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非 核 ５ 項 目

①全人類共通の緊急課題として核戦争防止、核兵器廃絶の実現を求める。

②国是とされる非核三原則を厳守する。

③日本の核戦場化へのすべての措置を阻止する。

④国家補償による被爆者援護法を制定する。

⑤原水爆禁止世界大会のこれまでの合意にもとづいて国際連帯を強化する。

北陸電力が 各家庭に配付している広 報紙『えるふぷ

査の計画を策定し、資料の状況等を報告するように 指

示された経緯や、建設時における会社の調査結果が 記

垣泰司総務課主事が迎えて下さいました。当会から

長・風と砂の館館長、中村友和生涯学習課主査、石

えた内灘町を訪ねました。内灘町から西尾雄次教育

資料が所狭しと展示されている中で、六〇年前の内 書いてあったり、
「破砕帯」を注書きとして〝岩盤中に

物や機関紙、ビラ、はがき、紙芝居など当時を語る ていることだ。〝破砕帯 （断層、シームを含む）〟と

灘試射場反対闘争の写真パネル、鉄板道路などの現 「シーム」などの語句の使い方が目まぐるしく交錯し

岩石が破砕、細分化し、帯状に連続分布するもの〟 と

一五五㎜砲弾は小松製作所枚方工場（大阪府）で したり、文中では〝破砕帯 （シーム）〟としたり。注

平和都市宣言は一九九二年六月一一日に採択、平

場へ搬入された。北陸鉄道労組もストライキで闘争 ームとして扱われている▼だが原発を扱う以上、たと

駅のある当時の貨物駅へ、駅からはトラックで試射 うにも見える。一号原子炉建屋下を通る例のＳ１はシ

生産し、鉄道で金沢駅へ、北鉄浅野川線で現在内灘 意深く〝断層〟という言葉を可能な限り避けているよ
和市長会議には二〇〇九年三月加盟、非核宣言自治

査結果をさらに充実させ、安全であることを確かな も

会社の調査は信用できない▼六頁上に 「これまでの調

に 参 加 し た 時 は 日 通 の ト ラ ッ ク が 金 沢 駅 か ら 搬 入 え岩のひびであっても、小さな疑念すら抱かぬ体質 の
したそうです。
金金金金はははは一年、、、、土地はははは万年

貧 し く て も 平 和 な 村 に 試 射 場 は つ く ら せ な い と のにするために」とはっきり記載してある。そんな 動

ありました。「金は一年、土地は万年」のムシロ旗 査をされてはたまらない。（ま）

の 思 い で 最 初 は ほ と ん ど 全 村 あ げ て の 反 対 闘 争 で 機と目的のために、初めに結論ありきの自前の追加 調

に開園した六万坪の大遊園地 「粟ヶ崎遊園」（兼六

が展示されています。これは補償金を得るという一

館へ入ると、話には聞いていましたが大正一四年

粟粟粟粟ヶヶヶヶ崎遊園

開催中の展示室で懇談しました。

訪 問 は内 灘闘 争六 〇年 の企 画 展が 風と 砂の 館で

体には二〇一一年九月に加盟し活動されています。

事務局次長が出席しました。

灘闘争の話を西尾教育長からお聞きしました。

次いで今日の本題の平和の施策を、六〇年前の内 載されている▼面白いのは、その頁の「破砕帯」
「断層」

平和のののの原点・・・・内灘闘争

さに驚きました。

か な 文 化 が 展 開 さ れ て い た こ と と ス ケ ー ル の 大 き ームについて」がある。原子力安全保安院から追加 調

時 は貧し い半 農半漁 村のイ メージ の内 灘村で 華や らざ』第八五号五頁に 「志賀原子力発電所敷地内のシ

平沢嘉太郎（北陸の材木商）を偲ぶ資料もあり、当

の模型と写真パネルで紹介されていました。創始者

料亭、旅館、動物園、野球場、スキー場もあり施設

〒920-0848

永山孝一常任世話人、神田順一事務局長、川本浩平

の 原点と 位置 付けら れた内 灘闘争 から 六〇年 を迎

事務局

園の二倍の広大な敷地）のことが。大劇場、大浴場、
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試 射 場は 入り 口か ら海 に向 か って 一三 七一 ｍ大

