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　５月26日、甲状腺がんを患った若者たち
６名が「原発事故が原因だと認めてほしい」
と東電を相手どった裁判が始まり、原告の1
人が意見陳述を行いました（次ページ）。過
酷な治療や深刻な病状を明らかにし「もとの
身体に戻りたい」と語りました。一方で戦争
の時代に突入し、核使用、核共有など堰を切
ったように為政者たちが核の時代に転がり
落ちていっている。しかし、原告たちの言葉
の中にあるのは、核の時代の終わりです。ヒ
ロシマ・ナガサキ、ビキニの被爆者たちの苦
しみと闘い。チェルノブイリ事故の被害者た
ち。そして福島の子どもたちの健康をここま
で脅かすまでに至った核と原発の時代は絶
対に終わらせなければなりません。
　「この裁判を通じて、甲状腺がん患者に対
する補償が実現することを願います」。これ
が原告が裁判に立ち上がった理由です。苦し
んでいる人がまさにここにいることが、何よ
りも優先される、共に生きられる社会を作ろ
う。核と原発をなくすこと、被曝と健康被害
に社会的補償を勝ち取ることはコインの表
と裏です。

　　◆甲状腺がん裁判での原告の意見陳述　「もとの身体に戻りたい」　　　　　　　…２〜３ページ
　　◆ 5•26小児甲状腺がん裁判が初公判　東電は被曝の事実を否定　　　　　　　　　　…４ページ
　　◆核戦争阻止！　８・６ヒロシマ大行動へ　 NAZENヒロシマ　渡子健　　　　　　　…５ページ
　　◆放射能汚染水を流すな！　署名運動ニュース③　　　　　　　　　　　　　　　　　…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
　　◆編集後記　＆　スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…８ページ
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　５月31日、札幌地裁は泊原発の差し止め命令
を下しました。防潮堤、津波対策の不備を指摘し
た判決であり、避難計画の不備を理由に差し止め
を命じた水戸判決に続いて、大きな前進です。判
決は、電力会社に安全性の立証責任を認め、「規
制委員会で判断している最中だから」と裁判にま
ともに対応せず再稼働してきたあり方も許さな
かった。今後の規制委員会の判断にも影響を与え
ると言われている。10年間闘ってきた運動の成
果であり、再稼働阻止へさらに大きな足枷を電力
会社に強制しました。
　闘えば勝てる。戦争を止め、汚染水海洋投棄を
止め、核と原発をいますぐなくそう。

北海道電力・泊原発の差し止め判決を勝ち取った！
（札幌地裁 5月 31日）
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　地震が来た時、友だちとビデオ通話で卒業式の話

