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　戦争を理由に、世界中で原発の再稼働が狙
われています。英ジョンソン首相は「プーチ
ンの脅しに屈しない」と原発８基の新規建設
を発表。ロシアとの天然ガスの取引を停止し
念願の小型モジュール原発の導入へ舵を切
る。日本の岸田政権も同じくロシアとの燃料
取引停止の経済制裁を進める。経済制裁は
「経済の戦争」と言われ、参戦行為。そしてそ
れを理由にまた原発を動かすとは！
　今回の戦争のように原発が攻撃された場
合、住民避難に２週間、「東海第二で３７万
人、柏崎刈羽では５万９千人の死者」と推定
が発表（上岡直見・環境経済研究所所長、法
政大学非常勤講師）、最悪その数倍になると
いう。戦争も核も原発もいらない。戦争をあ
おり核共有や原発再稼働を進めるな！
　汚染水をめぐって岸田首相、萩生田経産大
臣と会談した岸全漁連会長は「国民や全国の
漁業者の理解を得られない海洋放出には断
固反対で、いささかの変化もない」と語った。
　「汚染水を海に流すな」の国際署名もスタ
ートしました。「核・原発はいらない」の声
を世界へ。署名運動にご協力を！

　　◆ 3•11反原発福島行動’ 22の発言から②　沖縄、京都府職労舞鶴支部、メッセージ…２〜３ページ
　　◆放射能汚染水を流すな！　署名運動ニュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　…４ページ
　　◆３• 21さようなら原発が緊急行動　／　高槻医療福祉労組と NAZEN北摂が集会　　…５ページ
　　◆「放射線副読本の作成と配布の中止を求める全国署名」にご協力を　NAZENナガサキ…６ページ
　　◆原発トピックス　一ヶ月のできごとまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…７ページ
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「核は戦時にも平時にも許してはならない」
「原子力は気候を救わない！かざぐるまデモ
2022」（３月５日、ドイツ・ベルリン）が行われ、
核戦争防止国際医師会議ドイツ支部のアレック
ス・ローゼン氏は「福島原発事故があったと聞い
た時のことを誰もが思い出す。ウクライナでも原
発事故が起きるところだった。原子力エネルギー
は平和な時代にも戦争が起きる国でも決して許
してはならない。原子力エネルギーがある限り核
兵器のない世界は得られず、核兵器をもつ国があ
る限り原子力エネルギー
のない世界も得られませ
ん。ロシアの人たちとも
一緒に核の脅威のない世
界を求めて！」と発言。



                     ◆赤嶺知晃さん            
                                                     （全学連委員長）
                           　ウクライナでチェルノブイリ原

