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氏鰯，

︵作看の経雁は３ページ︶

桑原喜八郎﹁少女﹂愈高館所魁

．！

﹁おい︑ゆうべおれはいい夢をみたぞ﹂
と兄の喜入・叩がいうので
﹁どんな夢だ？﹂

ときの土に埋まっていたという︒

紘機が消えた後︑戦友が駆けつけると喜八郎の身体の半分は爆風の

●●◆●●

薯八郎はイタズラっ子のように︑特徴あるドングリ鉾を大きくした︒
あ枚はたしか︑兄善八・叩が出征するちょっと前︑東京下谷のアパー
トに私が遊びに行ったときでした︑と十四叩さんはいった︲

脇の十四邸がきくと
﹁ラジオで臨時一一ユースを申し上げますっていうんだ︒本日をもちま
して戦争はおわりましたつご

■

蕊鮎職一離砺ついた両布の物迩︵斬胤本出版︶より﹁蕊臓穫八脇﹃少女﹂ｌ昨凡
戦争が終わった噸をみたよ﹂
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龍の爪

ドラゴンフルーツは緑の爪を出す

大地のへそのゴマが白い系肉にばらまかれ

雨を呼ぶ幾兆の鱗がきらめき

見えない牙が霞を走る

人間にはまだ残っているのか

自らにおののき自らを超える緑の龍の想像力が

４

後黍耳〃癌はもう聞いているだろう

佐川典紀

汚れた濠のざわめきが繰り込し押し寄せていることを

ぶどう図の下に

死がある
幾重にも雷一なっ
った付人の死

ワインより深く血は流れた

はちみつ色の手のひらに何を渡そうとするのか

【作者紹介】さがわ．あき
1954年、東京生まれ。日
1
954年、東京生まれ。日本現代詩人会理事。横浜詩人会会員、社会文学会会員。詩集「死者を再び芋む夢」（1991年）で

小熊秀雄賞、横浜詩人会賞。詩集「返信」（2004年）で「詩と創造」賞。森田進・佐川亜紀編『在日コリアン詩選集1916年
〜2004年」（2005年）で｢地球｣賞受賞。青柳優子･金懸教･佐川亜紀訳｢高銀時選架』（2007年)､佐川亜紀･権宅明編訳「日
韓環境詩選集地球は美しい」（2010年）

＊「いのちの楠」は、戦争に反対し、憲法９条を守る時の雑誌です。
〒１４３−００１６東京都大田区大森北１−２３−１１甲田方緬話03‑3761‑8454
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県掛川市に生まれる︒１９４０︵昭和喝︶

年４月悲韮難美術学校蕊服京芸術大学︶脚

本画科入学︒１９４３︵昭和翌年⑫月
１日︑出陣学徒として三島晦連隊に入
営し︑１９４４︵昭和翌年７月外地へ
向かう︒航空隊の写真班に配属される
が︑１９４５︵昭和翌年２月７日︑ビ
ルマ︵現ミャンマー︶のシャン高地にお
いて︑イギリス軍の夜間戦闘機からの

爆盤弾により戦死︒享年型︒

●●⑥■●●●●●●︒●●●●●●●●●●●凸
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日本の福島で原発が動き出した一九七一斗
ベトナムでは米隼の黒制限爆挙が行われていた

その三○年前日本はフランスと
ベトナムの領有椎を争っていた

フクシマ原発事哉彼にも
日︲本の政府と電力会牡とメーカーは

いつや

ベ ト ナ ム に 危 険 な ﹁ 実 験 炉 ﹂ 券を ・ え り
日本の税金をつぎこもうとして

ろう︶

ロロｐ●●︒●●︒︑ｐ●■●︒■⑪⑪■●●︒■

︵くわはら・きはち

桑原喜八郎

■

▼表紙絵の作者△

■

薦

'｡

１９２０︵大正９︶年８月１日︑静岡

I
可

砂漠の中で龍の魂である赤い系実が撒かれる
鼎実の種城矢の空気に射牧かれ
大地の伝言を交えてしまうだろう

私たちが日︐本から語るべきことは何か

偽りの共儀でもなく
超高速鉄道の龍でもない
無人の秩郷のこと
干からびて死んだ龍のこと

営
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§

苑を生み出した緑の忽像力を回後させること

戦争と平和を考える詩の会﹃いのちの識些難第加号︵２０１２年２月刊︶より
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可別．

一畷：

指摘して︑先制攻撃を予告するイスラエルを

勢いづかせる結果となった報告普によって︒

職争への突破口を探る者が﹁テヘランは遠

くない﹂と判断してしまう状況を︑くいとめ

ようとする者は︑別の意味で﹁テヘランは遠

に撤退︑権益放莱した︒北朝鮮の核問題への

発の利椛問題だった︒米国から強力な干渉を
受けた日本は事業縮小をかさね︑皿年秋つい

除﹁イラン核開発疑惑﹂の話は︑日本にとっ
ては︑即︑イラン南西部のアザデガン油冊開

使館を占拠︑館員を人質にする︒人質救出作

蕪命の過程で学生たちはテヘランの米国大

国やイスラエルは悪腿に見えた︒

密警察を訓練・操縦していたイスラエル︒イ
ラン民衆には︑国王の残酷な圧政を支えた米

だが事態は︑米国がアフガニスタンやイラ

ル指導者らが︑キナ臭い強硬発言を競い合一孔

か﹂とマスコミが吹聴しだして︑もう数年︒
最近は︑米国の議会や大統領候補︑イスラエ

＋独︶の対イラン協議でも︐蚊帳のそと︒た

的︒核問題についてのＰ５＋１︵織鋤僻瞬州

エルの占領地居座りを批判したのと︑対照

企業に適用されるのを回避する︑がその理
寸ノー必シコゾク
由︒１９７３年石油危機のさい︑米国の意
向に反して親アラブの立場をとり︑イスラ

イラン革命の刃年を境に米国覇権の衰退が

﹁反テロ戦争﹂の標的と決めた︒

と指定︒ブッシュ﹇息子﹈大統領はイランを
イラク・北朝鮮と並べて﹁悪の枢軸﹂と呼び︑

のための戦争なら目をつぶるのか︒それとも︑

クで戦争を開始したときや︑イスラエルがイ

だし︑２０１１年︑日本は二つの而で注目さ

はじまる︒イランという拠点を失った米国は︑
エジプト・イスラエルの組み合わせに入れ込

スラエルはイランの核施設をいつ攻蝶する

ラクやシリアの核施設を攻繋・破壊したとき

れる︒一つは︑核エネルギーの見直しを世界
に迫った福島原発事故によって︒もう一つは︑

く︒レーガン政権はイランを﹁テロ支援国家﹂

しい記憶とともに︑この状態は現在までつづ

のようには︑急速に動かない︒それはな霞ぜか︒

む︒イラクのサダム・フセイン政権を激励し

かや

あとでいろいろの角度から考えるとして︑ま

雨ｎ月ＩＡＥＡ︵国際原子力機関︑事務局長ば天野

てイランに攻めこませ︵８年間のイラン・イラ

くち

ず顕著なことは︑型世紀のとば口だけでも︑

之弥︶がイランの軍事目的への懸念をっよく

一一万︑

脱原発の世に核開発はあきらめるというのか︒

立場とそろえる︑米国のイラン制裁法が日本

和ボケ﹂な の か ︒ そ れ と も ︑ ﹁ 人 道 ﹂ ・ ﹁ 正 義 ﹂

．﹁イランは平和利用にことよせた核武装を
計画︑対イラン綴済制裁は右効か︑米国とイ

職に失敗した米国は︑イランとの国交を断絶︒
纏が鯵が
﹁大悪魔﹂と名ざされた米国市民たちの苦々

だなんて︑ わ れ 関 せ ず ︒ 長 い ﹁ 戦 後 ﹂ の ﹁ 平

も︑ひたすら内向き．﹁反テロ戦争﹂の﹁職中﹂ここで日本の位腫は特驚．２００２年以地にした米園︒石洲と曹換えにイランの秘

聞こえぬ日本．ガソリンや株の侭は気にして比重が高まり︑南アやトル簿の役割も増じた︑の石柵国有化をつぶし︑イランを対ソ艦艇

繊競灘個蕊儀鶏輯腫灘憲篭紗王繍を
変わる世界︑変わる日本
だ碓耀鰐蓬窪輪羅灘縦堪鵬濯職鮭縫駕灘誌暇鵬擦需悪鶏

・印睡識

別個個画溜壷捧くない﹂認識を膳かなければならない︑

型

ｒＬ

一画源一

世界の変転が激しいこと︒戦争を起こすには

４
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、

撞蕊雲雲素繍

する︒

ただ︑この間の経線

ポッラーの抵抗が効を奏してイスラエル軍を

はやや不明朗だ︒疑

ク戦争をイラン社会は耐える﹀︑アフガニスタン
では沖〆詫派のイスラーム義勇兵︵オサーマ・

南部レバノンから撤退させ︑帖年にはハマー

争とⅢ年以降の﹁反テロ戦争﹂とをつうじて︑

サダムもオサーマも使い捨ての例年湾岸戦
ルに協力してガザ全面

同胞を見捨てイスラエ

墜させた︒エジプトが
イスラエル軍によるガザへの
空爆（2008年）

ピン・ラーディンら︶に肩入れしてソ連瀬と戦

スがパレスチナ自治選挙で勝利︑ヒズボッ
ラーがイスラエル軍のレバノン侵攻を盤破し

イランを取り囲む米国とイスラエルの軍事戦

的に︑イランは米国批

イランは︑北朝鮮同様︑﹁国際社会﹂を欺き︑

国はイラン中央銀行と取引のある各国金融機

１ｺ了一直

一
ー
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2012年２月に完全開業したブー
シーフル原子力発電所