をしていました。「家が潰れる。」揺れが収まるま

で、長い地獄のような時間が続きました。３月１６

日は高校の合格発表でした。地震の影響で電車が止

まっていたので中学校で合格発表を聞きました。そ

の日、放射線量がとても高かったことを私は全く知

りませんでした。

　甲状腺がんは県民健康調査で見つかりました。こ　甲状腺がんは県民健康調査で見つかりました。こ

の時はまさか、精密検査が必要になるとは思いませ

んでした。精密検査を受けた病院にはたくさんの人

がいました。この時、少し嫌な予感がしました。血

液検査を受け、エコーをしました。やっぱり何かお

かしい。自分でも気づいていました。そして、つい

に穿刺吸引細胞診をすることになりました。この時

には確信がありました。私は甲状腺がんなんだと。には確信がありました。私は甲状腺がんなんだと。

私の場合、吸引する細胞の組織が硬くなっていたた

め、なかなか細胞が取れません。首に長い針を刺す

恐怖心と、早く終わってほしいと言う気持ちが増す

なか、3回目でようやく細胞を取ることができまし

た。

　結果は甲状腺がんでした。ただ、医師は甲状腺が

んとは言わず、遠回しに「手術が必要」と説明しま

した。その時、「手術しないと23歳までしか生きら

れない」と言われたことがショックで今でも忘れら

れません。

　手術の前日の夜は、全く眠ることができませんで　手術の前日の夜は、全く眠ることができませんで

した。不安でいっぱいで、泣きたくても涙も出ませ

んでした。でも、これで治るならと思い、手術を受

けました。目を覚ますと、だるさがあり、発熱もあ

りました。麻酔が合わず、夜中に吐いたり、気持ち

が悪く、今になっても鮮明に思い出せるほど、苦し

い経験でした。

　手術の後は、声が枯れ、3ヶ月くらいは声が出に　手術の後は、声が枯れ、3ヶ月くらいは声が出に

くくなってしまいました。病気を心配した家族の反

対もあり、大学は第一志望の東京の大学ではなく、

近県の大学に入学しました。でも、その大学も長く

は通えませんでした。大学に入った後、初めての↗

↘定期健診で再発が見つかって、大学を辞めざる

をえませんでした。「治っていなかったんだ」「

しかも肺にも転移しているんだ」とてもやりきれ

ない気持ちでした。「今度こそ、あまり長くは生

きられないかもしれない」そう思い詰めました。

　１回目で手術の辛さがわかっていたので、また　１回目で手術の辛さがわかっていたので、また

同じ苦しみを味わうのかと憂鬱になりました。手

術は予定した時間より長引き、リンパ節への転移

が多かったので傷も大きくなりました。１回目と

同様、麻酔が合わず夜中に吐き、痰を吸引するの

がすごく苦しかった。２回目の手術をしてから、

鎖骨付近の感覚がなくなり、今でも触ると違和感

が残ったままです。手術跡について、自殺未遂でが残ったままです。手術跡について、自殺未遂で

もしたのかと心無い言葉を言われたことがありま

す。手術跡は一生消えません。それからは常に、

傷が隠れる服を選ぶようようになりました。

　手術の後、肺転移の病巣を治療するため、アイ

ソトープ治療も受けることになりました。高濃度

の放射性ヨウ素の入ったカプセルを飲んで、がん

細胞を内部被曝させる治療です。１回目と2回目

は外来で治療を行いました。この治療は、放射性

ヨウ素が体内に入るため、まわりの人を被ばくさ

せてしまいます。病院で投薬後、自宅で隔離生活

をしましたが、家族を被ばくさせてしまうのではをしましたが、家族を被ばくさせてしまうのでは

ないかと不安でした。２回もヨウ素を飲みました

が、がんは消えませんでした。

　３回目はもっと大量のヨウ素を服用するため入

院することになりました。病室は、長い白い廊下

を通り、何回も扉をくぐらないといけない所でし

た。至る所に黄色と赤の放射線マークが貼ってあ

り、ここは病院だけど、危険区域なんだと感じま

した。病室には、指定されたもの、指定された数

しか持ち込めません。汚染するものが増えるから

です。です。病室に、看護師は入って来ません。医師が

１日１回、検診に入ってくるだけです。その医師

も被ばくを覚悟で検診してくれると思うととても

申し訳ない気持ちになりました。薬を飲むのは↗

「もとの身体に戻りたい」　

３１１子ども甲状腺がん裁判の原告意見陳述（要旨）
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※ロゴ・写真は311甲状腺がん子どもネットワークwebサイトより転載。

