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　みなさん。世論調査では7割を超える反対
を押し切って、岸田首相は安倍元首相の国葬
を強行しようとしています。各国首脳の警備
費含め数十億円を投入し、まさに「理屈じゃ
ないんだ」（麻生太郎副総裁）と弔意の強制。
こんな国葬は絶対に許されません。
　安倍のどこが「卓越したリーダー」でしょ
うか？　戦争放棄を掲げた憲法の改悪を公
然と宣言し、戦後憲法とセットで作られた教
育基本法の改悪も強行。森友学園の問題は、
教育勅語の唱和まで子どもに強制する教育
の復活が目的で、彼の繰り返した「関わって
いない」という嘘で官僚が自殺にまで追い込
まれた。「核武装は憲法に違反しない」と公
言し続け、ウクライナ開戦を受けて「核共有」
の議論の先陣を切りました。
　３・11原発事故をめぐっては、2006年に
「全電源喪失はありえない」と国会答弁し津
波対策を止め原発事故の原因を作った。政権
を奪還し首相に返り咲いた直後「復興加速
化」を打ち出し、帰還と被曝の強制、避難者
追い出しの政策的根拠としてきた。国会答弁
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安倍元首相の国葬・弔意強制反対！安倍元首相の国葬・弔意強制反対！
改憲と原発推進の政治を賛美するな改憲と原発推進の政治を賛美するな
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において「小児甲状腺がんは増えていない」と強
弁し子どもたちの苦しみをも否定、「アンダーコ
ントロール」「健康被害は未来永劫ない」とする
五輪招致発言を行った。この首相発言を根拠に原
発と放射能の危険性や健康被害の実態はすべて
復興に敵対する「風評被害」とされ、福島が苦し
められてきた。
　安倍元首相の賛美は、戦争と核・原発推進の道
です。世界が戦争にひきずり込まれようとしてい
る今、弔意強制・国葬反対で声を上げよう。原発
再稼働を阻止し、汚染水海洋投棄を止めよう。

国会正門前で国葬反対集会が開催され、4000人が集
まり声をあげた（ 8月 31日）
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　安倍の国葬は福島も、いや格別に、福島は許せま