                             発を世界中の人が注視している

                             現実を見ても福島原発事故は終

                             わっていない。プーチンは核攻

                             撃に言及し自民党の安倍も核共                             撃に言及し自民党の安倍も核共

有なんて言い始めている。原発は地上に置かれた原爆

であり「核を持つ」などと言うのは「一握りの支配者

のために、労働者民衆を殺してもいい」という連中で

す。

　核共有、核武装を進めようとしているのは、岸田首　核共有、核武装を進めようとしているのは、岸田首

相自身です。戦争に向けて、放射能汚染水の放出で、

福島の怒り、反核の怒りを潰そうとしています。原発

事故後の健康被害を認めろと立ち上がった６人の若者

に対して「誤った情報をひろめ、差別や偏見を助長す

る」、こんな罵詈雑言を言っている。そもそも若者が

健康被害を認めさせるために裁判をしないといけない

現実が本当に許せない。11年前亡くなった人々を追現実が本当に許せない。11年前亡くなった人々を追

悼していくとともに、この現実を絶対に繰り返さない

ために、ウクライナでの戦争を止め、核戦争を止め、

原発をなくす。岸田政権を全国の労働者民衆、学生の

力で倒していくことにこそ、その力があります。

　日米はウクライナだけでなく中国への侵略戦争を構

え、沖縄、台湾、中国を戦場にしようとしています。

米軍と自衛隊は、中国本土に侵略する訓練を沖縄でや

り、低空飛行を繰り返し、辺野古新基地建設を進めて

いる。汚染水放出と同じように、辺野古新基地建設は

沖縄労働者民衆の怒りを解体するものとして仕掛けら

れている。福島と沖縄は徹底的に団結し、反戦反核の

巨大な運動を作り出していきたい。巨大な運動を作り出していきたい。

報告
part2

◆長岡達也さん
（京都府職員労働組合
                  舞鶴支部・支部長）
　私たちの仲間の職場は

高浜原発から約10キロの

ところにあります。政府

や関西電力は高浜・大飯の４機の原発に加えて、40や関西電力は高浜・大飯の４機の原発に加えて、40

年を超える老朽原発の高浜１・２号機の再稼働を23

年にするとしています。テロ対策工事なんて何の意

味もなさないことはウクライナでもはっきりしてい

る。福井県知事は「ミサイル攻撃から守るために原

発近くに自衛隊基地を作ってほしい」と。そこまで

して原発を動かそうとするものとは徹底対決以外に

 ありません。 ありません。

　自治体労働者は住民を守ることが仕事です。二度　自治体労働者は住民を守ることが仕事です。二度

とフクシマを繰り返させない。そのために一生かけ

て闘い抜きたいと思います。ウソとペテン、暴力、

金にまみれ、労働者を被曝させて、大地と海を汚染

する。こんなものは絶対にあってはならない。原発

を動かして甘い汁を吸おうとしている者を打ち倒し

て、我々が責任を持って廃炉にしていく以外に住民

を守ることはできません。を守ることはできません。

　実効性のある避難計画なんて作れないんです。労

働組合として京都府当局と質問書をやりとりしてい

ますが、京都府は職員動員の体制もマニュアルも作

れません。事故が起きて誰が何をするか全く決まっ

ていません。そんな危険な業務を誰が担うのか、こ

うした声が現場に渦巻いている。

　海上自衛隊舞鶴基地で、中東への派兵が連続して

行われています。アメリカ海軍のミサイル駆逐艦も

強行入港してきました。舞鶴の地で自衛官の海外派

兵阻止闘争はじめ、侵略基地化を許さない闘いを闘

ってきました。自治体労働者は被曝の隠蔽を許さな

い、汚染水の放流を阻止する、全ての原発を即時廃

炉にし、核と戦争を許さない闘いを、福島・全国の

みなさんとともに闘っていきたいと思います。みなさんとともに闘っていきたいと思います。

　３・11反原発福島行動2̓2、前回に引き続き集会発言を紹介します。



《集会に寄せられたメッセージ》
●吉沢正巳さん（浪江町・「希望の牧場」ふくしま代表）
　いよいよ、来年は浪江町の請戸漁港の南6㎞の

海底トンネルから、国と東電が放射能汚染水を

海に流しますが絶対に許すことが出来ません！

　このまま40年間汚染水タンクの放水を続けれ　このまま40年間汚染水タンクの放水を続けれ

ばあの水俣病の海のようになってしまいます。

　原発の時代を乗り越える為に残り人生皆で共

に闘っていこう！

●伊藤延由さん（飯舘村・小宮在住）
　汚染水海洋放出は加害者国と東電の事故対策　汚染水海洋放出は加害者国と東電の事故対策

費圧縮の為です、今回の事故で加害者責任で回

復すると言う原則を放棄しました許されない行

為です。

　トリチウムも放射性物質です、呑んでも大丈　トリチウムも放射性物質です、呑んでも大丈