３・11子ども甲状腺がん裁判に全国からの支援を。
意見陳述の全文は下記リンクから見られます。

www.311support.net/

↘時間との勝負です。医師は即座に病室を出ていき

鉛の扉を閉めると、スピーカーを通して扉越しに飲

む合図を出します。私は薬を手に持っていた水と一

緒にいっきに飲み込みました。飲んだ後は、扉越し

に口の中を確認され、放射線を測る機械をお腹付近

にかざされて、お腹に入ったことを確認すると、ベ

ッドに横になるように指示されます。すると、スピ

ーカー越しに医師から、15分おきに体の向きを変ーカー越しに医師から、15分おきに体の向きを変

えるように指示する声が聞こえてきました。

　食事は、テレビモニターを通じて見せられ、残さ

ずに食べられるか確認し、汚染するものが増えない

ように食べられる分しか入れてもらえません。その

夜中、急に吐き気が襲ってきました。ナースコール

を押しましたが、看護師は来てくれません。ここで

吐いたらいけないと思い、必死でトイレへ向かいま

した。吐いたことをナースコールで伝えても吐き気 

 どめが処方されるだけでした。 どめが処方されるだけでした。

　次の日から、食欲が完全に無くなり、食事ではな　次の日から、食欲が完全に無くなり、食事ではな

く、薬だけ病室に入れてもらうことのほうが多かっ

たです。２日目も1、2回吐いてしまいました。病

室には、クーラーのような四角い形をした放射能測

定装置が、壁の天井近くにありました。その装置の

表面の右下には数値を示す表示窓があり、私が近づ

くと数値がすごく上がり、離れるとまた数値が下が

りました。こんなふうに3日間過ごし、ついに病室りました。こんなふうに3日間過ごし、ついに病室

から出られる時が来ました。パジャマなど身につけ

ていたものは全て鉛のゴミ箱に捨て、ロッカーにし

まっていた服に着替えて、鉛の扉を開け、看護師と

一緒に長い廊下といくつもの扉を通って、外に出ま

 した。治療後は、唾液がでにくいという症状に悩ま

 され、水分の少ない食べ物が飲み込みづらくなり、

 味覚が変わってしまいました。この入院は、私に↗

↘とってあまりにも過酷な治療でした。

二度と受けたくありません。

　そんな辛い思いをしたのに、治療はうまくいきませ

んでした。以前は、治るために治療を頑張ろうと思っ

ていましたが、今は「少しでも病気が進行しなければ

いいな」と思うようになりました。

　　病気になってから、将来の夢よりも、治療を最優先

してきました。治療で大学も、将来の仕事につなげよ

うとしていた勉強も、楽しみにしていたコンサートも

行けなくなり、全部諦めてしまいました。でも、本当

は大学を辞めたくなかった。卒業したかった。大学を

卒業して、自分の得意な分野で就職して働いてみたか

った。友達と「就活どうだった？」とかたわいもない

会話をしたりして、大学生活を送ってみたかった。今会話をしたりして、大学生活を送ってみたかった。今

では、それは叶わぬ夢になってしまいましたが、どう

しても諦めきれません。

　一緒に中学や高校を卒業した友達は、もう大学を卒

業し、就職をして、安定した生活を送っています。そ

んな友達をどうしても羨望の眼差しでみてしまう。友

達を妬んだりはしたくないのに、そういう感情が生ま

れてしまうのが辛い。

　通院のたび、腫瘍マーカーの「数値が上がってない　通院のたび、腫瘍マーカーの「数値が上がってない

といいな」と思いながら病院に行きます。でも最近は

毎回、数値が上がっているので「何が悪かったのか」

「なぜ上がったのか」と、やるせない気持ちになりま

す。体調もどんどん悪くなっていて、肩こり、手足が

痺れやすい、腰痛があり、すぐ疲れてしまいます。薬

が多いせいか、動悸や一瞬、息がつまったような感覚

に襲われることもあります。また、手術をした首の前に襲われることもあります。また、手術をした首の前

辺りがつりやすくなり、つると痛みが治まるまでじっ

と耐えなくてはなりません。

　自分が病気のせいで、家族にどれだけ心配や迷惑を

かけてきたかと思うととても申し訳ない気持ちです。

もう自分のせいで家族に悲しい思いはさせたくありま

せん。

　もとの身体に戻りたい。そう、どんなに願っても、

もう戻ることはできません。この裁判を通じて、甲状

腺がん患者に対する補償が実現することを願います。
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　５月26日、事故当時子どもだった若
者6名が「自らの甲状腺がんと原発事故
の因果関係を認めてほしい」と東京電
力を訴えた裁判の初公判が東京地裁で
開かれた。甲状腺がんの多発に被曝以
外の原因があるなら証明せよという原
告の訴えに対し、東電は認否を避け、「被曝していない」と居直告の訴えに対し、東電は認否を避け、「被曝していない」と居直
った。原告の1人が声を詰まらせ行った意見陳述（2~3ページ）
の後、今後行われる予定の、残り５名の意見陳述に否定的だった
東電は「裁判所の判断に任せる」と言わざるをえなかった。