せん。

　安倍は「原発事故はアンダーコントロールされてい　安倍は「原発事故はアンダーコントロールされてい

る、健康被害は一切ない」と東京五輪を招致し、ア

ベノミクスで福島の3.11事故への怒りや不安の一掃

をねらい、復興一色に福島を踏みしだいた因縁の支

配者です。「事故の影響とは考えにくい」と甲状腺が

んの真相のもみ消しを謀っていた元検討委員会座

長・星北斗の参院選応援演説で｢星の光で未来の子

どもに輝きを｣と押し上げた安倍を許せるわけはありどもに輝きを｣と押し上げた安倍を許せるわけはあり

ません。９月27日は、福島東口街頭で反戦反核の赤

旗を立てて福島の怒りをあらわす日にします。

◆岸田「反核・平和の誓い」のまやかし

　岸田は、来年のG７会議にちなんで「人類が核兵器

の惨禍を2度と起こさないと誓う平和へのコミットメント

を示すのに、広島ほどふさわしい場所はない」と言っ

ているようですが、南西諸島基地作戦を計画し中距

離核ミサイル配備をしながら、平和を語る資格などな

いでしょう。その姿は、3•11直後、長崎大から福島に

来て、広島･長崎は平和の錦の御旗をもっているとし

て、長崎二世を出して放射能安全説を説いてまわって、長崎二世を出して放射能安全説を説いてまわっ

た山下俊一（県民健康調査検討委員会初代座長)を

思い起こさせます。3.11事故直後の福島県民にどれ

だけ初期被曝を強いたか。

　放射能汚染水海洋投棄問題で岸田は、とうとう沖

から1キロ離れたら安全とトンネル工事結論ありきで、

突進しています。原子炉冷却水には、除去の対象に

なる核種がストロンチウム他約60含まれています。

海洋投棄されれば、魚介類、海産物で生物濃縮さ

れ、内部被曝が末代まで続きます。核による惨禍は

大地における核戦争だけではないのです。岸田が

核兵器の惨禍を人類が二度と起こさないと世界に

示すのはまやかしです。

◆非妥協の闘いこそ世界変える

　7月27日のＧＸ（グリーントランスフォーメーション）　7月27日のＧＸ（グリーントランスフォーメーション）

実行会議で岸田は原発回帰に転身、再稼働、原発

新設を打ちだし、さらに8月１日の核不拡散条約（Ｎ

ＰＴ）再検討会議では、広島・長崎は被爆地として

語られたが、福島原発事故は抹殺しました。しかし

いかに岸田が福島の健康被害を無視しようとも、ヒ

ロシマ・ナガサキ・フクシマの連帯は盤石です。

　戦争を意図し核で仕込んだ原子力発電所を国は　戦争を意図し核で仕込んだ原子力発電所を国は

平和エネルギーと大嘘をついていた。それが３・11

で爆発した。人類初の未曾有の規模だから廃炉の

工程も全くの手探り。足かせになっているのは汚染

水だけではない。作業工程で出るものにストロンチ

ウム濃度が一千倍以上の高線量のものもあり近寄

れない。

　だからこそ、いま、絶対反対、非妥協の闘いが必　だからこそ、いま、絶対反対、非妥協の闘いが必

要です。私たち生命・生物に放射性物質、核も要り

ません。核武装で世界戦争を誘導する岸田政権も

要りません。資本主義、帝国主義、スターリン主義

がはばかる社会では、原発・核兵器をなくすことは

できません。

　社会を動かし支えているのは労働者と地域住民　社会を動かし支えているのは労働者と地域住民

です。私たちが主人公になる社会に変えて行きまし

ょう。

　来年の3.11反原発福島行動は、実力行動で汚染

水海洋投棄を止める闘いを展開して、成功させた

い。

(８・６ヒロシマ大行動での発言を事務局の責任で要約しました）

汚染水海洋投棄は 海における核戦争
  ３・１１反原発福島行動実行委員会共同代表　椎名千恵子

2022年3月11日　３・11反原発福島行動’22
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　８月 24日、岸田政権はついに、再稼働、運
転期間延長、新増設という原発全面推進に舵
を切った。理由として挙げている「電力需給
ひっ迫」は大嘘であり、真の狙いは核武装に
こそある。需給がひっ迫していないデータは
多くあるが、根本的に批判する。（事務局）

■原発22基分の火力発電を休廃止 
　岸田政権はあたかも構造的な電力不足かの
ような大嘘をついて、原発再稼働を推進しよ
うとしている。しかし、電力需給を問題にす
るのであれば、1990年代以来の電力自由化が
真っ先に検証されなければならない。 
　電力自由化に伴ってコスト・合理化が最優
先され、発電所の休廃止が事前届出制から事
後届出制に変わった。政府の許可なく、採算
の合わない火力発電所を休廃止できるように
なった。16年は１億 3486万㌔㍗だった火力発
電所の供給力は、22年には１億 1272万㌔㍗に
減少した。減少分 2214万㌔㍗は 100万㌔㍗級
の原発 22基分に相当する。新自由主義的な大
再編で、いわば公的観点が投げ捨てられてし
まったのだ。 
　政府・経産省は今年５月、再び「事前届出
制の導入」を法律に明記したが、“後の祭り”
である。まさに日本の電力政策の破綻そのも
のではないか。 
　しかも、東京電力など主力９電力が、発電
も販売も８割を独占したままである。家庭向
けの新電力の参入は 700社を超えたが、「自
社の発電設備や独自の電力調達ルートが少な
く、これまで主に卸電力市場や電力大手から
の仕入れに頼ってきた」(８月 26日付日経）

