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　「ふくしま共同診療所と共にあゆむ会」が昨
年 6月に結成され、その後学習会や講演会を
企画してきました。第 1回は「甲状腺エコー
検査画像の見方&放射線副読本の学習会」、第
２回は「渡辺瑞也さん講演会」を開催しました。
　第３回の今回のテーマは、「もっと聞きたい！
話したい！『今だから』こその話」です。会は

結成したけど互いに顔と名前が一致しないねと
いう声があり、自己紹介と今だから話したいこ
と、聞きたいことなどをトコトン話しました。
　周りで起きていることや 3.11 直後の状況が
あらためて甦りました。一部を紹介します。

Ｗさん　双葉郡から一番最初は都路町に避難し
て、さらにバスに乗せられ船引町まで来て中学
校に、市民体育館に、工場跡地にと次々移動し
コンクリートのところで寝起きしてました。私
も吐いたり、下痢したり、心臓止まちゃったり
するのを見てきました。みんなで支えあって気
を使いながら蒸し暑さで眠れなく、雑魚寝の生
活をしていました。その後仮設住宅にやっと入
れて 5年ぐらいいました。今も同じ町内で生活
しています。
Ｋさん　原発事故があってからずっと家にこ
もっていました。1歳の子どもが歩き方がおか
しくなって、足を曲げなくなった。脳や身体検
査とかしても異常なしと言われました。3週間
保養に出て外で遊んだら、娘の足がすぐに治っ
たんです。それから年に 8回くらい長期休みを
利用して保養に出るようにしています。
渡辺瑞也医師　「放射線被曝症候群について」　
　事故直後から〔体を壊したという人が〕多い
んです。事故直後は比較的若い人の死が多かっ

た。聞いた話では南相馬市のがんの統計を調べ
た所、大腸がんが多いということが言われて驚
いている。乳がんとか肺がんが多いかと思いき
や意外と大腸がんが多かった。本当のデータを
手に入れて確かめたい。残念ですけど放射線由
来と推測される症状はもっとふえてくるのかと
心配しています。
　ヤブロコフ博士の報告『チェルノブイリ被害
の全貌』を見ますと、〔福島でも〕あらゆる病気
が現れてくると推測されます。あらゆる病気が
あらゆる形で出るのが放射線障害である。甲状
腺がんだけとか白血病だけとか個別的なもので
はなくて全体が異常をきたしているということ
を示唆している。連続的なものとして晩発性障
害まで様々なものがあるだろうと思います。こ
れを「電離放射線被曝症候群」として認識した
ほうがいいのではないかと思ったわけです。
　ウクライナでは膨大な報告がありますが、
IAEAは〔被曝との関連性を〕認めていないわ
けです。原子力を維持するため、政治的・軍事
的な意図があるからとしか私には思えない。
　福島県内のドクターたちも同じ意見を持って
いる人はいると思うんです。地道ですけども、
起きていることを詳細にたくさん上げていくこ
とが必要な作業ではないかと思います。

　震災から 9年が経つのに、自分の家がどう
なっていくのかさえわからない人たちがまだま
だたくさんいます。230人を超える小児甲状腺
がんの子どもたちが闘病し、健康の不安を抱え
ている人もたくさんいます。常磐線全線開通し
被曝と帰還を強制する。トリチウムの汚染水は
水で薄めて海洋に投棄しようとしている。原発
事故は終わっていない！ オリンピックやって
る場合か！ 子どもたちの命と未来を守ろう！
　『3.11 反原発福島行動 ‘20』参加をよろしく
お願いします。

「ふくしま共同診療所と
共にあゆむ会」の報告

福島診療所建設委員会　渡辺　馨

3.11 郡山へ！
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“ 東京 2020―放射能オリンピック ”　
“Tokyo 2020 ‒ The Radioactive Olympics”

