
被爆者とフクシマの怒りをともにし実現しよう 

全原発廃炉・核廃絶 ８・６ヒロシマ世界大会 

◆８月５日 全原発廃炉・核廃絶ヒロシマ世界大会 

１５時 アステールプラザ中ホール 

  ※保養運動の経験交流会を予定 

◆８月６日（火）原爆ドーム前 アピール集会 

 ７時半から 首相式典出席抗議デモあり 

８・６ヒロシマ大行動 １２時半 広島県立総合体育館 
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２０万人が立ちあがった紫陽花
あ じ さ い

革命から一年、再

び紫陽花が咲き始めました。安倍政権の再稼働と

輸出の政策、それと一対の「東北六
ろ っ

魂
こん

祭
さい

」、子ども

を動員した復興キャンペーンと命の切り捨て。再び

体をはって声をあげる時を紫陽花が告げています。 

ＮＡＺＥＮぐんま結成の集会に行った時のこと。参

加者のお母さんが「自分の子どもの甲状腺も再検

査。まさかとショックだった。でも、福島で現状を変え

ないと群馬も変わらない。だから診療所ですよね」

と。ふくしま共同診療所の運動が、全国の希望とな

っていると強く実感させられました。 

診療所をつくる過程の議論で、「仕事より命を優

先して」という論調に対し、ガソリンスタンドの労働

者が「被災直後、みんなの命を守るために僕は働い

た」と語っていました。あのときガソリンを彼が入れ

なければどうなっていたか。だけれど彼は大量の被

曝。命を守り創造する「労働」が成り立たない、自己

犠牲を迫られる。この原発と放射能の現実。「だか

らこそ命を守り合うために手を取りあう。それが診

療所だよ」と答えた医師。避難も国家との闘いも、

私たちが団結することが出発点。ＮＡＺＥＮはこの診

療所運動とつながり声をあげていきます。 

そして、「労働」を支配されていることが、私たち

の命の危機の根本であることも見えてきました。 

動労水戸の被曝労働反対ストライキは、団結した

労働者が「労働」と命を資本から奪い返す、診療所

にも通底する命の抗いの荒々しさ。改憲と戦争、ブ

ラック企業と言われる現実、戦後の、いや資本主義

という社会の矛盾が煮詰まって吹き出した今、本当

にこの社会を変えたい。アパレル店員から自治体ま

でストライキに立つ時代。ＮＡＺＥＮは労働運動を甦ら

せることに大きな展望を見ています。 

８月ヒロシマ・ナガサキが見えてきました。ヒロシマ

はＮＡＺＥＮを結成した原点。核と原発を容認する労

働組合が中心にいるような既成の反核運動を変え

る、この運動の中から診療所の運動も生まれていき

ました。今年は世界大会としても発展させたい。足

元の職場や地域から被曝と向き合い闘いを積み上

げ、ＮＡＺＥＮをつくって福島と強く結びつき、ヒロシ

マ・ナガサキで会いましょう☆（織田） 
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親父、お袋はまともに歩けない。ガソリンもない
しさ。でも「いま被災地から訴えることが重要なん
だ」って説得されて、福島は俺ともう一人と二人で
代表派遣っちゅうことで、ほかの人たちは福島市で
街宣をやったわけです。かみさんは、「あんたが行
くって決めたら、なんか言っても行くんでしょ」っ
て。まあうちの夫婦の絆

きずな

も、震災のおかげで、ぐっ
と強くなったよね。実際東京に行って、ステージに
上がって発言したら、もう一言一言へのリアクショ
ンがすごい。俺が来た意味っていうのはこれにあっ
たんだって。

●俺らのことなんかどうだっていいと
　おもってんだべな～被曝労働との闘い

　職場では組合として線量を測りました。除染と
か放射線対策をちゃんとやれと。俺らからすれば除
染やれば、0.1 でも 0.2 でも下がるでしょ。被曝っ
ていうのは閾