■新自由主義による社会の崩壊 
　電力自由化によって資本の利害がむき出し
になったことこそ、日本の電力事情の根本問
題である。新自由主義は、1970年代に体制崩

壊の危機に瀕した資本主義が、労働者の団結
を破壊して延命しようとした歴史的な攻撃
だった。人民の団結の基盤だった雇用と諸権
利、運輸・通信、医療・福祉・教育・行政な
どは引き裂かれ、生きるのも困難な状況と
なった。コロナパンデミックは新自由主義の
帰結であり、その大破産をなす。 
　そうした新自由主義による社会の破壊が、
今や電力問題でも顕著になっている。新自由
主義の先端をなし、最重要の攻撃は国鉄分
割・民営化だった。これに対する何十年もの
国鉄闘争が新自由主義を打ち砕き破産させる
牽引車となってきた。国鉄闘争と連帯し反原
発闘争を発展させよう。 

■元原子力村トップ「核武装のため」 
　もともと日本の原発推進の狙いは、エネル
ギー源としてではなく核武装のためである。
ウクライナ戦争によって世界戦争が始まる中
で、岸田政権は中国侵略戦争への参戦を決断
し、“いつでも核武装できる”ことを外交・軍
事政策として公然化させようとしている。 
　原発が核武装のためであることは、元原子
力村トップクラスの告白がある。青木美希著
『地図から消される街』（18年、講談社現代
新書）では、日本のプルトニウム 47㌧のうち
兵器級の純度の高いものは「数十㌔か？」と
いう質問に、「東海村にそれぐらいはありま
すよ」と即答。「『日本は原子力発電をやり
ません』と言った瞬間に、足元がバーッと崩
れる」（132㌻）と、原発が日本の政治・外
交・軍事の「足元」を支えるものであること
を明言している。 
　防衛省は 23年度予算概算要求で、金額を示
さない「事項要求」を 100項目盛り込んだ。
まさに戦時そのもの。岸田政権の原発政策を
そうした時代のなかで的確にとらえ、反撃し
よう。

 電力需給電力需給　電力自由化で火力発電激減 
 ひっ迫？ひっ迫？ 　　原発推進の狙いは核武装だ 
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　首都圏の仲間の皆さん、８月２７日に開催
された「stop!! 東海第二原発の再稼働　いば
らき大集会」に参加して頂き、ありがとうご
ざいました。コロナの感染拡大の中、集会後
のデモ行進は中止とされましたが、参加者か
ら「なぜ、デモをやらないのか」の声が多数
あり、残念な気持ちでいます。この集会の数
日前に、岸田首相の原発の増設・再稼働宣言
があり、開演前のロビーでも参加した方々か
ら「岸田首相は何を言っているのか。ふざけ
るな」の声が聞こえていました。「再稼働発
言を許さない！」を体現する、県民の怒りの
デモ行進をやるべきだったと悔やまれます。
集会参加は、４５０人でした。

◆汚染水を流すな　福島の漁師の怒り
　演壇に立った全ての発言者から、原発の増
設・再稼働への怒りが発せられたのですが、
福島県相馬郡新地町の漁師・小野春雄さんの
発言は「汚染水の放出、かけがえのない海を
奪うな！」という心の底からの怒りそのもの
でした。何代にも渡って海から受けてきた糧
その海からの豊かな恵みを子どもや孫たち、
その先の世代へ引き継いで行きたいと強く
語っていました。海という自然は地球の財産
としてあり、「汚染水の放出は言語道断」と
言い切っていました。この漁師の方の激しい
怒りに触れて、私たちが取り組んでいる「放
射能汚染水を流すな全国署名」が、ほんとに
重要な取り組みであり、多くの支持を集める
ものだと確信しました。

◆「福島事故を忘れたのか！」再稼働許すな
　県内の賛同人からの発言は共通して、福島
の原発事故でどれだけ多くの被害を受け、悲
惨な体験をしたのか、忘れたのか、という想