は巽なるが︑誰図の核の傘のもとでプルトニウムを

うとするイスラエルは︑﹁聖牛﹂扱い︵それと

せず︑域内での核独占をガムシャラにまもろ

持つとも持たないとも言わず︑ＮＰＴに加盟

正・歪みだ︒核兵器保有を公然の秘密として

有国の核武装を見張る核管理国際体制の不公

と︑核兵器保有国の安保理常任理事国が非保

事柄の根本にあるのは︑米国の主導帳のも

る︒

チナ問題での態度いかんによって︑差別され

﹁大避破壊兵器疑惑国﹂だと︑つまりパレス

スラエルのお眼鏡にかなわぬ﹁テロ支援国﹂

なわれるのだ︒ＮＰＴ加盟国でも︑米国とイ

視した制裁決議や攻蝶示唆や軍事減習がおこ

合意や取り決めが進行するなかで︑それを無

成︒トルコやブラジルの斡旋を含め︑種々の

フル原発が燃料棒を入れ︑翌年５月臨界を達

ている︒的年ロシアとの共同事業のブーシェ

停止していたという見方を米国は公式に認め

報評価﹂で︑イランが昭年には核兵器開発を

ン戦争準備でも霊用される︒Ｗ年の﹁国家情

の外国人テロ団体リストからはずされ︑イラ

で︑他年以降の情報提供によりＭｅＫは米国

わけてもモジャー︲ヘディーネ・ハルクＭｅＫ

イラシ・イ渓ラー人砿叩Ｉ縄仙帆

イラン人の反政府団体︑
イラン国民抵抗評議会

惑の火付け役は︑在外

わせながら︑イスラーム通勤の脅威と湾岸の
ただけでなく︑イスラエルの国際的評判を失

略態勢が固められてきた︒ペルシア湾・アラ
ビア海で︑イラク・アフガニスタン・パキス
スチナ問題の不公正を

判の先頭に立ってパレ

︒

危機を煽る︒

タンで︵米国の航央施の本部はフロリダ州タンパ︶︑

雌し

デイエゴガルシア︵インド洋︶や中央アジア・
術くのだった︒

打倒・逮捕され︑北朝鮮の扱いは中国に貴任

ひそかに核兵器開発に狂奔しているという非

イランのウラン濃縮の問題点とは

封釧に奔ったのと対照

沖細の無地を腿して．
﹁悪の脈測﹂とされた三国イラク・イラン・

を押し付けて六者会合︵米・韓・期・中・露．且

北朝鮮のうち︑イラクのサグム・フセインは

に委ねられる︒﹁ならず者国家﹂の代表格リ

和利用目的の開発であることを強調するが︑
またＩＡＥＡの蹄膨拙僻協定や追加謹睡識に

難が︑欧米社会にあふれている︒イランは核
拡散防止条約ＮＰＴ加盟国として一貫して平

ビアのカダフィも︑全煎降伏して化学・生物．

核兵器計画を放棄した︒これらは︑みな昭年

協議で合意や譲歩もかさねてきたが︑

もとづく査察・検認を受け入れ︑関係国との
ＡＥＡ理事会が保障措置協定不遵守︵濃縮活

ところが︑残るイランは︑米・英の歴然た

におき︑た︒

るイラク戦争失敗により︑シーア派が主導術

動の甲碑堤怠った︶を国連安保理に報告し︑そ

年Ｉ

を握るにいたったオムフクで決定的に発言力を

こから安保理はイラン制裁とその追加の決議
を繰り進す．ついには︑問題の軍事職用懸念

ノン四シヅゥｆアンヱ

し︑サウジアラビアやバハレーンなど湾岸の

増しただけでなく︑シリアとの提携を強化

対決姿勢を鮮明にする上寿混シ一一が︲︵レバノ

シーア派住民のうえに︑またイスラエルとの

のＩＡＥＡ報告書を受けて︑ｎ年大晦日︑米

ン︶やハマース︵パレスチナ︶に対して︑つよ

関に制裁を科す条項つきの国防権限法を制定

ｆ漂う１４協爵

い影響力を発郷するのだ︒２０００年︑ヒズ
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自認瀞

した中東の市民革命は︑

ば︑世界規模の動乱を覚悟しなければならな

重みをもつ︑多民族櫛成のイランを相手どれ

イラン・イスラーム革
命に対応・対抗して編
成された汚年体制を打

狐喧壱シクー

る︶︒だから︑インド・パキスタン・北朝鮮
い︒イラン戦争が引き起こすだろう地獄図の

破するものだった︒と

文明戦略的にアジアで・叩︐函と見合う震央的

という拡散の実績に歯止めがかかる保証はな
い︒核の箪事利用と平和利用という二分法思
予想は︑当然︑米国内でも︑ＥＵ内部でも︑

ころが︑エジプトでム

響獄する日本も︑例外的・特権的な扱いを受けてい

考の落し穴にまで︑問題はひろがる︒

イスラエルとどう付き合うかの暗闘を引き起

ンの国境地帯を視察して︑戦争の起き方を考

私は脆年秋︑イラン西北部やアゼルバイジャ

ての対イラン戦争をするには︑隠微なジグザ

まで語られる︒﹁反テロ戦争﹂の新段階とし

が勝利︑﹁核なき世界﹂や﹁イランとの和解﹄

進はアフリカ系でアラビア語名をもつオバマ

こす︒そこに深刻な金融危機が発生︑大統領

かして調停路線を突き崩し︑対イラン戦争の

生じる︒そして︑こんどはリビアの経験を生

ましたＮＡＴＯの植民地戦争という反莱命が

市民決起につけこみ﹁革命﹂支援者になりす

バーラク政権が倒れると︑たちまちリビアで

戦争策動のジグザグ︑破局の深淵

カはイランを攻蝶するか﹂という諦淡もした︒

えた︒Ｗ年３月﹁反テロ戦争第２段階アメリ

ｇ胃冒を主要アクターとし︑対国防省テロ

や雲肱嶋の獣詐欝津訣詐騨罰尉鳶

Ｗ﹂淡習は︑イラン・北朝鮮・ロシア・中国

脆年後半に米軍が実施した﹁響戒怠りない盾

インドでの爆発事件のイラン犯行説まで︑し

たちの暗殺︑延事施設での破埋活肋など︶︑タイや

ウィルスによるサイバー攻嬢︑イラン人核物理学者

ウラン濃縮の撫芯分離機を止めるスタックスネット・

整から︑隠密イラン作戦︵朴釜内対立を畑る工作︑

グや回り道が不可避だ︒オバマ政権の方向調

閥由シリア邪︶︑ムスリム同胞剛︑ムスリム武

するシリア人反政府組織︵シリア国民評議会や

が︑実際は︑サウジアラビアやトルコが支援

ねらう動きが１年間かけて進行してきた︒だ

一環として先行的にシリアの﹁体制変革﹂を

ヅｒジラント・シール那

攻蝶やＩＣＢＭ攻撃にどう対処するかも含む

迷が現出している︒これもイランには打盤だ

側諸組織︑欧米・イスラエルの隠密工作など
の利害が交錯し衝突しあって︑収拾つかぬ混

ものだった︒これ以降︑同種の演習が繰り返
される︒こうした世界戦争の予想は︑ホルム

かし︑最近では︑イスラエルの中枢でも心裂
が生じだした︒情報機関の現・旧長官たちが︑

という︑浅はかな打算もあろう︒しかし︑こ
れは﹁イラン戦争﹂がもたらす世界的破局の

先制攻繋踏み切りを唱える首相・国防棚への
不信を表明した︒米国も譲歩を示唆︒Ｐ５＋

深淵を︑だれもがもうすでに幻として見てい

驚かすだる ↑ Ｉ

﹁盾師﹂演習の仮想性が並行した現実は︑

１の対イラン協議も歩み寄りの雰囲気ｖイラ

るということだ︒

ズ海峡が北朝鮮とつながることで︑日本人を

レバノンを破壊したイスラエル爺による米国

ンの最澗指導者アーャトッラー・ハメネイー
とのファトワー︵椛威ある法学見解︶を出して

体制も︑イラン内部で政治的に対立する諸勢

中東の市民革命だけでなく︑革命に逆らう旧

いずれイラン戦争の放火者は現れるだろ壱Ｚ

が﹁核兵器の生産・備蓄・使用は禁止事項﹂

ア諸岡・イラン・インドなどが臨戦態勢で展

いたことも︑外側の仙界に知られはじめた︒

ハ一つ１人

ラシア大陸の各所でロシア・中国・中央アジ

製クラスター爆弾の無差別撒布であり︑ユー

開する上海協力機椛その他の枠組の合同願事

︵いたがき・ゅうぞう／中東研究者︶

噛みしめることになる︒

類がイスラエル国家をもってしまった重荷を

力も︑欧米も︑そしてイスラエル市民も︑人

対イラン戦争はシリアではじまった
巌近のイラン核問題の起伏は︑シリア情勢
と深くかかわっている︒ｎ年１月から顕在化

減習であり︑東地中海・ペルシア湾・アラビ
ア海でひしめきあう米英仏独伊のＮＡＴＯ諸
国にイスラエルも加わる鎧新鋭艦船群の戦闘
態勢だったのである︒

６
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停戦合議錘戦闘が続くシリア

(ダマスカス20125.15）

︲鮒︑州峨沸織

なぜ︑かくまで拙速に執鋤に﹁原子力ムラ﹂

の概念が厳しく問い直されています︒福島原

︑昨年の﹁福島原発震災﹂以来︑この﹁地元﹂

民地と同じように︑現代の﹁宗主国﹂の魔法

て多くのアヘン患者を生みだしたアジアの植

問題は︑いわゆる﹁原発現地﹂です︒かつ

かを︑私たちは見極める必要がありましょう︒

の魔法使いたちが﹁再稼働﹂を策動しているの

発皿基の地元が浜通りに︑若狭の原発賜基が

使いたちは︑﹁国内植民地﹂の中に少なくな

﹁地元﹂とはどこか

ではありません︒また︑新たに拡大された鋤

敦賀や美浜などに︑けっして限られていたの

関西大都市圏にあり続けてきたのではないで
しょうか︒いわゆる﹁安全神話﹂も昨年３月

首都圏にあったのであり︑若狭原発のそれは

もともと︑福島原発の﹁真の地元﹂は関東

かのような現状です︒

ドに陥り︑子孫たちへの責任を放棄している

は禁断症状を呈し︑さまざまなモラルハザー

い麻薬患者を作り出し︑いまやその末期患者

に崩壊したのではなく︑福島や若狭に最初の

なる﹂という問いかけを︑かならずしも強迫
観念に過ぎないと切り捨てる訳にはいきませ
ん︒地元の更生と自助努力もさることながら︑

キロ圏内にもとどまりません︒

も現実的にも自らを否定していたのではない

この半世紀近く︑﹁国策﹂として原発を推進

たのではないでしょうか︒その魔法使いたち

か︒わたしたちはなにか魔法にかけられてい

も依存しているという関西２府４県のみな
さん︑いま巧基の原発が全面停止していま
すが︑停電や不都合が生じているでしょう

国レベルの醗論に関与しよう

ないでしょうか︒

﹁原発が止まれば︑雇用や地元経済はどう

でしょうか︒

して来た当事者とその受益者も共にその解決
方法に力を尽くしてもらう責任があるのでは

１基が押し付けられたとき︑すでに原理的に

モラルハザードした﹁原発現地﹂

﹁実質上の地元﹂の小浜市民は小浜原発の誘

元﹂のおおい町民は釦％に過ぎません︒その

は︑﹁原発なしでは電力不足﹂という呪文の

しかし︑若狭の原発に消費電力の卵％以上

致を有権者過半数の署名などで拒否してきた

黒白がおっつけ判明することを恐れているの

大飯原発４基から皿キロ圏内の住民分布で

だけでなく︑大飯１．２号機の建設︑３．４号

１５０億円／月︑１８００億円／年︑関西電

酷な犠牲の後に敗戦を決断せざるを得なかつ

主義政権は︑ヒロシマについでナガサキの過

かつて﹁国策﹂として戦争を推進した軍国

大飯原発３．４号機の﹁再稼働﹂が一点突
破されれば︑各地の原発がなし崩しに再稼働
され︑延命がはかられていくでしょう︒近未
来に国内の原発が全面停止するのは︑﹁第二
のフクシマ﹂が続発する時であることは容易
に想像できます．

力は電気料金を手にすることができます︒

︑％を占めているのは小浜市民︑いわゆる﹁地

﹁隣接自治体︵住民︶﹂として︑関西電力や原

増設にも反対してきました︒小浜市︵民︶が

です︒たとえば︑大飯３号が１基稼働するだ
けで︑ひかえめの算術計算でも︑５億円／日︑

かったでしょ轄孔

子力行政によって不当に排除されなかったら︑
大飯原発は小浜原発同様にこの世に存在しな
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刊原雲発﹁ゼロ﹂を腸ち取るために

を終えるためでもあります︒﹁少欲知足﹂の

をこいながら︑切なる希望をも伝えたいので

子どもたち︑若考たちに心から詫び︑許し

福島原発事故で犠牲になり︑被災されたすべ

そして何よりもかの東北の大地震・大津波．

辺と豊かな海の幸を再生できるだろう︑穏や

をとりもどせるだろう︑美しい若狭の海と浜

ら︑お金や形に代えられない深い安心と安全

す︒このまま若狭の全原発を止め続けられた

基の原発︒

輔神をいささかなりとも体験したいのです︒

つつ︑若狭に︑また何処にも＄大人災の﹁原

ての人々︑生きとし生けるものに思いを寄せ

削ぎ︑濁った血液を浄化し︑乱れがちの呼吸

ていないのでしょうか︒わたしたち国民も︑

﹁若狭原発の前夜﹂︵石橋克彦氏︶や﹁第二

大飯３．４号機の﹁再稼伽﹂を認めることは

鐘が鳴り響いています︒わたしたちは断じて

べた要望と行動の広がりを訴えたいと願って

発震災﹂を連発させないよう祈念し︑先に述

と︒

かで奥深い若狭の雁史と文化を再発見しよ︾１

県民会議︶

︵なかじま・てつえん／原子力発噛に反対する福井

広島原爆１２０万発分の﹁死の灰﹂︑蛤万

います︒

人もの被曝労働者︵新たなヒパクシャ︶︑原発

撚嬉無雑職織鰯

△蓬での発言から︶

︵編典部牝３月妬日︑澗井市中央公削で行われた﹁大飯
原発３．４号機﹁再稚側﹂に悩重な判断を求める市民典

鱗;溌蕊

震災の簸大の災害弱者たる福島の稲万人の子
どもたちをすでに生み出してしまった国内例

の原が｣上るにるた福、原止ら
エ発得を。同。。鳥人発し北
ネがら決静議し日第々事、の

員会と︑今後のエネルギー・原発政策の根幹
に関わる議論をおこなっている国レベルの３

蕊;鱗織

つの協議体が︑それぞれ夏までを目途に総論
を洲そうとしています︒﹁原発の再稼働は本

も
継細臨濡繰雛典
だが自原鎖･基廃んＩこの発よ・

当・に必要なのか﹂というテーマを深める溌味

伴英

新しいエネルギー計川へ
Ｉ脱原発に向けて

破綻した旧計画
桶島原発事故が起きて政府のエネルギー基
本計画は根本的な変更を余儀なくされている︒
なぜなら︑事故以前の計画は２０３０年まで
に原発を聡韮も新増設する︑原発の設術利用
率を卯％にあげて︑発電に占める原発の割合
を帥％以上に持っていく︑というものだった︒
事故によって変更を辿られたのは誰の目にも

行新はＩま発は数４叩を。基地ら

現在︑国会など３つの福島原発事故訓張委

できません︒

うか︒

のフクシマ︑日本滅亡﹂︵広瀬職氏︶という警

あの﹁１億総倣悔﹂の日を廃してまつのでしょ

たのでした︒巨大な﹁原子力ムラ﹂の一角を
担う現政権も﹁フクシマ﹂だけではまだ懲り

糖
集
でも国民的な規模で 集中して︑この諭
識論 に 関

与していくべきではな
いでしょうか︒

断食に入ります

す︒この鋤余年間︑好む

今日から３月瓢日ま
で︑私は断食に入りま
と好まざるとにかかわ
らず︑若狭の原発群と
の共存・容認を余儀な
くされている間に︑わ
たし自身に生じた歪ん
だ骨格を正し︑蟹肉を

てに会原で雑たに能る１５明

愚
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卜
経涯省前ハンス

この方針からすれば︑原発の残る余地はな
いと考えられる︒だが︑基本問題委員会では
懲りない面々が原発の必要性を主張し︑基本
方針などどこ吹く風といった傍若無人な発

基本問題委員会のミッション

まとめ経済産業大臣の名前で公表される︒大

言を繰り返している︒

調査会のエネルギー基本部会で審議されてき

エネルギー基本計画は総合資源エネルギー

報告することが求められた︒これが基本問題

エネルギーに関する複数の選択肢を選出して

境会議から基本問題委員会に対して︑新しい

戦略室とその下部組織であるエネルギー・環

い︒ところが︑今回は閣僚で構成される国家

けだ︒

という︒なんとかして︑原発を動かしたいわ

がないとい雷Ｚ省エネルギーはせいぜいｎ％

彼らは再生可能エネルギーの導入に現実味

は成り立たなくなったわけだ︒ところで︑エ
ネルギー基本計画は法律に基づいて経済産業

臣は閣僚なので︑閣議による決定は取りやす

た︒これは経済産業大臣の諮問機関である︒

委員会のミッションである︒エネルギー・環

基本問題委員会は昨年の皿月から始まった

これまでのやり方では︑審議会が報告書を

の６月に策定されたものだ︒

省が決定し︑５年ごとに見直しが行われて︑
国会に報告される︒現行の計画は２０１０年

しかし︑見直すにあたり経済産業省は新しい

選ぶ︒この作業を﹁国民的議論﹂を通して行つ

境会議は報告された選択肢を検討して一つを

のだが︑今年の４月中旬までの選択肢は︑原

新しい組織で見直し

組織を作ることにした︒原発に依存した計画
を作ってきたところが︑一部のメンバーだけ

としている︒基本問題委員会は選ばれた一つ

発の割合でまとめると︑０％︑別％︑躯％︑
弱％の４つに加えて︑そもそも原発や再生可

ｌＬ建設中︑新規の原発を容麗

岨上に上がっている選択肢

を入れ替えて再スタートしても︑国民から信

の選択肢に基づいてエネルギー基本計画をま
とめる︒同委員会の後者の作業に関する詳し
い説明を聞いていないが︑そうなるはずだ︒

を決めている︒上から基本問題委員会へ降り

エネルギー・環境会議は見直しの基本方針

れている︒この方針では２０３０年時点での

原子力規制庁の設置法案などと一一緒に提出さ

を原則側年とする方針を掲げている︒後者は

ところで︑現政権は新増設なし︑運転期間

で議論が続いていた︒

能エネルギーへの過度の優遇策をやめて市場
に任せばおのずと割合は決まる︑という意見

てくる形になっているので委員の中には反発

基本方針

しかし︑彼の在任期間が短かったがため︑

もあったが︑委員会はこれを了承︒基本方針

原発の割合は︑設備利用率を︑％として計算

批判的な人間を半数はいれたかったようだ︒

頼されないと考えたからだろう︒新組織は基
本問題委員会という︒同委員会のメンバーリ
ストは実は鉢呂経済産業大臣が作った︒彼は
見直すに当たり︑審議会のメンバーに原発に

リストに記載されたなかから選ばれたのは一

は

すると吃％となる︒原発の割合を鋤％以上と
する案はいずれも建設中の原発の運転を容認
加速︑

となっている︒

し︑批判を繰り返した︒そして︑０％と釦％．

間も卵年あるいは帥年へと延長するものであ
る︒これに０％主張者たちは非常に強く反発

し︑あるいは新規建設を行い︑しかも運転期

⑪省エネルギーの抜本的強化︑

③化石燃料のクリーン利用︵天然ガス利用等︶︑

②再生可能エネルギーの開発利用の最大限の

部にとどまった︒それでも８人程度は原発に
批判的な人間が選ばれた︒筆者が委員に選任
されたのは︑彼のリストのおかげだ︒もっと
も︑筆者は鉢呂議員と面識はなかった︒全坊
名の委員の中にはまるで事故などなかったか
のように︑未だに原発が必要と繰り返し発言
し︑再生可能エネルギーの導入や省エネル

帥原子力発電の依存度のできる限りの低減︑

やから

ギーの導入に極めて消極的な族がいる中で︑
審議会はスタートした︒
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張している委員は２０２０年時点でゼロを主
張している℃舗者はいまの全機停止状態から

が発足した︒中

トワーク会議﹂

原罷﹁ゼロ﹂を厨ち取るために

の脱原発は再開を容認しない運動の結果だと

■ｑ■■

考えている︒

小企業の経営
者らが自治体
首長や学識経
験者とともに
脱原発を目指

方としては如年で廃炉にしていく案が採用さ

ことに疑問はあるが︑それはともかく︑考え

チが全く異なるからだ︒そして︑図民にわか

を実現して行く従来のやり方と政策アプロー

これは︑インセンティプを与えて︑国の政策

同会議は市場に任せる案は採用しないだろう︒

としてエネルギー・環境会議にあげたとして︑

力強く脱原発を主張していくことが不可欠だ︒

加速度的に増していくためにも︑今いっそう

めぐる社会術造の転換へ向けて歩みが始まっ
ていると見ることができる︒こうした動きが

ができて活動をすすめている︒エネルギーを

ところが４月後半になると︑突然吃％案が

れたことを意味する︒０％を主張している筆

りやすい選択肢の提示としているので︑考え

＊原子力盗科州報室でば︑祢月﹃通権坦を発行し

また︑正会災︑掛肋会風の制度があります︒お

ています︒鵬鍔姓室風は年３５００円︒

束京都新宿区住吉町８１５階橘コーポ２階Ｂ

問い合わせは左記まで⑨
維所二丁１６２１００６５

価話叫０３１３３５７１３８００
ＦＡＸ恥０３１３３５７１３８０１
ＥｍａｉＩ ｃｎｉＣ＠ｎｉＩｔｙ．ｃ０ｍ

麹識

駕産省前テント

特集
の間に加％を入れるべきとの再三主張したが︑
三村明夫委員長︵新日鉄会優︶はことごとく

別％以上を一つにまとめることができるの

す︒国会議員の

る経営者ネッ

拒絶してきた︒

か︑予断を許さないところがある︒やや大胆

突然の変化
ｌ 年で廃炉へ

出てあっさり採用された︒巧％案は原発の設

に予測すると︑韮本間題委員会が４案を報告

者は国民世論は０％支持が圧倒的だろうから

方として上記の３案︑すなわち早期ゼロ︑如
年廃炉︑縮小維持にしぼるのではないかｂ国

私的予想
１３つの選択肢から

転で計算するという︒設備利朋率を高く取る

備利用率を帥％として︑新増設なし︑如年運

恥にも脱原発
をめざす超党
派のグループ

０％︑別％でも良いと当初は考えていた︒し

民的議論の結染によらず︑結論は見えてきそ

かし︑政権が産業界の圧力で０％を選択でき
ないとなると別％になってしまうやこれは原
発の新蝋設を容認することになるし︑原発が

うだ︒ただし︑これらの流れは現政権が存続

不本意な予想ではあるが︑大局的にみると︑
今は脱原発への方向性を明確にすることが最

︵ばん・ひでゆき／原子力盗料憎報室共同代表︶

ので︑焔％案を選択肢として入れることに蟹

■

縮小されながらも維持されて行くことになる

していることを前提としている︒実はこの点

如年廃炉︑縮小維持に分けることができる︒

も大事なことではないかとも考える︒

さいごに
ｌ脱原発にむけて運動の加速を

でも予断を許さない︒

成した︒

そして︑現在︑これらを４案程度にまと
める方が良いとの意見が少なくない︒その
際︑市場経済に任せる案を一つとし︑０％︑
晦％︑そして幻％以上をひとまとめにするも

２０３０年ゼロを早期と言えないとの批判も

脱原発を求める動きは市民だけではない︒
今年３月別日に﹁エネルギーから経済を考え

のだ︒これは考え方でいうと︑早期原発ゼロ︑

出るかもしれないが︑大別した場合の表現と
して許していただきたい︒笑際︑この案を主

1
1
0
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鶏

ｊ︲︲＆Ｌ︑初

Ｊ回熟ＪＴＦ聴臓婚鴬躍
ｊ鉦蕊毒主浄遡鐸弘漣
：．：労．⁝畿垂肝咋謎謎認可琴一読睡一．・淫：

１●・日本だけは原発をやってはいけない
理由

し︑この地図を見ても分かるように︑フラン

震・津波大国である日本で原発をやってはい

いけない︒日本が地震大国ということは︑津
波大国ということでもある︒日本は海に囲ま
れている︒そして︑いま示したように︑地震
が大量に発生する国である︒大きな災害をも
たらすプレート境界型の地震には必ず津波が
大なり小なり伴う︒すなわち地震に津波とい
うのはつきものなのである︒では︑なぜ地