◎県民健康調査の結果からも因果関係は明らか
　裁判直前に発行された雑誌『科学』４月号では、県内児童36万人という疫学的に十分な数を対象とした検査が
行われ、福島県側も含めて通常の「数十倍のオーダー」で甲状腺がんが発生していることを誰も否定していない
現状を踏まえ、岡山大学大学院環境生命科学研究科・津田敏秀氏を先頭に「因果関係の立証がこれほどシンプル
な事例は珍しい」と論陣をはった。もともと「目に見えない」因果関係を立証するのは疫学以外にありえず、も
はや今回の事例は因果関係を認めるに十分だ。

　県の甲状腺スクリーング検査では「本格調査」とされた二巡目の検査で、「原発に近いほど甲状腺がんが多発　県の甲状腺スクリーング検査では「本格調査」とされた二巡目の検査で、「原発に近いほど甲状腺がんが多発
している」ことを示す地域差が明確に示された。県は「先行調査」と位置付ける一巡目で地域差が示されなかっ
たことを根拠に二巡目の地域差をも否定している。しかし、検査は２年をかけて原発に近い地域から順に行って
おり、検査時期は原発直近地域と一番遠い地域は最大２年以上違うために、原発直近地域の数が小さく出ている
に過ぎない。二巡目で71名に甲状腺がんが発見されたが（疑い含む。一巡目は117名）、そのほとんどは一巡目
では「所見なし」で、２年でがんが成長することが示されたことを鑑みても、２年の差は大きい。県の調査結果
で因果関係は十分示されていると言える。

◎東電が唯一の根拠とする1080名のスクリーニング
　事故直後の３月26～30日、飯舘村・川俣町・いわき市において1080名の子どもに甲状腺の被曝線量を量るス　事故直後の３月26～30日、飯舘村・川俣町・いわき市において1080名の子どもに甲状腺の被曝線量を量るス
クリーニングが実施された。これを唯一の根拠に「被曝はしていない」とする東電はあまりに非科学的だ。チェ
ルノブイリ事故では35万人を調査したことに比べ、あまりに少ないために係数をかけて被曝線量を推定せざるを
えない。「日本人はコンブを摂取するため係数を２分の１にする」などのやり方にも疑問が呈されている。チェ
ルノブイリ事故では甲状腺がんになった子どものうち51.3％が100mSv以下の推定被曝線量で、「100mSv」の基
準にはなんの根拠もない。当時双葉町の子どもに100mSv相当の被ばく線量が出たことは「信頼性が低い数字」
と８年間隠されていた事実もある。

◎「患者の発生こそ社会が向き合う現実」◎「患者の発生こそ社会が向き合う現実」
　津田教授は、「病気の存在」よりも「病因物質の存在」に重きを置くのは「動物実験の発想」と弾劾する。
「患者の発生こそ，私たちが共に生きる社会における現実の問題なのである」（津田氏）。今まさに苦しんでい
る人がいる。これより優先されることが社会にあるのかということだ。
　「重大な障害や死亡すら予測される問題において」「正面から現実を受け止め，科学的根拠にもとづいた実効
性のある政策立案や対策実行」（同）が当然だ。
　原告たちは若くして人並みに働き人生設計をすることも奪われた。医療的・生活的補償が社会的に行われると　原告たちは若くして人並みに働き人生設計をすることも奪われた。医療的・生活的補償が社会的に行われると
共に、その原因たる原発と核の廃絶以外に、この裁判の結論はありえない。

 第2回口頭弁論期日は９月７日　  
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ウクライナ戦争反対！
　ウクライナ戦争が長期化

する中、日米政府は停戦を

進めるどころか、武器供与

によって戦況を泥沼化させ、

この状況を最大限利用して

中国との核戦争を前提とし中国との核戦争を前提とし

た「拡大抑止」強化を打ち

出し、さらに岸田政権はエ

ネルギー供給不安に便乗し、政権発足以来の悲願である原

発の全面的再稼働に突進しようとしています。今年の8・6

は、NAZEN結成以来のリアル核危機の中で迎えることに

なります。

　　