村半分がががが試射場

が大事との意味のスローガンだったようです。当時
崎方向へ八二二九ｍで海と陸地は半分半分位です。

時的なものではなく、ずっと働くことのできる土地
の写 真には女 性の姿が 多く、 男性は出 稼ぎに行 き、
図面で見ますと村の約半分（陸地の）が接収され
まで響いたそうです。

ていたようです。試射砲弾の轟音は金沢市、高松町

女性が闘いの中心にいました。当時の村の収入の八
割近くが出稼ぎによるものであったそうです。
試射場は何故三年間で撤収されたのか。全村の反

今も残る射撃指揮所、着弾地観測所、着弾地の戦

平和への思思思思いいいい後世にににに

が、政府は永久接収方針であった。村の要求は二年

跡 は町の 文化 財とし て保存 の意思 を述 べられ まし

対 闘争と 日本 各地か らの支 援の力 の結 果でし ょう
であり、三年で妥結した。政府の本音は三年毎の再
た。

都市宣言像」を建立しています。また、役場前と保

内灘町の平和事業においては、平成八年に「平和

契約をするつもりであったらしい。

風と砂の館で開かれた内灘闘争
かれた内灘闘争 60 年の企画展

朝 鮮 戦争 が休 戦で 必要 が無 く なり 試射 場は 撤収
されました。

健センター前（旧役場）の二か所に恒久平和を希求
する町民の願いを込めて 「非核平和都市宣言の町」

町（行政）と町民の隔たりがなく、暖かい町づく

は誇らしげに語られました。

市」の標柱はありますが「非核」の文字が入ったの

りがされているように感じました。長時間の懇談を

の標柱を設置しています。他の市町で「平和宣言都
は 少ない 。こ のこと で内灘 町議会 の堂 下清孝 議員

感謝しながら帰路に着きました。
実現したとエピソードを語られました。
「原爆と人間展」のパネルは市民団体の要望があ
れば貸し出しを行っていますが、今年は申し入れが
無かったそうです。
石川反核医師の会が取り組んでいる漫画「はだし

の誓い 内灘宣言二〇一二」を紹介します。

平和のののの誓誓誓誓いいいい 内灘宣言二〇〇〇〇一二

悲しみを背負いました。被災地では今も沢山の人々

日本は、昨年三月の東日本大震災によって多くの
へ贈ることが決まっています。

が手を取り合い、立ち上がろうと懸命に努力をして

国 々から も沢 山の暖 かい支 援の手 が差 し延べ られ

います。また、この未曽有の大震災に対して世界の
「平和の町 内灘町」を宣言しています。平和を語

ました。日本人は苦難の中で頂いたこの恩義を子々

毎 年五月四 日に開 催してい る世界の 凧の祭 典で 、

「「「「平和のののの町町町町 内灘宣言」」」」

のゲン」の寄贈では今秋に内灘中学校と小学校五校

◎今年の世界の凧の祭典開会式で披露された「平和

（当時）が「非核」の二文字を入れることを熱望し

内灘町庁舎前の
内灘町庁舎前の「非核平和都市宣言」
非核平和都市宣言」標柱

って誰か文句を言う人がありますかと西尾教育長

孫々まで決して忘れは致しません。
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今年、内灘町は町制施行五〇周年という慶祝の年