︵地殻︶とプレートが相互にもぐりこみ︑乗り

スにはほとんど地震が発生しない︒世界で最

からである︒私は何回か原発にもぐりこんだ

けないのか︒それは︑原発は巨大精密機械だ

白で地震がない︒アメリカの原発も︑スリー

配管︑精巧な機器︑電気スイッチ等から成り

が︑原発は無数のコンピュータ︑計器類︑配線︑

フランスは世界一の原発大国である︒しか

日本の国土があるからである︒

ト境界︵しかも４つものプレートの境界︶の上に

あり︑そこに地震が集中している︒そのプレー

上げ︑ひしめき合っているプレート境界線で

にはやや地震の発生があるが︑東海岸は真っ

大多数の原発を保有するアメリカも︑西海岸

マイル島原発を始め︑ほとんど東海岸にある︒

立っている精密機械である︒したがって衝撃

言うまでもなく日本は地震大国である︒図
１を見てほしい︒これはマグニチュード４以
上︑深さが１００キロメートルより浅い地震
とんど地震がない︒

中国︵四川省を除く︶︑インド︑カナダにはほ

発生している︒こ

の狭い国土に世
界の地震によっ
て発生する揺れ

の約皿％が集

ている場所はい
わゆるプレート

に︑地震が集中し

いるところを見
ると分かるよう

いるか︒集中して

日本に集中して

まっている︒なぜ

曾Ｐ金的宮号B《Iﾘ4座』.河８１回､画執T,1ｍ〜1坤旬１．芯恥ｅＪ画蝿虹哩より

図１

では原発を絶対にやってはいけない理由であ

タル時計や携帯電話が衝撃と水に弱いのと同
じである︒これが他国ではいざ知らず︑日本
る︒

発を盛大にやつ
︾ているのは日本

み燃料の始末を後世におしつけることも日本

その他に︑極めて危険でやっかいな使用済

日本の原発は世界に冠たる危険性を宿命的

一だけだというこ

は国土が狭く︑地盤がしょっちゅう動いてい

・で原発をやってはいけない理由である︒日本

にもっているのである︒

ールに分かる︒そ

るので︑深地層埋め込みもままならないから
である︒

むしろ原発は設

第一原発３号機プルサーマル︵プルトニウム

以上のような考えに基づいて︑私は福島

２．私の原発裁判歴

置・運転しては

︐する必要はない︒

︾の設置・運転を

︾のようなところ
︾でわざわざ原発

︾とが︑ビジュア

震が頻繁に発生
するところで原

図２から︑どこにより多く原発が存在す
るかが分かる︒図１と図２を重ねると︑地

侭●釦酌

Nb画

︲と水には極端に脆弱なのである︒それはデジ

れを見ると︑日本はそのプロットで真っ黒に

蕊蕊

図２は︑世界の原発の分布図である︒

が発生した場所をプロットした図である︒こ

,▽ｆ少
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図２

なって見えないくらい地震が発生していると
いうことが分かる︒面積平均でいうと日本は

蕊

地球の表面積平均の約１３０倍の率で地震が

謬急

祷集

緋鯉灘蔦馴：
鵠灘雛鮭洲

原発﹁ゼロ﹂を厨ち取るために
燃料の迦常軽水炉

での使用︶禁止
仮処分︑浜岡原
発運転差止仮処
分︑差止水案訴

をる入とし、しとれい

で︐ある︒

３．３・荊後の裁判と脱原発弁護団全国連
絡会の結成

３．ｕ以降は変わった︒毎日毎日︑次々と

起こる驚くべき事態に国民は恐怖し︑原発過

酷事故の真実を知った︒そして︑原発の安全

性に︑決定的に否定的な認識と感情を持った︒

国民の一部で．ある裁刺肯も同様である︒例え

ば︑ある差止訴訟の進行協議のときに︑裁判

官は﹁先生方の言っていたとおりになってし

作･れ中さ福たこたう
つした部を烏･ろ。間
てか。電知原控ま裁に

ある
る回
回戦いは続く︒
開しようと坐滴々と 工 戦 中 で あ

￨織螺灘,協卿

まいましたね﹂︑﹁こういう国民にとって重大

ル自こけの故、訴団り
の負れは真を即かが、
防しを止のむ日と結あ
波て受め恐か控い成つ
壁いけるろえ訴うさと

間原発︵まぐろで宥名な 大間に建設中︶では

メ我電浜諮・りみるく

福崎第一原発３号機のプルサーマル禁止仮

さんと共に孤独な戦いをした︒共有地︵道路
部分︶分割訴訟を争ったが︑代償分割で共有

唯一人残った原発反対農漁婦人熊谷あさ子

判官に問いかけ︑要求しよう︒﹁原発は安全

な事件に関わることは︑やりがいを感じま

す﹂と言ったのである心ならばもう一度︑裁

れたことから当時の佐藤栄佐久知事が反対を

処分は海渡雄一弁護士とともに戦った︒敗れ
たが︑決定祥の中で東電の証拠隠しが指摘さ

おきたら首都闇が壊滅する︑浜岡原発差止訴

出かけて口説いた︒危ない︑大変だ︑事故が

後の地震が鋤年以内に鯨％の確率で来るとの
政府の発表を知った私は静岡の住民の集会に

浜岡原発については私は原告団結成からし
なければならなかった︒マグニチュード８前

は進行率約鋤％の所で３．︐以降ストップし

２０１０年７月訴えは提起された︒大間原発

だし︑﹁東京の弁誰士の全面的協力が条件だ﹂︑

は壊滅する！﹂．函館の反原発団体や大巻弁
護士︑森越弁談士らが呼応してくれた︒た

た︒﹁大間原発が過酷事故をおこしたら函館

で︑人格椎をもとにした差止訴訟を起こす
ために２人で対岸の而館に呼びかけに行っ

思ったら娘の小笠原厚子さんが遺志を継いで
くれた．大間町には味方がほとんどいないの

できるのだ︒全図で訴訟をおこす価値がある⑥
そのためには全図の反原発関係の弁護士が団

されている︶︒新しい訴訟は大いに成果が期待

では積極論・慎兎論がオープンに戦わされたと報道

い︵本年２月５日の司法研修所主仙の裁判官合側

や最高裁の無言の圧力も低下するにちがいな

はできなくなる︒また︑裁判官に対する行政

ような無寅任な︑樋力会社の言いなりの証言

た︒これからの訴訟では御用学者達も以前の

沈滞している立地では新訴を︑係胸中の所で

ですか︑止めるべきではないですか﹂と︒私
は︑全原発について︑もう一度︑差止訴訟を
提起すべきであ務と考えた︒敗訴が確定して

訟をおこそうと︒﹁弁護士もいないし︑金も

ている︒政府は︑工事中のものは新規原発で

という残念な事態になった︒

いたので︑炉外にプルトニウムが放出される

ない﹂と篇鰭する住民の方々に対し﹁弁護士

はないので完成させるとしていあ︒建設中の
原発の開設を許すか否かは天下分け目の闘い

結しなければならない︒従来︑原発差止訴訟

は一層梢力的に訴訟をしかけていこうと考え

は私が東京から連れてくる︒金はいらない﹂

ｕ事故のときにはブルサーマルが実行されて

没き︑総局実施が皿年近く遅れた︒しかし３．

地を取り上げられた．その途中で熊谷あさ子
さんは奇妙な死を遂げた︒戦いもこれまでと

は下級群で勝ったが上級群で職されている︶︒

で終わっている︵もんじゅ訴訟︑志弧原発瀧誰で

そも日本の原発訴訟は全て原告・住民側敗訴

山︒もっとも全敗は私だけではなく︑そも

念ながら全部敗訴である︵浜岡控訴審は係属

り組んできた︒始めてから晦年近く経つ︒残

訟︑同控訴審︑大間原発建築差止訴訟等に取

１

と言うと﹁それなら﹂と動きが始まり︑瞭原

1
２
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柵'く脅舗噸搬
雛捌砿雄潮
大

河合弘之さん

しかし︑ＴＰＰ反対の人々が守ろうとしてい

を共有し︑助け合わねばならない︒私は﹁脱

いに情報交換したり︑助け合ったりする余裕
がなかった︒それでは駄目だ︒連帯し︑情報

任体質は改まらず︑厚顔な原発推進が続く．

これをしないと日本の原子力ムラの集団無責

原発事故を引き起こした者達の責任追及だ︒

原発差止訴訟とならんで必要なのが︑福島

原発事故と使用済み燃料を後世におしつける

という考えも一定程度理解はできる︒しかし

増額することによって後世の負担をへらそう

被災農村︑漁港を訪ねれば分かる︒消費税を

べて消滅してしまうのだ︒それは福島の原発

る農業も漁業も原発の重大事故がおきたらす

原発弁護団全国連絡会﹂の結成を呼びかけた︒

私は︑脱原発・東電株主運動の人々と連帯

方がよほど後世への負担になるのではないか︒

４．東電株主代表所餓と福島県民集団告断

弁護士の反応は良好だった︒﹁よく声をかけ
てくれた︒差止訴訟をしたかったのだが︑心

して︑東電の役員達に訴訟を提起した︒請求

まず原発を止めるべきだ︒

後世への負担の押しつけを問題だというなら︑

の弁護士達は︑自分達の戦いで精一杯で︑互

細かったのだ︒﹂というような連絡が相次ぎ︑

額は５兆５０４５億円である︒彼らには個人

そのように重要な原発問題に取り組み︑原

現在までで︑約１３０名︵団体加入を入れると

ることも重要である︒私は福島県の被災者の

発を止め︑日本をおだやかに安心して暮らせ
る良い国にするために力を尽くすこと︑これ

ればならない︒また彼らの刑事責任を追及す
人達と連帯して︑東電の役員︑御用学者︑悪

とも喜びのひとつである︒

知性豊かな市民︑科学者達と友人になれるこ

財産をもってその罪をあがなってもらわなけ

質な官僚達を福島地検に告訴すべく準備中で
ある︒これだけの国難を引き起こし︑多くの
人々を傷つけた者達の刑事責任が問われなく

日の創立総会には馳名の弁護士が参加し︑各

て良いはずがない︒

約３００名︶の弁護士が加入した︒７月１６

岡︑志賀︑若狭湾の原発群︑島根︑上関︑伊方︑

の終わりにしるしておきたい︒

の巻頭に次のようにしるした︒これを本論稿

訟が展開されている︒

北から泊︑大間︑柏崎刈羽︑東海第二︑浜

業も文化も芸術も教育も司法も福祉もつまし

﹁原発事故は国民生活を根底から覆す︒産

私は拙著﹃脱原発賃青志社︑大下英治氏と共著︶

また︑その戦いの中で多くの心ある市民︑

は最大の喜びである︒

玄海︑川内の各原発すなわちほとんど全ての

このように民事的︑刑事的責任を個人に問
うことによって︑初めて集団無責任体制が崩

地での訴えの提起の方向︑情報の共有︑相互
支援の申し合わせをした︒その後︑会員は増
え続け︑充実した勉強会が開かれ︑次々と訴

原発で新訴が提起もしくは直前の状態である︒

壊するのだ︒

ている︒弁護団相互の助け合いも進んでいる︒

５．脱原発弁護士の喜び

若くて元気のいい弁護士が次々と参入してき
メールを使った情報交換︑訴状︑準備書面の

だ︒したがって︑原発の危険性に目をつぶっ

い生活もぜいたくな暮らしも何もかもすべて

脱原発弁護士の仕事は非常に大変だ︒専門
的な勉強が必要だし︑精神的︑肉体的︑経済

てのすべての営みは︑砂上の楼閣と言えるし︑
無責任とも言える︒そのことに国民は気が付

使い回しも大いに推奨されている︒例えば︑

的消耗は極めて大きい︒しかし︑私達は戦？
ことをやめない︒それは︑脱原発弁護士の仕

福島原発事故についての記述などは充実した
ものがひとつあれば十分だからである︒私達
は脱原発弁護団の旗の下に結集して︑必ず勝

いてしまった︒問題は︑そこでどういう行動

絡会︶

︵かわい・ひろゆきぞ弁護士︑脱原発弁護団全国連

をとるかだと思う︒﹂

事には大きな喜びがあるからである︒

ＴＰＰも大事だし︑消費税の問題も大事だ︒

要な問題である︒

原発事故の問題は今の我国にとって最も重

つ︒勝つまでやるのだから必ず勝つ︒これが
私達の展望 だ ︒

を腸ちるためＩ
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集１原発ち取るために

画聯需遥唾鹿ヨ刺

おいて被ばく労働が続いていること︒そして
二つ目は︑大飯原発３︐４号機の再稼働の動
きが緊迫しているからです︒

前代未聞の経産省﹁占拠﹂事件

そして１月肥日がやってきました︒別室傍

ですか﹂と従うはずもない私たちは︑﹁だめ

聴︵正確には﹁傍聴﹂ではない︶に﹁はいそう

でもともと﹂と会場階でエレベーターを降り︑

崩れた再稼働シナリオ
当初︑経産省・保安院は︑政府による再稼

議室への堂々入場という想定外の﹁事件﹂を

た︒保安院側の緩みと私たちの気合いが︑会

れています︒振り返ると︑昨年秋︑私たちは

引き起こしました．その顛末は既に読者はご

節電のため薄暗い廊下を光を求めて進みまし

そして５月５日がやってきました︒副基も

早ければ年内にも再稼働されるのではないか

ので省きますが︑ここで私たちは﹁原子力ム

存知︵本誌１３１号︑木村雅夫さんの報告︶です

働の最終的な判断を︑昨年末︑遅くとも今年１

の日本の原発がすべて止まった日︒よく考え

と危倶し︑ｎ月ｎ日に経産省﹁人間の鎖﹂行

月中に行なうシナリオを描いていたと報じら

ると︑これはかなりすごいことです︒今まで

動を︑廻月ｎ日には経産省や８電力会社を巡

市民が止めた！

日本では︑﹁３．ｕ﹂を経てもなお︑政府が

ラ﹂の本丸を激しく揺さぶったのだのだと思

るロングデモ︵長過ぎたと反省︶を敢行しました︒

ストレステスト意見聴取会が再稼働手続きの
最前線となり︑１月１日の朝日新聞が︑１面

でほとんど注目されていなかった意見聴取会
にスポットライトを当て︑保安院のずさんさ

会見まで行なうに至ったこの事件は︑それま

警察導入や枝野経産相が二度にわたり臨時

います︒

トップで意見聴取会委員や班目春樹原子力安
全委員長らが原子力業界から献金を受けてい

を広く人々に伝える契機となりました︒

同時に︑この日で大飯３︐４号機の意見聴

たことを報じました︒追い風を生かして﹁利
益相反﹂の問題化を図り︑意見聴取会への持

幸い予想は外れました︒保安院が設置した

原子力の維持に固執し︑事故を引き起こした
犯罪集団である﹁原子力ムラ﹂が責任を取る
ことなく権 力 を 保 持 し 続 け て き ま し た ︒

が２０２２年までの脱原発︵稼働中のⅣ原発中

一方︑ドイツでは︑大規模デモや緑の党の
躍進などの強い民意を背景に︑メルケル首相
８基は即謄鱈正︶を決断︒脱原発を求める日本

の市民は︑﹁ドイツはいいなあ﹂と負い目を

後藤政志の両委員が利益相反問題を舌鋒鋭く
追及︒傍聴者も︑開き直る岡本孝司委員らに

委員中︑貴重な﹁脱原発派﹂である井野博満︑

年明け１月６日の意見聴取会では︑ｎ人の

いくばくか寄与したと思います︒

確実に遅らせ︑５月５日の稼働ゼロの達成に

その後の井野︑後藤両委員による追及も含め

次回２月８日まで約即日間︑ずれ込みました︒

取を終わらせるという保安院の目論見は崩れ︑

的確な野次︵﹁不規則発言﹂︶を飛ばし︑終了後

この事件を経て︑保安院は２月８日︑こっ
けいなほど過剰な再発防止シフトを敷きまし

続的なキャンペーンを強化しました︒

には︑一部の傍聴者が岡本委員らに辞任を求
めてチラシを手渡しました︒この時の傍聴者

た︒私は︑この時の別室での抗議を理由に︑

感じてきたように思います︒それが一気にド
イツを飛び越えて︑今はまだ一時的とはいえ︑

由があります︒一つは︑稼働が止まっても︑

の言動を口実に︑保安院は傍聴者締め出しを

いまだに保安院が行なうあらゆる意見聴取会

５日︑芝公園集会での福島の椎名千恵子さん
の言葉に﹁我が意を得たり﹂と思いました︒
とは言っても︑喜びが半分なのには二つの理

﹁止まったのではなく︑止めたのだ﹂︒５月

稼働ゼロを達成してしまったのですから︒

福島などでは放射能汚染の過酷な現実が続い

決断し︑自ら墓穴を掘ることになります︒

て︑市民と心ある専門家の協働が審査日程を

ており︑福島第一原発や定期点検中の原発に
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特集１原発﹁憧口﹂を厨ち取るために

