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　みなさん。ウクライナ戦争は激化の一途を
たどり、多くの死者を出し続けています。ザ
ポリージャ原発も核事故の危機の中にあり
続け、核使用の威嚇も続く。ヨーロッパはロ
シアの燃料輸出ストップで燃料費高騰、ウク
ライナもヨーロッパ全体も「凍える冬」と報
じられる。アメリカはウクライナへの武器供
与でミサイルが底をつき、中国への戦争を睨
んで海外から大量の買い付けを行う。ますま
す武器産業や投資家は色めきたち、労働者家
族は命を奪われる。今すぐ戦争を止めろ！
　岸田政権は中国への戦争を構えて軍事費
２倍化と国内軍需産業の育成へ、国のあり方
を根本的に転換しようとしています。軍需産
業は三菱や川崎重工など原発企業でもあり、
原発の再稼働・新増設・建て替えまでの全
面的な原発推進は軍事優先の国・経済への
転換をかけた踏み切りです。軍事費のために
一兆円規模の増税。私たちの生活も社会保障
も全て戦争に飲み込まれようとしている。軍
事・原発ではなく税金を生活へ！　今や戦
争を止めることは最も有効な社会変革です。
　燃料費・物価高の中、世界中で労働組合が
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ストライキに立っています。ヨーロッパ、さらに
は韓国でも貨物労働者がスト、戦争を続けるアメ
リカ国内でも鉄道のストライキに政府が介入す
る事態に。中国でも学生たちが命懸けで闘ってい
ます。日本もウクライナ反戦、国葬反対で本格的
な改憲阻止の闘いが開始された歴史的な年とな
りました。さらに大幅賃上げを求める職場からの
闘いが始まっています。国際的な連帯を力に、自
国政府と闘い戦争を止めよう。
　原発再稼働や汚染水海洋投棄との闘いも、軍事
優先へ国家的な大転換を狙う岸田首相との闘い
です。東日本大震災と原発事故から 12年を迎え
る３月 11日、福島から、全国から大きく声を上
げましょう。　

中国で少なくとも 15の省、79大学で学生が抗議デモ。
ゼロコロナを掲げた封鎖に「自 由 」 「共産党打倒」を訴
える。戦争に向けた国民統制との闘いになっている。
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　私は伝えるのがもともと得意ではありません。