　２０２０年に日本は、世界中のアスリートに
東京オリンピックへの参加を呼びかけている。
私たちは、選手たちが偏見なく平和的に競技で
きることを期待すると同時に、野球とソフト
ボール競技が、崩壊した福島第１原子力発電所
から５０㌔メートルの福島市で計画されること
を憂慮している。２０１１年、ここで複数の原
子炉がメルトダウンし、放射能が日本列島と太
平洋に拡散した。チェルノブイリの核メルトダ
ウンに匹敵する核の大惨事となった。
　多くの家族がその先祖伝来の家から引きはが
され、避難区域はさびれ、汚染土が詰められた
数十万のフレコンバッグがいたるところに放置
され、森林・川・湖は汚染されている。日本は
平常状態へいまだ回帰していない。
　原子炉は危険な状態に置かれており、海洋・
大気・土壌への放射能汚染は毎日続いている。
膨大な核廃棄物が原発敷地内の野外に保管され
ている。もしもう一度地震が起これば、これら
が住民と環境に重大な危険を引き起こすことに
なる。核惨事は継続しているのだ。
　私たちは２０２０年のオリンピックに向けて
国際キャンペーンを企画している。私たちの関
心事は、オリンピックのアスリートと訪問者が、
その地域の放射能汚染により健康上の悪影響を
受けるかもしれないということである。放射能
の影響を受けやすい子どもや妊婦には、特段の
関心を寄せなければならない。
　日本政府の公的な見積もりによっても、オリ
ンピックには１２０億ユーロもの巨費がかか
る。一方で日本政府は、汚染地域に帰還したく
ないすべての避難者にたいして支援打ち切りの
脅しをかけている〔２年後の現在、支援打ち切
りはすでに強行されている〕。
　核事故に起因する追加被曝の、一般人にたい
する許容限度の国際基準は年間 1㍉シーベルト

である。避難命
令が解除された
地域では、帰還
する住民は年間
２０㍉シーベル
トもの放射能にさらされる。膨大な除染作業が
おこなわれた場所でさえ、山岳や森林地帯が放
射性微粒子の継続的な貯蔵庫として働くので、
気候条件によってはいつでも再汚染されること
になる。
　私たちのキャンペーンは、核産業の危険性に
ついて広く啓蒙することに照準を合わせる。日
本の人々が今日どのような健康障害にさらされ
続けているかを明らかにする。通常運転中の原
発でさえも、一般の人々に重大な脅威を与えて
いる。とくに幼児と胎児にとってはそうだ。
　核産業の有毒な遺産〔廃棄物〕のための安全
かつ恒久的な保管場所は、この地球上のどこに
も存在しない。これは事実である。
　私たちは、原発の段階的廃止を呼びかける日
本の仲間の取り組みを支持し、化石燃料と核燃
料から離脱し、再生可能エネルギーに向けた世
界的エネルギー革命を促進するため、オリン
ピックのために創設されるメディアを活用する
であろう。私たちは、世界中の軍産複合体の政
治的代表者に、本件に関与することへの関心を
高めて行く。
　私たちは、日本の放射能汚染地域がもう安全
だとよそおう日本政府の試みを強く弾劾する。
　私たちは、世界のすべての組織に私たちの
ネットワークに加わり、このキャンペーンをま
とめていく運営グループをともに立ち上げて行
くことを呼びかける。オリンピックまでにまだ
２年あり、組織化の時間はまだある。ご返事を
お待ちします。

　IPPNW核戦争防止国際医師会議ドイツ支
部（アネッテ・ベンシュ－リヒタ－ハンゼ

ン、ヨルク・シュミット、ヘンリック・パ

ウリッツ、アレックス・ローゼン）

核の脅威のない 2020 年オリンピックを国際キャンペーンに向
けて、ＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師会議）ドイツ支部が
2018 年 7月に発したアピールを一部要約して紹介します。

 

 
 
 
 

International Campaign  
“Tokyo 2020 - The Radioactive Olympics” 

 
In 2020, Japan is inviting athletes from around the world to take part in the Tokyo Olympic Games. We are 
hoping for the games to be fair and peaceful. At the same time, we are worried about plans to host baseball 
and softball competitions in Fukushima City, just 50 km away from the ruins of the Fukushima Dai-ichi 
nuclear power plant. It was here, in 2011, that multiple nuclear meltdowns took place, spreading radioactivity 
across Japan and the Pacific Ocean - a catastrophe comparable only to the nuclear meltdown of Chernobyl.  
 