夫と言う御用学者もいますが危険だと言う学者

もいます。人の命に関わる基準は予防原則に従

うべきです。

●金益重さん
（韓国反核医師会・運営委員）

　全人類の師となってくだ

さい。日本政府は事故の収

束は被ばく量を減らすこと

にあるという、ごく単純な

事実にまだ気付いていない事実にまだ気付いていない

のです。

　福島の苦しみはそのため、これからも続く　福島の苦しみはそのため、これからも続く

ものと思われます。だからこそ福島の声が大

切なのです。人間がいくら気をつけるとして

も事故を完璧に予防することはできないとい

うこと、事故の究極的な収拾は不可能である

ということ、そして今後もこのような事故が

繰り返されることはあり得るのだということ

を、全人類に知らしめなければなりません。を、全人類に知らしめなければなりません。

　辛くても福島の声は発せられるべきであり

人類への教えも続けられるべきであります。

福島はこれからも全人類の師にならなければ

なりません。

＊集会に寄せられたメッセージの一部を抜粋して紹介します。全文はブログを参照ください。

●ケアスティン・ルーデックさん
ドイツ・ゴアレーベン核廃棄物処
分場建設反対同盟・前委員長　
　反原発に思いを寄せる日本

の親愛なるみなさん！ゴアレ

ーベンの私たちはみなさんと

ともに要求します：「放射能ともに要求します：「放射能

汚染水の海洋投棄反対！」と。

　ウクライナでの戦争は、軍事的攻撃に際し

て原発というものが危険をさらに高めてしま

うことを明確に示しました。原発とは、カチ

カチと音を立てている時限爆弾なのです。

　私たちが３・１１に思いをめぐらすとき、　私たちが３・１１に思いをめぐらすとき、

みなさんのことをよく考えます。私たちは、

原子力にたいする闘いにおいて相互に結びつ

いており、みなさんは私たちのドイツでの闘

いにも力を与えてくれています。その闘いと

は、核と原発のないより良き世界をめざすも

のです。

●アレックス・ローゼンさん
●ポールマリー・マニーレさん
ドイツ・小児科医・IＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師
会議）ドイツ支部所属
　日本政府は、意識的に住民を健康被害にさ　日本政府は、意識的に住民を健康被害にさ

らしているのです。福島の現状は、いかなる

意味でも日常からはほど遠いものです。

　福島における青少年の甲状腺癌罹患率と放

射性ヨウ素の被曝との間には因果関係があり

ます。

　原発がひとたび過酷事故を起こせば人びと　原発がひとたび過酷事故を起こせば人びと

はどれだけ苦しむことになるのか——こうし

たことをあいまいにし、過小評価し、否定し

ようというのです。であるからこそなおさら

私たちは放射能で被害を受けた日本の人びと

との全面的な連帯が必要だと思います。
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たくさんの呼びかけ人で署名運動をスタート！

ほらぐち議員（杉並）が議会で追及！

石井真一（茨城県労組交流センター議長）／大江厚子（「黒石井真一（茨城県労組交流センター議長）／大江厚子（「黒
い雨」当該地域・広島県安芸太田町会議員）／五條敦（百万
人署名運動東京北部連絡会代表）／椎名千恵子（NAZENふ
くしま代表）／城臺美彌子（被爆者、NAZENナガサキ）／
杉井吉彦（国分寺・本町クリニック院長、ふくしま共同診療
所医師）／鈴木光一郎（全国農民会議共同代表）／関道利（
国鉄千葉動力車労働組合執行委員長）／高山俊吉（弁護士）
／武内更一（弁護士）／渡子健（NAZENヒロシマ呼びかけ／武内更一（弁護士）／渡子健（NAZENヒロシマ呼びかけ
人、被爆2世）／中島健（8・6ヒロシマ大行動共同代表、反
戦被爆者の会）／中道雅史（青森市民）／洞口朋子（東京・
杉並区議会議員）／間山正茂（青森・南部バス労働組合委員
長）／宮原亮（広島連帯ユニオン委員長、被爆3世）／室本
けい子（広島・よもぎのアトリエ）／森川文人（弁護士）／
渡辺瑞也（小高赤坂病院院長）           《50音順・敬称略》

　３月11日の震災11年の日、杉並
区議会で質問にたち、復興庁の汚染
水を安全といいなすビラが小中高校
に配布されている件を追及。区教委
は教育委員会を介さず直接送付する
やり方は教育に対する国家介入との
「認識はございません」と回答、ビ
ラは適切な内容で回収するつもりもラは適切な内容で回収するつもりも
ないと言い切った。教育現場にこの
答弁を伝え署名をひろげよう。

国際署名運動も始まりました！

　昨年の関係閣僚会議での汚染
水海洋放出決定から一年の４月
13日を前にして、ふくしま共同
診療所、NAZEN、動労千葉国際
連帯委員会の三者の共同アピー
ルと国際署名が世界に発せられ
ました。世界的なうねりを作っ
て汚染水を止めよう。て汚染水を止めよう。