沖縄・南西諸島を核戦争の舞台にするな！
　岸田政権は防衛費を2倍化し、ウクライナ戦争を利用し　岸田政権は防衛費を2倍化し、ウクライナ戦争を利用し

て脅威を煽り、大軍拡を進めています。その一環である日

米共同作戦計画で戦争の最前線に想定するのが、沖縄・南

西諸島です。EABO（遠征前方基地作戦）は中国からの反

撃を前提、つまり現地住民の犠牲を前提にした作戦です。

そしてこれと一体なのが中国本土を直接狙う中距離核ミサ

イル（INF）配備です。日本独自で保持することまで画策

されています。核戦争になっても日米本土は無傷で戦争をされています。核戦争になっても日米本土は無傷で戦争を

続行するための準備に他なりません。再び沖縄を戦場にさ

せてはなりません！

広島G7弾劾！　『ヒロシマ』の名を悪用するな！
　2023年広島でのG7開催が決定しました。しかし私たち

は、6年前にオバマ元大統領が核ミサイルのボタンを携え

て平和公園に入り、安倍元首相と共に「日米同盟強化」を

宣言したこと、その後オバマ政権、安倍政権が当然のよう

に軍縮には寄与しなかったことをメディアが無視し続けて

も、決して忘れてはいません。G7によって再び広島の地

を偽りの平和の宣伝舞台にされることを許してはなりませ

ん。ん。

国際反戦闘争で戦争をとめよう！
　戦争を止める力を持つのは、為政者たちで

はなく、まぎれもなく私たち自身です。

　かつてロシアに向けたINFの欧州配備に反　かつてロシアに向けたINFの欧州配備に反

対して、数十万人もの労働者、学生が立ち上

がったことが米露にINF全廃条約を結ばせ、

やがて冷戦を終わらせたように、ヒロシマ・

ナガサキの被爆者を先頭にした反戦反核の闘

いと、ロシアで反戦を闘う仲間たちや、経済

制裁による物価高騰に苦しむ世界の労働者た

ちの「戦争絶対反対」の団結で、いますぐ戦ちの「戦争絶対反対」の団結で、いますぐ戦

争をやめさせましょう！

核戦争阻止！ 8.6ヒロシマ大行動へ

NAZEN ヒロシマ呼びかけ人 渡子 健

←↑８・６ヒロシマ大行動「沖
縄・岩国・日本全土へのINF配
備反対」署名第一弾署名提出︕
岸田首相の広島事務所に訪問、
第一秘書に1518筆を手渡しま
した。（４月２２日）
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７月中旬、東京電力に対し署名提出を予定しています！
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↓トルコから155筆の署名が届きました！

　トルコ国際労働者連帯協会　トルコ国際労働者連帯協会

UID-DERから国際署名が届き

ました。さまざまな分野の労

働者が2006年6月に設立し、

ストライキはじめ抵抗を続け

てきた組織で、日本のトルコ

への原発輸出に反対し運動を

してきた経緯もあります。してきた経緯もあります。

https://uidder.org/

第３号　2022年６月

署
名
用
紙

署名数

国内754筆
国外449筆

呼びかけ人からの訴え

渡辺瑞也さん　
（小高赤坂病院・院長）

　トリチウムが元々自然界に普通に存在している　トリチウムが元々自然界に普通に存在している
とか、人畜無害である、などというのは作り話で
あって、実態は人類が核開発で作り続けて来た有
害な放射性物質なのであり、トリチウムが放出さ
れている原発関連施設の周辺では白血病をはじめ
様々な健康被害が起きているのである。
　しかしこれまでの東電や国のやり方を見れば、　しかしこれまでの東電や国のやり方を見れば、
実際にはトリチウム以外の放射性物質もある程度
混じった汚染水を含めて今後何十年にもわたって
近海に流し続け、何があっても健康被害は生じて
いないと言い張り続けるのだろうと思われる。↗