いに貫かれていました。福島の事故はまだ収
束からほど遠い状況であり、甲状腺がんを発
症した子どもたちの存在が、原発事故の深刻
な健康被害を告発しており、「これでもまだ
原発を手放さないのか」という怒りも発せら
れました。

この間、「広域避難計画」の学習会などに
携わっている筑波大学の佐藤嘉幸准教授は、
「岸田首相は全く、原発事情が分かっていな
いことが暴露された。来年の再稼働などあり
えないことは明白なのに（原電は工事の遅れ
を公式発表し、工事完了を再来年 24年 9月
としている）」と述べ、避難の困難性や使用
済み核燃料問題など核心を訴えました。

集会終了後、首都圏・三里塚・茨城交流セ
ンターの仲間はデモに代わる水戸駅街宣を行
いました。「放射能汚染水流すな全国署名」
は、１１４筆（会場含む茨城分）を集めまし
た。

原燃は核燃料再処理工場の完成目標も言え
ず、核燃料サイクルは完全破綻しています。核
武装のために「原発新増設・再稼働」を宣言
した岸田首相を許さず、打倒しよう。

岸田首相の原発増設と再稼働発言を許さない！
―stop!! 東海第二原発の再稼働いばらき大集会の報告―

茨城県地域連帯労組　委員長　辻川あつ子

県内賛同人が次々と怒りの発言。鎌田慧さんも連帯
あいさつに駆けつけた。

４



 