放射能汚染水を海に流すな！ 
全国署名運動ニュース

署名用紙のダウンロードは
こちらから➡➡➡

☚汚染水ながすな︕缶バッジも大好評︕
街頭でのカンパ集めにご活用ください★

３・１１福島で署名を集め始めました!
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　冒頭に、高槻医療福祉労組の村山裕子委員長から、

「毎年『反原発3.11企画』で、フクシマの現状と3.11

をどう考えるのかを訴え、原発は核兵器に使われ、戦

争に繋がると伝えて来た。ウクライナ戦争が米日の中

国侵略戦争に繋がる情勢の中で、組合として反戦闘争

をどう闘うかを一緒に考えたい」との提起があり、以

下の基調提起が行われました。

　●ウクライナ戦争の元凶は、米中心のNATOの拡大　●ウクライナ戦争の元凶は、米中心のNATOの拡大

がプーチンを追い詰めた結果。戦争の激化の中で許せ

ないことにプーチンは核兵器の使用を示唆し、原発施

設をも攻撃した。原発が戦争に使われ、戦争になった

ら真っ先に攻撃される。この戦争が、米日の中国侵略

戦争に繋がり、第三次世界戦争・核戦争に繋がる情勢

を迎えている。沖縄と南西諸島の中国侵略最前線基地

化を許さず、戦争反対の国際連帯で戦争を止めよう。化を許さず、戦争反対の国際連帯で戦争を止めよう。

　●放射能汚染水の海洋放出を絶対に阻止しよう。絶

対反対で闘う漁民・住民と連帯して闘おう。高線量地

域への帰還強制、福島県民健康調査の縮小に反対して

闘うことも確認し、3.11福島現地に結集することを確

認しました。

《講演》
京都府職員労働組合舞鶴支部・長岡達也支部長
　自宅のある舞鶴市の田園風景を映し、雪や洪水で　自宅のある舞鶴市の田園風景を映し、雪や洪水で

道が渋滞する様子から「もし原発事故があったら住

民は絶対に避難できない。高浜原発の避難計画を内

閣府が作っているが、職員には知らされていない。

京都府へ原発を廃炉にするよう申し入れている。舞

鶴は海上自衛隊の街。米軍のデストロイヤー（駆逐

艦）がコロナ下で入港し米兵がフリーパスで街に出

ている。補給のための入港で、戦争行為そのもの。ている。補給のための入港で、戦争行為そのもの。

舞鶴支部は労働組合の団結で『高浜・大飯原発再稼

働反対！原発廃炉！』を闘っている。ウクライナ戦

争に反対してロシアの労働者が闘っている。核と戦

争に反対し3.11反原発福島行動に参加しよう。」

と熱く語ってくださいました。

　後の討論では、◇労働組合での反原発学習会と組

合員の参加は重要。◇職場での残業は？　◇高浜原

発は高槻から６０㎞圏内、連帯して闘う。◇ウクラ

イナ戦争、中国侵略戦争情勢下で組合が反戦を闘う

ことが重要、などなど盛り上がりました。

　ウクライナ戦争止めよう！改憲・戦争、核武装に

反対して全力で闘いましょう。

3.5汚染水を海に流すな！高浜・大飯原発再稼働絶対反対！集会
★高槻医療福祉労働組合 ＆ NAZEN北摂　「3.11反原発企画」★

　3月21日、代々木公園にて『ウク

ライナに平和を！市民アクション』

が2500名を超える参加者で開催、

NAZEN東京は「とめよう！東海第

二原発 首都圏連絡会」の仲間とデモ

をやりました。集まった汚染水反対

署名は138筆！ 以下、主催者呼び掛署名は138筆！ 以下、主催者呼び掛

け人の発言の一部を紹介いたします。

鎌田慧さん
　戦争は多くの人間を殺した方が勝つという、極めて非人　戦争は多くの人間を殺した方が勝つという、極めて非人

道的な制度です。原発は原爆の商業利用でしかなかった。

自民党議員たちは戦争を利用し、「エネルギーがなくなる

から原発を再稼動せよ」「規制庁の規制も緩めろ」と要求

しています。平和でも、戦争の時でも、原発は危険である

とはっきりした。原発・戦争は無くする。

落合恵子さん
　たった一つ、「戦争を止めろ」です。この国がそうな　たった一つ、「戦争を止めろ」です。この国がそうな

らないと誰が保証できますか。今でさえ、核シェアリン

グを「待ってました」という人をそのまま政治家にして

いる私たちです。自分の問題として考えないと、海の向

こうも、海のこっち側も、手を結ぶということは出来な

いのではないか。ロシアで侵攻や侵略という言葉が言い

換えられていっています。同じことをこの国で10年間

体験してきませんでしたか。体験してきませんでしたか。

　かの国の事は言うけれど、この国のことは黙っている

ということは、結局沈黙するということ。自らに問いか

けませんか。世の中変えていくのは少数派と心に決めて

前に向かって進んでいきましょう。

3.21『ウクライナに平和を！市民アクション』
東京・代々 木公園NAZEN東京　佐藤賢一
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　文部科学省は『放射線副読本』を作って学校に配っ

