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　５月１日のメーデーは、世界的にウクライ
ナ戦争をめぐる行動となりました。ヨーロッ
パではNATOをもう一方の戦争当事者とし
て弾劾、自国の軍事予算を戦争による物価高
対策にまわせとストライキやデモ。ベラルー
シ鉄道労組は開戦すぐに反戦声明を発し、ロ
シア軍や軍事物資の輸送を止めるストライ
キやシステムのシャットダウンを繰り返し、
「テロ行為」として組合活動家を逮捕する政
府と闘い、３月20日にはベラルーシとウク
ライナをつなぐ鉄道をすべてストップさせ
た。労働組合が闘えば戦争を止められる。戦
争に行き着いた新自由主義の社会を変える
のは今です。
　IAEAは４月26日にウクライナ国内３カ
所の原発の上空をミサイルが通過し「原子力
事故につながる恐れがあった」と発表。原発
は自国の人々に原爆として向けられている。
　岸田首相は４月５日、イギリス金融街で演
説を行い「脱炭素」とともに原発の再稼働を
表明。これを受け東電の株価が７％も上昇。
さらに自衛隊とイギリス軍がお互いの国で
共同訓練を行う「日英円滑化協定」締結の大
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戦争も核も原発もいらない戦争も核も原発もいらない
　日米戦争会談やめろ 　日米戦争会談やめろ 5 22•5 22• デモへデモへ
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枠を合意。ジョンソン首相は福島原発事故由来の
日本産食品輸入規制の撤廃を表明、岸田首相の持
参した福島県産のポップコーンを食べる演出ま
で行った。戦争を拡大する連中が国境を越えて手
を結び、福島の怒りを抑えようとする。IAEAは
４月29日、今年２月の調査をもとに汚染水海洋
放出について「放射線影響は小さい」とする報告
を発表、ゴーサインを出した。
　５月22日には米バイデン大統領が来日、日米
首脳会談とクアッド（日米印豪首脳会談）が予
定されています。ウクライナに戦車供与から軍隊
指導までやって戦争を拡大してきた連中の戦争
会議です。世界に届くような反戦デモをやろう！

　雨の新宿で行われた反戦メーデー（５月１日）
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　「謝れ、償（まや）え、 かえせふるさと 飯舘村」

　これは福島県飯舘村の原発被害糾弾・飯舘村民救

済申立団が国と東京電力を訴えている裁判でのスロ

ーガンです。去る3月23日、東京地裁にて第3回口

頭弁論が行われ、原告の一人である伊藤延由さんの

意見陳述がありました。【原発事故の実像～裁判で

明らかにされる「フクシマ」の今～】というタイト

ルでリーフレットになっていますので紹介します。ルでリーフレットになっていますので紹介します。

　飯舘村は、農業林業が主体の村で「日本で最も美

しい村」連合に加盟し、特産品には御影石、リンド

ウやトルコ桔梗などの花卉、畜産、酪農、野菜。ま

た、極寒を利用した凍み大根、凍み餅などがあり、

どぶろく特区もあって、地域の特性を生かした村づ

くりを進めていた風光明媚な豊かな村でした。伊藤

さんは2010年に移住し除草剤を使わない米作りに

挑戦したが「私の夢が実現しかけた矢先に、私の夢挑戦したが「私の夢が実現しかけた矢先に、私の夢

は、原発事故で打ち砕かれた」。伊藤さんは事故直

後の放射線量や土壌汚染、農作物の汚染の数値をあ

げ「被告で加害企業である東京電力は、避難に伴う

経費増や精神的損害に対する賠償はある程度は実施

したが、厳然と存在し今後も続く被ばくリスクにし

ては何らの賠償もしていない」と批判する。

「飯舘村原発被害者訴訟」損害賠償訴訟の概要で次

のように述べられています。(2021年3月)