しきい

値がないわけだから、低ければ低いほ
どいいわけだ。要求として当然じゃないですか。と
にかく会社も少しでも努力してくれと。努力するく
らいできないのかと。それが人間だろと。でもそれ
は完璧にはねつけられたんだよね。国が安全だって
いってるからやる必要はありませんと。測る必要も
ありませんと。みんなの反応は、俺らのことなんか
どうだっていいとおもってんだべなって。
　資本は労働者を人間扱いしてないっていう。それ
は原発も、ＪＲの外注化の問題もそれは、根は一緒。
資本は、労働者を命ある、なんかこう大事なものだ
なんてこれっぽっちも思ってないっていうね。
　でもおもしろかったのは、測った線量を組合の機
関紙で出したんですよ。それをなんかよくわかんな
いけど、国労の東日本本部でホームページに乗っけ
たらしいんですよ。そしたら会社の機密事項をばら
すんじゃねえと。ＪＲからクレームが来て。なんか
線量を出すのはいいけど、工場の見取り図はだめだ
と。まあ理屈をこねてんだよね。線量を出すなって

国労郡山工場支部

橋本光一書記長に聞く
「労働組合で闘うということ」

　自分はＪＲ東日本の郡山総合車両センターという
ところで、鉄道車両のメンテナンスをやっておりま
す。電車の上に上ったり、下にもぐったりして、ス
パナとハンマーとドライバーで一日やっています。

●労働者なんだな、人間なんだな
　３・１１の直後はみんな助け合った。とにかくスー
パーとかに行っても売ってない。農家やってる人
なんかは、野菜をみんなに配って歩いてんのね。で
すげえなと思ったのは、うちの支部の役員で解雇撤
回闘争の路線で激しく対立した人。もう口も聞きた
くないって言う。その人は農家なんです。で俺げの
持ってきたんだなんてみんなに配って、豆とか俺も
もらった。で物は仙台のほうがほんとにねかったの
ね。だから仙台の組合の事務所に物資をおくった方
が良いんじゃねえかって。でもガソリンがない訳よ
､当時は。高速道路は止まっていたし、国道だって
いけんのかって。でその人が「俺行く」ってなる訳
なんですよ。帰りのガソリンないんですよ。このひ
とめちゃくちゃいい人じゃん!!って（笑）。価値観が、
見る目が全然かわりましたね。労働者なんだな。人
間なんだなって。その人とはいまも、党の主張が違っ
ていろいろ言われるんだけど、まえはすごく反発し
たけど、いまは全然違うね。
　スーパーに行っても品物がないんです。でも普段
行かない小さな八百屋に行ったらあるんですよ。そ
れは地元からちゃんと仕入れて。だからこういう時
になって、資本主義っちゅうのはだめだなって、そ
んな思いをしたのは俺だけではないですよ。

●３･20東京集会で夫婦の絆も強くなった
　3月 20 日の代々木での集会。おれはほんとに悩
んだんですよね。行くべきなのか。だって原発いつ
爆発するかわかんない。そうなったら俺んちだって
避難しなければならないわけですよ。だからかみさ
んがまず良いっていうのかって。うちは子供が３人。



言いにくいから。でそれを「はいそうですか」って
東日本本部が聞いたって事だよ（笑）。

● 2012 年３・11 一周年闘争
　社民党や共産党の人たちも安全キャンペーンって
のはおかしい、こりゃあまずいって。で、福島県教
組が集会、郡山でやったらどうかっちゅう話を、地
区労の中で出すわけですよね。全国集会だと。で郡
山工場支部でも２万人集めるんだったら、普通の動
員ではいかねぇなっていう議論になったんです。普
通は最大でも５割。でも５割じゃあ２万人いかねぇ
だろうと。で俺が、「んじゃ10割だ」っていってみた。
そしたら社民党も共産党も「よし、それでいくべ」っ
て。俺がびっくりしたよ。
　でおもしろいのは、集会なんか意味あんのかって
いってた組合員が、「おー加藤登紀子だぁ」とか。
女子高生の発言を、涙ぽろぽろ出して聞いてるわけ
ですよ。しかもほんとに２万ぐらいいるわけですよ。
でなんか周りからは「郡山工場ですか？」って聞か
れたりする。みんなそういう雰囲気で、俺主催者だ
みたいな感じ。「いやー、いい集会だったな。来年
もやんのか」みたいな話になって。変えちゃうわけ
ですよ。それこそ原発賛成ていう人まで。これが労
働組合のいいとこだと。
　今年の３・11 集会の組合賛同、俺は正直どうせ
無理だと思ってたんですね。そしたら動員なしなら
いいよって一応全員一致で決まったんです。あー信
頼しててよっかたなぁって。