智が実現されつつあります。それは「人間は互いの

今、日本では東日本大震災を契機として崇高な叡

ら平和の尊さに深く心打たれます。そして若者たち

も乗り越えることが出来る」ということであります。 う皆様方とたくさんの子ども達、また若者達の姿か

絆を強め、支えあうことによって、どのような苦難

が 世界平 和の ために 自らに 応じた 役割 を担う こと

や女性たちです。今、私たちは、この場に笑顔で集

のは、いつの時代も平和に暮らしている子どもたち

を絶ちません。その中で最も多く犠牲となっている

受け止め、今後に発展するいい発言が続きました。

害者をつくらせない運動を広げる。』をしっかりと

普及する。③脱原発運動と連帯し、いかなる核の被

な行動で、国際世論を発展させる。②被爆の実相を

国際宣言の行動提起『①署名をはじめとする様々

大場美穂

被爆者のののの痛痛痛痛みや苦苦苦苦しみに思思思思いを馳馳馳馳せる

◇◇◇◇原水爆禁止世界大会にににに参加して◇◇◇◇

原水爆禁止石川県協議会 内藤 晴一郎

と話し拍手が起きました。

を迎えました。当時人口僅かに七六〇〇人余の小さ

私たち内灘町民は、かつて暗い戦争の影を残して

に心からの賛辞と励ましを贈るものです。

た人口二万七千人の情熱溢れる町となりました。今

いたアメリカ軍砲弾試射場の地を、その努力と叡智

な町でありましたが、現在では豊かな歴史に彩られ
私 たちが 立っ ている この足 元の砂 にも その歴 史が

で明るく平和な 「世界の凧の祭典」開催の地へと、
二〇一二年五月四日 内灘町長 八十出 泰成

立派に転換を遂げさせたのであります。

残されているのであります。
この内灘海岸は、一九五〇年勃発した朝鮮戦争が
契機となって、今からちょうど六〇年前の一九五二
年 に日本 に駐 留する アメリ カ軍に よっ て砲弾 射撃
場として接収された歴史を持つ土地であります。
今、私たちが立っているこの海岸こそが、かつて、

広島・長崎への原爆投下―私はこれまでこの二つ

原水爆禁止世界大会・・・・報告会

一五五㎜榴弾砲をはじめとする大小の砲が並び、そ

の悲惨な出来事を、どこか遠い土地の、大昔のこと

のように感じていたように思います。
原 水 爆禁 止世 界大 会報 告会 が 八月 二十 九日 午後

あ のよう な悪 夢が人 の手に よって 起こ された とい

私私私私たち若若若若いいいい人人人人がががが伝伝伝伝えていかないと・・・

の 砲弾を 発射 する轟 音に包 まれて いた 土地で あり
ました。そして鉄条網で隔てられた試射場正門の外
民の闘争を支援するため、全国各地から沢山の学生

六時半より勤医協３Ｆホールで開催されました。参

うことに、驚きと恐ろしさを感じました。

し かし、今 回初め て原水爆 禁止世界 大会に 参加さ

や労働者が内灘村に駆けつけ、接収反対の輪に加わ

加者が大会で体感した熱い思いを、全員に話してい

側には多くの内灘村民が座り込み、またその内灘村

りました。その頃、ここから四㎞ほど北方にある着

ただきました。

今 も 世界 中で は戦 争の 危機 な ど多 くの 困難 があ

が戻ってきました。（中略）

も 一九五 七年 には閉 鎖され て内灘 の海 に再び 平和

島での戦争は休戦となり、アメリカ軍の内灘試射場

何日も座り込みを続けていました。その後、朝鮮半

内灘の女性たちが、砲弾の炸裂音が轟く中を何日も

を聞き 「私たち若い人が伝えていかないとだめだ」

参加して行く。…等に続き五年生の子が被爆者の話

核兵器、原発をなくす想いを強くした。今後運動に

民運動の脱原発、被爆者の語りを受け、将来のため

界大会の実感がわいた。浪江町長の話、ドイツの市

たい。海外の人が多く、議長団に外国人が付き、世

若者が多く頼もしく感じた。六・九行動に参加し

も〝 原爆のこ とを後世 に伝え ることだ ろうか〟 等、

者の質問と比べて意見があまり出ませんでした。私

されました。特に後者はとても難しく、会場でも前

きますか？」という二つの考えさせられる質問が出

日、あなたは原爆によって亡くなった方々に何をで

何をしますか？」「原爆投下から六七年後の八月六

年前の八月四日にタイムスリップしたら、あなたは

核兵器をなくす青年交流集会では、「もしも六七

せて いただき 、自分が 生まれ るたった 四十年前 に、

弾地近くの「権現森」でも乳飲み子を抱いた多くの

ります。そして戦禍で傷つき命を落とした人々が後
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方々に寄り添っていない気がして、自分なりの答え
が終わった後にも被曝者が生まれるのでしょう