「・飯舘村の住民13世帯31名の集団訴訟

・訴因：故郷喪失、初期被ばくの賠償

・訴訟に至った経緯

　飯舘村の住民の約半数が約3,100人がADR(裁判　飯舘村の住民の約半数が約3,100人がADR(裁判

外紛争解決手続)の申立てを行った、個々人固有の賠

償は若干の成果はあったが主たる申立ての本件訴訟

の訴因部分は和解に至らなかった。

　今回の原発ADR以外のADRは和解を拒否する場合　今回の原発ADR以外のADRは和解を拒否する場合

は本訴が条件(本件の場合は東電)だが原発ADRは東

電に拒否権を与えた、浪江町の集団申立てに見られ

るようにADRセンターが何度も和解勧告したが東電

は拒否した。↗

　↘その結果被災者が本訴する以外ない事になっ

た。多くの村民は弁護士や裁判などから遠い位置

におり本訴に踏み切るには勇気がいる事です。本

件もADR申立ての1%の人が本訴に踏み切りまし

た。」

　東京電力は、自らの責任を全く顧みることなく　東京電力は、自らの責任を全く顧みることなく

ADRを拒否し、国もまたADRを隠れ蓑に何ら救

済策を講じることのないままに今に至っているの

です。

　それどころか、政府・岸田政権はあろうことか　それどころか、政府・岸田政権はあろうことか

福島第1原発から発生する放射能汚染水を海洋放

出しようとしています。しかも、ウクライナで核

爆弾の使用が取りざたされている渦中での蛮行の

目論見は、核武装への踏み込みであり、それに反

対し改憲や戦争に反対する労働者人民の闘いの圧

殺に他なりません。だからこそ、原発事故被害者

への謝罪や救済にではなく、軍事費に税金を使うへの謝罪や救済にではなく、軍事費に税金を使う

のです。絶対に許せません。

　伊藤さんは「放射能汚染水を流すな全国署名」

の呼びかけメッセージの中で「福島の風評被害を

言うが実害であり世界の海を汚すことになる直ち

に中止すべきです」と呼びかけています。署名推

進の力として、リーフレットを活用していただき

たいと思います。

（吾妻）

「謝れ、償え、かえせふるさと」
フクシマの今を訴える　

まや

パンフレット
【原発事故の実像
～裁判で明らかにさ
れる「フクシマ」の
今～】
●頒布価格
1部200円1部200円
●申し込み︓
090-9638-7549
吾妻まで
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　街頭行動には6名の仲間が参加し、短時間でしたが10筆の署名が集まりました。「海

に流すのは絶対ダメ！」「頑張ってください」と署名していく人、熱心に話を聞いてゆ

く青年など。

　3月11日、杉並区のほらぐち区議が、「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しました。杉並区教委は、「教育への国家介入ではな