と稚み遮れてきたアクションは︑呼びかけた

囲﹁人間の鎖﹂︶︑﹁４．ｕ﹂︵而中の国会訓噸デモ︶

連発されました︒耐震安全性評価も︑避難道

府交渉では︑政府側のデタラメ極まる然弁が

５月迩日に参議院議員会館で行なわれた政

す︒事実上の官邸包囲行助です︒

側が︑人々の深く強く持続する脱原発への強

路の複線化も︑原発周辺斜而の安全性評価も︑

一ｎ．ｕ〜胆．ｕ﹂︑一︲３．ｕ﹂︵大行進と国会包

い意志をまざまざと感じさせられる機会でも

あらゆる重要事項を﹁再稼働の前提ではない﹂

さて︑ここから本題です︒現在︑再稼側の

初で最大の﹁天下分けⅢ﹂のたたかいだと恩

大飯原発３︐４号機の再稼働をめぐる攻防
は︑国内外の﹁原子力ムラ︵帝国ことの最

と平然と言ってのける役人たち︒あり得ません画

ありました︒

ポールは福井県と関西へと移っています．お

います︒﹁原発震災﹂に警鐘を鳴らし続けて

﹁原発ゼロの夏﹂へ！

おい町の住民説明会で慎重・反対意見が多数
を占めたにも関わらず︑議会は圧倒的多数で

めて厳しい警坐冒唾発しています︒﹁万一原発

図に提案し︑国側も応える方向です︒出来レー

断を許しません︒一方︑西川知事は原子力規
制庁発足までの原発の特別監視体制づくりを

請もあってか︑慎麓群議を続けています︒た
だ︑報告書のとりまとめも始まっており︑予

足を口実とする再稼鋤決定の時間切れも迫っ

ル稼働まで６週間かかるとされ︑夏の電力不

ここまでは来ました︒本当の勝負所はここ
からです︒大飯３︐４号機は起動させてもフ

山脇新聞︶と︒

ているそうです︒勘違いもはなはだしい︒こ

い︒俺たちは選挙に落ちても再稼働しないと

露災が起これば妓悪日本は滅びる﹂︵４月晦胤

スの条件交渉へと議論がすり代えられつつあ

きた石橋克彦さん︵神戸大学橘誉教授︶は︑改

います︒大げさではなく︑いのちが懸かって

再稼側容認の結論を出しました︒福井県原子
力安全導刈委員会は︑全国からの委員への要

ります︒

ています︒相手は﹁誰かがやらないといけな
よる県︵知事︶への大規棋なアクションが６
月中旬命日か万日︶に行なわれようとして

うした危険な利椛政治家には︑市民から﹁問

そんな中で︑地元福井の住民の呼びかけに

います︒その呼びかけに関西はじめ全国から

か︒世界の未来が懸かっているのですから︒

りの未来︶

︵すぎはら・こうじ／福島原発事故緊急会議／みど

︵５月恥日︶

責決議﹂を突きつけましよ↑２負けてたまる

な﹂︵仙谷山人／５月岨日付︑日経︶と腹をくくっ

応えると同時に︑福井でのアクションに連帯
した各地でのアクションが構想されるべきで
しょう︒東京では︑６月９日︵土︶に﹁大
飯原発再稼働反対！首相官邸抗議ウォーク﹂
︵〃時半に国会記者会館前集合︶を行ないま
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特集２
﹁人間﹄を取り戻すために

の反省はなく︑原爆による最大の被害者であ
る死没者への弔いも謝罪も補償もありません︒

分からないが︑いつかは核兵器が無くなる日

され損﹂の扱いです︒

しまっているのです︒これでは︑死没者は﹁殺

被爆者援護法改正の意義と運動

が来るだろうというものです︒これでは︑被

山本英典

べきだ﹂という国の﹁受忍﹂政策が見えるだ

﹁戦争による被害は︑国民が等しくがまんす

爆着が生きている間に核兵器をゼロにする見

原爆症認定訴訟では︑ 地 裁 ・ 高 裁 を 含 め 帥
ヵ 所 の 裁 判 所 で 判 決 が言 い 渡 さ れ ま し た が ︑

けです︒死没者への俄いの視点は全く消えて

日本被団協はいま︑被燃者に対する援誰携

通しはできないし︑核兵器の保持︑製造︑実

﹁魂﹂を入れる運動

迩を定めている﹁原子爆弾被燥者に対する援

験︑使用の符しを縦けている核保有国には何

続けています︒

症認定拒否の根拠にし︑限りなく認定拒否を

﹁科学的知見﹂なるものを持ち出して︑原爆

判決をくだしています︒行政はそれを無視し︑

羽の判決が︑現行法の根底には﹁国家補償的
配慮がある﹂と指摘し︑原告・被爆者勝利の

護に関す為 法 律 ﹂ ︵ 原 爆 被 爆 者 援 護 法 Ⅱ 以 下 ︑ 法

しかいいようがありません︒

まさに﹁魂﹂が抜け落ちた〃脈抜け法″と

の圧力にもなりません︒

全力を挙げています︒

とよぶ︶を改正し︑国に償いを求める運動に
法が制定された１９４４年当時︑日本被剛

日本被団協はこの﹁究極的﹂という文一言を

削除し︑すみやかな廃絶に改めるよう求めて

れていないからです︒

家補侭としておこなう﹂ということが明記さ

それもこれも︑法律の中で被爆者対策は﹁国
いま一つは︑国家補償です︒

います︒

原爆被害が起きたのは︑国が開始し︑遂行

協は︑法の前進而を評価しながらも︑﹁援護
法の魂ともいうべき国家補償は抜き取られ﹂
﹁ふたたび被爆肴をつくらないとの決意を込

たと声明しました︒そしてこれからの課題は︑
めた国家補償の援謹法へと変えさせることで

し︑終戦を遅らせた戦争の結果です︒
厳揃裁の判決でも﹁かかる傷害が遡れば戦
の﹂︵孫振斗裁判︑１９７８年判決︶と明快に述べ

爆者援護法﹂ができて賜年です︑

今年は原燃被害から師年目です︒日本被剛
協が結成されてから髄年月です︒現行の﹁被

この間一貫して求めてきて実現しなかった

核兵器廃絶と国の償いを求める運動を︑なぜ

近は１年間の死没者が８０００人を超えてい

被爆者の平均年齢は万歳を超えました︒般

今になって始め雲るのでしょうか︒

している被爆者に対する保健︑医療及び福祉﹂

ます︒総数も鋤万人を割りました︒死没者数

文では﹁図の責任において・・高齢化の進行

それは︑法があいまいだからです︒法の前

省は今でも従おうとしてしていないのです︒

ています︒訓年も前に確定したことに︑厚労

なぜ今になって︒・

す︒これは容易な仕事ではありませんがあく
までも成し遂げねばなりません﹂と提起しま

争という国の行為によってもたらされたも

いま︑この課題に取り組み︑成し遂げなけ

した︒

ればならない時期にきたのです︒

私はこのときの声明を生かして︑﹁国に償
いを求める﹂運動を︑一．法に魂を入れる﹂運

﹁魂﹂とは何か○一は︑核兵器のすみやか

保障対策だという考えです○

をおこなうとしています︒被爆者施錐は社会

動といいた い と 思 っ て い ま す ︒
な廃絶です︒法では﹁核兵器の究極的廃絶﹂
をめざすと し か 定 め て い ま せ ん ︒

ここには︑原爆被害をつくり出した戦争へ

が際だってふえているなか︑﹁生きているう

究瀧的とは遠い先のことです︒いつの日か
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運動の
現場から

ちに実現したい﹂という思いがいっそう強く
なっていま す ．

連動而からも今がチャンスだからですｃ東
京大空襲の被害者をはじめ全国の空襲被害者︑
沖細戦で空爆を受けた人びとが国家補悩を要
求する運動を広げています︒

福島原発の甑故による放射線被害の広がり
は︑国家袖俄要求の正当性と運動の規模を一
気に広げました︒

国民各筋のたたかいで︑ハンセン対策︑エ
イズ対策︑Ｂ型肝炎︑戦争被鴇者としての中
国残淵孤児︑シベリア抑制者︑在外被爆者問

座

己
乳
！

ち取ってきています︒

彼爆者問題でも︑原爆症認定裁判での机次
ぐ勝利︑敗訴被爆者を救援するために基金法
の制定も勝ち取ってきました︒

これらは︑法が制定された腿年前当時には
連動をどのように展開するのか

全くなかった有利な情勢です︒

原爆被爆者は被爆から碗年の年を経て︑高
齢化し︑病弱化しています︒被爆者が連動の
先頭に立ってたたかえる状況ではなくなって
そのために日本被団協は︑﹁国の償い災現運

います︒

動ネットワーク﹂の結成を呼びかけています︒

これまで︑被燃者とともに進動を展開してく
れた個人・諸団体︑国会議員︑地方胤治体の
長と議員︑政治家︒さらに福島原発事故を機
会に核の恐ろしさを体験してきた人びと・諸
団体に呼びかけて︑運動をすすめたいと思い
ます︒峨争を起こさせないことを誓っている
日本国惣法︑平和的生存権を高らかにうたう
と思います．︒

日本国憲法を守る運動とも連帯して行きたい
述勤は︑私たちが﹁３点セット﹂とよんで
いる方式ですすめたいと思います︒

１は︑国民署名で手も２０１５年までに
１０００万人の署名を染めることをめざしま寵

２は︑全図の地方自治体からの﹁援護法改
正要請決議﹂・﹁意見書﹂採択です︒全同の自
決議・賛同をすすめます︒

治体１７４０の過半数︑９００自治体からの

市民の這見Ｎｏ．１３０２０１２/２／１
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題などで︑国の謝罪︑慰謝︑解決金を次々勝

一二＝参雷〆己呈＝垂＝一一→宏一

一特集２﹃人間﹂を取り戻すために

2008年６月、厚労省前座り込み・の来者

１集２人罰りためｒ
何を勝ち取り︑何を負けたのか

とは言えない︑という都教委・裁判所論理で

した︒起立斉唱行為を︑価値中立的なものと

強弁し︑問題を公務員の秩序・命令違反にお

しこめてきたのです︒

ろうと思います︒判断に加わった哩名のうち︑

いまだ揺れ動く中での一定の結論であっただ

迫られました︒それが昨年５月〜７月の憲法

ピアノ判決と整合性のある判断を示す必要に

的な外部行為を命じているだけだから職務命

行為と内心を分け︑内心侵害ではなく︑一般

ピアノ不伴奏処分最高裁判決で打ち砕かれま
した︒あくまでも問題は思想良心の自由論で
はなく公務員秩序論であるとするため︑外部

地裁予防訴訟難波判決は︑５カ月後のＷ・２

本質を思想良心の自由にすえた妬・９東京

２名が処分反対意見︑７名が補足意見を書き

令・処分は違法ではないと判例化しました︒

渡辺厚子

︵うち５名が処分慎重論︶︑本年１月２月第１小

さいに︑思想弾圧︑内心保障にとどまり︑行

憲法学の世界が︑思想良心の自由を解釈する

判断と１月裁量権判断です︒おそらく激論と

推測されます︒

思想良心の自由に踏み込ませた裁判闘争

う側面もあります︒そうした中で私達は必死

為を通じた内心侵害や侵害されまいとする拒
否的行為の保障に︑余りにも鈍感過ぎたとい

法廷判決で補足意見が増えていることからも

２０１２年１月量局裁﹁日の丸・君が代﹂判決に思う

原告として思う
本年１月恥日最高裁は︑３件の﹁日の丸・
君が代﹂訴訟において処分一部取消の判決を
出しました︒１６８名の戒告︑１名の停職３
ヵ月処分は棄却され︑渡辺の減給１カ月と︑
１名の停職１カ月処分は取り消されたので
す︒この判決をどう見るか︑様々な見方があ
る中で︑原告の１人としての私の考えを述べ
たいと思います︒今後の裁判や運動のために︑
肥・皿・躯通達以降の延べ４４１名にのぼる
私達処分をうけた者の裁判闘争が︑何を勝ち
取り︑何を負けているのか︑自らの置かれた

法とすべて切り捨てたかったが︑そうもでき
ず︑思想良心の自由に踏み込まざるを得なく

今般の判決は︑公務員の秩序維持・命令遵

に︑不起立行為は自らの思想良心信念を守る
ためにとった防衛的拒否的行為であって︑思
想良心の自由の範鴫で保護されるものだと主

昨年３月加日︑東京高裁では２件の裁判︵被

なったもの︑といえるのではないでしょうか︒

それでは今回の最高裁憲法・裁量権判断と
はなにか︒一言でいうと︑職務命令違反によ
る不起立︵不伴奏︶処分を公務員秩序論で合

処分者の会︑アィム鋤︶で都教委の裁量権逸脱

ない︑儀式の円滑進行︑秩序維持のため起立
斉唱命令は必要であり︑公務員である以上違

す︒

濫用を認め︑渡辺の減給１カ月と１６８名の

私達が負け続けてきたのは︑⑪﹁日の丸ｐ
君が代﹂は過去の歴史を背負っているが︑も
はや国民に親しまれ︑敬愛を表すための起立
斉唱は慣例上の儀礼的行為となっている②
国旗国歌の掲揚斉唱は学習指導要領に書かれ

反者は戒めの処分をうける︑と処分自体が容

位極もふくめ冷静に事実をみる必要がありま

かれるという状況がおきました︒これまでと

た教育行為であり︑教育に携わる公務員とし

認されてしまいました︒

１件の河原井・根津停職１．３カ月処分裁判
は地裁に続いて全面敗訴しＹ裁量権判断がわ

四条・思想良心の自由にたいしては違憲では

でした︒マナー論にもとづき職務命令は憲法

守論が軸であり︑私達は覆す事ができません

張し闘ってきました︒

異なり︑裁量権論という初の論理で処分取消

ては起立斉唱職務命令に従う義務がある③
従って職務命令および違反への処分は︑違法

戒告処分を取り消しました︒３月弱日︑もう

の高裁判決がだされたので︑最高裁としては︑

どうにかして統一的な︑また自らが出した師
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職務命令は思想︒・良心の自由の間接的制約

にある事はわかりつつも︑公務員秩序の維持
を絶対手放せず︑裁鎧椎のごく一部でゆずっ

ざるをえなくさせました︒起立斉唱が自らの

は︑膿高裁に︑思想良心の自由論にふみこま

分が累稲されたものです︒鎧高裁論理では︑

おろしの減給１カ月処分をど複数回の前歴処

停職３カ月処分は︑不起立３回に︑旗ひき

きや大阪の状況のある今司天皇制国家に再び

耽々と狙う勢力︑災害便乗国家統合強化の動

私達の闘いの不充分をかみしめ︑改憲を虎視

の共闘でこそ得られた最高裁判決の成果と︑

多くの保護者︑生徒︑そして市民や労働者

べく力を尽くします︒これは︑国家にたちむ
かう個の思想良心の自由として誰にとっても
重要な意味を持つと思墜王も

思想良心に反する外部行為となる私達にとっ

思想良心の自巾の範鴫において累祇はいき

命を自在にとられることのないよう幅広い当

た︑という結果であったと思います︒

て︑職務命令は思想良心の自由の間接的制約

すぎ︑というのが限度ですから︑﹁妨害行為﹂

事者同士の共闘を作り出していきたいと股い

しかしながら︑昭年からの８年に及ぶ闘い

にあたる︑と初めて認めました︒そして不起

︵私達でいう表現の自由の椛利︶などによる処分

ます︒感謝と連帯をこめて︒

の累祇は違法とせず︑ゼッケン抗議の減給処
分など﹁周辺事傭﹂を加味︑棄却されました︒

くとった消極的行為︵私逮でいう防術的拒否的

日にち変更を巾し出た再発防止研修欠席者に

立が︑自らの思想良心を守るためにやむな
行為︶であることを考えると︑思想良心を変

累稲減給６カ月処分２名︑ゼッケン着用戒告

住所二丁１６０１０００８
束京都新宿区革栄町６︑小倉ピル４０１号

の△毒

達による非処分者の互助組織︶
﹁日の丸・識が代﹂不当処分撤回を求めるＨ処分着

＊渡辺ざんが裁判側争をしている剛体︵ｍ・艶通

唯話如０９０１２８３６１２０７２

サポートねりま練馬全労協気付

＊波辺さんが参加している市民グループ
﹁良心︑変現の自由をｌ﹂声を上げる市曝の会
佼所如郡〒１７６１００１
束藤棚練馬区坐罷北５Ｉｒｌ７１３０３

︵わたなべ・あっこ／燕榊立特別支援鍔蒜薮員︶

えない限り加重され続ける処分︑減給以上の

処分９名︑生徒へ内心の自由告知指導処分約
知名︑などの理不尽な問題を含め︑全処分撤

個月から４回間への減給１カ月︑停職１カ月
処分を取り消し︑累績加重へ一定歯止めをか

処分には慎璽考鼓が必要と判示し︑不起立２

けたのです︒不起立１回目の処分獄定が戒告

カ月︑停職１カ月処分が取り消されました︒
勿論戒告処分同体不当です︒が︑私達は少し

墓泉地裁判決では︑戒告をのぞく減給１︐６

せませんでした︒４月四日にあった元教員の

数回の不起立者に︑都教委は戒告処分しか出

判決後︑卒業式・入学式処分において︑複

判決の具体的成果
ｌ戒告処分しか出せない都教育委員会

なりません億

回︑叩・邪通達撤回をめざし︑１月判決であ
けたわずかな針の一穴を広げていかなければ

であるべきかは︑５名中１名はそもそも処分
反対︑１名が訓告などでよいとする惜敗でし

蝶
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ずつ判決を具体的成果にしているといえます
今後裁判で︑公務員秩序維持︑命令遵守第一
の論理を崩し︑職務命令賜条違憲をかちとる