原爆の悲劇はずっと語られているのに、なぜ戦争

二二二二〇〇〇〇一二年日本平和大会にににに

四五年八月六日・・・。

を見つけ出すことはできませんでした。最終的に会
か？本当に私たちの未来に原発はいらない！

色々と頭を悩ませましたが、どの答えも亡くなった

場で提示された答えは〝悼む〟ことでした。

（ヘルパーステーションつくしんぼ）

神田順一事務局長をををを代表派遣決定
派遣費用のののの募金をお願願願願いします

これまで、私は八月六日を普段と何も変わらない

沖縄県 では 九月九 日オス プレイ 強行 配備に 抗議

日として過ごしてきましたが、今後はせめてこの日
く らいは 原爆 で亡く なった 方々の 痛み や苦し みに

治をすすめるなかで、多くの国民が不満と怒りをつ

野田政 権が 国民の 暮らし と安全 を犠 牲にす る政

で開催されます。

日本平 和大 会は一 一月二 三日～ 二五 日首都 東京

た。

人 、八重 山八 百人が 集まり 県民大 会を 開催し まし

宜野湾市で復帰後最大の一〇万一千人、宮古千五百

と撤回を要求し、普天間飛行場の即時返還を求め、

だきました。お礼と報告を申し上げます。

六 人より 三万 三千五 百円の 派遣費 用の 募金を いた

本紙前号で報告後、お一人の追加募金があり計一

二二二二〇〇〇〇一二年原水爆禁止世界大会のののの
代表派遣募金おおおお礼礼礼礼

思いを馳せ、祈りをささげていきたいと思います。
（城北病院リハビリテーション科）

私私私私たちの未来にににに原発はいらない！！！！
小池深代

非核のののの政府をををを求求求求める石川のののの会常任世話人会

の、たくさんの人達のカンパで資金が出ていると知

よる取り扱いをお願いしていますが、郵貯の総合口

※年会費（三千円）や募金のご送金は、振込用紙に

日本は大事な岐路にあり、この状況をどうしたら

九条をなくし軍備増強を主張しています。

に注目が集まる状況も生まれています。彼らは憲法

のらせています。国民のなんとかしたいという思い

ると気軽に返事してよかったのかなーと、少し不安

座からの電信振替がさらに便利です。ＡＴＭ扱いの

平 和と民 主主 義の方 向に打 開する こと が出来 るの

「広島、娘さんと行く？」と聞かれ、特に予定も

になりましたが、丁度五年生になる娘も「はだしの

手数料は無料（二〇一四年九月三〇日迄）です。通

か、日米関係のあり方が問われる大会です。

を逆手にとり、ファツショ的ともいえる危険な流れ

ゲン」を読み、広島に興味を持っていたので、娘と

帳にきちんと記録が残ります。「非核の政府を求め

ないし、気軽に「いいですよ！」って返事したもの

共に広島で何があったのか、現地で学ぶ機会を頂い

る石川の会」の郵便振替口座番号は、この会報の一

たします。派遣費用は約六万円必要ですが、みなさ

非核石 川の 会は神 田順一 事務局 長を 代表派 遣い

たことに深く感謝します。

面題号の下に記載してあります。

んからの募金で送り出したいと思います。恐縮です

八月六日という日に広島にいて、みなさんが折っ
てくださった千羽鶴を平和公園に行き、捧げてこれ

がご協力よろしくお願いいたします。

非核のののの政府をををを求求求求める石川のののの会常任世話人会

たことに本当に意味があったと思います。
世界大会で今回福島から来た高校生が、原発汚染
により、ふるさとに帰りたくてもかえれない、つら
さ を語り 、最 後に 「私たち の未来 に原 発はい らな
い！」と強く主張した言葉は忘れられません。一九
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日本科学者会議全国シンポジウム・・・・講演要旨