●やっぱ組合は外注化反対で行くべきだ
　工場に本格的に外注化が入ったのは、2003 年こ
ろ、それで外注化に反対するようになったのが 09
年の車体抜き乗せ業務の外注化。それこそ基幹業務
なんですよ。これは安全上、絶対問題じゃねって、
そこで本格的に組合として取り組むんです。そんと
き俺はもう書記長だったから、こら絶対阻止しねか
なんねっつってさ。で順法闘争を提起するんですが、
総スカン食らった。それで外注化された。すると故
障がいっぱい出るわけ。俺らが７人でやってた仕事
を５人でやられるわけですから。それで思い知らさ
れるわけみんな。外注化っつうのはこういうことな
んだ。で３年経って、今回の外注化でしょ。だから
国労東日本本部が外注化で妥結しても、地方本部が

妥結しても、俺らは外注化反対。
　でも外注化反対を貫くのはそうとう大変な議論に
なった。俺自身も揺れながら結構無理矢理やったわ
けですよ。だけど面白いことに最後は誰も反論しな
い。やっぱ基本的に組合は外注化反対で行くべきだ
みたいな意見がガーって出るわけですよ。すると副
委員長もさ、「何か心配したほどのこともねぇな」
みたいになった。それで６月１日に予定されていた
外注化は延期になったんです。外注化って組合が反
対しなければ、するする行っちゃうんですよ。

●生きてて楽しくなる労働組合
　２・１ゼネストでも、あのベトナム反戦だって、
裏切だって、国労っつうのがね、資本対労働者階級
のポイントではあると思うんですよね。歴史がそう
いう事実なんだから。
　だけどね、実際組合運動の現場で行くとあんま関
係ないんすよ。いや、インフルエンザにかかってさ、
会社に電話したんだけど、医者は５日間休めって言
うんだけど、出てくるも出てこねぇもあんたの自由
ですって言われたんだっていうさ。それはおかしい
わけですよ。でも法律っつうのはさ、病気になった
人が悪いっつうのが前提だがら、誰も守ってくれな
い。ＪＲの就業規則でもそうなってるわけ。でもそ
こにこだわるっていうのが、本当は労働組合。で組
合員ちゅうのはそういうことを俺らに求めるわけで
すよ。
　国鉄闘争はでっかいんだけど、それってそういう
日常のちっちゃなこどにこだわってやるっていうこ
とです。こだわっていくとそういう法律をつくって
る資本のさ、労働者を人間と思ってねっていう資本
の矛盾に、いきつくわけですよね。だから、ベアの
問題だって、労働者の権利の問題、インフルエンザ
の時にどうすんだって問題だって、徹底してこだわ
るべきだと。それこそが、絶対革命に繋がる道。
　労働組合がおもしろいのは、対立するはずの人が、
突然俺の方に味方する。今年の３・11 集会の賛同
だって取れた。本来、歴史ってそうだと思うんです。
そういうことが、身近に、いっつも起こる。そうい
うの生きてて楽しくなるじゃないですか。ほんとの
大衆と直に接してる。だからそういう場面に遭える
確率が高い。だから労働組合ちゅうのは面白い。だ
から大衆的なんですよ、労働組合っちゅうのは。