でも自分の辛い体験を話す他の原告を見て、同じ

病気になってもみんな一人一人違う、自分もやら

ないわけにはいかないなと思いました。

　震災は中1の時です。卒業式があり、お昼ご飯　震災は中1の時です。卒業式があり、お昼ご飯

を買い、友達んちで食べつつ遊んでいました。お

でんを食べていた時に地震が起きました。携帯の

サイレンを聞くのも、あんなに大きな地震に遭う

のも初めてで、みんな大慌てで避難しました。外

は吹雪いていてこの世の終わりだなと感じ、友達

と話した記憶があります。それぞれの家族に連絡

を取り終えて、友達んちに入り、ニュースをつけを取り終えて、友達んちに入り、ニュースをつけ

ると、震度6という数字が目に飛び込んできまし

た。津波の映像を見た友達が泣いているのを見て

やっとこの状況がとてもひどいことなのだと把握

しました。

　原発事故は、叔母が放射能をとても気にしてい

たのでよく覚えています。放射能は気にする人と

気にしてない人の差が激しくて、自分は何も変わ

らず能天気に暮らしていました。爆発映像は流し

見程度でしたが、風評被害とか福島へのあたりの

強さとかどんどん状況がひどくなっている印象で

した。

　学校は休みが少し長引きました。避難をする生　学校は休みが少し長引きました。避難をする生

徒が何人かいてその中に私の友達もいました。そ

のショックもあったのか、どんどん学校に行く頻

度が低くなり、本格的に不登校になっていきまし

た。

　放射能を気にする友達が私の周りにいなかった　放射能を気にする友達が私の周りにいなかった

ので、普通に遊んでいました。雨が降っても当て

られながら帰った。外に出かける時、持って歩く

ようにと学校から渡された数値を測る機械も身に

つけず家に放置していた。

　でも叔母はとても気にしてて、いつか体に影響

が出るんだなと感じながらも、どこか自分は大

丈夫だと思っていたような気がします。

　不登校だったので学校では一度も甲状腺のエ　不登校だったので学校では一度も甲状腺のエ

コー検査は受けていません。通知が来ても拒否

していた。3回目くらいの通知で、これが最後み

たいなことを親から聞かされ、最後なら行くか

のノリで受けた気がします。エコーを取り終え

た時なぜか、がんがあるんじゃないかなと勘が

働いていました。再検査の通知が来ました。福 

 島医大での再検査でした。 島医大での再検査でした。

　細胞診の首に刺す針は最初とても怖く感じま　細胞診の首に刺す針は最初とても怖く感じま

した。針の痛みより、押されているのか、刺さ

っている圧なのかよくわかりませんでしたが、

針の痛みではない痛みの方が強かったです。そ

れをなぜか2回受けた記憶があります。その後が

んと診断されました。最初のエコーの時点でが

んだと思っていたので、何とも感じませんでし

た。でも母は泣いていたのか、ショックを受けた。でも母は泣いていたのか、ショックを受け

ていた。

　福島医大の通院は車で1時間かかり、診断され

るまでに2、3時間待って憂鬱でしかなかった。

ちょっと気になることがあって母に聞くと、母

が代わりに先生に聞いてくれました。その度に

先生の「大丈夫だから。心配なんだね」みたい

な表情と言動が本当にイライラさせてくれまし

た。採血はこんなに採るのという驚きがあった

けど、今はこんぐらいだよねという馴れです。けど、今はこんぐらいだよねという馴れです。

でも今でも病院は好きになれない。

　手術は誕生日でした。手術するのは先生です

が、やっぱり手術ってなるとめんどくささや不

安があり嫌だった。今もできるならもうしたく

はない。でも全身麻酔は経験できて良かった。

自分の意思と関係なく意識がなくなる。死って

こんな感じかなと思う。手術の傷は随分大きか

　11月9日、東京地裁で３.11子ども甲状腺がん裁判の第3回口頭弁論が開かれた。原発事故がなければ甲状
腺がんにならなかったであろう「原因確率」は95～99.5％とする岡山大学津田敏秀教授の意見書を提出、
原告の一名が意見陳述を行った。また、大法廷及び原告全員の意見陳述を求める署名を提出、実現する見込
み。意見陳述を抜粋し転載します。

「今でも友達が心配　不安は除けていない」

３１１子ども甲状腺がん裁判第3回口頭弁論で原告が意見陳述（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/