Ｉ

た心最簡裁は︑問題の本質が思想良心の胤曲

特集２﹁人間﹄を取り戻すために

最高裁判決当日

大西一平

きことは︑主要には防災の軍事利川を批判す
ることであり︑何らかの望ましい防災のため

あぉ︒したがって反戦述動として取り組むべ

向衛隊の災害救援活動をどう批判するか

防災の軍事利用への批判は必要だ
東側本大震災で自術隊が救援活動で﹁活踊﹂

ＨＰより）

統計２００５年９Ⅱ中央防災会瀧盗料より︶︒つま

り︑地震では︑死亡する人のほとんどは︑発

災直後に進物に押しつぶされて死亡してしま

うのであるロまた︑救助者数の比駿では︑消

防︑警察︑自衛隊によって救出された人数は

８０００人︑近所の住民によって救出された

人数は２７０００人︵河川忠昭﹁大規模地瀧災

審による人的被襟の予測﹂﹃自然災筈箭延く︒一息︐

這埼︶という調炎がある︒また︑神戸市内の

ある地域では︑生き埋めや閉じ込められた際
の救助方法の捌合として︑Ｈ力で別・９％︑

家族に弘・９％︑友人・隣人に躯・１％︑救

に何か運動することではないと考える︒
しかし︑一方で︑震災での﹁活躍﹂を理由

した︒これによって︑自術隊の支持率が急上

助隊に１．７％という訓盃もあるく証︶日本

ー

＝

｢自衛隊と民間企梨ＮＥＸ中日本･束･日本との災害時の協定線結」（朝雲新聞

昇した︒この事態をどう批判するのか︒３．

に自術隊が賛美されている以上︑反戦運動の

４

ｕ以後の反戦・反韮地巡動の遮要な課題であ

割一鱈到

山西﹃韮一三三﹄

本来の課題ではないが︑災害対縦を考えたと

︾到一薄︾

一塁釧画謹釧 冨 詞
一璽評 匿儲聴
謝璽弱

﹃一菖副 塁一報壷

麟癖

ゴー

る︒この間の﹃市民の意見﹄では︑このテー

まずへ救助活動というのは︑防災対策の一

熱

マで︑幾入もの方がすでにいろいろな主張を

おく必婆がある︒災答対策の上で︑鎧も必要
なこととは︑死者やけが人を減らすというこ

きに最も必要なことは何かということは︑言
説として︑自術隊賛美の反論として︑考えて

述べられている︒ただ︑それらに共通してい
るのは︑現在の脹倒的な胤術隊謎美怖況に対

部でしかないことを認識すべきである︒災害

しての危機感である︒私もその危機感を共右
する︒その上で︑反戦・反基地巡動に携わる
私／私たちは︑あえてオーソドックスにいま

対策は︑時系列で見ると︑予防︑発災︑避難︑

とである︒

けるべきだと考える︒

救助︑援助︑避難生活︑生活博建といった段
階に分かれる︒このうち︑地震では予防が︑

妾坐 謡塞

郡
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まで通り︑自術隊の救援活動にすあ批判を続

津波では避雌が最も重要である．

靴釜哩救助や防災という間題は︑本来︑自術

隊とは無関係の問題であるｐそれが自術隊が

阪神大震災では︑死者のうち脇・３％が建

災害出動を数多く行うようになり︑躯事に利

物の倒壊︑胆・８％が焼死︑３．９％がその他︑

最も効果的な地震︒津波対策

いで︑反戦運励が災害救助や防災の問題を議

制に防災が利用されるようになった︒そのせ

が原因で死亡している︵神戸市内における検視

用されて︑軍隊容認の口実に利用されたり︑
あるいは賊争遂行のための危機・治安管理体

論の対象とせざるを得ないようになったので
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えている︒さらに︑同調査では．︑警報などの

推して知るべしである︒津波では︑こういっ

防庁︶．自術隊の１９２４７人という数字も

出﹂︑１００人﹁○○病院屋上孤立県防災

津波情報や避難の呼びかけを見聞きしたかと

や屋上に避雌した人を移送することしかでき

た救助方法しかとれない︑つまりすでに高台

事後避雌﹂︵何かの用事をした後に避難︶︑ｎ％

いうことも聞いていて︑何と劃％の人が見聞

火災学会︑暴挫雅耐部地震における火災に閲する澗

鐙も効果的であり︑救助隊はどんなに活躍し

きしていないと答えている︒震災前の浸水地

ないからこそ︑ヘリやボートを多く所有する

ヘリで救出﹂などとなっている雲報道盗料

のだ︒

たとしても︑少数の被災譜しか救助できない

域に縦んでいた人口が約卵万人とされている

自術隊が﹁活躍﹂したのである︒したがって︑

緊急洲防援助隊の活動終了﹂２０１１年６月６日消

津波の場合はどうか︒死閣は兜・４％が溺

︵２０１１年４月お日︑総務省統計局﹁浸水範囲慨

ことを示している︒本来︑反戦運動が取り組

このことも救助よりも避雌の方が重要である

﹁切迫避難﹂︵津波が辿ってきて避難︶︑１％﹁避

死︑４．４％が圧碓・損壊死・その他︑１．

況にかか鳥人口・世帯数︾ので︑約弱万人が津

難せず﹂︵間台などにいて避難の必要なし︶と答

１％が焼死となっている︵２０１１年４月ｕ日

波情報を見聞きせず︑約５万人の人が﹁切迫

つまり︑地震では予防Ⅱ建物の耐震化こそが

現在︑﹁東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・

張蝋侍響︵抑蔵稲内︑標本鯛迩︶１９９６年ｎＪ．

津波対雛に関する導川淵査会報生巳２０１１年９月

点であるｕ昨年７月に被災者８７０人に行っ
た内閣府・消防庁・気象庁共同訓盗で︑どの

できる︒そう考えると津波対策では︑一刻で

津波から逃げ切れなかったことは容易に推測

も︑どんなに建物の耐震化と避難に力を入れ

避雌︑これらに力を注ぐべきである．もっと

が必要かを考えると︑救助組織を強化するこ
とよりも︑地震では建物の耐震化︑津波では

むべきことではないが︑本当に災誓対策で何

卵日より︶︒注目すべきなのは︑避難の開始時

避雌﹂で︑津波が迫ってから避難したと考え
てもおかしくない︒これでは︑大多数の人が

・時点で避難したかとの問いに︑訂％が﹁直後

も早く避雌することと︑避難に必要な情報の

ことがなされず︑防災が危機管理体制作りに

避雌﹂︵捕れがおさまった直後に避難︶︑瓢％が﹁用

利用されたり︑自術隊賛美の風潮に利用され

ても︑救助の必要な被災者は発生するし︑物

さらに︑今側の震災での救助は︑一般に私

伝達こそが︑最も重要であることが分かる︒

たちがイメージする﹁救助﹂︵Ⅱ建物の下倣き

ている現状への反論としては有効であると私

資の輸送など救助組織の役割がなくなる訳で
はない︒しかし︑防災の上で︑なされるべき

になった人を助け出す︶とは違い︑すでに避雌

は考える︒

︵おおにし・いつぺい／立川自衛隊監視テント村︶

した被災者の移送や一誘導がほとんどだったと

私は推測する︒自術隊や警察は救助方法別の
救助者数を発表していないが︑消防はある
程度は公表している︒消防全体の救助者数
は４６１４人だが︑内訳を見ると１３００
集落の要救助者を．：ボートを使用して救出﹂︑

人﹁仙台空港から誘導﹂︑９７１人﹁孤立
６６７人﹁○○小学校の屋上の要救助者を救
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１

救助より避難が優先する

｢震災対処大規模兵姑演習【２０１１年２月｜〈朝壁新聞ＨＰより】

人生八０歳の三人への思い寵

ｌ吉武輝子さん・藤枝
﹁伊勢藤﹂の主人Ｉ

が︑その第２
号では︑吉武

さんは意見
提案しており︑

広告の運動を

反戦脱走兵援助活動の藤枝藩子さん

ベ平遮の活動家で︑

た．︷下の写真はｎ年︶

廻月昭日夜︑神戸
市で逝去されてい

反戦脱走兵援助迎動
で活躍されていた藤
枝浮子さんは︑昨年

長にして﹁もう︑うんざりピーナツ政治１．﹂

夏には︑吉武
さんを事務局
という意見広告運動が展開される︒︵側年ｎ月

翌行年の第ｎ回参議院選挙では吉武さんは

９日に認︿京タイムズ﹄紙に全而の意見広侍を掲赦畢

４月ⅣＨに肺炎で帥歳で逝去した吉武抑子

日山連合︵難自巡︶︐一発足に参加していた︒こ

立候補する︒私は︑中山千夏さんらの﹁革新

強い自立の立場の吉武輝子さん

楽坂の毘沙Ⅲ天︑善国寺で︑喪主は長女でエッ

のグループも選挙に出て︑中山さんらは吉

若い頃は︑日教組の国際部で働き︑総評や

生まれだから︑釦歳か別歳だったかと思う︒

藤枝さんは︑京都粘華火学籍簿教授で︑専
門は︑女性学︑ジェンダー研究で︑大阪府男
女共同参画謙議会︵会長︶をはじめ︑沌年以
来各地の自治体の女性政維／男女共同参画政
策に関わり︑大学教貝中に︑女性問題の自主
研究グループ﹁グループみこし﹂を結成して
活動されてもいた︒藤枝さんは１９３０年