福島のののの現状とととと再稼働問題
福島大学特任教授 伊藤宏之氏
福島原発事故のののの現状とととと住民のののの避難
事故の発生から一年五か月が経過した。原発事故

書は「政府は、避難の判断を住民個人に丸投げした

ある。各種の事故調も大半はこの点に触れるところ

野田首相は、再稼働を急ぐ理由に「国民生活」と

はなく、基調は「安全な原発」を追い求めることに

中通りでは、福島市や郡山市の空間線量は、本来

「経済活動」を挙げた。国民生活が云々というが、

ともいえ、国民の生命、身体の安全を預かる責任を

避難すべき値になっているが、では、三〇万人、四

二日あれば各戸をまわって措置できる。こんなこと

ある。

〇万人の人たちはどこへ、どうやって行けばよいの

は理由にならない。結局は「経済活動」、つまり「も

放棄したと断じざるをえない」と指摘した。

か。

うけ」か。東京電力の誠意のなさには、あきれるば

が続いている。汚染水は、事故による破損部からの

いては、圧力容器内の様子は正確につかめない状態

原子炉からの放出量は下げ止まりだ。原子炉内につ

かし、三春町では三月一五日午後一時、住民は事前

素剤の服用も大半の自治体で利用されなかった。し

したい。政府が服用指示を出さなかったため、ヨウ

これからのことを考える上で、大事なことを紹介

動」だけでも再稼働を急ぐ理由は説明できない。

えたら経済的には成り立たない。つまり、「経済活

原発事故で明らかになったように、事故の賠償を考

責任を感じているとは到底思えない。原発は、福島

かりだ。国策にしたがってきただけだと繰り返し、

冷却水の水漏れが続いており、建屋地下を含めて一

に「町民の皆様へ」の文書を見ていたので、整然と

の現状はどうなっているか。放射性物質は二月以降、 自治体はははは住民のののの顔顔顔顔がががが見見見見えているか？？？？

〇万トン余がたまっている。処置しようがなく、ま

集まり、整然とヨウ素剤を受け取った。この町は、

感を与えた。福島の親の不安や子どもの将来を，親

「国にはあの時、何も知らない私たちに誤った安心

てられたんだ」 （浪江町津島地区からの避難者）、

遅れと不備によって、住民からは、「私たちは見捨

避難した。事故直後の政府・東京電力の情報提供の

福島県では約二〇〇万の人口のうち、一六万人が

っかりできているということではないか。

日常的に顔を合わせている中で、自治体の機能がし

場所がどうであるかとか、訓練ではなくて、住民が

防災を考えるにあたって重要なのは、逃げるための

いる。

織が保全されており、町民の顔がしっかりと見えて

一九五五年「昭和の大合併」以来の旧町村単位の組

う二つの目的で、原子力発電に突き進んできたので

ともに、核抑止力（＝核兵器を潜在的に持つ）とい

かを痛感した。その中で、エネルギー供給の問題と

本のエネルギー供給体制がいかに脆いものである

ないか。一九七〇年のオイルショックを経験し、日

うとらえ方だけでは、正確な議論はできないのでは

原子力発電を、単に「電気をつくって売る」とい

「「「「潜在的核抑止力」」」」としての原発

だ増えている状況だ。

身になって考えていなかったんだなと思う」（飯舘

根本的に何も変わっていない」（双葉町から避難し

一六日）にはほど遠い。むしろ棄民の進行である。

福島の現状は、「収束」（政府二〇一一年一二月

同体そのもの（ただし内部矛盾が重大）が問題の枢

スラエル、北朝鮮などを含む）国際的原子力利益共

あり、サブシステムとしてインド、パキスタン、イ

はないか。米日のみならず、第二次大戦後の国連常

た六八歳、建設会社で原発の仕事に従事）などの声

にもかかわらず日本政府はなぜ再稼働を急ぐのか。

要である。

村からの避難者）、
「賠償はどうなるかわからない。

が出された。

経済的理由など挙げられているが、核抑止力体制＝

任理事国体制における（それは核兵器独占体制でも

国会事故調の報告書によれば、原発事故を「当日

米日の「原子力同盟」の保持とそれを基礎とする米

自宅は放射線量が高くて帰れない。歳はとっていく。 ななななぜぜぜぜ、、、、再稼働をををを急急急急ぐのか

知らず」が避難区域一二市町村住民の八割超。避難

日多国籍企業の独占的利益の確保が根本的理由で

処理、高速増殖炉などの軍事転用可能な核技術をさ

機微核技術は、ウラン濃縮、使用済み核燃料の再

回数四回以上は周辺住民の六割となっている。報告
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政府・東電は安全神話を作り上げ、また自らもそれ

