプロセスを解明する科学的捜髄をしっかりおこ

なうことは、日本の国榛的、人類的責任です。東京電力や経産省から独立し、東電の情報隠し

などの妨害を排除できる調査権限を持った第三者機関と研究機関を確立します。

国会に特別委員会を設置し、証人や参考人を招致し、事実を明らかにしていくもすすめます。

☆　【国際的、人類的責任】をうたいながら、「事故論十…‥事故の真相を究める嶺掛・…・に、

厚東電線島第一原発3号機・核爆発』一一・一一一これこそ福島原発事故の【接心中の核潤である一・・・一一

の検証に、護一人、自ら手をつけようとしていないように見える…【日本共産党の現在の姿】…

この大きなギャップをどのように理解すればよいのだろうれあの過酷事故からもう6年、

新しい政策を提言してから、もう4年半の年月が過ぎようとしているのである。
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☆　日本の、いや世界の原発推進派（原子力マフィア）が最も恐れていることは何か。

それは、間違いなく『3号機・核爆発』の真相が、暴露されることなのである！

最後に、私たちが「原子力マフィア」に支配されたマスコミの影響力から脱して、「再穣繊ストップ日　と

「原発ゼロ！」の闘いを前進させ、いのちと大地を守り、平和に生活できることを願って、

二人の先哲の深淵な洞察の言葉、力強く私たちを鼓舞する言葉に学びつつ、この『ノート』の結びとしたい。

☆　「資本論』と『ドイツ・イデオロギー』は科学的社会主義の二大古典である。

☆　新繍轄鞭打ドイツ・イデオロギー』岩波文庫　2002年10月（110p．－lllp，）に、次のような、有名な言葉がある。

支配膳級の思想が、どの時代に慕いても、支配的な思想である。（マルクス）

すなわち＜歴史の＞社会の支配的な物質的威力である階級が、同時に、その社会の支配的な精神的威力

である。物質的な生産のための手段を手中に収める階級は、そのことによって、同時に、清祥的な生産

のための手段をも意のままにする。それゆえ、そのことによって同時にまた、精神的な生産のための

手段を持たない人々の思想は、概して、この階級に従属させられている。

支配的な思想とは、支配的な物質的諸関係の＜イデオロギー的＞観念的表現、支配的な物質的諸関係が

思想として掟えられたものに他ならない。つまり、ある階級を支配階級たらしめるまさにこの諸関係が

思想として捉えられたものであるから、その階級の支配の思想なのである。

支配階級を構成する諸個人は、さまざまなモノを持っているだけでなく意識をも持ち、当然ながら思考

する。したがって、いやしくも階級として支＿配する、歴史的一時代の全範囲を規定する、ということを

彼らが行なうからには、自分の活動の全域にわたってそれを行なうということ、つまり彼がいかなる者

であれ、同時にまた思想の生産者としても支配し、その時代の思想の生産と分配を統制するということ、

それゆえに、彼らの思想がその時代の支配的な思想なのだということ、これはおのずと明らかである。

☆　「フ亭イ工ルバッハ撫関するテーゼ」（『ドイツ・イデオロギー』岩波文庫（22gp．～240p．）、それに『経済学・

哲学革寓言（マルクス）（光文社古典新駅文庫）などの哲学的思索は、次に掲げる「自灯明・法灯明」、

及び、それの現代版としてのクリシュナムルティと深い次元で接点（研究の必要あり！）があると思われる。

第3テーゼ　「環境の変革と教育に関する唯物論の学説は、環境が人間によって変革され、

（23細，）　　教育者自身が教育されなければならないことを忘れている。

それゆえ、この学説は、社会を二つの部分に－その一方は社会の上に

超然としている－分けざるをえない。

環境の変更と人間的活動の変更ないし自己変革とが帰一すること、これは

革命的実践としてのみ捉えることができ、また合理的に理解することができる。」

第11テーゼ　「哲学者たちはただ世界をさまざまに解釈してきたにすぎない。

（240p．）　　肝腎なのは、世界を変革することである。」

☆　では、一転して、古代インドに目を向けてみると、次のような言葉を発見できる。

「自灯明・法灯明」『プッダ最後の旅』岩波文庫1980年6月（63p，と64p．）（23lp．）

「自灯明・法灯明」は、今から2500年前の古代インドに存在したゴータマ・プッタの言葉である。

「自灯明」とは、「自分の首の上に、決して、他人の頭をのせて生きてはならぬ。」

「法灯明」とは、「真実に寄り添って、生きよ。」…という意味である。
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◎　「自灯明・法灯明」・・・実は、これが、仏教…（真の宗教的轄袖）…の真髄なのである！