The ecological and social consequences of this catastrophe can be seen everywhere in the country: whole 
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常磐線全線開通の 3月 14 日ダイヤ改正で放射性物質拡散必至！
特急列車が「富岡、大野、双葉、浪江」の各駅に停車して 3往復

　３月 14日「ダイヤ改正」で、ＪＲ東日本は
福島第一原発事故以来不通となっていた常磐線
の富岡―浪江間の運行を再開しようとしていま
す。これは、「復興五輪」を掲げる安倍政権の
手先となって聖火リレーとあわせて大々的な復
興キャンペーンを繰り広げ、高線量地帯に多く
の乗客とＪＲ労働者と関連労働者を巻き込み、
被曝させるものです。絶対に許せません。
　帰還困難区域の現実は変わっていないのに、
常磐線開通にあわせて避難指示を解除するまっ
たく強引なやり方です。全域が帰還困難区域に
指定され、バリケードで立ち入りが出来ない双
葉町では、３月４日に双葉駅舎と線路の避難指
示を解除。同時にこれまで立ち入りが禁止され
ていた駅周辺地域を「緩和区域」として立ち入
りを大幅に認める。７日には常磐道「常磐双葉
インターチェンジ」、そして 14 日に常磐線が
開通する。さらに 3月 26 日にＪヴィレッジか
ら始まる聖火リレーのコースに双葉町を加える
ことが福島県の実行委員会で了承されました。
　帰還困難区域は、放射線量が年間50ミリシー
ベルトで区分けされたエリアであり、１００年
経っても人が住むことが出来ないところが多数
存在すると言われています。国道６号沿いのＪ
Ａ双葉北部営農センターは、公式発表データで
毎時４・６マイクロシーベルトです。
　同じように大野駅周辺（大熊町）を同５日、
夜ノ森駅周辺（富岡町）を同10日に解除します。
これらの地域も双葉町と同様で、私たちの現地
調査でも、線量計が測定不能になる（毎時 10
マイクロシーベルト以上）場所が何か所もある
非常に危険なところです。
　さらに、ＪＲは品川・上野から仙台まで特急
ひたちを１日３往復走らせ、放射線量の高い富
岡、大野、双葉、浪江の各駅に停車させると発
表しました（右時刻表）。これらの駅間は５分
～ 10分程度で、わざわざ特急を停車させる必
要性も無いし、乗降などしてはならない駅なの

で す。
国道６
号の東
側、 福
島第一
原発周
辺地域
は広大
な中間
貯蔵施
設とさ
れてお
り、毎日 2400 台のダンプが大量の放射性廃棄
物を運び込み、フレコンバッグの解体・分別作
業が行われ、放射性物質が粉じんに付着してま
き散らされています。風も強く、放射性物質が
列車に付着し、ドアを開けた室内に拡散するこ
とは避けられません。
　昨年９月 22日の水戸集会をきっかけに、常
磐線沿線住民の動きが始まっています。事実を
知った住民から驚きと怒りの声が動労水戸に寄
せられています。
　「地元の意見をきかずに若い運転手や地域の
人に放射能を浴びさせる。戦場に行くみたいだ」
「何らかの形で開通を止める行動に参加してい
きたい」「ＪＲの安全対策が全くなされていな
いことに驚いた」「１日３本品川まで直通運転
されるということに愕然とした。都内まで確実
に放射能汚染を運んでくる」「ＪＲは安全と言
うなら走る前後の車両の放射線測定をきちんと
して公表してほしい」「ＪＲが測定しないなら、
大野駅へ行って線量計を持って私たちが測ろ
う」「ＪＲ水戸支社に抗議したい」「自分たちの
問題とわかった」
　動労水戸は「高線量地帯に向かって列車を走
らせるな！」と絶対反対を表明し闘っていま
す。最前線の現場からの闘いに固く連帯して闘
おう。

動労水戸　石井真一
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人が住んではならない「帰還困難区域」
　　　　～土壌汚染も測らず個人線量計で帰還強制～