ったけど、切り取ったものが見れなくて残念だっ

た。退院後はまた通院。傷口を塞ぐテープを貼ら

ない。薬も飲み忘れる。傷口を早く治す薬はちゃ

んと飲んどけばよかったなと後悔しています。た

だ日焼けは良くないと聞いて、対策していたと思

う。バンダナとかチョーカーで。ホルモンの影響

で太るから気をつけなさいと言われたがちゃんと

太った。太った。

　先生が取ってしまえば大丈夫というので、私は

がんを取ってしまえばがん患者ではなくなると思

っていました。けどまた手術することになった。

再発なのか、もともと取れなかったのが大きくな

ったのかわかりません。

　がんが見つかった時は成人式の次の日。この時

も特に驚かなかったけど、めんどくさ、とは思い

ました。母の心配していた通りになった。福島か

ら東京の病院に通うようになり、朝が早くてきつ

くなったけど、もうこの時には待たされるのも長

い移動時間もどうでもいいと思っていました。

　2回目の手術は意識があるうちに尿管の管と鼻　2回目の手術は意識があるうちに尿管の管と鼻

に通す管を入れました。鼻の管が入らず、涙とか

鼻水とか顔から流れるものは全部出た。手術後よ

り大変だった。手術前の病室で祖母が私に向かっ

て手を合わせた。恥ずかしい、マジやめてと思っ

て写真を撮りました。

　麻酔から覚めると、今度は点滴の針が入らず、　麻酔から覚めると、今度は点滴の針が入らず、

また看護師さんにすごい迷惑をかけた。手術はリ

ンパを大きく切り取ったので耳の下まで傷口があ

りました。傷口がなかなかふさがらず、退院後に

首から体液が流れてきた時は焦りました。急遽福

島から東京の病院に行った。手と足が硬直するよ

うにもなった。気づいたのはトイレ。勝手にかか

とが上がり、変に力が入ってなのか立てなくなりとが上がり、変に力が入ってなのか立てなくなり

ました。これは2回目の手術が原因だと思う。ア

イソトープ治療のことは全く覚えていません。た

だ家には幼いいとこがいたので、すぐ家に帰るの

を躊躇して、知り合いの紹介でお寺のお部屋をお

借りしたのを覚えています。

　病気が見つかってからずっと、健康調査がある

のは県民の健康を気にしているのだのと感じてい

た。ありがたいことだなとかまで思っていた。甲

状腺がんが見つかる人が増えているのをニュース

で見る、その一人になる。でもそれは過剰診断

により見つかっただけと流れる。では何のため

に検査が行われたのか、少しでもありがたいな

と思っていた気持ちはどうなるか、がっかりと

いうか残念でならない。自分は検査2回ぐらい拒

否してたくせに複雑な気持ちです。

　最近はまた再発して3回目の手術の話が出た。　最近はまた再発して3回目の手術の話が出た。

嫌な気持ちもあるけど、どちらかというと母親

に迷惑かけてばかりなのが申し訳ない。ただで

さえ薬を飲み忘れるのが多いのに、これからも

ずっと飲まないといけない。それに慣れるまで

まだもう少しかかると思う。

　漠然とした不安、これから先のことも考えら　漠然とした不安、これから先のことも考えら

れない。今とか未来とか実際ヤバい。でも私は

病気になったのが身内や友達ではなく自分で良

かったなと思います。友達や家族がかかった方

が辛いんじゃないかと思う。今でも友達が心配

です。何も考えずに一緒に遊んでいた子。これ

から結婚とか出産とかになっていくのに、まだ

甲状腺がんになる可能性があるから。不安は除甲状腺がんになる可能性があるから。不安は除

けてないんだなと思います。裁判官の皆さんに

対しても、甲状腺がんになったのがあなたのお

子さんではなくて良かったとそう思います。裁

判官の皆さんには、今もこれからも不安に思う

人が300人以上いて、その家族たちも不安に思

っていることを伝えたいです。そして今の状況

 が少しでも変わればなと思っています。



●海は命の元、海は漁師の仕事場● 

 ７月２２日、原子力規制委員会は、東電による「海洋放出」関連設備の設

置等について認可しました。福島・新地町漁師・小野春雄さんは「海は命の

元。海は漁師の仕事場。ここになぜ汚染水を流すのか。汚染水は希釈して

も毒は毒でしょう。漁業者が納得しなければ、やらないといっていた。政治

の暴走を止めるのはみんなの力だ。」(８月２７日いばらき大集会)と発言し

ています。全漁連は「全国の漁 業者・国民の理解を得られないALPS処理

水の海洋放 出に断固反対であることは、いささかも変わるものではない」

(７月２５日)と、ただちに声明を出しました。 

●放出設備工事の強行許すな● 

東電は放出前の汚染水を「希釈」する貯水槽の整備を進め、

海底トンネルの入口となる立て坑を掘り終え、沖合１キロには

海底に放出設備を置く穴も掘られています。これらの工事を、

規制庁の認可も自治体の同意も必要のない「環境整備」と呼

び、昨年１２月に開始し、７月までにほぼ終えています。規制

委員会は７月にこれを認可しました。８月には福島県・大熊

町・双葉町が放出設備工事として了解をしました。 

●漁民との約束を反故にするな● 

政府は昨年４月、海洋投棄正式決定時に全漁連の申し入れに対し、①風評影響に全責任を持つ、②漁

業関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない、③漁業が継続できるよう、超大型基金を創設すること