い」「ビラは適切な内容で回収するつもりはない」と言い切りました。放射能汚染水を

海に流す犯罪性をもっと暴いてゆきましょう。

福島県庁前弾劾行動（４月13日）

FUKUSHIMA➡➡➡
◎福島県庁前弾劾行動

　県庁の昼休みにあわせて県庁前に集合し抗議のリレートーク。　県庁の昼休みにあわせて県庁前に集合し抗議のリレートーク。

すぐに青年労働者が海洋放出反対署名をしてくれました。反対を

訴えるビラもほとんどの人が受け取ってくれました。車中から手

を振ってくれた人や、わざわざ車をとめ「頑張って」と激励して

くれた人など、本当に皆同じ気持ちなんだと思いました。

　リレートークでは、「汚染水海洋放出は原発再稼働・核武装へ　リレートークでは、「汚染水海洋放出は原発再稼働・核武装へ

の道、許さない」「ウクライナへの侵略反対は岸田を倒すこと」

「内部被曝を世界に拡散するな」と弾劾の声が続きました。

                                                   ◎東京／共同申し入れや署名街宣

　当日は14時から衆院議員会館で「放射能汚染水海洋投棄反対！共同

申入れと院内ヒアリング集会」（主催　原発いらない金曜行動）が開催

され、26団体10個人の申し入れ書を共同で提出し、ヒアリングでは省

庁に対し鋭い追及がなされました。NAZEN東京の仲間も申入れを提出

し、ヒアリングに参加して阿佐ヶ谷街頭宣伝へ。

◎放射能汚染水を海に流すな！スタンディング＠熊本市辛島公園前

　汚染水をテーマにした街頭宣伝は久々でしたが、市民の反応は上々でした。署

名も16筆が集まりました。福島全漁連会長が岸田と会見して絶対反対を訴えた4

月5日のニュース、さらに3月30日の熊本地裁による水俣病被害者認定訴訟の却

下の内容のひどさに対する原告7人の怒りの声が報道されたことも大きかったと

思います。

　感覚障害など水俣病特有の症状を患っているにもかかわらず、判決は「メチル　感覚障害など水俣病特有の症状を患っているにもかかわらず、判決は「メチル

水銀由来とは合理的に説明できない」という、「黒い雨」訴訟でも繰り返されて

きた反動判決でした。原告の7人は直ちに控訴して闘うことを表明しています。

水俣の闘いとフクシマの闘いはつながっているのです。

4.13 汚染水の海洋放出に反対する
全国一斉スタンディング！！

熊本市辛島公園前街宣(4月13日)

杉並・阿佐谷駅前街宣（４月13日）

小
学
生
も
自
ら
署
名
︕

KUMAMOTO➡➡

TOKYO



NO NUKES！
NO MORE WAR!!
NO MORE FUKUSHIMA
NO MORE HIROSHIMA
NO MORE NAGASAKI
NO MORE BIKINI
NO MORE CHERNOBYLNO MORE CHERNOBYL
NO MORE ZAPORIZHZHIA

いのちを返せ！ふるさと返せ！
くらしを返せ！みらいを返せ！
子どもたちの未来を守れ！
汚染水ながすな！いのちを守れ！
もうこれ以上　被曝させるな！
原発のない　世界をつくろう原発のない　世界をつくろう
戦争のない　世界をつくろう

原発いらない！
核はいらない！
戦争反対！戦争とめよう！
プーチンもNATOも
ウクライナから手を引け！
国を守るな　命を守れ
世界の仲間と戦争とめよう！世界の仲間と戦争とめよう！

原発廃炉！
東海第二はいますぐ廃炉
老朽原発いますぐ廃炉
再稼働反対！
原発やめろ！
福島事故は終わってないぞ

日本の改憲・参戦ゆるすな！日本の改憲・参戦ゆるすな！
ヒロシマ・ナガサキ繰り返すな！
戦争・改憲・核武装ゆるすな！
すべての核と原発なくそう！

４

　2300人が参加。亀戸から錦糸町までの「反原発＆反戦」デモに
は、今までにない沿道からの熱い支持。デモ初参加の若者たちもマ
イクを握り「原発いらねえ︕戦争いらねえ!!」と清々しく叫んでい
ました。解散地点での「とめよう︕東海第二原発 首都圏連絡会」
交流集会には約100人が参加。各団体や個人からの発言にやり切っ
た感と今後の運動への展望があふれていました。飛び入り参加のロ
シアの青年は「僕はロシア人です。（戦争と核兵器で）黒い大地を
汚さないでほしい、ただそれだけです」と声を震わせた。NAZEN汚さないでほしい、ただそれだけです」と声を震わせた。NAZEN
東京も発言、「汚染水海洋放出とめよう」「日本の参戦絶対反対」
と訴えました。　　　　　　　　　　NAZEN東京　佐藤賢一