「三・一一」は地震・津波対策をはじめとして防

か。 （中略）

す。これが、原子力ムラの根っこにあるのではない

法 を活か すよ うに工 夫する ことに 知恵 を出し 合う

じて人権保障）を求める運動の正当性を示している。 示している。「三・一一」後の現段階の日本は、憲

災対策に至る原発の安全性（生命・自由・財産、総

時である。

会は、われわれがすでに持っている日本国憲法が指

度によって保障される社会がこれであろう。この社

存の下で、自由に自己実現できる条件が社会保障制

構築である。地球環境と共存でき、国際的な平和共

表現するとすれば、それは「持続性のある社会」の

あり方を模索して行動している、といえる。一言で

新しい参加者も増えています。

てい ます。八 月の下旬 から県 庁前でも やってお り、

らいいか模索している人、そういう人たちが参加し

今まで関心がなかったけれど三・一一後どう考えた

や思っていても声を出せなかった人、原発について

帰りたい」と言います。元々原発に反対していた人

意思表示として一度でも声を出して（コール）から

が声を出せるようになった」
「
『原発はいらない』の

て、今まで原発反対と言いたくても言えなかった人

原発ゼロ社会にににに向向向向けて

に縛られることによって、必要な対策を取らなかっ

このような現状は、東電には市民社会の成員とし

としない。

対応せず、事故原因の解明にも積極的に取り組もう

氏は、日本の原子力ムラが再稼動に躍起になってい

ポジウム」における講演要旨です。講師の伊藤宏之

れた日本科学者会議「第三三回原子力発電全国シン

◎本稿は八月二五日、二六日に福井県敦賀市で開か

いろいろ調べるようにしている」と言っていました。

と思うか聞いても関心が低く答えられない。自分で

党が信じられない。まわりの友人にどの政党がいい

合った青年は「前回民主党に投票したが、いま民主

り、若者の政治への関心は低いといえます。先日出

国政選 挙の 若者の 投票率 は五〇 ％以 下と出 てお

ての資格があるのかを疑わせるのに十分である。市

るのは、原発を「潜在的核抑止力」として捉えてき

たのみならず、事故責任を認めず損害賠償に誠実に

民社会はフェアー・プレイ（成員相互の人権保障を

たからと指摘されています。

政 治への 関心 をタブ ー視す る風土 のせ いもあ ると

若者が政治に関心を持たないのは、教育の問題や

基礎とする自由な交流）によって成立する。交易は
品質保証が不可欠の前提である。他者の犠牲の上に

信頼関係を築いていくという収穫もあります。

自分の要求実現もあります。要求実現は大変ですが、

ひと つ実現し ていくこ とが民 主主義だ と思いま す。

ど青年の要求はいろいろあります。この要求を一つ

わからない」「仲間と一緒にいる時間がほしい」な

「原発をなくしたい」「政治をどう見たらいいか

をしっかりみてほしいと思います。

いているのか、それとも国民の方を向いているのか

思います。いまの若者には政治家が大企業の方を向

非核石川のののの会会会会 リレーエッセイ
『『『『どいね☆☆☆☆原発』』』』にににに参加

スピーチを聞きに来ている」「福島原発事故が起っ

「どう考えたらいいかもっと知りたい。そのために

加 してい ます 。参加 してい る青年 から 話を聞 くと

に参加しています。そこには老若男女様々な人が参

七月か ら行 われて いる北 陸電力 石川 支店前 行動

鈴木宏太

利益を追求する者は、契約違反を追及され市場から
の退場を余儀なくされる。私企業としての東電はま
さにこれに値する。
政 府 は市 民社 会の こう した 自 生的 な人 権保 障を
公的な統治機構として保障するために、国民からの
信託によって存在理由を持つ。仮にこの信託に応え
られないのであれば、国民は政府の交代を求めるこ
とができる。これが国民主権である。現在の政権は
まさにこれに値する。立憲主義の基礎としての社会
契約 論の理論 的実践的 有効性 がここに 認められ る。

「「「「持続性のある社会」」」」のののの構築のために
このような現状において、国民は新しい国民生活の
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詩人会議かなざわ『『『『独標』』』』より