 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんもご存知のことと思いますが、安倍首

相は太平洋戦争中の軍隊の落とし子かもし

れません。Ａ級戦犯容疑で敗戦後巣鴨の刑

務所に収監されていた東條内閣の一員だっ

た逓信大臣の岸信介氏の孫という特異な立

場の人です。 

岸氏は東條内閣だったが死刑を免れ、か

つての敵に寝返り、武器も持たない戦争もし

ないという平和憲法を手にしました。たくさんの

尊い命と引き換えにできた平和憲法で日本

は世界のどの国とも仲良くするはずが実際に

はアメリカの言う通りの西側の一員に組み込

まれ防共の砦に利用されていきます。東西の

ハザマで日本は今世界で一番危険な国に

なってしまいました。自衛隊にも国民の目の届

かないところで太平洋戦争時に軍部の中枢

にいた大本営、軍令部の人たちがこっそり入

り、アメリカ軍に貢献しています。そして岸氏は

警察予備隊という名で作られた保安隊を国

民大多数の猛反対を押し切り、憲法も無視

して陸海空軍十五万の軍隊に仕立てて混

乱した国会の中で自然成立させてしまいまし

た。答えは歴史が出す、といって岸氏は政権を

去ります。 

いわゆる国民の意思が裏切られ、軍国政

治がよみがえる歴史に残る６０年安保です。 

(安倍首相はこの同じ年のビキニ発覚の年に

生まれているので戦争や核が作り出す放射

能の本当の怖さを知らないのでしょう、原発を

容認し、軍隊も作ろうとしています。) 

そして岸氏は日米間を新安保条約でいっ

そう強固なものに作り変え、非核三原則を国

是とする日本に核兵器を持ち込ませてアメリ

カと一緒になって戦える国に変えたのです。

怖いことです。 

安倍さんの最終目的は戦争が出来る

国、今は出していませんが憲法九条を取り

除くところにありますからここだけはしっかり見て

反対していかなければなりません。 

核兵器を各国が持ってしまった今は、戦争

が始まれば敵味方なく人類七十億いや地

球上の生物全てが消滅してしまうという土壇

場にあるのだということを忘れてはいけません。 

 