ています。この『放射線副読本』は子どもおよび地域

に｢放射線安全｣洗脳教育をしようとするものです。ね

らいは反核・反放射線被ばく・被ばく補償のたたかい

をつぶし、原発・核政策の協力者・担い手を作ろうと

いうものです。根底には労働者階級の階級意識を解体

し戦争・核戦争に動員する攻撃です。

  『放射線副読本』は、虚偽やごまかしで放射線の危  『放射線副読本』は、虚偽やごまかしで放射線の危

険性を隠す手法をとっています。真実をこちらから明

らかにしなければなりません。NAZENナガサキでは

副読本批判のパンフレットを作り、以下の問題点を明

らかにしました。

①｢放射線は怖くない、がんのリスクは野菜不足など①｢放射線は怖くない、がんのリスクは野菜不足など

と同じ｣として、核放射性物質が毒物であること、細

胞やDNAを破壊することにほとんどふれていない。

②｢放射性物質が、生活を豊かにしている｣例として、

原発をあげている。原発の危険性にはふれていない。

原発推進の政治的な意図が見える。

③外部被ばくより恐ろしい、内部被ばく問題が無視さ③外部被ばくより恐ろしい、内部被ばく問題が無視さ

れている。

④｢(被ばくの)遺伝性影響を示す根拠はこれまで見つか

っていません｣として、被ばく2世・３世の問題や運動

が否定されている。

⑤｢福島原発事故での被ばくの影響はほとんどない｣と

して、小児甲状腺がん検査などが無視されている。

⑥いまだ高線量地域があるのに、住民の帰還を促そう⑥いまだ高線量地域があるのに、住民の帰還を促そう

としている。

★NAZENナガサキ放射線副読本批判パンフレット★
ご購入依頼➡NAZENナガサキ　橋里・菊地 nazen_nagasaki@yahoo.co.jp

ゆうちょ振込先➡加入者名　NAZENナガサキ　振り込み番号　01730-3-123924

　2011年3月19日に福島県放射線健康リスク管

理アドバイザーに就任した山下俊一長崎大学教授

は、福島県各地を公演して回り、3月21日、福島

市でこう語っています。【当時福島市は20マイ

クロシーベルト毎時、飯舘村は最大140～38マ

イクロシーベルト毎時】

　｢戦争で敗れ、そして原子力産業を支え、今の　｢戦争で敗れ、そして原子力産業を支え、今の

復興を成し遂げたこの日本において、我々が少な

くとも民主主義国家として信じなくてはいけない

のは、国の方針であり、国から出る情報です｣　

「大人は二十歳を過ぎると放射線の感受性は殆ど

ありません。……男はまず心配いらないです。守

るべきは女性、女子供、妊婦、乳幼児です。……

男は戦わなくちゃ。復興に向けてここで福島県民男は戦わなくちゃ。復興に向けてここで福島県民

として、会津の白虎隊です。それくらいの覚悟は

あって然るべきです｣。　国を信じて、逃げるな

！復興だ！放射線の犠牲を甘んじて受けよ！と聞

こえます。これが『放射線副読本』の本質です。

まさに戦争動員の言葉です！

　国はさらに『汚染水放出安全』ビラ、『子ども

の防衛白書』までも教室に持ち込もうとしていま

す。原発反対！戦争反対！とりわけ教育現場での

運動が重要になってきています。

　全国の皆さん、副読本反対の署名運動へのご協

力をお願いします！　

「放射線副読本の作成と配布の中止
を求める全国署名」にご協力を
NAZENナガサキ事務局長　橋里耕悟

★署名用紙のダウン
ロードはこちら➡➡
http://nazen.blog.jp/

⑦｢福島原発事故後の食物

は安全、むしろ『風評被

害』が問題だ｣とし、食物

の安全性の問題をすりか

えている。 

等々。福島原発事故の被等々。福島原発事故の被

ばくを軽視し、放射線を

安全だとして、原発再稼