↘　放射性物質でも薄めれば環境
中に放出して良い、などというこ
の理屈は、原子力緊急事態宣言を
発出すれば、年間追加被曝線量20
㍉シーベルトまでの被曝は許され
る、という論理と相似である。そして、実害る、という論理と相似である。そして、実害
を風評被害とすり替えて金で解決しようとす
る手法も同じである。
　このような、厳密な科学的検証をすっ飛ば
して政治的思惑に満ちた施策で乗り切ろうと
する放射能汚染水の海洋投棄など、絶対に容
認できるものではない。
　国は汚染水の海洋投棄というこの危険な愚　国は汚染水の海洋投棄というこの危険な愚
策を直ちに中止し、国民の賛同が得られる別
の方法で対応するよう求める。
（※訴えの要旨。全文はブログに掲載↗）
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◆検討委３代目座長に高村昇氏
　13日に開かれたの福島の県民健康調　13日に開かれたの福島の県民健康調
査検討委員会で、星北斗氏が今夏の参院
選に自民党公認で出馬するため座長を辞
任。高村昇委員(長崎大学原爆後障害医
療研究所教授)が山下俊一(2011年５月
～)、星(2013年６月～)に続き３代目の
座長に選出された。高村氏は、事故発生
直後から山下氏と福島県内で”安全講演”直後から山下氏と福島県内で”安全講演”
を行った。（５月14日　民の声新聞）

◆規制委、原電本店立ち入り調査
　日本原子力発電が、再稼働を目指す　日本原子力発電が、再稼働を目指す
敦賀原発２号機の審査資料を不適切に
書き換えた問題を巡り、原子力規制委
員会は、原電本店の立ち入り調査を始
めた。21年４月に新たな資料を提出し
たが、その資料にも13ヵ所の誤記や記
載漏れが見つかったため、改めて社内
体制を確認する。立ち入りは、規制委体制を確認する。立ち入りは、規制委
が21年８月に審査を中断してから２回
目。（５月24日　東京）

2
0
2
2
年
  5
月
12
日
～
6
月
11日

◆札幌地裁、泊原発の運転認めず
　北海道電力が再稼働を目指す泊原発の　北海道電力が再稼働を目指す泊原発の
１～３号機について、道内外の約1200人
が北電を相手に運転差し止めなどを求め
た訴訟で、札幌地裁は運転を認めない判
決を言い渡した。谷口哲也裁判長「現在
ある防潮堤は、安全性の基準を満たして
いない」。津波対策の不備を理由に運転
差し止めを命じた判決は初めて。北電は差し止めを命じた判決は初めて。北電は
控訴する方針。（６月１日　朝日）

◆島根原発２号機再稼働、知事同意
　島根県の丸山達也知事は、中国電力島　島根県の丸山達也知事は、中国電力島
根原発２号機（松江市）の再稼働への同
意を県議会本会議で表明した。「再生可
能エネルギーや省エネのみによる電力供
給では、不安定さや住民・地域生活に大
きな負担が生じることが懸念される。現
状では原発が一定の役割をになう必要が
ある」と述べた。地元同意は出そろったある」と述べた。地元同意は出そろった
ことになる。（６月３日　毎日）

◆原発甲状腺がん訴訟、原告が意見
　福島原発事故による放射線被曝の影響　福島原発事故による放射線被曝の影響
で甲状腺がんになったとして、事故時に
未成年で福島県内に住んでいた17～28歳
の男女６人が、東電に損害賠償を求めた
訴訟の第１回口頭弁論が東京地裁で開か
れた。原告の20代女性が意見陳述、肺へ
の転移などで手術を二度受け、大学を中
退せざるを得なくなったと説明。東電側退せざるを得なくなったと説明。東電側
は争う姿勢を示した。(５月27日　東京)

◆処理水放出計画を規制委了承
　福島第一原発の汚染水海洋放出方針　福島第一原発の汚染水海洋放出方針
を巡り、原子力規制委員会は、東電が
申請した放出設備の設置に向けた計画
について、安全性に問題はないとする
審査結果を了承した。放出した場合に
人や海産物など環境への影響が「極め
て軽微」とする放射線影響評価につい
ても確認した。更田豊志委員長は「早ても確認した。更田豊志委員長は「早
くても認可は７月中」と述べた。
（５月19日　福島民友）
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→県外から参加希望の方は、NAZEN事務局までご連

絡下さい。現地での交通手段や宿泊等ご紹介しま

す。●tokyo.hoyo2020@gmail.com(織田）

大MAGROCK　vol.14
2022年7月30日(土) 12:00～17:00
　　　  7月31日(日) 10:30～17:00
◆問合せ：PEACE LAND  090-8613-3269
　　　　　Email：yam@hi-net.ne.jp