＜集会発言から＞

鎌田慧さん
　「ウクライナは悲惨な状況が続いている。政府は、この世界大戦　「ウクライナは悲惨な状況が続いている。政府は、この世界大戦

状況に、あたかもチャンスでかつ火事場泥棒のように、軍事を強化

し、非核3原則、武器輸出しない原則まで破壊しつつある。原発が

戦争の中で核爆弾と同じ役割をしている。１日も早く原発を止め核

兵器を持たない闘いが必要だ。原発・戦争がなくるまで頑張ってい

きましょう」

東海第2原発運転指し止め訴訟原告団
　「昨年3月、水戸地裁は東海第2原発を動かしてはならないとい　「昨年3月、水戸地裁は東海第2原発を動かしてはならないとい

う判決を下した。控訴後東京高裁でやることになっているが1年た

っても音沙汰無し。

　東海第２の再稼動を裏で操っているのは東電そのものです。柏崎

刈羽を再稼働させない。東電の責任をはっきりさせることは東海第

２の再稼働の基盤を崩すことになります。

　原発震災となればお手上げです。全ての原発・核を廃絶すること　原発震災となればお手上げです。全ての原発・核を廃絶すること

に向けて頑張ります」

フクシマ原発刑事訴訟支援団
　「3.11では、福島の三分の二が放射線管理区域以上になり、過

酷な避難に死亡者も出た。今も6万人が避難生活をしている。293

人の子どもが甲状腺がんになった。今、6人の若者が裁判闘争に打

って出た。応援したい。

　『処理水を薄めて…』と言うがトリチウム以外の核種があること　『処理水を薄めて…』と言うがトリチウム以外の核種があること

が判明している。裁判の過程で、2002年に津波の被害が想定され

ていたにも関わらず、被告3人は対応を引き延ばして来た事実も明

らかになった。全員無罪となったが、今後も勝つまで頑張りたい」

落合恵子さん
　「被害者にも加害者にもならないことが大切です。変わらないか　「被害者にも加害者にもならないことが大切です。変わらないか

らやらないというのは卑怯だと思います。どうして怒らないのです

か、政権を変えなくてはいけない。しょうがない？昔から『パンと

サーカス』という言葉がある、これを大衆に与えておけば政治に文

句は言わないというのです。今の時代も同じです。おかしいと声を

上げ続けていきましょう」

４．１６『さよなら原発首都圏集会』報告
東京・亀戸中央公園



↑2021年７月長崎保養で海水浴を楽しむ福島の子どもたち
↓2021年8月9日長崎闘争のデモ（写真提供・吉田和生さん）

５

　４月23日、長崎市内で「ＮＡＺＥＮナガサキ結成10周年
集会」を、３５人の参加で開催しました。
　オープニングににナターシャ・グジーさんの「チェルノ
ブイリとヒロシマ」の歌と語りを流し、城臺美彌子さんか
らの提起で「ロシアとウクライナ、すべての今回の戦争で
の犠牲者に対して」の黙とうが行われました。
　次に福島から飛田晋秀さんのビデオメッセージが上映さ　次に福島から飛田晋秀さんのビデオメッセージが上映さ
れました。飛田さんは、福島第一原発事故後に福島現地の
写真を撮ることを決断した時の葛藤や、今なお何も解決し
ていない福島の現状について切々と訴えました。それはリ
アルで一人ひとりの胸に訴えてくるもので、参加者に決し
てフクシマを忘れてはならないと感じさせました。
　なお、午前中から飛田晋秀さんの写真展も同時開催して　なお、午前中から飛田晋秀さんの写真展も同時開催して
いました。

　2021年夏の長崎保養のビデオが上映されました。昨夏、　2021年夏の長崎保養のビデオが上映されました。昨夏、
コロナが全国で猛威を振る中、その一瞬のスキをくぐり抜
けて開催された長崎の保養は、福島第一原発事故から１０
年の節目が言われる中で、今後とも保養を全国で続けてい
く決意を示しました。１０年たっても福島第一原発事故は
続いており、福島は依然として深刻な放射性物質でおおわ
れています。福島の子どもたちへの保養は、今後も全国で
継続していかなければなりません。続いて、今年の保養の継続していかなければなりません。続いて、今年の保養の
訴えがありました。コロナ対策をしっかりととって、福島
と結びつき、今年も保養を行っていきたいという想いが語
られました。