参加せず︑まったく独立した市民遮勤のみを
基礎にした遮助にすあという立場だった︒立

日本原水協などの国際会議では︑ベテランの

武さんにも統一を訴えたのだが︑吉武さんは

﹁脱原発をめざす女たちの会﹂代表など︑反戦．

の選挙連動に限らず︑女性の人権運動をはじ

候補の競初の泣説を彼女は沖細で始めた︒こ
めすべての巡勤で︑吉武さんは独立の立場を

いた．残念だった︒お通夜には数百人の参列
者の方が来られていた︵左の写典︶︒

通訳者として活動していた︒また福音館普店
で編集者の仕事にも活服したこともある︒ケ

滝沢海南子︑横山貞子共訳ドメス出版︶などの

翻訳や﹃英語で読むアメリカのフェミニズム﹄

た︒藤枝さんご自身が書かれたこの記録︑﹁怪

海外への脱出のための旅行に同行したり︑こ
の連動では不可欠な場所で活躍されたのだっ

とくに︑ベ平連での反縦脱走兵援助の﹁ジャ

︵創沌逆などの藩誉もある︒

吉武さんのことで言いたいことはたくさん

テック﹂の中では︑米兵との相談に乗ったり︑

書︑﹃生きる︒一八○日同のあお空﹄という
記録には︑実に多くのことを教えられる︒

なって以後の生き方を記した海竜社からの著

あるのだが︑とりあえずもう一つは︑彼女の
ガンとの付き合いのことだろう︒著書は何十
冊もあるのだが︑２００５年に大腸がんに

の当選︶︒

イト・ミレットの﹃性の政治学﹄︵加地永郁子︑

挿唾

吉武さんは落進︑また箪胤連も揃山ノックさんだけ

の道を許さない女たちの連絡会﹂の世話人︑

／i

女性の人椛運動などで活動を続けてこられて

セイストの宮子あずささんだった︒吉武さん
は︑ここ数年獄病弱な生活の中でも﹁戦争へ

篭

蹄
２
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さんのお通夜に参列してきた︒卯日の夜︑神

、

をれﾂ.ｮぴ年つの
支、ｰ週と春たこ
援私が刊を、とろ
しも発ピト￨』若思か
たそ行ｌ心いうら

強く訴える姿勢を賞いていた︒︵この選挙では︑

れさナに人７６だ件

私が吉武さんと付き合うようになったのは
く平迎巡勤も終わって︑田中のロッキード蕊
吉武さん。写真は原爆美術館掴

ところで︑吉武輝子さんは︑敗戦の腔歳の
時に米兵５ 人 か ら 性 暴 力 を 受 け た 凄 ま じ い 体

きと描かれている︒

実に辛いものもあったということが︑生き生

活動をしたのか︑それが楽しいこととともに

学社刊に掲赦︶には︑ジャテックの巾でどんな

関谷滋編冒 な り に 脱 走 兵 が い た 時 代 ﹄ 思 想 の 科

梢ラスブーチンヘのオマージュ﹂︵坂元良江・

幹部の話だったのだ︒

婚してプラハへ行ってもらいたい︑これが党

することが大事なのだ︑ぜひ︑この男性と結

るには︑しっかりした男性党員と一緒に生活

ねかえし︑﹁修正主義者﹂にならぬようにす

的表現︶になってしまう︑そういう影響をは

け︑﹁修正主義者﹂︵ソ連派について言った批判

ら送られた活動家たちは︑多くその影響を受

そういう国にある国際組織の本部に︑日本か

名な静か陶な店だった︒ベ平連の初期︑事務所

仕舞いにしましょう︑と主人が勧めるのも有

を飾り︑うるさい客には︑そろそろお酒はお

以前は︑﹁酒は静かに⁝⁝﹂と牧水の色紙

で︑あらためて行ってみたいなと思い︑つい

のある飲み屋がある︒背︑私が通った店だっ
たので︑前まで行ってみたのだが︑昔のまま

が神楽坂にあって︑小田実さんや鶴見良行さ

先日寄ってみた︒

験を︑尚ら 公 表 さ れ た ︵ ２ ０ １ ０ 年 ︑ 文 芸 葬 秋

んらと何度も通っており︑参議院議員の宇都

何でこんな酒場の話をするのかと言われそ

藤枝さんがこんな﹁命令﹂だか﹁指導﹂だ

今ではいくらなんでも︑日本共産党はこん

神楽坂上の事務所は︑実はこの﹁伊勢藤﹂の

スペシャル結婚僻典号︶ことは蒋名だ︑藤枝さ

な﹁指螺﹂をできないし︑しないとは思うが︑
帥年代前半には︑まるで戦前のハウスキー

れて行ったこともある︒

パー問題と同じような性暴力の姿勢を党幹部

たのだった︒

主人が持つ８畳ほどの小屋だったのだ︒﹁殺
すな﹂の意見広告も︑ここで通勤は展開され

宮徳馬さんや︑国際会議の外国代表たちを連

帥年代初めのことだが︑たしかプラハにあっ

は平気で持っていたのだ︒藤枝さんが需陛の

久しぶりに入った店の主人は訓歳代で︑当

かを受けられるはずは当然なかった︒彼女は

た世界教員組合連合の本部に︑日教細が藤枝
さんを側本代表として駐在させるということ

政治学﹄やメリナ・メルクーリの﹃ギリシャ・

共産党から脱党することになる︒

になった︒当時︑彼女は日本共産党に入党し

わが鍵ｌ独裁とたたかう女優半生記﹂香

時の人と述っていた︒尋ねてみると︑それで

んは︑これほどひどい体験ではないが︑私が

て︑党の本部に呼ばれ︑党幹部からいろいろ﹁指

ていた︒それで︑藤枝さんは訪欧するに際し

同出版汚年︶などを訳する活動家になるの

したら父でしょう︑５年前に帥歳で死にまし

直接開かされた驚くべき話がある︒

導﹂があった︒その途中︑突然︑壮年の男性
がその部屋に呼ばれてきた︒そして︑幹部は︑

も︑当然のことだったろう︒

吉武さんの

の拙蒜をさしあげたら︑母はまだ元気ですか

柵されてびっくりした︒ベ平連運動について

吉川さんという人がいたな︑という塙前まで

うだが︑ベ平連が家賃を払って最初に借りた

彼女に対し︑日本を出るに際︑この人物と緒

たということだった︒﹁昔に事務所を借りた
ことがあるのだが⁝⁝﹂と言ったら︑たしか

鵬してもらいたいと思うのだがどうか︑と言

静かな酒店﹁伊勢藤﹂での話
葬儀があった

彼女が齢いたのは当然だ︒まっ

毘沙門天の正

われたのだ

事情はこうだった︒当時︑日本共産党は︑

たくあったこともない知らぬ男性なのだ︒

小国共産党を支持し︑それと反対するソ遮に

ら︑とても嬉しく思うでしょう︑と言われた︒

対抗する政策をとっていた︒世界教員組合連

︵よしかわ・ゆういち／本会共同代表︑写菓も縦者︶

のままであった︒

あらためて入った店は︑古い通りのいい店

合を含め︑世界労連だの世界婦人会議などの
国際組織の本部は多く東欧諸国に撒かれ︑そ

いう古い風情

﹁伊勢藤﹂と
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鴎

而︑路地を
入った奥に

れらの国はすべてソ連派の影弾力下にあった︒

１

見かける︒仕事場をおとずれた事務機販売の

一消せるボールペン﹂を使っているひとを
化したとも一一一意える直鉛縦の走り書きから︑気

なものにした︒多くは公的だった書記を大衆

書いては消せる鉛筆は︑︿普く﹀行為を身近

はるかに豊富だ︒

いが︑色揃えも︑消せるボールペンのほうが

づいていなかったアイディアを見つけるとき

には︑﹁摂氏帥度以上になるとインキが無色

類には使わないほうがよい︒製品の注意書き

鴬業担当者の手もとを見ると︑消せるボール
ペンだ︒先日︑美術館のオープニング・パー
分との対話でもある℃

もある︒落書きや︑書いたり消したりは︑自

消せるボールペンの﹁消える﹂長所には︑
同時に弱点がある︒郵便の宛名書きや公式書

ティーのために常誕塑セたずねた︒そのミュー

になります﹂とある︒庶擦熱で消す仕組みだ

思って油断していても︑

うえで冷凍庫に数時間入れておいたら︑可読

に︑消せるボールペンで香いたメモを消した

からだ︒﹁摂氏マイナス皿度前後では消去し
た筆蹟が戻る場合がある﹂ともある︒ためし

消せる鉛蕊には︑︿個人﹀の気配が漂簿乳

ジアムを経営する会社の上層部のひとが︑談
笑しながら手帳に予定を書きこんでいる︒そ
の筆記具もまた消せるボールペンだ︒エリー
ト・ビジネスマンは銀など金属製の高級な

性 を み ご と に と り 戻雁
しし
てて
いい
たた
︒﹁
一消
消し
した
た﹂
﹂と

字デザインも筆者︶

︵すずき・ひとし／グラフィック・デザイナー︑題

ない︒わたしたちは︑奇妙な時代を生きている︒

てしまった電子メールは︑ぜつたいに取り消せ

まっている気がすゑかたや︑誤って送信し

﹁鉛蕊よりちょっぴり公的﹂との宙吊り感と机

少し自分をリセットする気分とでも言おうか︒

い﹂との使用感を聞いたことがある︒ほんの

消せるボールペンについて︑﹁消すのが楽し

が生まれゐだろうご

消せるボールペンを使った推理小説やドラマ

によって見えないだけなのだ︒近いうちに︑

キは︑紙の繊維にしっか
り絡みつき間定され︑熱

消せるボールペンのイン

れてしまう可能性がある︒

冷やされてひそかに読ま

毒

ボールペンを所持する︑とのイメージがあっ
たが︑２００円程度のプラスチック製か︑と

学習ノートは︑繰り返し消せるし︑なにより
個的な作業だから鉛筆がしっくりするｏ鉛錐
の普及と︑﹁生活綴り方連動﹂には︑滞接な
関連があったそうだ︒本音を吐露する綴方教
室には︑鉛築の優しさがなによりふさわし

灘礁溌耀

しばし感じ入った︒

それだけ便利なのだる︾Ｚ
手帳に譜いた予定は︑たびた
び変更やキャンセルされる⑨

わ書Iまに少餓訓、でまけ
け類、もしと印取しれる

ifﾐで淵＆鮒維ポ雛

消せる筆記具
色れるで。ル交ｌいずだ
鉛たポは鉛べ交ルよれ。
筆よ１，筆ン，渉くう他ｕ
もうルあよはのン万人記

それがきれいに消せるのだＧ
地図のコピーに︑赤い線でⅡ

蝿瞬鱗

的地へのルートをしるすぱあ
いがある︒これも︑赤い線を消せば地図をな
んども使える︒ブックデザイナーにとって︑

で１°のがは述怖かととた
きルそだい、いさ。、捉ｂ
るぺのろが消だが万改え日

2
４
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書赫の本文が指定どおりに組まれているかを
ゲラで点検するのも大事なしごとだＱじっさ
いには例外が多く︑ルールは揺れていて︑妥
当な基準を探りながらチェックするのがほと
んどだ︒ここでも︑あとで智き晦せるボール
消せる繁記具の代表が鉛筆だ︒いまある鉛

ペンは助かる︒

筆の形状と性能に至るまでには︑ローマ帝国
辺澗苧岡田朋之訳︑晶文社︑１９９３年︶に詳しい向

以来の遠大な歴史があり︑言鉛筆と人間﹄︵渡

騰灘§で擁純融

私たち賛同者は次のことを訴えます。

｡駕鰯:繍撫繍繊…｡命鈴命命令
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も瓜乱世い市民珂動でｆ毎年︑窟按配念間の９ぷ

広告を側唾Ｌて９Ａし鬼

の理伽﹃

い方肱︑小冊子ぞ群送りＬ＆すのでご理路くだ争路

瞳いＩ仏潅ら解黛宜鵬及対す

2
５

ご市民︑見座告璃助が側集し危﹃武力で平和はつ
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新しく災害救助隊をつくる。

この広告にはその一人ひとｳの
里いが込められ症い逸我

今命令︲矛

○自衛隊を段階的に縮小・解体し爪車予算を廃止する。
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へ叩く 呼 怨 叩 今 イ

︿扉命令葱

、日米安保条約を終了させ、

命令命傘

…文'１ ……橘…し施巡……｡余命命命鰯
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写

塵雷雲鍵ｉ…… …

ローガンを決定し︑３月には懇談会﹁あなた

こないました︒議論が集中した箇所は︑どう
したら広告を読者の目にとまり︑考えてもら

もひと言！意見広告に意見を﹂を開催して︑

今回は︑賛同金をこれまでの半額の個人一
口１０００円︑団体一口２０００円として募
集しました︒このところの継済不況と︑切実

う形にできるか︑また９条・弱条と反原発・

二つの新しい試み

な多くのカンパ要請︑それになかなか応えら

その中で︑９条・瀦条と反原発・脱原発をつ
なぐことばは﹁いのち﹂だ︑惣法前文に書か

賊がなかったことです︒これは理念の転換で

ンしていただいたのが︑今回の紙而です．短

もらったものを持ち寄って︑鈴木デザイン事
務所の鈴木一誌さんと上村隆陣さんにデザイ

氏塙掲戦にかえて︑﹁命﹂の手書き文字をい
れることにし︑呼びかけ可能な範囲で響いて

れた平和的生存権の﹁いのち﹂ではないかと
意見がまとまっていきました︒紙面背蹴には︑

スローガンも何度も練り直しになりました︒

２つの点でした︒事務局の会議もいつも白熱︑

脱原発をどう論理的に結びつけるか︑という

紙而柿成や文言について活発な意見交換をお

れないもどかしさを皆感じていたところだっ
たので︐養同金を負担の少ない額にして浅く
広く集めたいという減額案は︑会議ですんな
り決まりました︒ふたを開けてみると︑ひと
りで２い︑３口と︑これまでと同じかそれ以
上の額を送金して下さる方も思いのほか多く︑
それぞれができる額をという趣旨の呼びかけ
はこれでよかったのではないかと思っていま
す︒

告遮励でしたが︑５月３Ｈの職法記念日に

はなく︑連動の開始時期がいつもより遅れた

期決戦型の今回の運動で︑ことさら厳しい一

もうひとつは︑賛同者の氏名の紙簡への掲

朝日新聞︑東京新聞︑琉球新報の３紙に無事︑

でしたが︑経雌小鳳川のテントで︑またデモや

お許しください︶

レームもたくさんいただきました・・・力不足の段︑

ｎ期の意見公告運動を始めた当初から︑帯

に残ります︒︵自分も瀞きたかったのにＩとのク

が求められました︒

氏塙掲救の形態に頼らないということにな
ると︑紙而椎成や︑スローガンなど文而をど
うすべきかについて︑例年に増して検討熟慮

見えてきたこれからの課題
２月に︑賛同呼びかけ文と７項目の中心ス

議論を重ねたスローガンづくり

がしろにする国家や企業への怒りを胸に︑突
然の依頼に快く応じてくれた皆さんの湊が心

巡動の現場で︑利潤や椛続のために命をない

週間という時間制限の中︑必死の〃文字集め″

本誌妬ページの意見広告を掲戦することがで
きました︒ご礎同への感謝をこめて︑ここに
概要を報告 さ せ て い た だ き ま す ︒

餐同金の締切日４月⑫Ⅲまでの賛同件
数５２８６︑それに４月鋤Ⅱまでにさら
に１５６件が加わり︑合計５４４２件︑
１２︐０７３︐３２０円の鋳同金が︑ｎ期の意

見広告によせられました︒賛同件数は昨期よ
り約２千件 少 な い の で す が ︑ 賛 同 者 の 葬 集 期
間が前回のおよそ３分の１であったにもかか
わらず︑５千人を超える賛同者を得られたこ

こなす見通しが立たないため︑やむなく掲戦
を見送ることを決定した次第です．

ことに加え︑事務局の人手不足が主な原因で
した．日中の時間を意見広告遮動に割けるス

−

タッフは少なく︑氏名掲峨に必要な事務戯を

スタートの遅れが心配された今回の意見広

￨のメッセージ｜

とを事務局一伺大変重く受け止めております︒
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￨刷叩のち』｜

せられた意見の中で一番多かったのは︑やは
を磯り込もうと話し合い︑言葉を練る︒自

シンプルな表現の中に人の心に届く訴え

﹃沖純の辺野古・高江基地新設を許さな

様々な人たちの意見と思いを受けとめな

いロー

がら︑今年は９条︵職争の放燕︶と溺条︵生

分の言葉や立ち位置の不明確さに気づかさ
れることもあるその作業は︑これからの運

存椎︶︑すなわち基地と核について語るべ

の人の人格を表すもの︒名前を公表すること
で︑決意を表明する機会を与えられたと思っ
動の中でも本当に大切なものであると思い

り氏名掲載に関するものでした︒﹁名前はそ

ていた︒その重みがないと︑紙面の迫力には

きときだと︑そのように恋見が集約されて

いった様子を想像します︒それでも盛り込

ます︒

未完の議題の討論はまだこれからですゆ

欠けると思う︒﹂というご意見に代表される
ように︑意思表示の場としての意見広告の意

なかから﹃高江﹄の文字を選び出して︑こ

みたい言葉は沢山あったと思います︒その
最後に︑沖細から届いたメールをご紹介

義を改めてかみしめています︒一方で︑これ
からの社会で仙人情報の悪用の危険も増すの

に嬉しいと思いました︒ありがとう︒﹂

うして大切に紙而に戦せて下さって︑本当

温かな握手のようなうれしいメールでし

り︶

﹁５月３日の琉球新報に意見広告が掲戦

た︒それは同時に︑アンテナを張り言葉を

します︒︵やんばる瀧村高江の現状ブログよ

︐されました︒いろんな顔をした云叩﹄が沢山︑

﹁選ぶ﹂ことの責任の並さを︑あらためて
教えてくれているよう窪気がします．

ではと危倶する声もあり︑事務を担う力競の

思わずそっちに見とれてしまいますが︑﹃私

問題ともあわせて︑氏名掲戦は今後の運動の

定まらぬ政局の一方で各党から憲法改定案

一番の課題であると思います︒

が出され︑憲法をめぐる局面が厳しさを増し

︵あく・めぐみ／燕見広告辿動事務局︶

たち賛同者は次のことを訴えます﹄のなか
に︑ありましたＩ

ｎ期の運動の総括会談では︑何人ものｕから

てくる中で︑継続的に情報収集や研究・議論
に取り組んでいく必要があるのではないか︑
その危機感が語られました︒笑は︑今回の意
見広告の９項目の訴えの中にも︑議論の途上
で︑いはば未完のまま誠せた文言がいくつか
あります︒﹁胤術隊を段階的に縮小・解体し﹄

というところもそのひとつです︒自衛隊の解
い︑市民権をまだ得ていない表現なのではな

体という言葉は︑実感として持たない人も多
いかという意見がありました︒でも今脚光を
浴びている災害救助は顛隊にとってあくまで
余技であり︑﹃縮小﹄では本質論にふみこめ
ないと︑何度も議論した結果︑この言葉を入
れることになりました︒

市民の意見Ｎｏ．１３２２０１２/６／１
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虜宰彊ｉ

今映画の時代は１９６２年︑フランスはドゴ

だけを持って移ったのは︑７階の空き部屋︒

論して彼を家から追い出す︒身の回りのもの

めるほどにな愚遁そんな彼の変化を理解でき
ない妻は︑彼が浮気していると思い込み︑口

賀の安さだけが取り柄だった︒

世の注目を集めていた頃︒主人公ジャン・ル

ール大統領の治政下で︑アルジェリア独立が

たちの団結力のおかげでマリアは夫妻に気に

ちに助力を求める︒いずれも７階の屋根製部
屋に住む︑同郷のスペイン女性たちだ︒彼女

たマリアは︑同じアバルトマンで働く仲間た

ということもあって山ほどの仕事を命じられ

の階級撒識を示していて興味深い︒試用期間

◆マリアに対して女主人が礼儀作法や言葉遣
いを教える場面は︑当時のパリのブルジョワ

試用することになった︒

やめたので︑スペイン人の若い女性マリアを

にまかせきりだが︑長らく働いてきた女中が

西ドイツやフランスへ下請けや家事労働者と

と不況の中︑数万人が︵マリアたちのように︶

き残り︑希望が見えない時代だった︒食粧雌

今大多数のスペイン人にとっては︑大戦後砿
軸側の敗北にも拘らずブランコ独裁政権が生

とによって愉快なコメディが成立した︒

異文化のスペイン人と対比してこき下ろすこ

人慌督が胤国のブルジョワの偽蒋に手厳しく︑

ピー全盛時代を予告しているとはいえ︑今日
から見れば目新しくはない︒だが︑フランス

すというテーマは︑数年後の５月革命やヒッ

るいはドロップアウトす為︶ことで自由を見出

の主題歌の一節だが︑階級の壁を越え為︵あ

彼は妻との雌獅︑マリアとの将来を夢見るよ

入られ︑採用される．

して出稼ぎに行った︒彼らが故国の家族に届

イは証券会社の社長︑２人の息子を私立の寄

◇ジャン・ルイは有能な縫営瀞で︑多忙な仕

けた仕送りが︑後の総済成優に大きく貢献し

うになるがＩＩＬ

蔀に明け擦れ愚日々に︑空虚感を覚えていた︒

たといわれる︒民主化を求める人民の力は独

宿学校に入れ︑何不間耐なく燕らしている︒

ある日︑使わなくなった家具を物置に運ぶた

社交とおしゃれに余念がない妻は︑家事一切

め７階に上った彼は︑そこに住むマリアと仲

裁政権にも抑えきれず︑ブランコが花んだ数

とは︑ルネ・クレールの名作一目剛を我らに﹂

ン・マウラ２０１０年ワラシス映画フランス語・スペイン

間たちからトイレが詰まって閥っていると訴

◆﹁自由とは何かを知れば︑人生は美しい﹂

語原理／Ｆ︽勝一のヨヨの叩音段雪の竺農の７月から里象・渋谷
︑目否員一国ル・シネマほか全国で順次公開の予定

｡■嘩関■出

を住み込みの女中︵﹁お手伝いさん﹂ではなど

︒︑年俳噴パリ東駅近くの垂拳桶の屋根裏部屋

り南スペインに滞在した筆新の体験から言う

年後には共和国が復活した︒知年代に半年余

Ｌ
、

音楽／●ホルヘ・アリアガーダ出演嫁設フ流ブリス・ル．キーニ

監督ノフィリッブ・ル・ゲイ脚本／フィリッブ・ル・ゲィ
ジエローム・トネール柵影／ジャンⅡクロード・ラリュー

癖

サンドリーヌ・キベルランナタリア・ベルベケカルメ

本野義雄電との・よしお／本誌編集委員︶

人なつこさには実感があった︒

と︑映画に州てくるスペイン民衆の進しさ︑

えられ︑すぐに鉛管工を呼んで問題を解決し

『

天窓のついた狭い空間︑粗末なベッドのほか
ほとんど何の調度もない殺風景な部崖で︑術

素朴な人惜に心引かれ︑スペイン語を学び始

に泊ったことがある︒エレベーターもなく︑

割
嘆
､
【

た＠故国の妹からの手紙が届かず心配してい

映画の紹介

｜Ⅲ墨昌11『

んと上って行くと︑７階のそこは天井の低い︑

い？
重いスーツケースを引きずって階段をえんえ

１０

る女性には国際電話をかけてやった︒女性た
ちの信頼は商まり︑彼も彼女らの大らかさや

;
↓
職
Ｕｐ

鷲
､
唱
啄
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﹃安保と原発
命を脅かす二つの聖域を問う一