この言葉は、人類史上、最も簡潔で、最も根源的かつ革命的な人生観ではないだろうカ㌔

地球上のほとんどあらゆる社会的な問題は、

私たちが「自灯明！一法灯明」に徹することができないために発生するめではないだろうが。

讃
＼●　　●　　　　　　　　種＄

現代世界の支配的思想とたたかうための最高の英知、それが「自灯明・法灯明」である

『3号機・核爆発』の真相に、私たち一非専門家－がどこまで肉迫できるか、そのことは、

個人としての自立度、主権者としての覚醒の度合い、どの程度「自灯明・法灯明」に徹して、

私たちが生きているのか、これらのことが試されているのかもしれない。

【参考】「自灯明・法灯明」の20世紀、あるいは、21世紀版として、展開されていると思われるものに、次のものがある。

『クリシュナムルティの教育原論』（コスモス・ライブラリー）2007年3月

『生と覚醒のコメンタリー』（春秋社）1984年9月　『英知の教育』（春秋社）1988年4月

『既知からの自由』（コスモス・ライブラリー）2007年6月・・・「原書」は（Freedomfromtheknown）

『クリシュナムルティの生と死』（コスモス・ライブラリー）2007年11月

☆　クリシュナムルデイを紹介しているものとして

『わが読書言（ヘンリー・ミラー全集第11番）（95p．～108p．）に「クリシュナムルデイについてのエッセイ」がある。

この「エッセイ」に、「長い歳月、もがき、求めた揚句に、ぼくは黄金を発見したのた。・・・（略）・・・

かってヴァン・ゴッホは、弟のテオとの会話のなかで言った。「キリストがあれほど限りなく偉大なのは、

どんな家具も、その他の愚劣な付属品も、彼の行手を邪魔しなかったからだよ。」

クリシュナムルティについても、同じような感じを受ける、何ものも彼の行手を邪魔しない。

人類の霊的指導者中でも類にない彼の閲歴は、有名なバビロンのギルガメシュ叙事詩を想わせる。」とある。

☆　ギルガメシュ叙事詩

出典：フリー百科事典

『ウイキペディア』

楔形文字でギルガメシュ叙事詩の
一都が刻まれた粘土板

「ギルガメシュ叙事詩1は、古代メソポタミアの文学作品。

実在していた可雛のある古代メソポタミアの

伝説的な王ギルガメシュを巡る物語。

人間の知られている歴史の中で、最も古い作品の1つ。

rギ，レガメシュ叙事詩』というタイト叫は近代学者により

付けられたもので、古来は作品の出だしの言葉を取って

題名とする習わしがあったことから

「すべてを見たるひと」と呼ばれていた。

『福島3号・核爆発』DVD（パソコン用）
2017度語早l（詫
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福島原発事故放射能の最大原因『福島3号・核爆発』

組織犯罪を告発した原子力安全基盤機構検査員が作成

証拠記録の動画多数（計20時間）入ったDVD

福島3号　核爆発　DVDの内容

1．AtomicBombTest：原爆実験記録動画

①　シルクロードにおける中国の核実験災害と日本の役割（報告者が差別語を使用しているところがある）

②　AtomicBombTestbyAtomicCanno旧原子砲での原爆実験1953年5月25日、15キロトン

③　AtomicBOmbTestonhumansubjects：爆心地へ行軍する米軍原爆実験　　　　　。

④　TheDeadlyMiscalculationatCastIeBravo：過小算定放射能だったビキニ水爆実験

⑨　Tsarbomba：ソ連での世界最大原爆実験「ツァーリ水爆」

2．HiroshimaNagasak上広島、長崎の原爆実写記録、再現動画

▲リアルすぎる米ドキュメンタリー　第二次世界大戦　広島の原爆、他

3－　藤原節男の原子力公益通報（4件）裁判記録など

①　藤原節男原子力公益通報訴訟裁判公式資料一式

②　原子力安全委貴会、原子力安全保安院への内部通報（公益通報）

③　藤原節男著単行本『原子力ドンキホーテj Word版、Pdf版

④　動画：泊3号臨界事故防止記録改ざんを元検査員（藤原節男）が告発、2011．9．30．

③　福島事故は何故妨げなかったのか121006藤原節男金沢講演資料、他

4．福島3号使用済み燃料プール核爆発の記録動画

①　サイエンスゼロ「謎の放射線粒子を追え！」セシウムボールが福島3号核爆発の決定的証拠

②　独仏共同国営放送（arte）独語「フクシマ一叢悪事故の陰に潜む真実」29分～福島3号核爆発

③　福島原発3号機は核爆発：藤原節男解説シヨスタユーヴィッチ交響曲第5番第楽章、他

5．個別1－2時間番組

①　「原発がどんなものか知ってほしい」平井憲夫さん講演　完全版

②　【耐震補強】浜岡原子力発電所　取材特集一浜岡は今「桜H24．8．14．」

③　原発導入のシナリオ～冷戦下の対日原子力戦略～

④　映画日本国憲法　　ユンカーマン監督

⑤　ナゾの超巨大津波を追え！　石垣島に、200年前、高さ85m津波の痕跡あり。

⑥　小野俊一第2回院内勉強会　放射能と内部被曝　2012．4．26．

⑦　小野俊一第6回院困勉強会　フクシマの真実と国都被曝　2012．10．11．

（砂　もうーつの核兵器～劣化ウラン弾
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