4.23★NAZENナガサキ結成10周年集会

朝長万左男さん講演
＜原爆、東海村、チェルノブイリ、福島＞
                        　4つの放射線被爆の実態と未解明領域

　朝長先生の講演は、現在の疫学的な研究の上に立っ　朝長先生の講演は、現在の疫学的な研究の上に立っ
て、上記の４つの事件・事故での被曝実態に迫ろうと
するものでした。疫学的な実証に徹底的にこだわる朝
長先生の講演は、豊富な資料を通じて、長崎の原爆や
チェルノブイリなどの被曝の実態にリアルに迫る迫力
を持っていました。特に「年間１００ミリシーベルト
以下は安全」とする見解に対して、韓国でのＣＴスキ
ャンによる被曝とガンなどの発生率に関する研究をもャンによる被曝とガンなどの発生率に関する研究をも
とにして、２０～１５ミリシーベルトでも有意な被曝
被害が起きることを明確に指摘したのは圧巻でした。
　福島について「政府の不作為」（朝長先生の表現）
によって、十分なデータがないことにより、小児甲状
腺と放射線被曝の関連については「未解明領域」とし
て明確な断定は避けていました。これを通じて結局政
府が原発事故直後から調査を意図的に怠り、有意を立
証できるほどのデータを取ることをしてこなかったと
いう事実が浮かび上がってきました。
　朝長先生の講演を通じて、被曝をめぐる現段階での　朝長先生の講演を通じて、被曝をめぐる現段階での
色々な問題・課題が明らかとなり、そのこと自体が重
要だったと感じています。そしてそんな複雑で多くの
問題を人類に突きつけている原発は、やはりただちに
なくすべきなのです。
　ＮＡＺＥＮ１０周年集会の成功の上に７月の長崎保　ＮＡＺＥＮ１０周年集会の成功の上に７月の長崎保
養、そして８・９長崎闘争へと進んで行きたいと思い
ます。

ＮＡＺＥＮナガサキ　Ｈ　

　メインは、朝長万左男
さん（長崎大学原研内科
名誉教授、長崎県被爆者
手帳友の会会長）を講師
に「＜原爆、東海村、チ
ェルノブイリ、福島＞　
４つの放射線被爆の実態
と未解明領域」と題してと未解明領域」と題して
の講演。
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署名運動の呼びかけ人拡大中！

国際署名も拡大中！

伊藤延由さん（飯舘村村民）
　「トリチウムも放射性物質ですから
処理水で無くて汚染水!!海洋放出は加
害企業の負担軽減が狙いであり無害化
まで加害企業が保管管理すべきです。
　保管中のトリチウム総量は1000兆Bq
とも言われている、柏崎刈羽原発稼働中の年間放出量とも言われている、柏崎刈羽原発稼働中の年間放出量
は0.69兆Bq、1450年分にあたる。
　福島の風評被害を言うが実害であり世界の海を穢す
事になる。直ちに中止すべきです」

　　　世界からのメッセージを紹介します︕

◆オーストラリア…◆オーストラリア…「トリチウムに加えて、ルテニウム、コバルト、
ストロンチウム、プルトニウムなど、放射性寿命が長い、より危険な
同位体がALPSプロセスを通過することがあります。これは、東京電
力が2018年にのみ認めたものです。東京電力は現在、これらの追加
の核種がタンクの71％に存在すると述べています。『これらの放射
性同位体は、海洋のトリチウムとは異なる振る舞いをし、海洋生物相
や海底堆積物に容易に組み込まれます』と、ウッズホール海洋研究所
の海洋化学者であるケンビューセラーは述べています」の海洋化学者であるケンビューセラーは述べています」

◆トルコ…「私が署名するのは、環境とすべての生物の生命の破壊を
意味する、資本主義に反対しているからです」

◆アメリカ…「海洋投棄は、海洋に住む人間やすべての生物を危険に
さらします。 この致命的な汚染は、私たちが原子力と核兵器の両方
に終止符を打たなければならない理由です」

◆ニュージーランド…「汚染された水を飲み、体を洗い、植物に撒い
たら、私達はどんな影響を受けるのか…」

さようなら原発でブースを出して宣伝!