一人にして両身

石田雄著唯学智房２０１２年３０００円十親

三野にして二生︑
ｌある政治研究者の戦前と戦後﹂
石田雄著岩波書店２００６年２４００円十税

Ｉ

雪フクシマ室 論 ｌ 原 子 力 ム ー フはなぜ生まれたのか﹄
開沼博著青土社２０１２年２２００円十税

ちろん﹁安保﹂をテーマに書きだしていると

ころへ︿３．ｕ﹀原発ショックが突然やって

きて︑両方を論じる方向へ転じたという︑著

者自身の説明している本瞥の成立の事悩から

してやむをえなかったのであろうが︑残念は

歳台へ向かう仕事として︑ぜひ試

みていただきたい︶︒

残念である︵

読んでいて︑私の固禰の関心にそって気づ

かされた視角のユニークさは︑以下の問題で

あるｂそれは米軍︵マッカーサー︶の占領のス

タイルが︑安保の特殊な政騰的性格を決定し

一国益﹄や﹃国策﹄にかかわる重大問題であり︑

﹁聖域が︑天皇からマッカーサーを象徴と

天野

しかも専門知諦を必要とする複雑で素人には

した占領軍へと簡単に移り変わることができ
たのは︑占領砿が天皇の上に乗ったからであ

のトップのところで石剛は︑なぜこの二つの

れた人たちのなかにうみだされ︑﹁周辺﹂へ

この﹁聖域﹂化が︑人間の生命を符かす結
果をひそかに﹁中央﹂によって﹁周辺化﹂さ

からの問いかけが妨げられてきた点にある﹂︒

﹁当時︑ワシントンＤＣは物理的に遠いだ

されない﹂︒

乗ったので︑日本の対米従屈性が容易に意識

たという指摘である︒

﹁銘歳を超え︑躯隊生活を体験した﹃絶滅

近づきにくいものとして﹃聖域﹄化され︑外

主題を一緒に扱うのかについて︑以下のごと

の犠牲の集中という差別椛造が︑両者に共通

けでなく︑心理的にも非常に遠く︑日本の普

甲只鍛翼、量謹越但賦麹1論搾

オキナワーフクシマ
遷孝翰訊nｍ夏そ飼仏の冒識も宣す

｡…皿？増

どう乗り越えるか

内なる械民地化を

る問題については︑ほとんど歴史的検証が欠
落している点が残念という印象をもった︒も

の検証︶の丁寧さに比較して︑﹁原発﹂をめぐ

の従属の深化を通しての日本の正班強化のプロセス

通読して︑安保条約をめぐる問題︵米難へ

象徴天皇制にも転朋してみせる方法から生ま
れた︑すこぶる重要な指摘であると思う︒

を︑丸山自身はまったく論じなかった戦後の

責任の体系﹂と名づけた丸山嵐男の分析概念

これは︑戦前︵中︶の天皇制Ｚノシズムを﹁無

なった︲一・

通の人為には容易に理解することができない︒

る︒濠端は︑今まで天皇が位置していた上に

・く説明している︒

した榊造として浮かび上がっている︒この﹁日

そこでいつの間にか︑戦前の天皇制のような

﹁第一の共通点は︑安保と原発が両方とも

本近代の発展の型﹂が生みだした雛造そのも
のに手をつけない﹁復興﹂はまともではな略

神話としての時間的な無限軸ではなく︑空間

石簡雄

本・の紹介

的に問いなおす作業をここで試みている︒

ようするに耕者は︑﹁安保と原発﹂の二つ

さを語り継ぐために襟きだした︑と著者自身
によって語られている﹃安保と原発弓それ

危慎種﹄ともいうべき数少ない世代の一人﹂
としての責任感から﹁安保﹂と難蛎化の危う

一

的に限りなく速く思われるアメリカが聖域に

＃

と
碕識需識唾瞬識智 川 叩 う

Ｍ
ｎ

市民の鴬尋，ＮＯ−１３２２０１２７６／'１

鍋

恵

を重ねて日本の発展の型を︑歴史的かつ批判

〃
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■

一身﹃にして

皇塗︑
ぱ喜主に生どて置炉

一祁災﹂と﹁剛寵哩

布田雄⁝篭齢⁝ Ｉ ︲ ︲

一人にして

総身
そもそも本譜の魅力は︑何本もはさみこま
れた多くの﹁コラム﹂の︑著者自身のプライ
ベートな体験︿個人史﹀に基づく文章のほう
はあるまい︒

に︑よりあふれていると考えるのは私だけで

になっていくという︑すこぶるユニークな自

この﹁内務官恢﹂の父を持った澗冊が︑頭
隊経験があったからこそ︑戦後丸山政治学徒

叙伝であるご身にして二生︑一人にして両

﹃安保と原発﹄の対談のなかでの開沼は︑

て一括でいる共通性もよく踏まえられて検証

この本を私は︑︿３．ｕ﹀直後に︑あまり

わせる発言が多い︒もはやかなり多様なもの

という視点が︑非常に重大な問題指摘だ﹂と

のグッドタイミングで刊行されていたため︑
まじめな研究書ではなく︑つまらない売らん
かな本ではないかと勘ぐり︑手にしていな

レクトなコミュニケーションルートもいろいろつく

にふくれあがっている︵脈発立地住民とのダイ

しかし︑読んでみて︑日本近代の発展の型

られ続けていろ︶状況からすれば︑かなｈピン

燕掻︶を批判的に検証しようとしていた石田

通読して驚いた︒突にクソまじめな研究本
発表しようというタイミングで︑あの原発震

ぼけな批判だな−と思わせるものであった︒

災が突然やってきた︑というにすぎないのだ︒

が本書に注目した理伽は十分に理解できると

人びとこそ︵自分たちの運動の発想の自己チェッ

脱︵反︶原発巡動のなかを動きだしている

思わせる力作であった︒

︵マスコミ・専門研究者を含む︶という意味のも

クのために︶︑手にとるべき書物であ為︒

る﹂︒

﹁大切なのは他者悠覚という感受性︑ある
いは想撫力であり︑何よりも必婆なのは行動
する意思である．この意思さえあれば︑直接
対話はなくても連帯という結びつきは可能と
なる︒そしてこのつながりこそが新しい希望
の源泉となる︒希望はどこかにあるものでは
なく︑自分の意思と行動によりつながりを作
ることで生みだされるものと私は信じてい

葉をひいておこう︒

最後に石田の︑現在の拡大する反︵脱︶原

のと︑原発立地のムラの住民の共同体という

受賞一人文社会部門一

鵬鵬文搬営一

第錫回ｉ・ｌｌ・鋤Ｊ１

発迎動へのメッセージともとれるステキな言
Ｊ再仙心民衣込奄隅写箕・

齢・品い作に倶玲惹噌心土︑ｒ官−．凡牡鎧ＥＦ−Ｐ

ＷＢすい曲酬ｌ劉封壷ｑＥ函飼〃ザ・が側夕岳

帥叫きり量面伽９口︑二Ｍ▼瞳﹄＆Ｌ９ｒＦｖ●Ｔ

砿・ゐゅ挙げロゴ中別邸・ＦＢ．８仰齢会ＢＢｆＯ

軍．﹄万古即●４毛℃

意味のものの︑二つに使われている︒この二
つがキチンと区別された上で︑﹁ムラ﹂とし

の主体サイドに形成された原発利害共同体

策民徴化﹂のスタイルで推進された原発政莱

本書の﹁原子力ムラ﹂という言莱は︑﹁国

である︒福島出身の著者がコッコッと研究し︑

る一而的な理解を前提にしすぎていあ︑と思

どうも反︵あるいは︶原発巡動への︑すこぶ

でみようと思いたった︒

かった︒しかし︑この対談をきっかけに読ん

されている点が魅力的である︒

PDD■■曹訂一■画pもウレｑＰｕ､

具体的に語っている︒

ザ

︵あまの．やすかず／本誌編集委員︶
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身﹄にもりきれなかったエピソードがそこに
示されているのだ︒まだ読んでいない方には︑
こちらの圃叙伝のほうもぜひすすめたい︒

エ貢写反別へ分与
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さて︑﹃安保と原発﹄の方に戻るが︑﹁原発﹂

問題についての言及が少なすぎることに︑自
覚的である著者は︑ラストに︑話題の弓フ
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訂卓上〃変』

[福屋県］☆６月１８日（木）１８時３０分からＩ続々・憲法塾」「改憲をめぐる

新しい論点をめぐって｣話;山口文彦ほか､場所:福鴎市民会館（ＪＲ「福邸ｊ駅）

寅料代300円､主催:福島県9条の会嘩舌O90‑2843‑7499

篭盤
霧
〃
渇 繕

☆７月１６日（木）１８時30分から「続々・憲法塾１１金融危槻と世界同時不

況および日本の現状』話:吉原泰助ほか、場所:福島市民会館(ＪＲ賑劉駅）
資料代３００円、主催：ふくしま９条の会電話０９０−２８４３−７４９９
臓誘ﾐ都］☆６月４日（月）１８時30分から「防衛省抗霞行動」（ＪＲ・男零ミ

メトロ「市ケ谷」駅徒歩７分）主催：沖洲･−坪反戦地主会・睡謬'ロック

電話０９０−３９１０−４１４０

正．時代の花刑

、

☆６月９日（土)１８時からシビル市民罰座第25期Ｆ石橘湛山一流れに抗し
て』話：加藤晴康場所：立川シピル２淵室（ＪＲＩ立:川」駅南口徒歩３分〉
受講料１０００円（会員・経済的困窮者・学生800円）主催：シビル、電話
０４２−５２４−９０１４

☆６月９日（土）１３時30分からシンポジウムI武器移転規制の意義と課題」

杉原浩司ほか、場所:拓殖大学Ｃ館3階305教室(メトロ丸の内線吃荷劃
駅徒歩５分)ミ無料・諾前申し込み（６月８日まで＄オックスファ典・ジャパ
ン、電話03‑3834‑1556、メールaaES‑Seminar@oxfamjp,)、共催：
賦器と市民社会」研究会、拓殖大学海外事情研究所、オツクスフアム，ジャ

パン

☆６月２３日から１８時からシビルビル市民諦座第２５期『石橘湛山一戦争の
時代』話：加藤靖鰻場所：立川シビル２Ａ皇（ＪＲ「立川」駅南口徒歩３
分）受諦料１０００円（会員・経済的困窮者・学生８００円）主催：シピル、電

／ノ

鑑
：
ＦＩ

『
ズ
ノ
『

話０４２−５２４−９０１４

☆６月３０日(±)１３時３０分からI子どもの本９条の会−４周年の集い｣話：
奥平康弘ほか、場所:オリンピック背少年総合センター・カルチャー棟小ホー
ル〈小田急線「参宮細駅徒歩７分、メトロ千代田線「代々木公園」駅４番
出口徒歩１０分）参加斑1000円（前売り８００円)､中学生以下500円､主催：

子どもの本9条の会アドレスkodomono9@yahoo,cojp
☆６月３０日(±）１３時から陳久留米I九条の会Ｊ７周年のつどい』話:アー
サー･ピナード、篭所:まるにえホール（東久留米市生涯学習センター･ホール）
<西置職障久留米｣駅西口、西武パス錦城高校経由武蔵小金井行き「中央図

碧館｣下車1分)主催:東久留米｢九条の会｣電話０４２−４６３−９４９８(鈴木）
☆７月７日（土）１８時３０分から［防衛省抗議行動」（ＪＲ･東京メトロ「市抗
谷Ｊ駅徒歩７分）主催：沖縄・−坪反峨地主会・関東ブロック電話０９０−
３９１０−４１４０

☆７月７日(±)１８時からシビル市民諸座第25期『石稿湛山一戦争の時代」
話：加藤暗康場所：立川シビル２Ａ三（ＪＲ「立川」駅南口徒歩３分）受
訓料１０００円（会員・経済的困寵者・学生８００円）主催：シビル、電話０４２
−５２４−９０１４

ﾕoに､雑１３．？こ３０)'脚半

☆７月１４日(土)１３時３０分から｢小田実のデモクラシーと希望1話:子安宣邦、
島本慈子、山口幸夫、玄順恵場所ＹＭＣＡアジア青年センター（ＪＲ・メトロ
眺道橋ｊ駅徒歩５分）参加費１０００円主伽催：小田実没後５年シンポジウム
実行委員会電話０４２−４２５−６８００(コミュニティレストラン同く･木(も
くもく)｣）

☆７月２１日（土〉１８時からシビル市民筋座第２５岨「右播湛山一安保体
｜
総'当日(土),8時からシビﾙ市民講座第25期I石橋湛山‑安保体

制と石橋内閣ｊ話：加藤鯛康場所：立川シビル２Ａ室（ＪＲＩ立川」駅南口徒歩３銭）受調料１０００円（会員・経済的困
窮者・学生８００円）主催：シビル、電話０４２−５２４−９０１４
☆毎週土確日、１８時から「新宿西ロ反戦意思表詞場所；ＪＲ師宿」駅西口地下

[埼玉県]☆開催中､７月７日(土)まで丸木美術館企画展｢福島から広がる視点１一池田龍雄展I,場所:廓塁の図丸木美術館(東
武東上線庫松山｣駅・｢索林公園」駅タクシーで１２分、I東松山｣駅東口、市内循環バス「唐木コース」浄空院入口下車
緯勇５分、東武東上線塙坂｣駅西口、市内循環バス「唐木コース」丸木美術館北下車徒歩2分)入場料：大人９００円、中
高生・１８賎未満６００円、小学生400円、際がい者大人450円、中高生・１８歳未満300円、小学生２００円主催：原
爆の図丸木美術館電話０４９３−２２−粟66、毎週月曜日休館

☆７月１４日（土)から丸木拳術雛余両雇賑島から広がる視点２一新井卓銀板写真展｣､場所:原爆の図沖k美術館(アクセス、
電話は上記の通り）

[兵庫県]☆６月９日(土)１３時30分よりI芦屋｢9条の会１７周年記念の集いJ話:雨宮処浬ほか場所:芦屋市民センター
(｣R、阪急I芦屋」駅徒歩７分）主催：芦屋「９条の会j篭話０９０−７１１８−２３１２（片岡）
☆６月１６日（土）第４期、佃実を続む」陸きとし生けるもの」話：北野辰一、場所：福井県小浜市にて。主催者に問い
合わせ下さい。主催：山村サロン、電話０７９７−３８−２５８５

☆７月２１日（土)第４期「小田実を読む」『タコを揚げる」話：山村雅治、場所：山村サロン（｣Ｒ「芦屋ｊ駅駅前、ラポル
テ本館３階）電話Ｏ7９７−３８−２５８５
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野浮信一