働と新設を進めていく意

図があります。それを教

育の場で行おうとしてい

るのです。

　｢放射能は怖くな

い｣と教えられた子

どもたちは、放射能

から身を守ることが

できません。

　放射線に対して感　放射線に対して感

受性の高い子どもた

ちの命が危険にさら

されているのです。

このような虚偽を学

校教育で教える副読

本の作成と配布を許

してはならないと思してはならないと思

います。
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◆東海第二、定まらぬ避難
　東海第二原発の運転差し止めを命じた
水戸地裁の判決から１年。避難計画が未
策定だった９市町村のうち新たに策定し
た自治体はゼロのまま。移動手段の確保
や新型コロナ対策が難題。５㌔圏内の住
民の避難だけでバス400～500台が必要と民の避難だけでバス400～500台が必要と
県は試算し、県バス協会に車両や運転士
の手配を求める考えだが、協定締結には
至っていない。（３月20日　朝日)

◆全漁連会長、「反対変わらず」
　福島第一原発の汚染水の海洋放出を巡
り、岸田首相は全国漁業協同組合連合会
（全漁連）の岸宏会長と会談した。首相
は「処理水の処分は避けて通れない。政
府を挙げて風評対策に取り組む」と理解
を求めた。岸氏「いささかも反対の立場を求めた。岸氏「いささかも反対の立場
に変わりはない」。昨年４月、岸氏が当
時の菅首相と会談した直後、政府は海洋
放出方針を決定。（４月５日　共同）

2
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年
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◆原発部品の輸出後押し検討
　経済産業省は原発の機器などの部品を
生産する日本企業の海外展開を支援する。
国内で原発の早期建設は見込めず、原発
丸ごとの輸出も頓挫した。部品の輸出支
援に政策を転換し、国内の原子力産業の
維持をめざす。日本の部品の国産化率は維持をめざす。日本の部品の国産化率は
90％超。検討中のクリーンエネルギー戦
略に反映させ、23年度予算案の概算要求
盛り込みをめざす。（４月７日　日経）

◆避難者の医療費支援、段階的廃止
　福島第一原発事故で避難を求められた
住民の医療費支援をめぐり、復興庁は27
年度までに一部を除いて段階的に廃止す
る。福島の13市町村の約15万人が、医療
・介護の保険料や窓口での支払いの全額
または一部を免除されてきた。17年４月または一部を免除されてきた。17年４月
までに避難指示が解除された11市町村に
ついて、解除から約10年後にむけて段階
的に支援を打ち切る。（４月９日　朝日）

◆関電のＭＯＸ燃料、20年で倍額
　関西電力が輸入したプルトニウム・ウ
ラン混合酸化物（ＭＯＸ）燃料の価格が、
１体あたり約11億円に上ることが財務省
の貿易統計でわかった。価格は20年余り
で２倍に。関電は「契約上の守秘義務」
と価格を公表せず。電気事業連合会によと価格を公表せず。電気事業連合会によ
ると、商用のＭＯＸ燃料は99年以降、電
力５社で輸入実績があるが、福島原発事
故以降は関電１社。（４月５日　朝日）

◆女川原発、24年２月にも再稼働
　東北電力は女川原発２号機（宮城県）
について、再稼働の前提となる安全対策
工事の完了時期を22年度から23年11月に
延期すると発表した。非常時に原子炉格
納容器の蒸気を冷やして圧力を下げる圧
力抑制室の耐震補強工事、防潮堤のかさ力抑制室の耐震補強工事、防潮堤のかさ
上げが延期理由。完工時期の延期は５回
目。同社は再稼働時期は24年２月と初め
て示した。（３月31日　共同）