第２号　2022年５月

署
名
用
紙

辻川あつ子さん
（茨城県地域連帯労組委員長）
　「汚染水放出のための工事を
進めながら『理解を』とか『対
話を』という東電も国も欺瞞そ
のものです。放出絶対反対です︕
全国署名にともに取り組みます」全国署名にともに取り組みます」
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◆島根２号機、県議会も再稼働容認
　中国電力島根原発２号機をめぐり、島根　中国電力島根原発２号機をめぐり、島根
県議会は特別委員会を開き、再稼働を容認
する方針を決めた。５月26日から始まる
議会の本会議で採決される。今後は丸山達
也知事の判断が焦点に。島根原発は全国で
唯一、県庁所在地に立地。松江市は既に同
意を表明、30㌔圏内の出雲市、安来市、
雲南市も、容認の意向を丸山知事に伝えて雲南市も、容認の意向を丸山知事に伝えて
いる。（４月13日　時事）

◆汚染水放出、「合意進まず」８割
　福島第一原発の放射性物質を含んだ汚　福島第一原発の放射性物質を含んだ汚
染水について、政府が海洋放出方針を決
定して１年、福島県内59市町村長にアン
ケートを実施した。地元との合意形成に
ついて、49市町村長（83％）が「あまり
合意形成が進んでいない」と答えた。処
分方針に関する説明不足を指摘する声が
回答理由の多くを占め、政府の不十分さ回答理由の多くを占め、政府の不十分さ
が浮き彫りに。（４月18日　福島民報）
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◆原発等の火災感知器１万台を交換
　消防法に基づき安全設備の品質管理を担　消防法に基づき安全設備の品質管理を担
う日本消防検定協会が、不正に検定を受け
ていたとして日本フェンオールの火災感知
器や中継器の４製品の合格を取り消した。
承認済みを装うラベルを貼っていた。取り
消しは初。総務省消防庁は対象の約１万台
の回収、交換を指導した。６割にあたる
6055台が東電と九電の原発に設置されて6055台が東電と九電の原発に設置されて
いる。（４月28日　朝日）

◆東電「減益」、資金確保遠く
　東電の22年３月期決算では、最終的な　東電の22年３月期決算では、最終的な
もうけを示す純利益が前年比96・９%減
の56億円だった。燃料価格の高騰で９年
ぶりの赤字を見込んでいたが、赤字は避
けられた。ただ、福島第一原発事故の賠
償や廃炉費用をまかなうための資金の確
保が難しくなっている。電気料金の値上
げや税金の投入など新たな国民負担が生げや税金の投入など新たな国民負担が生
じる可能性がある。(４月29日　朝日）

◆規制委、「柏崎刈羽固有の問題」
　柏崎刈羽原発でテロ対策の不備が相次　柏崎刈羽原発でテロ対策の不備が相次
いで発覚した問題で、原子力規制委員会
は東電の改善策の実効性などに関する検
査の中間報告をまとめた。「東電の全社
的な問題ではなく、柏崎刈羽に固有の問
題」とした。なぜ柏崎刈羽だけ一連の不
備が起きたか、踏み込んだ指摘はなし。
今後の検査は、経営陣の関与など８項目今後の検査は、経営陣の関与など８項目
を重点的に確認する。(４月27日　毎日)