非暴力と民主的社会の実現を目指す鋤項目の

ていました︒そもそも﹁市民の意見鋤の会﹂は︑

巡動﹂の大詰めの作業に﹁オキュパイ﹂され

れ替わり立ち代り出入りし︑﹁市民意見広告

■一方︑これと並行して少人数で地味に会議

がしました︒

動に思いを寄せる私たちのＤＮＡを見る思い

と献身的に奮闘する仲間の姿に︑意見広告迎

も危ぶまれたのですが︑この運動を支えよう

を提供する手段として広く支持を得てきまし
た︒今回も事務局の人手不足から掲載の実現

集会の主催者として嫌旧識さん︑潔地久枝さ

澄医師も合流︒真っ青な空に鯉のぼりが泳ぎ︑

のノポリを見つけて大阪在住の会員の小山高

バッチのノポリに驚いたり喜んだり︒私たち

加しました．会場に現れた巨大な﹁殺すな﹂

意見鋤の会・東京﹂のノボリ２本を掲げて参

■５月５日に芝公圃で行われた﹃原発ゼロの
日さようなら原発５．５集会﹂に﹁市民の

本の外交︑国際政沿︑核エネルギー︑反原発
運動など︑各分野の﹁市民派﹂の専門家７名

政策提言を１９８９年１月の﹃朝日新聞﹄に

を重ねていたのが﹃核の力で平和はつくれな

くなりました︒意見広告進動に対する批判も
常にありましたが︑特に病気や隙がいなど

掲蔽したことがその名の由来ですから︑意見

い﹄出版プロジェクトです︒わが国には﹁唯
一の被爆国﹂というレッテルと共に原水爆禁

に執筆を分担して頂きました︒合同出版から

なものです︒その後も平和の危機が迫る都度︑

広告は私たちの運動のいわば﹁基点﹂みたい

止の長い連動の歴史があり︑他方で国際的な

様々な事情でデモや集会への参加など直接行

全国に僻ぴかけては何度となく意見広告を出

環境巡勤とも連動しながら反原発巡勤も続け

も分からないまま腕を引かれるようにして巡

集会の途中﹁ちょっと協力して﹂と︑事情

ンバーも駆け︵２︶つけて来ました︒

い挨拶︒大飯原発再稼働阻止のため経済産業
櫛前のテント広場で４月ｒ日から同日まで抗
議の集団ハンガーストライキを続けてきたメ

ん︑落合恵子さんなどが次々と登城されて熱

す！ぜひお買い求め下さい︒

してきました︒２００３年からは毎年５月３

６月下旬に刊行される見込みです︒必読で

日の慾法記念日に継続的に褐戦するようにな

られてきましたが︑この二つは別々に語られ
がちでした︒今回のブックレット﹃核の力で

動が制約されている方々にも意見表明の機会

り︑おかげで今年も無事５月３Ⅱにｎ期目︵イ

平和はつくれない﹄は︑原爆と原発は笑は相

■この２カ月間︑事務所には人がほぼ連日入

ラク戦争のあった２００４年には年２回掲賊︶の

互補完的な一体のものであり︑核は本質的に

マンス︒誰もが自由に自分の思いを表現でき
る集会です．その後︑観光客で賑わう東京タ
ワーをぐるりと一周して浜松町駅に至るコー
スをデモ行進．結婚式の華やかなフラワー
シャワーの花びらがまだ路面に残る１９５６

れて行かれた先はなんと﹁詩の群読﹂パフォー

の矛盾と国際政治の現実︑拡散する核とテロ
の恐怖︑日米安保と﹁核の傘﹂の虚構︑一貫

さを改めて思いました︒

を通りながら︑何でもない平和な日常の大切

から︑﹁核抑止論﹂の歴史とウソ︑﹁ＮＴＰ体制﹂

﹁核開発﹂に関わる科学者の歴史的責任論

して底流をなす日本の﹁核武装論﹂︑核と原
発の危険性の本質︑﹁核燃料サイクル﹂の惨
及論まで︑﹁核﹂をめぐる様々な諸相を︑ｕ

︵のざわ・しんいち塗勤務局︑写真も誰者︶

年創立の木造のシックな聖オルバン教会の前
めな破綻︑﹁福島原発事故﹂に対する資柾追

生物と共存できないデピル・エナジーである︑
という強い主張で貫かれています︒

途撒仁男些ご参照
下きい︶︒

鯨しいこと
に意見広告運
動は次第に市
民椛を得︑今
日では新聞紙
上にさまざま
な団体が意見
広告を出すこ
とが珍しくな
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意 見 広 告 を 出 す こ と が で き ま しし
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東京都世田谷区岩村幸子

☆市民の意思はデモに参加すること
私たち普通の人々が選挙にいく以外に日常生

活の中でできる意思表明とは︑それはデモに

東京都町田市今村徹

☆地の塩

のデモ行進では︑２００人位が参加︒若者多
数︒沖純では伊波洋一さんが宜野湾市長選に

﹁市民の意見﹂は地の塩的存在・毎年夏の﹁小

進名護市長だけ︒

会︵毎月第二水曜日︶会報誌は︑鯛号となりまし

師歳ですｑ津山市で九条の会︑九条を学蕊

岡山県津山市河井兵太

☆大正生まれ・逆動しています

心から感謝しています︒

圃実をしのぶ会﹂の集会へのご協力︑ご支援︑

敗れ裏表なく心中より基地反対の首長は稲嶺

市民の意見１３０号にスタンディングを続
けるかどうか︑悩んでいる京都の方の投稿が
掲載されており︑それはまさに私の悩みだと
思いました︒

２時間釦分を目標に一人でスタンディングを

た︒大正生まれのパワーを出して生きていま

私の場合は天気に恵まれれば週３回︑一回
続け︑この３月末で満５年が経ちました︒年
間１３０回ほど名古屋駅頭︑あるいは栄とい

参加すること︑武力に訴えることなく︑平和
に集会︑言論の自由のもとでデモを行う︒デ
モある暮らし︑デモクラシー！

妬歳になりますが高齢者であっても日本国に
対する責任はあると思っています︒

いつも勉強させていただいています◎今年︑

東京都練馬区西田和子

☆高齢者も同への責価がある

東西に違憲発言の２人︒独裁政治の可能性
に恐怖を感じる︒﹁いつか来た道﹂にならな
いよう〃無理が通れば︑道理ひっこむ″の日
本人のやさしい感覚を捨てようＩ

神奈川県大和市芦沢七波︑康江

☆独裁政治への恐怖を感じる

す︒

☆新聞にない制澗です

この５月中に︑肥歳︒

さて︑私はどうしたものか︑と︒今は︑少
しペースダウンして活動しています︒年齢は︑

の方は続けられているのですね︒

す︒作ったプラカードは２００枚以上．で︑
成果は︑上記のごとく悪くなるばかり︒平和
懸法もいつまで謹ることができるのか︒京都

う一︑二番の繁華街で立っています︒５年間
で６５０回を下回ることはないと思っていま

神奈川県﹂撒浜市石原重雄・佳子
重雄︑昭和辺年９月生︑佳子︑昭和旧年１
月生︒新聞液どでは得られない多くのことを
知り︑感謝しています．

☆短峨

東京都町田市望月廉一
戦争で殺し殺され破壊して
誰か が 儲 け て 何 が 国 の 為
☆かかさないスタンディング６５０回

愛知県知多市坂野一三
河村たかし名宣屋市長の２月別日の需堕泉事

市民の意見Ｎｏ．1322012/６門

3
３

件に関する発言に同月羽日までに約１０７０
件の意見が寄せられ︑この中で約９００件が
支持︑批判︑抗議は約１６０件︵読売新聞２
月型且︒２００９年５月︑在特会が鵜古屋で
行った初めてのデモ約鋤人︒２０１１年８月

騨琴

☆息子たちが避難した

腹原諾編

金値上げも﹁原発の替わりの燃料が高くなる
からだ︑原発のほうが安いんだよ﹂という脅

雲震撫リ

反省しました︒私はいつでも︵加警者でもある

私！︶事故の経費を払うつもりです．けれど
もその前に東電の全盗産を放出すべきだと思
壱Ｚ東電解体です心今の段階では東電救済に
なるのではないかと考えるからです︒電気料

建屋の展示を見る︒厚いコンクリートに厳重
に納められ︑燃料棒は制御棒に守ら雌ていた︒

崎︷皿起一望する︒海而と全く同じに広がる町︒

浜岡原発のツアーに参加して︑途中︑断屑
をみる︒粘土と砂︑斜めに走る３本の旭裂︒
直接手を触れてビックリ︒ボロポロと削れる
では旗いか︒原発は硬い断厨の上に建てられ
ているとは全くのウソー原発館に足を進める︒
美術館３階の立派な建物︒３階からまず御前

静岡県静岡市鈴木孝子

☆嘘だらけの浜岡原発

います︒

よなら原発１０００万人署名″に取り級んで

は共存できないこと︑明らかでま︒いま︑〃さ

地震列島の日本に刷基もの原発を許してし
まった現代の一人として大きな責任を感じま
す︒福島の状況をっぶきに見れば原発と人類

熊本県熊本市阻叩之博

☆仙人の責任から署塙に取り紐む

として身近な人に伝えたい︒

泊原発廃炉に向けて︑できることからコッ
コッと︑子どもたちの未来のために親の責任

北海道旭川市矢三隆司

☆油原発廃止は親の責任

しとしてしかとれないのです︒﹁お前らをだ
れが助けるか！﹂というのが今の気持ちです︒

兵庫県姫路市幽小昭子
福島原発の事故︑つらいですｐ我が家も息
子家族が避難︒直接の被害を受けていないで
すが︑子ど も 達 が 心 配 で す ︒

すこ川た達料、今こる馬れ
･と県さ．のを低のの群県た
に川未食漉社事馬高
後崎来べ度会実県崎
ろ市のて汚にと山市
め 場 い 染 資 菅 間

千葉県市川市渡辺マリ

紙
神：灘矧無欝
でく奈めも食は。。い群さ

１２９号の秋山氏の研ぎ澄まされた刃に

☆東電解体を

塗稚#鯉ｉＩ

〃制御棒はすぐに異常を感じるので原子炉は
絶対事故を起こさない〃とアナウンスば報じ

ていた︒脱原発︑廃炉を！の声も側やら再稼
働へ︒１２９号︒浅井さん︑山本さん︑大野
きん︑ゆみさん︑人見さんの文章で赤ペンで
共感し鞍がら︑筆者の方々へはもちろん︑編
集の素晴らしさに心からのエールを送る次縮
です︒

北海道札幌市大島武旗

☆かつて電力会社勤め

れています︒

﹁原発人災事故﹂にみる核管理技術の現状
と今後の懸念について︑かって電力会社に職
を得ていた立場から柾泥たる思いにさいなま

福岡県北九州市宮本晴美

☆欲をコントロールしよう

佐賀玄海原発差し止め訴訟の原告の一人に
なりました︒足るを知る︒欲をコントロール
していく︒大事だと︑さらに思います︒
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１１に後も若低少てれら間
以生の。者濃ないてし部
降きうや度いくいをも

５．５業会写真：野深信一

東京都西東京市柳田由紀子
いつもありがとうございます︒全ての原発

京都府京都市高橋純一

☆子供たちのために原発脆止を

昨年５月から地域で脱・反原発の集会とデ
の廃絶をＩ未来の子供たちに悪Ⅱ毒をもうこ

☆唯禰の場からの職いを

モを５回行ってきました︒吉川一男一さんは﹁皆

れ以上礎してはならない︒

ざんの死がトラウマとなっています︒

☆対抗する市民になろう

神奈川県横浜市八木充生

３．︐の地震以来︑日本国はどんどん壊し
て行っているようです︒あれが終わりの鱒太

か︒国が壊れてもいいのですが︑市民は否応

りだったのか︑いや︑終わりの最終段階なの

京都府京都市山本祥子

☆家族と離れて

原水禁運動をされた母たちから４代目にあ
たる生後３カ月の２人目の赤ちゃんを連れて

東京都杉並区川浪寿見子

ていけるのでしょうか︒

なく巻き込まれていきます︒私たちは対抗し

の動きに激しい怒りを覚えています︒健康の
不安におびえ︑住む場所も生業もうばわれて

原発を再稼働させようという政府や経済界

☆人々の生活を無視した再稼働

勤﹂です︒１００人〜１５０人の小規模の集
団ですが︑生活の場から﹁原発はいらない﹂
の意思表示を続けていくことが大切だと思い
ます︒毎回︑集会アピールを首相あてに送り
すべての原発を廃止するよう求め続けていま
る初の市街デモコースを予定しています︒︵３

いる人々のことをどう思っているのか︒

す︒次回は５月加日に東電武蔵野支社前を通
月躯日にいただいた便りです︶

桶間県福岡市水口綾子

☆今までの活動に反省しています

宮城県仙台市郡美佳子

☆復興にかくれた改迩反対

友人のお嫁さん一家が杉並を離れ西の方に引
越をした︒赤ちゃんのパパは東京の撒業を退
職し百姓になる党悟︒友人は独居老人になる
けれども孫のためにガンバルゾと運動を続け
ています︒

よわい行歳︒この福岡でも反公害︑反原発
運動など小さな市民グループでささやかに活
動をしてきましたが︑いつの間にかおざなり
にしてしまい︑現在そのつけが福島に起こっ
てしまい︑いい加減な迦勤を反省しきりです︒

東京都中野区川口和正

☆思いをともにする人たちとのつながり

北海道札幌市小沼紘美

たちとのつながりを何度も確かめ合いながら

☆茨城県から札帆の子供たちのもとへ
ここ数年来の読者です．茨城県日立市から
の原発雌民です︒秋山さん同様︑放射線披曝
の櫛威に怯えての自主避難と自称したいとこ
ろではありますが︑実は札幌在住の子供に強
いられて２０１１年３月過日から連れ合い

一﹁読者のおたより﹂の多くは︑会費納入の際の郵一

一その旨明記していただけると幸いです︒
ｒｌｌｌｌ１ＩＩ１１１Ｉ１１ＩＩＩ−ＩｌｌｌｌｌＩＬ

一鵡躍蕊噸紳藩諏却訂義譲趣一

可Ｉ１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１コ

歩いています︒

３．ｕ後︑できる限りデモに参加していま
す︒原発はいらない︑と思いをともにする人

︵当時帥歳︶共々道産子になりました︒因みに

私は１９３８年生まれ︑帥年安保のデモに
たった１度参加しただけで逃げ出し樺美智子
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脱︵反︶原発の早い尖現を！東日本︵三陸︶復
興に名を借りた改蔵反対！

《１月１４日福井県庁前抗識（美浜mの会ＨＰより】

ら奪われています︒制限すべき対象は︑人権
や生存権を侵す原発であり︑自然災害をもた

会計報暢

○毎回︑﹁インフォメーション﹂は東京の情
報に偏り過ぎています︒会員の方々は各地で

・米軍は︑フィリピン軍との共同演習をはじ

軍事展開をしようとしていますα

していま寛米蛎と一体となり︑世界各地に

防衛協力﹂を︑日米同盟の新しい発展と蕊美

ライしました︒久しぶりに座り込んだテント

されました︒私も別時間のハンストに２回ト

経産省前テントでは﹁集団ハンスト﹂も実施

ました︒その日を目指して﹁再稼働﹂を止め
ようと冬地ではさまざまな取り組みがあり︑

５月５日︑﹁原発稼働ゼロの日﹂が実現し

いろいろな活動をされている方が多くいらっ

めとして米軍の核搭蔽艦船の寄航を拒否し︑

らす開発そのものです︒

しゃいます︒是非︑集会︑講演会などの情報

今野剛首相は︑日米共同宣言で日本の﹁動的

をお寄せください︒お待ちしております○

︵有馬保彦

さて︑︿冊製云計は嬉しいことに黒字での繰

いがあり︑何かが変わり始めているなと実感︒

を乗り越え行動を起こした若者や旅行帰りに
座り込みに参加した長野の女性などとの出会

なんだと︑初めてテントの入Ｍに張られた鎖

では︑見ているだけ思っているだけではダメ

や５月３日﹁慾法記念日﹂を前にして︑自民

羽年間以上凍事交流のなかったニュージーラ
ンドとも軍事減習を再開しますｂ自衛隊は︑

彦︵本暑担当︶︑杉内蘭子︑筒岡甫雅︑高橋武

企調薬委員阿部めぐみ︑天野恵一︑有馬保

越です︒ただ︑注記にもある次期へ繰り越し
た印刷蝋と４月分交通灘を差し引くと実際の

まさに︑その枠組みの中にあるのです︒

智︑西田和子︑野瀧信一︵次鍔担当︶︑道場親信︑

党ほ新しい惣法﹁改悪﹂案を公表いたしまし
た︒天皇の元首化︑国防軍の創設︑国家緊急
涯災・福島原発事故後︑保守政治家︑大手マ
スコミが︑緊急事態に即対応しなければなら
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椎の規定︒国家緊急椛については︑３．ｎ大

ないと︑ことあるごとに語っています︒

黒字は皿万円ほどになります︑

最近︑事務局へ﹁会費期限﹂がわからない

本野義雄︑諸術泰樹︑吉川勇一︑吉田和雄
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雑費
支出計

前期繰越
当期残潤
収支

会基本会計
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民の意見」１３１号発送喪。（趣4）トナー代

上〈蝋2）ゆうちよ銀行受取利恩ひ（、3）市

¥７．776､コピー馬紙代。（*6)図窃カード
代卒32.980池。（ 5)意見広告負同金3s４

月分¥271,500他.尚肺民の意見」１３１

号印刷費¥211,26属及び４月分交通費は次期

軍螺爵燕薩璽繁灘
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注（･1）「市民の憲副１２冊及び電子版売

ので教えてほしいといつ．た問い合わせがよく
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光熱数
手数料
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銀行利Aｌ (
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）
収入計
支出の部
3
発送費(．）
通信穀

26211

︒しかし︑行政が災害救助救援することと市
民の人権の制限とは︑何ら関係はありません︒

8,119,115

預り金(66）
計

一訓ピ世０１Ｊ

識驚謹禰隷圭

に握越となります。
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原発事故により被災した市民にとっては︑事

110.000

あるのですが︑﹁会費期限﹂はお手許に届く

２０１２年３月〜４月会計
収入の部
一般会費
協力会饗

2676500

敬老会費

272.000

障害者会拙
(会費小計）

651,500
カンパ

180.300
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1.扱益制･鄭書（会基本会計）

故により人権が侵害されているし︑生存権す

市民の意見３０の会・東京