の ３点を含む回答をしました。設備工事認可・了承は②の回答を反故にするものです。東電は「設備工事

と放出は別」といいなします。一方で政府は③について漁業者に対する５００億円支援事業基金を２２年補

正予算に盛り込みました。金で圧殺しようとするものです。 

●政府は反対の声をとことん恐れている● 

 復興庁は「風評・不安の払しょく」のために２０億円計上しています。８月

の経産省の行動計画には「放射線副読本に ALPS 処理水に関する記載を

追加し、ALPS処理水について分かりやすく説明したチラシと合わせて各学

校へ配布周知する」(文科省)。「事実と異なる主張・情報発信にたいしては

ホームページにおいて科学的根拠に基づく情報を発信する等、誤解が生じ

ないための対策を講じる」(経産省)等、全省庁にまたがる１１項目の対策が

盛り込まれています。政府は反対の声をとことん恐れています。「汚染水海

に流すなな」全国署名をはじめ、反対の声を強めよう。 

ＮＡＺＥＮ東京 飯塚 

来春汚染水の海洋投棄許すな！ 

福島の漁港 

公開された海底トンネル工事現場 

新学生向けパンフ 経産省 

５ 



◆控訴審と仮処分での闘いが始まる
　11 月 27 日、東京都文京区で「とめよう！
東海第二原発首都圏連絡会」主催の廃炉デー
集会が開催された。「東京に一番近い原発　
東海第２動かすな　させるな再稼働」と具体
的危機感を表すバナーが掲げられ、107 名が
参加した。
　東京高裁での控訴審に向けて河合弘之弁護
士が報告。「避難計画が無いに等しい、もし
くは『実効性がない』という理由で再稼働差
し止めの判決を出した。判決文は大半が我々
に対する反論ですが、結論は差止めです。裁
判長が行政尊重の立場にたつと思われる永谷
という人に変わりました。最高裁まで闘うに
は時間が足りないので即効性のある仮処分申
請で闘う。負ければ補償ということになりま
すが、収入のない人、自己破産してもいい人
などが闘いの先頭に立つなどの工夫が必要と
なります。要するに裁判闘争だけでなく分厚
い支援と住民運動動の両輪が必要だ」

◆「40年ルール」撤廃阻止を
たんぽぽ舎共同代表 ・山崎久隆さんが、岸

田＝安倍政治の暴走原子力政策について講演。
「福島の避難者16万4千人、震災関連死
3784人、直接犠牲者1838人。ここから見
ても原発建設・核燃料サイクルの再開はあっ
てはならないはずだった。40年ルールをやめ
たい経産省は最大60年までの想定をしていた。
格納容器も経年劣化する。これを検査するこ
とも容易ではない。故に老朽原発を動かすの
は極めて危険であるが、国は運転期間から休
止期間を除くと言っている。規制委員会の審
査は電力会社の申請に基づくもので新品同様
にするわけではない。1400キロメートルの