 城臺さんの平和学習も 

行いました。城臺さんは 

ＮＡＺＥＮ運動によって 

被爆者運動と反原発の運 

動が結びついたことを指 

摘しました。また亡くなられた谷口稜曄（すみてる）

さんの「被爆者が 1人もいなくなった時、どうな

っているのかが一番心配」というメッセージも紹介

されました。 

あっという間の５日間でした。このコロナ禍で保

養をやりぬいたことは、保養の継続の意義と、私た

ちの自信にもなり、とても重要でした。今年の成功

を踏まえ、来年も頑張っていこうと思います。 

NAZENナガサキ 菊地 

ＮＡＺＥＮナガサキは、７月２５～１９日まで、

長崎市内の茂木で保養を行いました。今回は３家族

８人が福島、宮城・丸森町から参加されました。 

 コロナが拡大していく過程の中での開催となり、

心配の連続でした。直前に参加者もスタッフも全員

がＰＣＲ検査を受け、保養中もコロナ対策責任者を

つくって、換気や消毒を意識的に行いました。当初

のプログラムも見直して、外出や外食を減らし、不

特定多数がいる場での行動を制限しました。 

 宿で遊ぶ時間が多くなりましたが、子どもたちは

遊びの天才！ スタッフの牧師さんに教えてもらっ

て、アイロンビーズや中国コマなどを大はしゃぎで

楽しんでいました。海水浴にも２回行き、スイカ割

りも楽しみました。花火大会もしました。時間は短

縮しましたが、長崎ミニツァーで、孔子廟や眼鏡

橋、稲佐山に行きました。大人もはしゃぎました。 

 広島県安芸太田での保養、２０年～２１年とコロナ

感染拡大でやむなく中止としましたが、今年は仲間

と話し合い随分悩みながら再開しました。 

これまでの保養は、各家族がこちらで用意した空

き家に住み、みんなでバーベキュー・海水浴などを

し、可能なら８・６ヒロシマ大行動に参加するという

内容でした。しかし今年は、宿泊先は宿坊かケビン、

保養家族同士の交流はなし、これまで１２家族ほど

だった参加者は、今回は３家族に留まりました。少し

寂しい保養にはなりましたが、来られた皆さんとは、

再会を喜び合い、子ども達の成長に感嘆し、これまで

の思い出を話し、一気に３年分の空白を埋めた気持

ちになりました。『山の中をのんびりドライブがした

いです。何年もしていません』『今も、水を買い、野

菜やお米は県外のものにしています』『トウモロコシ

やトマトが美味しかったです』『今も続く地震が怖い 

です』『今回の参院選は行動しました』『安芸太田町の

キャラクターの《もりみん》が懐かしい！』などの声

を聞きました。また、この 3 年間で、子どもが高校

を卒業し当保養の対象に入れなくなったお母さんか

ら、『コロナが落ち着いたら、広島に行って皆様にお

会いできたら嬉しいです。広島の保養で、たくさん楽

しい経験をし、心も体も元気になりました。本当にあ

りがとうございました。』というメールをいただきま

した。 

今後も、保養家族、支援者の立場を超えて、一緒に

『原発事故の責任をとれ、原発再稼働、新設許さな

い』と声を上げ行動していきます。 

安芸太田保養支援グループ  大江厚子 

2022夏の保養報告 

コロナ禍にあっても、保養運動の継続を！ 

5 
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9月１日付けで東電に再質問！

第６号　2022年９月

署
名
用
紙

署名数

※2022/09/11現在の集約数です

国内1380筆         国外567筆

　7月15日に東電に署名を提出した際、意見交換という形で質問
を手渡し、7月28日付けで回答がありました（NAZEN通信やブ
ログ参照）。この回答への再質問を送付しました。以下は再質問
の一部です。全文はブログを参照ください。(nazen.blog.jp➡➡➡)

●疫学調査に関する項目において、「多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する

小委員会」において、「トリチウムを排出している原子力施設周辺で共通にみられ

る（トリチウムが原因と考えられる共通の）影響は見つかっていない」と「整理さ

れております」と回答していますが、この点については明確な反論が各所からなさ

れています。

　カナダの CANDU 型原子炉はトリチウムを環境中に多く排出し、その周辺に小　カナダの CANDU 型原子炉はトリチウムを環境中に多く排出し、その周辺に小

児白血病や先天性異常が増加しているという報告は2016年のUNSCEARにもと

りあげられています。特にPickering原発のHTO放出は多く、原発から25km以内

で先天異常、死産、新生児死亡率の増加が報告されています。

　ドイツのKKiK調査(2008年)では原発から5km以内の5才未満の子どもの白血　ドイツのKKiK調査(2008年)では原発から5km以内の5才未満の子どもの白血

病やがんがそれ以遠の地域におけるよりも増加していると報告されています。その

原因は原発から排出されるHTOや14Cのためと考えられています。2018年には

トリチウム被ばくした核施設労働者の染色体異常が、被ばくのない労働者に比較し

て約3倍多いという報告がされています。

　こうした疫学的研究に関してはどうお考えでしょうか。

　また、前回の質問に添付した資料についても「科学的根拠の欠ける論拠」と回答　また、前回の質問に添付した資料についても「科学的根拠の欠ける論拠」と回答

されていますが、具体的にどのような判断基準で「科学的根拠に欠ける」と結論し

ているのでしょうか。

●漁業関係者との合意に関する項目で、福島県および大熊町・双葉町については　

「事前了解が必要」と回答しながら、漁業関係者については「丁寧な説明を継続」

と回答しているのは、漁業関係者について「事前了解」は必要ないという認識で間

違い無いでしょうか。

　また、実際の放出についても同じでしょうか。　また、実際の放出についても同じでしょうか。
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◆岸田「原発新増設、期間延長」
　岸田首相は24日のＧＸ（グリーン・トラ
ンスフォーメーション）実行会議で「原発
回帰」を鮮明にし、原発の新増設や建て替
え（リプレース）を検討する考えを示した。
福島第一原発事故以来の大きな政策転換と
なる。原則40年の運転期間の延長も検討。なる。原則40年の運転期間の延長も検討。
これまでに再稼働した10基に加え、柏崎
刈羽６、７号機、東海第二原発など７基に
ついては「国が前面に立って」来夏以降に
再稼働を進める。
　　　　　　　　 （８月24日　朝日など）   