◆避難解除－常磐線開通－聖火リレー
　安倍政権は１月１７日、「帰還困難区域」内
の「特定復興再生拠点（復興拠点）」の一部の
避難指示を解除することを最終決定した。双葉
駅周辺などの双葉町の一部は３月４日、大野駅
周辺などの大熊町の一部は３月５日、夜ノ森駅
周辺の富岡町の一部は３月１０日。しかし住民
の居住は、「帰還困難区域」内の全域の解除目
標とする２２年春までは認められない。
　一方で、３月１４日にはＪＲ常磐線の全線開
通を狙い、２６日には聖火リレーをＪヴィレッ
ジからスタートさせる。安倍は１月の施政方針
演説でもこの３つを挙げた。「復興五輪」を振
りかざして避難指示解除と常磐線全線開通を強
行し、それに対する不満や批判を福島発の聖火
リレーで抑えつけようというのだ。こんなこと
がまかりとおれば、「命より金」の圧政がます
ますはびこり、原発再稼働も９条改憲もすべて
認めさせられてしまう。
◆チェルノブイリでは土壌汚染調査で避難
　「帰還困難区域」とは、事故から約６年過ぎ
ても２０ミリシーベルトを下回らなかった区域
である。しかし、１７年５月の福島復興再生特
別措置法の改悪で、「帰還困難区域」内に復興
拠点を設けて再居住させる方針が出された。
　では、放射能汚染はどうなったのか。避難指
示を解除する各町は除染検証委員会を設けてい
るが、その報告書には空間線量のことしか書か
れていない。除染して空間線量がいったん下
がっても、土壌から再び汚染する。土壌検査を
やらないと真の汚染度は分からない。避難の権
利を明文化したチェルノブイリ法は、土壌汚染
を調査した上で、「〇〇ベクレルの土壌汚染密
度の地域は〇〇ミリシーベルトの年間被爆量」
として区域分けが行われた。
　しかも、復興拠点の放射線防護対策は、「個
人線量計等を用いた個々人の被ばく線量の測
定」とされている（１８年１２月の政府決定）。

個人線量計では正確な被曝は測れない。それを
やった伊達市では、早野・宮崎論文がデータを
改ざんし、被曝量を少なく捏

ねつぞう

造していたことが
発覚した。なのに、復興拠点に入らざるを得な
い人にガラスバッジを持たせ、被曝データも改
ざんして被曝を押し隠そうとしている。殺人的
行為ではないか。
◆避難者への住宅無償提供は総打ち切り
　避難した多くの住民がいまだ帰るという選択
ができない。全町避難している双葉町民のうち
「戻りたい」と回答しているのは１０・５％に
減り、「戻らないと決めた」は６３・８％に増
えた。１７年３月末に避難解除となった飯舘村
では、事故前は４７１戸の農家が稲作をしてい
たが、昨年までに稲作を再開したのは農家２５
人と１農業法人。
　にもかかわらず政府・福島県は、避難者を住
宅から追い出そうとしている。富岡・浪江両町
の全域と葛尾・飯館両村の「帰還困難区域」か
らの避難者２２７４世帯に対する住宅の無償提
供も、３月末で打ち切られる。１２月末時点で、
約２４％の５４６世帯が４月以降の住まいの見
通しがたっていない。「２０年度の避難者ゼロ」
を狙う安倍政権の罪は重い。
　帰還を強制して避難者を圧殺し、原発再稼働
と改憲・戦争を強行することなど、絶対に許さ
ない。（事務局）

「
帰
還
困
難
区
域
」
内
に
設
定
さ
れ
た
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
」

（
環
境
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）
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　東海第二原発の再稼働に向けて、防潮堤建設
の本着工が４月にも始まろうとしています。
　日本原子力発電（原電）と茨城６市村との間
には、再稼働にかんする「実質的事前了解」を
含む新安全協定が18年３月に結ばれています。
しかし、6市村では住民になんの説明もありま
せん。工事の遅延から、原電は再稼働時期を21
年3月以降から22年12月以降に変更しました。
原電はさらにあせり、本性をむき出しにしてくる
でしょう。
　東海第二は絶対に再稼働させてはなりません。
政府の地震調査研究推進本部は19年２月26日、
「今後 30年以内にマグニチュード７～７・５の
大地震が起きる可能性は、茨城沖で80％」との
予想を発表しています。
　福島原発事故では「津波ではなく地震動で配
管破損していた可能性が極めて高い」（元東電原
子炉設計管理担当　木村俊雄19年 9月）。「津
波対策を施せば、安全に再稼働できる」などな
んの意味もありません。原電には防潮堤工事な
どの資金はありません。東京電力から２２００億
円もの資金提供を受けまかなうつもりです。
　東海第二から2・７㎞にある東海再処理施設
では高レベル放射性廃液が冷却され続けていま
す。冷却が止まれば爆発を起こし、猛毒のプル
トニウムが飛散する恐れがあります。再処理施
設には防潮堤も検討されていません。
　東海第二は首都圏・東京の原発です。東海村
の３月～10月の最も多い風向きは北東と北北東
です。過酷事故が起きれば放射能は東京・関東
を直撃します。東海第二から東京駅まで約110
㎞、風速6mの場合5時間半で放射能は到達す
るとの試算があります。途中に山のない茨城～
東京は避難する間もなく被曝します。
　東電は福島に続いて首都圏での核惨事を引き
起こそうとしているのです。首都圏・東京から
もっともっと声を上げていきましょう。