ケーブルのうち800キロメートルは交換でき
ない。40年ルール撤廃を阻止しよう」

たんぽぽ舎共同代表・柳田真さんは、岸田
首相の再稼働方針を打ち破ろう、日本原電へ
の大衆行動の強化、一斉行動の発展など９項
目の方針提起をした。

討論は運動個所分布図からの主体的な行動
の分析や、11 日という日付けにこだわった行
動実施を！　など積極的な討議となった。
（NAZEN 東京代表　佐藤賢一）

東海第二を動かすなと一斉行動　
　12 月 2〜４日に東海第二原発いらない！首
都圏ネットワークが呼びかけた一斉行動は、
全国で 60 ヶ所以上で行われ、NAZEN などは
福島、群馬、千葉、広島、長崎、杉並、江戸
川、池袋、新橋、三多摩が参加しました。署
名数は各会場で１筆から 20 筆まで、NAZEN
江戸川が行った新小岩では２名だけで署名は
16 筆。場所によっては１０名近くの参加もあ
りバラエティに満ちた運動となりました。事
前にどこで街宣するかを報道してくれたおか
げで、急きょ近場の会場に参加してきた方も
いました。東電本社のある新橋や池袋では、
飛び入り参加でマイクを持つ方もいて、関心
は衰えていないことがわかりました（写真は
福島駅前で行った NAZEN ふくしま）。

日本原電・東海第２原発動かすな
　 11•27廃炉デー集会に参加して

５
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杉並区議会で汚染水問題を徹底追及！
第9号　2022年12月

署名数

国内1802筆
国外    607筆
●2022/12/11現在の集約数です

　 回定例会 会 での は し い内 。「 われのない偏 」「 」な

どを並べて「子どものいじめ」のせいにせず、「実 」と向き合うべきだ。 がんに

なったと ち上がった たちが実 にがんで しみ、 な に を みながら、壊

された人 の 任を 及している。これの何が「 」なのか

　 に し、 を ててでも子どもを守るために たちは を した。この

をあたかも のない「 主 」などと切り て、加 である国・ が、

をいじめている。こうした がいじめの 原因だ。

答弁：大島教育政策担当部長

質問：ほらぐちともこ議員

署名用紙の
ダウンロードは
こちらから↓↓

ほらぐちともこ
一般質問全文↓

　ほらぐちともこ杉並区議が11月17日の一般質問に立ち、９月議会に引き続き『復
興庁チラシ』を「科学的」と答弁した区側を弾劾、原発事故後に甲状腺がんを発症し
た福島の若者たちの怒りを叩きつけ「即時回収するべき」と追及しました。以下、質
問と答弁の要旨を掲載します。　（一般質問の全文はほらぐちともこHP参照➡➡）

　ご のチラシは が令和

3 に作 したものであり、世

保健 の 基 を しな

がら、 の分 に

のある 三 の協力を て

していると しており、 学

に基づいた であると えている。に基づいた であると えている。

　また、いじめの原因や 任の 在を判 することはで

きませんが、このようないじめを させないために、

われのない偏 や 別が きている や に

する不安や 乱、 などの があることもふま

えて子どもたちに しい を につけさ

せることが と えている。以上のこ

とから、チラシの回収は えていない。とから、チラシの回収は えていない。
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◆柏崎刈羽の避難計画検証が終了
　柏崎刈羽原発を巡る新潟県独自の３つの　柏崎刈羽原発を巡る新潟県独自の３つの
検証の一つ、「事故が起きた際の避難」に
関する検証委員会が約５年をかけて議論し
456の論点が出たが、あいまいなまま終了
した。委員である環境経済研究所の代表・
上岡直見さんは、「避難計画の実効性があ
いまい」「事故が起きた時の住民の被曝線
量について議論を進めたがまとまらず」と量について議論を進めたがまとまらず」と
指摘。原子力規制委員会は、安全対策不備
を受けた東電への追加検査の結果を今年度
中に出す。（11月18日  ＢＳＮ新潟放送）

◆避難者に公務員宿舎の退去命令
　福島第一原発事故による住宅無償提供終　福島第一原発事故による住宅無償提供終
了後も都内の国家公務員宿舎に住み続けて
いるなどとして、福島県が自主避難者１世
帯に宿舎の明け渡しなどを求めた訴訟の判
決で、福島地裁は宿舎の明け渡しと賃料相
当損害金151万6476円の支払いを命じた。
国家公務員宿舎を巡る判決は２例目で、明
け渡しを求めた訴訟の判決は初めて。無償け渡しを求めた訴訟の判決は初めて。無償
提供終了後、貸付契約期間は賃料を払った
が、契約期間終了後は賃料の損害金も支払
わなかった。　　（11月30日　福島民友）