◆双葉一部で避難指示解除
　福島第一原発事故で全町民の避難が続　福島第一原発事故で全町民の避難が続
く双葉町で30日、帰還困難区域の一部に
ある「特定復興再生拠点区域」の避難指
示が解除された。事故から11年半ぶりに
住民が帰還できるようになる。双葉町は
町面積の96％が帰還困難区域に指定され
た。今回、避難解除されるのはその約１
割。避難指示解除に向け１月に始まった割。避難指示解除に向け１月に始まった
「準備宿泊」には29世帯50人が参加した
だけだった。
　　　　　　　　　　（８月30日　朝日）

2
0
2
2
年
  8
月
12
日
～
9
月
11日

◆新潟、原発“３つの検証”まとまる
　新潟県が進める原発の３つの検証委員　新潟県が進める原発の３つの検証委員
会の一つ、避難委員会が３日に開かれ、
最終的な報告書がとりまとめられた。「
さらに検討必要」の意見も。これで、福
島第一原発の事故原因の検証、原発事故
が健康と生活に及ぼす影響の検証、安全
な避難方法の検証の３つの検証委員会で
報告書がとりまとめられることになる。報告書がとりまとめられることになる。
花角知事は避難委員会の報告書を受け取
った後、総括委員会を早期に開く考え。

（９月３日　ＮＳＴ新潟総合テレビ）

◆六ケ所再処理工場、26回目の延期
　青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理　青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理
工場の完成時期について日本原燃は、県と
村に対し、予定していた22年度上期から
延期すると報告した。延期は26回目。
1993年の着工以来、トラブルが相次いで
いる。建設費は当初の7600億円から３・
１兆円に拡大し、総事業費は約14・４兆
円に。全国から運び込まれた使用済み燃料円に。全国から運び込まれた使用済み燃料
は約３千㌧、ほぼ満杯。保管場所不足で原
発が運転できなくなる可能性も。

（９月８日　朝日）

◆福島、小児甲状腺がん326人に
　福島「県民健康調査」の検討委員会が　福島「県民健康調査」の検討委員会が
９月１日に開かれ、新たに８人が甲状腺
がんと診断された。県の検査によってが
んと診断された子どもは284人。17年12
月までにがん登録で把握された集計外患
者43人を含めると、手術後の診断で良性
だった１人を除きがんと診断されたのは
326人。また、甲状腺がんになった６人326人。また、甲状腺がんになった６人
が東電を訴えている裁判で、女性一人が
新たに追加提訴することが明らかに。

（９月１日、２日ＯurＰlanetＴＶ）

◆シナジアパワー、電力小売り撤退
　８月８日、東北電力と東京ガスが出資し　８月８日、東北電力と東京ガスが出資し
ている新電力会社「シナジアパワー」は、
電力小売り事業から11月末で撤退すると
発表した。高圧の電力を必要とする大口需
要家である法人向けの同社でさえ、電力の
仕入れ値高騰で収支改善の見通しが立たな
くなった。約700社超が設立された新電力
会社は、22年３月末時点ですでに30社以会社は、22年３月末時点ですでに30社以
上が事業の破綻による倒産・破産や事業撤
退を余儀なくされている。

（８月29日　現代ビジネス）
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●郵便振替口座 
口座番号 00120-8-763817 
加入者名 ＮＡＺＥＮ
●銀行口座からの振り込みの場
合　〇一九店　0763817
※振込の際は、「年会費〇人、※振込の際は、「年会費〇人、
〇団体分」「保養カンパ」など
お書きください。

IKEBUKURO●NAZENいけぶくろ→ 
９月11日14時～  池袋駅西９月11日14時～  池袋駅西
口。安倍国葬賛否のシール
投票との合同街宣で、８名
参加。岸田や安倍への怒り
をあらわにしながら署名や
シール投票に参加する人が
目立ちました。