　今年 3月、浪江・富岡町・飯館・葛尾の帰
還困難区域２２７４世帯への住宅無償提供が打
ち切られます。これで、避難者への住宅提供は
制度としては一切なくなります。避難者の存在
の抹殺です。東京の避難者は「住宅から追い出
すな」と闘っています。
　3月 14 日には常磐線の富岡～浪江間の再開
が強行されます。除染は線路と駅周辺だけで、
双葉町や大熊町では線路以外は年間積算 50㍉
シーベルトを超えています。この列車が東京・
品川まで乗り入れます。東京オリンピック聖火
リレーが 3月 26日から福島県内コースで始ま
ります。福島県は「福島県内の聖火リレールー
ト、空間線量が除染目安超え」と認めました。「4
時間滞在の追加被曝線量は問題ない」として、
ここに子どもたちを動員します。オリンピック
のためにさらに被曝を強制するのです。
　東京都はオリンピック期間と前後、第五福竜
丸展示館を休館する。「オリンピックやってる
場合か！」の声はあらゆる所から上がっていま
す。3月の闘いでぶっ飛ばそう。

東海第二再稼働させない！茨城県沖大地震の可能性８０％

        3・１ビキニデー集会にあつまろう！ NAZEN東京　

避難して 9年！住宅から追い出すな！
オリンピックやってる場合か！

●東京

●東海
第二原発

●福島
第一原発

１００ｋｍ

最も多い風向き
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原発トピックス（2020 年 1月 12 日～ 2月 10 日）

◆避難者住宅、２４％が見通しなし

　原発事故に伴う帰還困難区域からの
避難者への住宅の無償提供が３月末で
終了する。富岡、浪江両町の全域と葛
尾、飯館両村の帰還困難区域からの避難
者のうち、約２４％に当たる５４６世帯
は昨年１２月末現在で４月以降の住まい
の見通しが立っていない。福島県生活拠
点課によると、無償提供が終了するのは
２２７４世帯。（１月１６日　福島民報）

◆甲状腺検査の受診率が低下

　福島県の県民健康調査検討委員会の評
価部会が２０日に開かれ、県内全ての子
どもを対象とする甲状腺検査の受診率が
低下していると報告された。受診率は
１巡目８１・７％、２巡目７１・０％
だったが、３巡目（１６～１７年度）は
６４・７％。「未受診者の情報も把握す
ることが重要」などの指摘があった。
（１月２０日共同　２１日河北新報）

◆汚染水、海へ放出を提言

　福島第一原発の敷地内にたまる処理済
み汚染水の処分方法について、経済産業
省の小委員会は３１日、大気放出と海洋
放出の２案に絞り込んだうえで、技術的
に実施しやすい海洋放出を有力視する内
容の提言をまとめた。タンクにたまる水
は約１２０万トン、２２年夏ごろに満杯
になるとする。提言を受けた政府の判断
に焦点が移る。（２月１日　朝日）

◆伊方３号機、冷却４３分停止

　四国電力伊方原発で外部電源を一時喪
失したトラブルで、３号機の核燃料プー
ルの冷却が４３分間停止していたこと
が、分かった。プールには定期検査で原
子炉から取り出したばかりの燃料１５７
体がある。核燃料は原子炉停止後も崩壊
熱を出すため冷やし続ける必要があり、
「一時的とはいえ冷却がストップした事
実は重い」との指摘も。（２月６日　愛媛）

◆原電、活断層データを書き換え

　原子力規制委員会は７日、日本原子力
発電（原電）の敦賀原発２号機の審査会
合を開いた。原子炉建屋の直下に活断層
があると指摘されている中、地質に関す
るデータなど原電が示した資料で、無断
での書き換えが複数箇所あり、「非常に
問題が多い」と指摘した。活断層かどう
かなど、審査の根幹に関わる部分で書き
換えが目立った。（２月７日　毎日）