◆原発事故訴訟で初の最高裁弁論
　福島原発事故で避難した住民らが国と　福島原発事故で避難した住民らが国と
東電に損害賠償を求めた訴訟で、千葉訴
訟の上告審弁論が15日、最高裁第２小法
廷で開かれ結審した。同種の集団訴訟で
は初の最高裁弁論。最高裁は5月中旬ま
でに群馬、福島、愛媛の各訴訟の弁論も
開き、高裁判決で判断が分かれた国の責
任の有無について初の統一判断を今夏に任の有無について初の統一判断を今夏に
も示す見通し。（４月16日　福島民友）
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年会費のお願い

◆沖縄◆全基地撤去︕中国侵略戦争阻止︕
5.15沖縄闘争／主催︓改憲・戦争阻止︕大
行進沖縄
■「復帰」50年 5・14沖縄集会／5月14日
(土)18:00～@沖縄県青年会館大ホール
■記念式典弾劾デモ／5月15日(日)12:00
上大謝名さくら公園集合→13:00デモ出発
■辺野古現地闘争／5月16日早朝～ゲート■辺野古現地闘争／5月16日早朝～ゲート
前座り込み

◆東京◆5/22　日米会談・
クアッド 戦争会議粉砕︕
5.22全国集会デモ／5月22
日(日)13:00～芝公園23号
地集会広場／主催︓改憲・
戦争阻止︕大行進実行委員
会
◆全国◆◆全国◆6/10（金)～６/12
(日）東海第二原発いらない
︕一斉行動（第４波）／呼
びかけ︓東海第二原発いら
ない︕首都圏ネット

●編集後記●
　　職場の児童館でカードゲーム“大貧民”を

やりながら小学３年生たちとウクライナ戦争

談義。S君は「プーチンまじヤバい、核ミサイ

ル使おうとしてる」「第３次世界大戦になる

かも。日本もおわる」と、けっこうな危機感

を持っていた。対してI君は「ロシアもウクラ

イナもどっちも悪い。あおってるアメリカも

悪い悪い。世界が戦争になったらワールドカップ

できなくなっちゃう。戦争とめたい。先生、

どうすればいーの」と。

　普段は悪目立ちして怒られてばかりの少年

が身を乗り出して尋ねてくる。—政治的な話

を職場で子どもにするのは簡単じゃない。で

も…

—戦争で死ぬのはプーチンでもバイデンでも

ない、ふつーの人たち。でも戦争に実際行く

のがふつーにはたらいてる人たちなら、それ

をとめればいいだけ。ベラルーシとかギリシ

ャの鉄道で働いてる人たちは戦争に協力しな

いぞって、戦車とか武器を運ぶ電車を止めた

んだよ。　

　　「まじか！すげえ！」

—私も、そういう時にちゃんと反対できるよ

うに働いてる人たちがつながれる組合って

いうの作ったり、戦争反対って毎週末デモに

行ってるよ。

　「え！おれも戦争反対やりたいんだけど！

サッカー選手も反対してた」

　　彼のもう一つの疑問は「核兵器ってなんで

そんなつよいのか」ということ。図書室にあ

ったヒロシマの絵本などを引っ張り出してみ

た。「ピカドン」の話、爆撃そのものの威力

と、放射線被曝の被害。3.11の話。人も大地

も海も、汚染されてしまうこと。途中で飽き

てしまうかと思いきや、核分裂の仕組みまで  

  聞かれて、うまく説明できたか自信がない。

　　「おれにはなにができる？」と聞かれて言

葉に詰まった。私こそだ。もっともっと動い

て学ばないと。子どもたちが殺され、街に爆

炎が立ちこめる景色を、彼らの日常にしちゃ

いけない。1日でも早く、戦争を止める。闘う

組合を作って、日本の参戦を止める。世界の

仲間と繋がって、原発のない、戦争のない世

界を界を作る。

　ほかの子たちの意識はさすがにもうゲーム

の手札に戻っていた。「革命！！」一人が誇

らしげに４枚揃いのカードを出した。そう、

本当にもう、それしかないのだ。

NAZEN事務局・織田翔子