何処でも原発のののの地元
中保 みどり
狭い日本列島に五四基の原発
二〇一一年三月一一日以来

惨劇は絶対起きないと

他の所で

俄かに現実昧を帯びてきている

民主党東電「「「「しがらみ」」」」はお互互互互いいいい様様様様

柵柵柵柵でででで唯唯諾諾ののののイエス・・・・サー

離離離離れれれれ島日米のしがらみ役立たず

しがらみで法外高値でででで購購購購ううううＦＦＦＦ３５

和子

一杜

茂明

啓啓啓啓

人位

柵柵柵柵のののの空空空空オスプレイ気気気気がねせず

地位

しがらみで実効支配のののの安保あり

天位

オスプレイ安保のしがらみ満載しししし
軸軸軸軸

反安保柵崩すすすすデモのののの列列列列

林林林林

啓啓啓啓

一杜

誰も保証できない日々に
私達は暮らしている

「「「「和定例句会報」」」」より
前田 大峰 選
迷天使

宿題「柵」
いくさ道道道道しがらみの上上上上をををを新自由

原発の在る町 村では
何処でも〝フクシマ〟になるのを

林林林林
迷天使

思思思思いやり過過過過ぎてしがらみ国国国国にににに満満満満つつつつ
愛国心しがらむ火種探しの怪怪怪怪

国民は知ってしまった
「安全神話を信じてたのに……

7

近くに原発があるので

生命力ってすごいですね
生命力ってすごいですね

住めなくなった」
恨めしそうに原発を見る人がテレビに
〝安全神話〟に誤魔化されて
見えていなかっただけ
三〇年 四〇年以上の昔から
神話に騙されない人には
〝フクシマ〟は見えていた風景
〝ヒロシマ〟〝ナガサキ〟と同様に
これからはフクシマも
悲劇の起こった地として
歴史の中で語られるようになってしまった

地震活動期に入ったのだとか

この列島
今

〝避難区域三〇キロ圏〟が

◇絵手紙コーナー
絵手紙コーナー◇
コーナー◇
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金沢医療生協絵手紙班 竹味 恭子

《《《《非核平和・・・・行事予定》》》》
・・・・九月二三日㈰㈰㈰㈰一三時…いしかわピース９フェスティ
バル・ス ペシャ ルゲス ト笠 木透・金 沢市民 芸術村・
主催：同 実行委 員会
・・・・九月二三日㈰㈰㈰㈰一一時半～石川解放運動戦士合祀追悼
集会・卯辰山「石川解放運動戦士之碑」前・主催同
実行委員 会

・・・・一一一一〇〇〇〇月一三日㈯㈯㈯㈯…映画「いわさきちひろ～二七歳の
旅立ち～ 」シネ モンド ・上 映時間は 新聞参 照
・・・・一一一一〇〇〇〇月二一日㈰㈰㈰㈰…第一六回やすらぎの里まつり・西