2
0
2
2
年
  １1月

12
日
～
12
月
11日

◆福島の小児甲状腺がん338人に
　福島「県民健康調査」検討委員会で、新　福島「県民健康調査」検討委員会で、新
たに12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296
人になった。がん登録で把握された集計外
の患者43人を含むと338人。アンケート項
目に「被曝による健康影響は将来的にもな
い」との報告書を理解しているか追加すべ
きとの主張をめぐり激論に。双葉郡医師会きとの主張をめぐり激論に。双葉郡医師会
の重富秀一会長、福島県病院協会の佐藤勝
彦会長、福島大学の富田哲特任教授が反対
した。　　　（12月３日　OurPlanet-TV）

◆原発「60年超」の行動指針案了承
　経産省の有識者会議「原子力小委員会」　経産省の有識者会議「原子力小委員会」
は、原発活用策の行動指針案を了承し、政
府方針が事実上定まった。「原則40年、最
長60年」と規定された運転期間は、審査な
どで停止した期間を運転年数から除外して
60年超の運転を可能にする。「一定期間後
に制度を見直す」との方針も明記、運転上
限の規定を撤廃することに含みを残した。限の規定を撤廃することに含みを残した。
政府が想定してこなかった原発の建て替え
も盛り込み、原子力政策の大転換。年内の
ＧＸ会議で正式決定。（12月９日　東京）

◆ひたちなか→牛久で「避難体験」
　東海第二原発の30㌔圏内にあるひたち　東海第二原発の30㌔圏内にあるひたち
なか市の市民が、原発事故を想定し避難先
の牛久市まで実際に移動してみる「避難体
験」のイベントがあった。避難の課題を洗
い出そうと「いばらき原発県民投票の会」
が11月26日に開催し11人が集まった。JR
勝田駅からバスに乗り、常磐道の友部サー
ビスエリアで「スクリーニング」、避難所ビスエリアで「スクリーニング」、避難所
の牛久運動公園の体育館では段ボールベッ
ドを組み立てて寝てみるなど、避難生活を
疑似体験した。  (12月1日 東京・茨城版)

◆全漁連「海洋放出反対変わらず」
　西村康稔経産相は、福島第一原発の「処　西村康稔経産相は、福島第一原発の「処
理水」海洋放出を巡り全国漁業協同組合連
合会（全漁連）の坂本雅信会長と面会し、
政府が22年度第２次補正予算案に盛り込ん
だ500億円の新たな基金で、漁船の燃油コス
ト削減の取り組みなどを支援する方針を示
し、理解を求めた。坂本会長は支援策の具
体化に一定の理解を示しつつ「このことの体化に一定の理解を示しつつ「このことの
みで漁業者の理解が得られるものではなく
海洋放出に反対であることは変わらない」
との声明を出した。  （11月22日　共同）
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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、〇団体分」「保養カンパ」
などお書きください。

カンパの
振込先

←●三多摩労組交流セン
ター12月1日13時～立川
駅北口。参加3人、署名8
筆。「原発反対。まだ避
難している人たちがいっ
ぱいいる」「岸田はひど
い。何もなかったかのよ
うに原発進めている」。うに原発進めている」。
岸田に対する怒りの声が
多く寄せられました。TACHIKAWA

IKEBUKURO●NAZENいけぶくろ→ 
12月4日14時～池袋駅西口
前。参加13人、署名12筆。
20代男性が「僕にもしゃべ20代男性が「僕にもしゃべ
らせて」とマイクをとり「こ
の人たちは原発をまた動かし
たらだめだと言ってる、ぜひ
署名を」と訴え。分岐ととも
に原発反対・核戦争反対の広
がりを感じました。