EDOGAWA

←●NAZEN江戸川
９月10日16時～新小岩駅９月10日16時～新小岩駅
南口。11名参加。個人で
集めたものを持参してく
れたのを合わせて、東海
第二署名が合計60筆︕関
心は落ちていません。頑
張りましょう。

SUGINAMI

←●NAZEN杉並
９月10日14時～阿佐ヶ谷９月10日14時～阿佐ヶ谷
駅南口。10名参加。前回
同様に若い方、特に女性
が多く足を止めて署名し
てくれました。原発再稼
働新増設宣言への怒りを
ひしひしと感じました。

SHINBASHI

→●原発とめろ︕新橋アク
ション ９月９日18時～新橋
駅SL広場前。７名参加。　
「東海第２・柏崎刈羽は廃
炉」「汚染水海に流すな」
のふたつの横断幕でアピー
ル。仕事帰りやほろ酔いの
人とも討論。数千人の労働人とも討論。数千人の労働
者の目にとまりました。

FUKUSHIMA←●NAZENふくしま
９月９日＠福島駅前。リレ９月９日＠福島駅前。リレ
ートークと署名。「安倍国
葬はおかしい」と怒る人、
何気なく寄ってきて、あた
り前のように署名する人な
ど、多くの方と交流するこ
とができ、参加者一同、勝
利感と展望を感じられる一利感と展望を感じられる一
斉行動となりました。GUNMA

←●高崎金曜日行動・群馬
合同労組　９月９日18時～
高崎駅西口デッキ。９名で
マイクアピール、スタンデ
ィング、ビラも70枚配布。
街頭には国葬反対の機運が
ある。からんでくる人が何
人か見られたのも特徴的で人か見られたのも特徴的で
情勢が分岐していると感じ
ました。

◆東京◆
9/19(月・休)　さようなら戦争さ
ようなら原発9.19大集会／13:30～
15:00デモ出発／代々木公園B地区
共催︓さようなら原発1000万人アクション共催︓さようなら原発1000万人アクション
実行委員会／戦争させない・9条壊すな︕総
がかり行動実行委員会
9/23(金・休)　安倍の国葬粉砕︕
9.23全国集会デモ／13:00～芝公園
２３号地集会広場
9/27(火)　安倍国葬阻止闘争／日

本武道館を包囲しよう︕時間・場所
未定／主催︓「改憲・戦争阻止︕大
行進」実行委員会
◆東京◆11/6(日) １１・６全国労
働者総決起集会／正午～日比谷野外
音楽堂／集会後、15時頃～東京駅
までデモ行進
よびかけ︓全日本建設運輸連帯労働組合関西よびかけ︓全日本建設運輸連帯労働組合関西
地区生コン支部／全国金属機械労働組合港合
同／国鉄千葉動力車労働組合／国鉄分割・民
営化に反対し、１０４７名解雇撤回闘争を支
援する全国運動／改憲・戦争阻止︕大行進

●9月９日～11日に東海第二原発再稼働阻止一斉行動第5
派が呼びかけられました。行動に参加した仲間から報告が
届いているので掲載します★（全体の報告等は次号掲載）

「とめよう‼東海第二原発首都圏連絡会」のWEBサイトで
これまでの一斉行動の記録ファイルが見られます︕➡➡

9/9～9/11

東海第二原発再稼働阻止

第５派！一斉行動

★写真速報★

→●NAZENナガサキ
９月９日～13日長崎９月９日～13日長崎
市万屋町。開催中の星
野文昭絵画展の会場で
東海第二原発再稼働反
対の署名を集めていま
す。

NAGASAKI

→●原発なくせ︕ちば
アクション ９月11日千
葉駅。7名参加。国葬反
対と原発新設反対の怒
りが大きかった。「国
葬や統一教会問題もあ
るが、原発問題もしっ
かり言わないと」といかり言わないと」とい
う反応も。 CHIBA