毎 月の貸 出件 数が二 〇日～ 三〇日 の学 校もあ るく

らいよく読まれている。このため破損や欠巻が生じ

ており日本語版が三セット、英語版が二セットの希

講師：安 田美絵 ・野々 市交 遊舎・講 演実行 委員会

・・・・一一一一〇〇〇〇月二七日㈯㈯㈯㈯一四時… 「ＴＰＰを学ぶ」講演会・

については平和教育と英語教育にも役立つため、自

寄贈し、希望校に届けていただいた。一方、英語版

野々市市学校教育課を訪問し、日本語版三セットを

望 が寄せ られ た。反 核医師 の会で は九 月一二 日、

・・・・一一月三日㈯㈯㈯㈯…一三時～平和憲法公布記念石川県民

治 体予算 で中 学校や 市立図 書館に 所蔵 するよ う要

健康福祉 友の会

池田香代子翻訳家・石川県教

集会・記念講演講師

た めに野 々市 市で二 四年間 続いて いる 中学生 の広

望した。被爆の実相を次世代の子どもたちへ伝える

・・・・一一月六日㈫㈫㈫㈫一二時半…核廃絶署名行動・Ｍザ前

島への「平和の旅」の参考図書としても活用される

育会館三 階ホー ル・九 条の 会石川ネ ット

・・・・一一月一一日㈰㈰㈰㈰一〇時…志賀原発は廃炉に一一・一

ことを期待したい。（か）

・・・・九月二五日㈫～二七日㈭㈭㈭㈭…沖縄視察ツアー・石川県

・・・・九月二七日㈭～二八日㈮㈮㈮㈮…石川県宗教者平和協議会

一県民集会・金沢市中央公園・原発をなくす石川県

平和委員 会

総会と講演・「原発を考える‐放射能が与える環境

◎関西・四国・九州の三電力の節電の数値目標が解

除された。今夏の最大電力需要を記録した日も、九

連絡会
・・・・一一月一一日㈰㈰㈰㈰一三時半…石川県保険医協会原発・

電力には六～一四％の余力があった。企業や家庭の

問題」坂水昶之ＮＰＯ法人環境経営協会事務局長／

いのち・みらい講演会⑤ 「福島原発の現状と未来」

節電 努力で需 給は安定 し、計 画停電も 回避され た。

㈱日産自動車顧問・七尾市小島町本延寺〇七六七‐

小出裕章 京都大 学原子 炉研 究所助教 ・ホテ ル金沢

北 陸電力 は八 月二二 日の五 二六万 ｋｗ の最大 需要

五二‐二 七九〇 ・総会 と懇 親会・和 倉温泉 美湾荘
・・・・九月二八日㈮㈮㈮㈮一八時四五分…金沢市民劇場例会「白

・・・・一一月二三日㈭㈭㈭㈭ 二~五日㈰㈰㈰㈰…二〇一二年日本平和大

・・・・一二月九日㈰㈰㈰㈰一〇時～ＮＰＯ法人 「はだしのゲン」

・・・・一二月六日㈭㈭㈭㈭一二時半…核廃絶署名行動・Ｍザ前

〇万ｋｗ、合計で六三〇万ｋｗを発電できる（以上、

ち一九〇万ｋｗ、火力一〇基をフル運転すれば四四

で対応した。北陸電力は水力発電所を一二八ヶ所持

に対して五七五万ｋｗの供給力 （予備率九・二％）

を寄贈する会設立総会・ＤＶＤ上映「はだしのゲン

九月八日付中日）。北陸電力は「原発再稼働は必要」

乗り切れる計算だ。今後の省エネルギー社会や資源

というが、再生可能エネルギーを全く含まなくても

が見たヒロシマ」（予定）

会ＩＮ東 京

バラの祈 り」劇 団民芸 ・野 々市文化 会館フ ォルテ
・・・・九月二九日㈯～一一一一〇〇〇〇月五日㈮㈮㈮㈮…映画 「道―白磁の人
―」シネ モンド ・上映 時間 は新聞参 照
・・・・九月三〇〇〇〇日日日日㈰㈰㈰㈰一四時半…金沢市民劇場例会「白バラ
の祈り」 劇団民 芸・金 沢文 化ホール
・・・・九月三〇〇〇〇日日日日㈰㈰㈰㈰一〇時…健生クリニック健康まつり
・・・・一一一一〇〇〇〇月六日㈯㈯㈯㈯一〇時…むぎわらぼうし例会・ＤＶＤ
上映 「内部被曝を生きぬく」四高記念館

◎核戦争を防止する石川医師の会（以下、反核医師

や原発は意識的になくさねばならない。未来のため

って、ますます原発の必要のない時代になろう。い

エ ネルギ ー庁 のいう 新エネ ルギー の導 入促進 によ

かったか～原子炉検査の現場から～講師：藤原節夫

の会）が野々市市教育委員会に依頼した小中学校で

に。（ま）

《《《《編集室より》》》》

元原子力安全基盤機構検査業務部／「原子力ドンキ

の「はだしのゲン」の所蔵状況と寄贈希望の調査結

・・・・一一一一〇〇〇〇月六日㈯㈯㈯㈯一三時一五分…福島事故は何故防げな

ホーテ」著者・近江町いちば館四階・日本科学者会

果がまとまった。野々市市（小学校五校、中学校二
校）では全校が 「はだしのゲン」を所蔵しており、

議石川支 部
・・・・一一一一〇〇〇〇月九日㈫㈫㈫㈫一二時半…核廃絶署名行動・Ｍザ前
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