日本は戦犯容疑で罪を償うべき人が、か

つての「敵に寝返り」総理になるという無責任

な国のようです。国民もこれを知ってか、しらず

か容認しています。これでいいのでしょうか。割

り切れない気がします。天皇陛下を生き神様

としてたたえ、戦死すれば軍神となって靖国

神社に祀られるといって当時、最前線に駆り

出されていった若者たちが今も白骨化してま

だ百万余も戦地に取り残され、祖国に帰る

日を待ちわびていると言います。純粋な気持

ちで国を思い、出兵したこの同胞たちはいま

の日本を見てどんな気持ちでいるだろう、生き

残った私たちは絶対にこのことを忘れてはい

けないと思います。安倍さんも死刑になったＡ

級戦犯を靖国神社に祀り、祖父の岸さんの

ようにしたいのでしょうが、それは間違いです。

あの太平洋戦争で罪もない人たちがどれだ

け悲しい思いをして死んでいったか、考えてみ

たら分かることです。戦犯を正当化して許し

たらまた同じことが繰り返されます。絶対に反

対しましょう。 

<元軍国少年 おおいしまたしち ７９歳> 



　３・11 の時に私は「とうとうやってしまった」と絶

望しました。でも、その後にこの家で子どもが生まれ、「生

ましめんかな」の栗原貞子さんの詩を思い出し、「絶望

していてはいけない」「私もやらなきゃいけない」と思っ

て立ち上がったのが、保養に取り込むきっかけです。

　86年のチェルノブイリ事故の時に、私には子どもが

お腹にいて、未来のない子どもを産んでしまったと思っ

たのが、「よもぎ」の始まり。その時の私のように、３・

11で不安の中にいる親子がたくさんいると思って。と

りえあず子どもは逃がしたい、広島に逃げておいで、と

いうんで立ち上がりました。

　「よもぎ」ってのは、チェルノブイリを和訳すると「に

がよもぎ」。よもぎは地味で苦いけど、役にたつし食べ

られるし、除草剤にも負けずしたたかにはえる。食を

はじめとする命と生活を考え、未来をみつめながら、よ

もぎのようにやっていきたいとこだわってきたんです。

ずっと活動しつづけてきて、ボランティアからＮＰＯに。

「よもぎのようにはびこりたい、なんでもやりたい」と

いうんで「よもぎのアトリエ」となったんです。

　保養は、今こそヒロシマの使命だと思ったから。ヒロ

シマがもっと全国に分かっていたら、原発はこんなに作

られなかったはず。ヒロシマを伝えきれなかった懺
ざんげ

悔の

気持ちです。保養は反原発の活動の一つだから、「よもぎ」

の本来業務ですし。

●放射能への怒りと思いを共にして

　保養でやってるのは、キャンプとかイベントとかでは

なく、場所を替えて日常を過ごしてもらうこと。日常に

こだわっています。空き家を使わせてもらっている。そ

こに家族に入ってもらい、普通に生活してもらう。で、「よ

もぎ」の無農薬の卵と野菜を食べてもらう。

　それと、広島の医療機関と結びついた検査に取り組む

保養。福島から来たお母さんに「自分がどれだけ被曝し

ているか知りたい」と言われた。だって、福島の人たち

は放射線管理区域より高いところで過ごしているわけで

しょ。大丈夫なわけないじゃない。保養の全国的な集ま

りに出ても、尿検査のこととかよく知らない医者もいる

んです。広島の医者たちは被曝医療をしてきたから、そ

こはよく分かってる。甲状腺以外のことも心配してる。

　まったく放射能のことを知らなかった人たちが保養で

広島に来て、平和記念資料館を見て、感じて帰ってくれ

る。初めて放射能の恐ろしさをそれぞれ感じて。何回も

広島の保養に来て、ちょっとずつ意識が変化する人もい

る。福島から逃げられないで残っている人が、また他の

人を紹介したりとか、お母さんたちが変わってく。広島

で感じて持って帰って、自分を守る意見を出してほしい。

　毎日、福島ではレントゲン室の中で生活していて、洗

濯物も干せない。だから、来た母親が一緒に歩いていて

「公園で子どもが遊んでいる」とポロッと言う。非常事

態が日常になっているんですよ。話題にもできない。話

題にすると「悪者」扱いされる。みんな“点”で孤立さ

せられている。声を出せない、言っても聞いてくれない。

広島で交流会をしたら、関を切ったようにあふれ出す。

●保養を全国ＮＡＺＥＮの取り組みに

　保養の受け入れ先として広島はやはり遠い。交通費が

かかる。本当は近くの関東とか甲信越とかがいい。私は

広島に来てもらうことにこだわっているので、交通費を

支援している。本当は、サナトリウムのような施設があっ

て、学校丸ごと来てほしい。被曝をしたことに前向きの

姿勢で生きられるような、そういう施設を作ってほしい。

広島の被爆者でも、早期発見で長生きしている人はいる

んですから。

　実際、お金は厳しいです。交通費の支援に取り組んで

ほしい。希望者はどんどん増えているんですよ。広島も

全国も、保養の運動を広げていかないと。３・11 はみ

んなに生き方を問いかけましたよね。保養はもうＮＰＯ

でする事業ではなくなってると思います。私はふくしま

共同診療所と結びついていきたい。

　ＮＡＺＥＮが全国的に取り組めば、保養プロジェクト

みたいなのができれば、と思います。そうなると、その

一つとして広島が選べるというふうにもなる。ちょっと

ずつ分け合えば、それぞれも長くもやっていけますし。

福島の人にとっても、「全国の思いが集まっている」と

分かって力になるじゃないですか。私はアメーバーの一

つとして、活動をしつづけます。

広島で保養に取り組む
室本けい子さんに聞く
（ＮＰＯ法人よもぎのアトリエ、８・６ヒロシマ大行動呼びかけ人）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＡＺＥＮぐんまを結成 

診療所とつながり心棒に 
 ５月１２日（日）、群馬県庁・昭和庁舎において「なくそ

う原発！つながろう福島！５・１２ぐんま集会」が５０人

の参加で開催され、ＮＡＺＥＮぐんまを結成することが

できました。集会では、福島のお母さん、群馬・館林厚

生病院副院長でふくしま共同診療所に赴任する布施

医師、原発とめよう群馬を代表して加賀谷富士子さ

ん、ＮＡＺＥＮ事務局長・織田さんの発言を受けて、事務

局の群馬合同労組書記長・清水が結成宣言を読み上

げ、拍手で結成を確認しました。福島のお母さんの話

は、３・１１でいきなり襲いかかった放射能の恐怖、巨大

な敵を相手に一人で必死で子どもを守るために闘っ

てきたこと、絶望の中で出会った希望の光・ふくしま

共同診療所のこと…、「たくさんの人を前に話すこと

に慣れていない」ととつとつと語る言葉の中に、福島

の心が込められていました。会場では画家・壷井明さ

んの『絵本 無主物』が販売されました。売上の一部

はふくしま共同診療所にカンパされるそうです。１００

冊送ってもらった絵本は、多くの参加者が３冊、５冊と

なにがなんでも！全原発廃炉 
★７.１１東京集会★ 

-ＮＡＺＥＮ東京結成集会に集まろう！ 
 あの「３.１１」から２年余・・・昨年末の原発推進・安倍政

権の登場で、反原発闘争をめぐる状況も大きな、大き

な転機をむかえています。 

 政府・財界は 7月参院選を前後して、一気に原発再

稼働を企んでいます。泊・高浜・伊方・川内が 7 月にも

と報道されていますが、最大の焦点は東京電力・柏崎

刈羽原発の再稼働をめぐる攻防です。どうすればリ

アルに再稼働をとめられるのか、その力の源泉はど

こにあるのかが問われています。 

国鉄水戸動力車労働組合による被曝労働拒否の

職場闘争、ストライキで被曝車両を力ずくで止めた闘

いは、その具体的な闘い方と展望を教えてくれまし

た。 

 そして、「福島の怒りをともにしよう、福島とつなが

ろう」という私たちの２年余の闘いは、まずはふくし

ま共同診療所の開設に報われました。いま、本当に福

島のお母さんたち、子ども達に求められているもの、

本来の医療、社会の真実、この命を生き抜く為のあら

ゆる叡知・・・福島と全国・全世界の闘うひとびとをつ

なぐ命の拠点です。このインパクトは激しい党派闘争

を生み出し、政府・電力資本も診療所開設に心底恐怖

していることを浮き彫りにしました。内部被曝との対

峙も、さらに具体化していかなくてはなりません。 

 反原発闘争は、国家権力と真正面からのぶつかり

あいになっています。これまでの運動や組織のあり

ようでは、この「壁」を突き破ることはできません。 

いま全国で各地区ＮＡＺＥＮの結成が進められる中、 

私たちも東京各地域の仲間とともに、ＮＡＺＥＮ東京の

結成を決意しました。安倍政権のお膝元である首都・

東京で、ＮＡＺＥＮをより豊かで、より強靭な組織にし

ていきましょう。「なにがなんでも！全原発廃炉７.１１

東京集会」に集まろう！ 

 ★【なにがなんでも原発廃炉・７・１１東京集会】７月１１

日（木）18:30～＠座・高円寺２（ＪＲ高円寺駅北口５

分/参加費５００円）●「内部被ばくからこどもを守ろ

う！」ふくしま共同診療所からの報告●「ストライキ

で原発とめよう！」被ばく労働拒否で闘う労働組

合・動労水戸からの報告 

 



 

 

 
購入してまわりに広げてくれ数日後には完売。 

３・１１直後の４月に「原発とめよう群馬」が結成され、

最大２５００人のデモをはじめ様々な運動を継続・発展

させてきました。その中でＮＡＺＥＮぐんまは、ふくしま

共同診療所を支えつながること、労働組合の闘いと

一体で反原発運動を作り出すこと、フクシマ・ヒロシ

マ・ナガサキとつながり反原発の先頭に立つこと、そ

れらを通じてあらゆる人々の、あらゆる取組の心棒と

なることを目指します。 

（ＮＡＺＥＮぐんま事務局・清水彰二） 

 