原
発
ト
ピ
ッ
ク
ス
★



８

年会費のお願い

◆全国◆4/13　14:00～汚染水の海洋放出に反
対する全国一斉スタンディング
◆東京◆
■4/13　13:30～院内ヒアリング集会＜放射能
汚染水海洋投棄反対︕～共同申入れとヒアリング
～＞＠衆議院第一議員会館・第５会議室／主催︓
原発いらない金曜行動
■4/16　ロシアはウクライナの原発占拠をやめ■4/16　ロシアはウクライナの原発占拠をやめ
ろ︕福島原発事故から11年4.16さようなら原発
首都圏集会／13:00開会／14:45デモ出発／会場
︓亀戸中央公園／主催︓さようなら原発1000万
人署名他 ※NAZENもブースを出します︕
■4/23　ウクライナ戦争やめろ!国際反戦デモで■4/23　ウクライナ戦争やめろ!国際反戦デモで
世界戦争とめよう!4.23集会デモ／14:00開会／
16:30デモ出発／会場︓すみだリバーサイドホー
ル／主催︓改憲・戦争阻止!大行進実行委員会

◆長崎◆4/23　NAZENナガサキ結成10周年集会
／4月23日(土)13:30開演／朝長万左男さん講演
「《原爆・東海村・チェルノブイリ・福島》４つ
の放射線被曝の実態と未解明領域」／同時開催︓
10時～飛田晋秀さん写真展／会場︓長崎県勤労
福祉会館／主催︓NAZENナガサキ
◆全国◆4/28～29　4.28沖縄デー全国統一行動
◆◆山口◆4/29　沖縄講演会&デモin岩国／4月29
日(金)14:00開演／新垣毅さん(琉球新報報道部
長) 講演「沖縄に迫る戦争の危機～自衛隊南西シ
フトとミサイル配備問題～」／会場:シンフォニ
ア岩国／主催:８・6ヒロシマ大行動実行委員会
◆東京◆◆東京◆5/1　新宿メーデー＜労働者の団結で戦
争をとめよう!＞反戦デモ／14:00~新宿駅東口ア
ルタ前でリレーアピール／15:30~デモ出発／主
催︓2022メーデー実行委員会

●編集後記●
　戦争が始まった２月24日の夜、ニュースを知
って正直とても動揺した。ずっと訴えてきた反
戦・反核・反原発。今、私にできることは？
　twitterで流れてきたサンクトペテルブルグの
デモの動画を見た。「Россия против войны!!
（（ロシアは戦争に反対している！）」逮捕されな
がら叫んでいる姿を何遍も見た。涙が止まらな
かった。何もせずにはいられなくて、夜中にプ
ラカードをデザインしてSNSで拡散した。翌日
には、ベルリンと大坂の街頭で仲間が早速使っ
てくれていた。
　　翌週あたりから、強烈な違和感。ブルーとイ
エローのウクライナ国旗カラーに染まる反戦デ
モ。ベルリンの友人は「ドイツでは大企業や政
府が率先してウクライナ国旗を掲げてる。(※写
真右上、ドイツ国会議事堂前・右からドイツ、ウ
クライナ、ＥＵの旗）戦争プロパガンダそのも
の」と語った。
　　国旗を掲げてとめられる戦争なんてない。

　敵はだれなのか。ナショナリズムを煽るやつ
らだ。「命よりカネ」のやつらだ。残酷な戦争
に心を痛め、何かしなくちゃとデモに立つ人々
を、国旗の色に染め「戦争に向かう反戦運動」
をつくるやつらもだ。
　　ベラルーシの鉄道労働者がロシアの軍事供給
ラインを止め、ギリシャの鉄道労働者は米軍戦
車の輸送をボイコットした。イタリアの空港・
港湾労働組合が、NATO側の軍事物資の輸送を
阻止している。世界中の労働者が戦争協力を拒
否し、具体的に戦争をとめる。その力がある。
　　立ち上がる若者を、絶望させない運動をつく
りたい。先日デモで出会った、この春上京した
ばかりの１８才の子が「やっと本当に闘ってる
ひとたちに出会えた」と言った。かれらの世代
に届くなら、わたしたちはまだまだまだまだ闘
える。日々やれること、ぜんぶやるしかない。
　　労働者の誇りにかけて、戦争のない世界をつ

くろう！世界の仲間と革命やろうよ！

NAZEN事務局・織田翔子