◆規制委、命令案も密室協議

　原子力規制委員会が非公開の事前会議
で、関西電力に求める火山灰対策の２案
を１案に絞り込んだ問題を巡り、この案
に基づく関電への命令文の原案も事前会
議で配布されていた。更田豊志委員長ら
はその場で原案の文言を検討、手直しし
た命令文を６日後の委員会で発表してい
た。事前会議が意思決定の場であること
が鮮明になった。（２月９日　毎日）
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　昨年１年間の会計報告を作成しました（右）。
みなさんのご支援・ご協力によって２０１９年の
ＮＡＺＥＮ活動が支えられました。ありがとうご
ざいます。そのうえで、会費や通信の未納が増え
て、前年よりも収入が減額しています。請求書を
発行しますので、ご協力をお願いいたします。
　2020 年の年会費（１月～１２月）個人一口
2000 円、団体一口３０００円です。保養カンパ
も通年で受け付けています。よろしくお願いいた
します。

◇◆◇　郵便局　振替口座　◇◆◇
口座番号　00120-8-763817
加入者名　ＮＡＺＥＮ
銀行口座からの振込の場合　〇一九店　0763817
※振り込みの際は、「年会費○人、○団体分」
「保養カンパ」などお書き下さい

7

　賛同大募集！ 　一口 1000 円

日時　3月 11日（水）
　　　13時～　集会（12時開場）
　　　15時～　郡山駅前までデモ
会場　けんしん郡山文化センター大ホール
　　　（福島県郡山市堤下町 1-2）
主催　３・11反原発福島行動実行委員会
TEL/FAX 024-905-7759（動労福島）
メール 3.11fukushimaaction@gmail.com
郵便振替　口座番号　02220-2-135317
加入者名「3.11 反原発福島行動実行委員会」

ル

３.11 反原発福島行動 ‵20

■宮城・福島原発事故被災当事者からの訴え・
　渡辺瑞也医師（南相馬市・小高赤坂病院院長）講演会
と　き　2月 24日（月・休）13:30~16:00
ところ　仙台市市民活動サポートセンター６階セミ
ナーホール（仙台市青葉区一番町 4丁目１－３）
主催　NAZEN みやぎ 090-2970-8114（小原）
■東電直撃デモ＆東電経営陣の責任は有罪 or 無罪
　あなたはどっち？シール投票
と　き　２月 25日（火）17:30 ～新橋駅前ＳＬ広場
で街頭宣伝　18:30 ～桜田公園からデモ出発
主催　原発とめろ！新橋アクション 03-3778-0717
■避難できない！東海第二再稼働するな！
　ビキニ事件から 66年　３・１反原発meeting
と　き　3月 1日　14:00 ～
ところ　東京・杉並区　西荻南区民集会所
おはなし　亀屋幸子さん（双葉町からの避難者）
東海村からのビデオメッセージなど
主催　NAZEN 東京／実行委員会　090-2442-2811
■とめよう！東海第二原発　日本原電本店抗議
と　き　３月７日 ( 土 )15:30 ～
ところ　日本原電本店前
主催　とめよう！東海第二原発首都圏連絡会
＊ 13:00 ～ 14:30 東電本店への合同抗議行動もあり

◇◆◇　診療所基金はこちら　◇◆◇
　　福島診療所建設委員会の口座へ
★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でのお振り込み

　アカウント　　

　clinicfukushima@yahoo.co.jp

　渡辺馨（福島診療所建設委員会）

収入
繰り越し　     208.109
会費　　　　 237.000
通信代金　　 114.801
会場費　　　    4.550

収入計　　     564.460

ＮＡＺＥＮ会計報告
支出
旅費・泊費　  56.220
発送費用　　248.250
印刷代　　　 92.519
賛同金　　　    13.000
手数料　　　 4.077
諸経費　　　 17.860
支出計　　　431.926
残高　　　　132.534

（2019 年 1月 1日～12月31日）

■さようなら原発全国集会
と　き　３月２０日 ( 金・休）
ところ　東京・亀戸中央公園（東武亀戸線「亀戸水神」
から徒歩２分）
11:00 ～出店ブース開店 13:30 ～発言 15:10 ～デモ
主催　さようなら原発 1000 万人アクション
■国際シンポ～東京五輪で消されゆく原発事故被害～
と　き　３月２１日（土）12:30 ～ 16:40
ところ　東京・田町交通会館６Fホール
主催　さようなら原発 1000 万人アクション