ＮＡＺＥＮさっぽろ結成しました 
泊原発の再稼働をとめよう 

1 年半の準備会を経て、ついに３月３日ＮＡＺＥＮ呼び

かけ人の三角さんとＮＡＺＥＮ織田事務局長が駆けつ

けてくれ「ＮＡＺＥＮさっぽろ」結成集会をしました。 

 準備会の時では「低線量内部被曝」「瓦礫・放射能

拡散問題」など 7回の学習会を重ね、昨年 2月には当

時札幌に家族が避難していた福島・本宮市のお父さ

ん・富川さんを招いて福島の現状を聞く集会、８月に

ブログの開設、さらに北海道道庁前の「金曜行動」や

札幌「さよなら原発 1 万人集会」など、各集会・デモに

参加してきました。 

北海道電力は福島原発事故の何ら反省もなくこの

夏、泊原発の再稼働申請を予定しています。日本全国

が原発再稼働に揺れる中、高レベル放射性廃棄物を

直接処分するための最終処分場を北海道最北端幌延

町（ほろのべちょう）に誘致する動きが明るみに出て

きました（北海道新聞 4 月）。その他にも、瓦礫処理受

け入れ自治体と、たくさんの原発問題が北海道にあり

ます。泊原発のある地域は青緑に広がる海とたくさん

の源泉と温泉がある山があります。未開の自然が残

っています。その自然の中で私たちは生かされてい

ます。 

金のためなら人の命も粗末に出来る、福島の現状

を無視する、法もつくりかえる、そんな政治＝新自由

主義＝国家に、シッカリと胸をはってＮＯ！と闘える

「ＮＡＺＥＮさっぽろ」の地盤を身近な生活の問題と政

治問題を結びつけること、そのためにも職場から・ 

地域から、なにより反原発運動の中に労働組合を

位置づけ、福島のお母さんたちの闘い・国労郡山

工場の闘い・福島県教組の闘いに学び、学生、若

い世代を、全国性をもつＮＡＺＥＮフルに活かし広

範な人とつなげていきたいと思います。 

私の職場は障がい者と共に喫茶・手作り品販売

など店舗を運営しています。そこでＮＡＺＥＮのＴシ

ャツを販売して診療所の事を知ってもらい、基金

を集めました。ちゃんと話したら知ってもらえる、

わかってくれる、明るい未来が見えてくる。広大

な北海道の「ＮＡＺＥＮはさっぽろ」だけではなく

「ＮＡＺＥＮ○○」とつなげていきたいです。 

（ＮＡＺＥＮさっぽろ 古川） 

 

 

NAZEN香川を結成しました!! 
ＮＡＺＥＮ香川の結成にメッセージをくださった

全国の仲間、本当にありがとうございました。 

結成会の最初に、全国からのメッセージを読み

上げました。熱いメッセージに、集まったメンバー

の気持ちは高揚し、大きな感動に包まれました。

全国の仲間との団結を実感しました。 

大量の汚染水が漏れ、些細なことで停電が起

こる原発を、安全だと言って再稼働を強行し、さ

らには輸出をしようとする安倍を打倒する。 

福島を二度と繰り返させない。 

メンバーは福島の怒りと一体となって闘うこと

で固く一致しました。 

ＮＡＺＥＮ香川は、福島の怒りと一体で、「絶対反

対」の精神で闘っていきます。全国の仲間の皆

様、団結して闘いましょう！！（香川から） 
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福島診療所建設委員会福島診療所建設委員会福島診療所建設委員会福島診療所建設委員会のののの口座口座口座口座へへへへ     ★郵便振込口座  02200-8-126405 福島診療所建設基金    ★銀行口座  福島銀行 本店（110）  普通 1252841  福島診療所建設基金  代表 渡辺 馨   ★PayPal でのお振込み  アカウント clinicfukushima@yahoo.co.jp  渡辺馨（福島診療所建設委員会） 
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 ６月ドイツ訪問が決定☆ドイツ・ゴアレーベンの核廃棄物最終処分場建設反対運動から、現地でのデモへのお誘いをうけたことがきっかけです。線路を占拠しての核廃棄物搬入阻止の闘いはあまりにも有名☆（写真）福島の声や、職場や街頭で取り組まれる闘い、ふくしま共同診療所の運動を世界に拡げるとともに、現地行動に集まる世界の運動とつながり、今年の８・６ヒロシマを世界大会に押し上げることがもう一つの目的です。３人の渡航（福島から椎名千恵子さん、事務局から織田、動労千葉国際連帯委から通訳）で６０万円ほどがかかる見込みです。原発の廃炉へ、世界的運動を切り開くための渡航、カンパにぜひご協力を！ 

 ＮＡＺＥＮは、運動に賛 同・参加する一人ひとり、もしくは団体の年会費によって運営しています。ぜひ年会費で支えてください。毎月の通信を発送致します。  年会費は、個人一口２０００円、団体一口３０００円です。個人の２０００円は、半額ずつ各地のＮＡＺＥＮと全国財政に振り分けられ、団体の３０００円は全額全国財政として使われることになりす。  会計年度は１月１日～１２月３１日です。  全国でつながり、原発と核のない社会をつくるため、ぜひ納入をお願いします。 
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