EDOGAWA
←●NAZEN江戸川
12月2日15時半～新小岩駅前。
参加２名。署名16筆。汚染水問
題と電力逼迫は出鱈目だと訴え
ました。福島県伊達の方が署名
してくれました。 SUGINAMI

←●NAZEN杉並
12月３日15時～阿佐ヶ谷12月３日15時～阿佐ヶ谷
駅南口。参加11名。ビラ
まき＆署名（東海第二16
筆・汚染水21筆）。小学
生が自分から署名、高齢
の方と戦争問題で話にな
る場面も。初めてマイク
をとった仲間のアピールをとった仲間のアピール
に感動。がんばろう︕　

SHINBASHI

→●原発とめろ︕新橋アク
ション 12月2日18時半～新
橋駅SL広場前。７人でスタ
ンディングとアピール。飛
び入り参加も︕甲状腺がん
裁判や、原発政策の酷さな
どを訴え、怒り、息吹を感
じる街宣となりました。じる街宣となりました。

FUKUSHIMA←●NAZENふくしま
12月3日福島駅東口。
汚染水15筆、東海第二7汚染水15筆、東海第二7
筆、計22筆が集まりま
した︕反対と明確に意思
表示した上で署名してい
る。福島の怒りです。

GUNMA

←●高崎金曜日行動・群
馬合同労組　12月2日18
時～高崎駅西口デッキ。
５名が参加。ビラの受取
りはまぁまぁでした。マ
イクの雰囲気や内容でビ
ラの受取りはかなり変わ
るという印象です。るという印象です。

◆東京◆12/14(水) 防衛省闘争／18:00JR市ヶ谷駅・外濠公園
集合／18:20デモ出発／主催︓改憲・戦争阻止︕大行進
12/18(日) 戦争屋をやっつけろ︕反戦デモin阿佐ヶ谷／15:00
阿佐谷ことり公園出発／主催︓東京青年実
1/22(日) 東海第二差止控訴審支援集会／14:00~日比谷図書文
化館／主催︓さようなら原発
１/31(火) 東海第二差止控訴審第1回裁判
9:00集合／10:30~東京高裁・101号法廷9:00集合／10:30~東京高裁・101号法廷
◆長崎◆2/25(土) NAZENナガサキ結成
11周年集会／記念講演・小出裕章さん／
18:15~長崎県勤労福祉会館４F／資料代
1000円／主催︓NAZENナガサキ

→●NAZENナガサキ
12月2日～6日長崎市内の12月2日～6日長崎市内の
ギャラリーで開催中の吉田
和生写真展(今夏の長崎保
養の写真展）で東海第二原
発再稼働反対の署名を集め
ました。

NAGASAKI

HIROSHIMA

←●NAZENヒロシマ
12月4日14時～原爆ドーム12月4日14時～原爆ドーム
の向かい側の紙屋町メルパ
ルク前で、スタンディング
・アピールと署名行動。署
名は20筆。今日は東海原発
の署名でしたが、上関原発
建設反対の署名もしたいと
の声がありました。の声がありました。 →●原発なくせ︕ちば

アクション 12月3日千
葉駅で街頭宣伝。８人
参加、ビラは約100枚、
署名は８筆でした。い
つも東電千葉支社前で
抗議行動されている方
も参加して下さいましも参加して下さいまし
た︕ CHIBA

12/2～12/4●東海第二原発再稼働阻止第6派！一斉行動★写真報告★

　三里塚空港反対同盟・市東さんの天神
峰農地への強制執行が切迫しています。
原発全面推進政策と同じく戦争のためです。
市東さんは「農地は命そのものです。私だけでなく皆
さんの力ではね返すという
気持ちで、これからも農業
をやっていきますをやっていきます」と発言。
現地へ駆けつけよう!!

戦争のための空港はいらない！三里塚の農地を奪うな！！