第14回大間原発反対現地集会
日時：2022年7月31日(日)　
         11:30開会／13:00～デモ出発
場所：青森県下北半島・大間町　大間原発に反対
する地主の会・所有地
主催：大間原発反対現地集会実行委員会

◆問合せ：070-5477-4296(中道）　◆問合せ：070-5477-4296(中道）　

nonukes.oma@gmail.com

◆東京◆6/19(日)　民営化反対・国鉄集会／13:30
開会／飯田橋・東京しごとセンター地下講堂／主催
︓東京労組交流センター
6/28(火)　岸田首相NATO出席弾劾︕6.28新宿デ
モ／18:30新宿アルタ前集合／19:00デモ出発／主
催︓改憲・戦争阻止︕大行進　東京
7/15(金)　7/15(金)　東電抗議行動／16時～／共催︓東京労
組交流センター・NAZEN東京
→終了後、官邸前金曜行動に合流

◆千葉◆7/17(日)　国鉄闘争全国運動7.17全国集会
／13:30開会／千葉市民会館ホール／主催︓国鉄１
０４７名解雇撤回闘争を支援する全国運動
◆東京◆7/23(土)　反戦反核東京集会（仮）
◆青森◆7/30~31　大MAGROCK/第14回大間原発
反対現地集会・デモ（詳細は上記参照）
◆広島◆8/6　(朝)◆広島◆8/6　(朝)原爆ドーム集会・デモ／(昼)8・
6ヒロシマ大行動集会・デモ
◆長崎◆8/8~9　長崎闘争

●編集後記●

　本誌２～３ページの意見陳述、つらすぎるリアルだ。頭で解って、思想を固めて

抱く体制への怒りももちろん大事だが、肌で感じる悔しさや激情は、理解を超えて

くる。興奮とか高揚にも似た、怒りと希望がないまぜの、心の軸に刺さるものが、

今も私の原動力だ。

　それは、2011.3.11以降、反原発運動に関わるようになって、福島をはじめとする　それは、2011.3.11以降、反原発運動に関わるようになって、福島をはじめとする

全国の原発立地や反核闘争の現地で、くり返し私の中に蓄積されてきた。青森・六

ケ所村でデモをした時、ほとんど人に出会わない中、玄関先に立っていたおばあち

ゃんの表情が忘れられない。せつなげな笑顔と、深い頷きで、デモコールする私と

目を合わせてくれた。それだけなんだけど、感情がこみあげてノドの奥がつまって

泣きそうだった。（今も思い出して泣いた…）

　ウクライナ戦争ではっきりした、原発そのものが瞬時に核兵器となること。軍事　ウクライナ戦争ではっきりした、原発そのものが瞬時に核兵器となること。軍事

基地と核施設だらけの下北半島、青森は常に戦時下だ。2019年には六ケ所再処理工

場から10㎞地点に米軍機が模擬弾を落とした。わずか10㎞で大惨事だ。2022年に入

ってからは、三沢基地に無人偵察機「グローバルホ

ーク」が配備され、ロシアの軍艦が津軽海峡を行き

来するなど、軍事的緊張は戦争そのものだ。日本も

間違いなく核武装・参戦する気だと肌身で感じる。

行けばわかります。美しく果てしない大自然の中に行けばわかります。美しく果てしない大自然の中に

唐突に出現する軍事・核施設への強烈な違和感と憤

怒。一方で、「核燃サイクルを止めて、すべての原

発・核の廃絶しかない！」という確信も湧く。

　私の地元は東京だ。現地闘争でもらった確信を武

器に、悪の中枢・東京で叫び、仲間を増やし、職場

に闘う組合を蘇らせる！ひとつも手は抜けない。

　反戦反核闘争の、熱く、忙しい夏が来ます。皆さ　反戦反核闘争の、熱く、忙しい夏が来ます。皆さ

んもどうかお体ご自愛しながらも、体力の続く限り

闘いまくりましょう！（NAZEN事務局　織田翔子）


