

 
   

 !"#$%& !



 !

  
 !"#$ %&
'()*+,-../01234#$ 5
67689:;'<=>?@ ABCDEF
GHIJ7KLMN OPQR
STU VWXYZ[\S]S^_
`a3 b c 7defghijNkl
mnRo pqrstI[I cuvwR
xyz{|4'}~7a ^R
/o O
TS
o7o1./
oR4 Ig4v G
zQ
¡¢£^R ¤¥a¦
§¨oY4. O©ª3«¬ST¨
Iu®7¯m^/°°±4
¤¥^23T²³´|4T
aµ4
7¶·¸¹º»¼>=
½¾¿À7ÁÂm ÃÄuIYÅ Æ
Ç7ÈÉ7Êa±4½¾ ËÌÍÎÏ
Ð7ÑÒ¾oÓ)ÔÕÖÅoµ×
Ø7ÙQ oÔÕ ÚÛm°^I/Ü
ÝÞßà012á7ÎÏm°^IÅo
R4 T7½¾âoY4.ãRIä
TÅoR4 å æ7ç¹7OPèéaê|
z
{
H
|

' ()*+,-./012345678
' 9:F

½¾a\|47
!ïRR"óÎ¸#
7$%&I '7í7½¾J7(§)µ*ÅoÁ
Â7+m ,-7.®'/0Åo2¨ v 1
z

4ëØ^ìíîïWI4ÎÏÐ7ðño
ÎÏòóIôµõ4ö÷ø¢ ½mÎ
ÏùEú3¨1ãR'ûü34 ý'þ
ÿQHàQ ía  u.HYÅãR 
+
7ôµ2ãRouô
.à-7ãRm^ÅoR4 T7í
a'aµ4
SÁÂ
ÐI T
'æmØµ^TQÅ
ÁÂJ ÎÏùIîïWI¨1
P2a3 o7Iñ| O©
'þÿQHàQ Ïm)[^a
7¯±X]SvAz

9:;;<=>?

GHIJKLMNO>?=PQ3R

' MNOUVWXYZ[\]^_`abXc bd
' ^_klm

nokpqEr3

ef

s=tuvkwx

}
1

ghi

@

ABCD3E

@

SBTD3E

@

jBFD3E
@

yD3E

９・１１郡山集会の発言（要旨）
絶対反対で郡工の団結を守り抜く！

私は郡工の仲間と毎日胸が締め付けられる思

橋本光一さん

いをしながら議論を重ねてきました。お互いに

（国労郡山工場支部）

です。国鉄分割・民営化を思い出しました。「自

７月１日、安倍政権は

分の首を守るために仲間を裏切るのか」という

集団的自衛権行使容認を

議論がありました。４党合意のときも、４・９

閣議決定しました。国鉄

政治和解のときも、強制出向攻撃のときも、激

分割・民営化当時、中曽

しい議論をし、最後は同じ方向を向いて歩いて

根首相が「国労をつぶせば総評がつぶれる」
「労

きた４０人です。

働組合をつぶして立派な憲法を床の間に安置す

●外注化反対の思いは同じ

る」と言ったとおりに進んでいます。戦争阻止

今日の集会は、支部主催の集会でなくて本当

のためには、労働組合がもっと強くなることが

に残念ですが、国労組合員は本当に揺れ動いて

必要です。

います。国労以外の労働者もこの集会を本当に
支持してくれています。なによりＪＲ会社がび

日本中に吹き荒れる民営化・外注化で利益の
みを追い求めた結果が福島原発事故、ＪＲ北海

びっています。わざわざ今日の対策のために、

道の安全崩壊です。ＪＲは、１０月１日に郡山

仙台支社が郡工の総務課に指導に入っていると

総合車両センターの一部を外注化しようとして

聞いています。
これは郡工だけの闘いでは止まらない。安倍・

います。
国労の全国大会において、名称変更や企業別

葛西を倒す国家との闘いだ。動労千葉や動労水

組合にむけての組織改編案が出されました。分

戸のようにたたかうことが勝利の道です。外注

割・民営化から２７年、もう少しで国労の息の

化も強行後に矛盾が深まる。分割・民営化以降

根を止められると思っていた矢先、郡山に火が

も郡工支部の団結が続いているのは、みな誇り

ついたら全国に飛び火してしまう、なんとして

高い労働者だからです。外注されてもなくなり

もそれは阻止せねばという強い意志が働いてい

ません。９・１１の闘いをやりきったとき、労

ます。労働組合をつぶそうとするのは、労働者

働者全体に伝播し、階級の中核が郡工のなかに

は必ず立ち上がることを知っているからです。

生まれるはずです。

これは国労を組合員の手に取り戻す闘いです。

郡工の労働者も、３・１１を生き抜いてきま

世界情勢を見れば、戦争か革命かが問われて

した。すり抜けてきた者は団結できません。放

いる時代。階級分岐と党派選択が始まっていま

射線に声をあげると仕事がなくなってしまう、

す。太平洋戦争の過程、共産党がつぶされ、日

そういう分断攻撃に対して、闘ってきたのが郡

本の労働組合も産業報国会化し戦争に加担して

工の労働者です。

いきました。戦前と違うのは私たち階級的労働

私たちに自分の思いを重ねている人が全国に

運動派がいるということです。職場で闘う労働

たくさんいます。郡工の労働者と原発労働者と

組合があっては、戦争は絶対にできません。

共同診療所が結びついたら本当にすごいことに
なります。

郡山工場では、外注化反対を貫き、会社の計

まわりがどうかじゃなく「外注化は絶対に許

画を数年間遅らせ、強制出向をとめてきました。
被ばく列車Ｋ５４４に対しては、通常作業をし

さない」という自分の気持ちにたっていないと

ろというＪＲに対し、防護服着用と作業から青

青年の心に届きません。今主導権を握っている

年を外すことを認めさせ、青年や外注会社労働

のは私たちです。絶対反対で郡工の団結を守り

者との交流も勝ち取ってきました。

抜きます。
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必ず労働者は立ちあがる！
辻川慎一さん

署名を集めることができました。私たちも郡山
工場に続くべく闘いますので、ともにがんばり
ましょう。

（動労水戸副委員長）
今日ストライキで駆けつ

すべての怒りを 11･2 労働者集会へ！
田中康宏さん

けています。外注化との闘
いは動労水戸・動労千葉だ

（動労千葉委員長）
国労本部が外

けでなんとかなる問題では
ありません。ＪＲ東海の葛西と安倍首相が結託

注化協定を締結

して集団的自衛権の閣議決定をし、労働者・農

するだけではな

民の子どもたちを平然と戦場に送れる連中が外

くて、労働組合を
解散して会社ごとに割ろうという状況の中で、

注化を推し進めている。
２０代の７５％は失業か非正規。労災事故死

一支部が外注化絶対反対を掲げることは大変な

でも外注会社の労働者が殺されている。外注化

ことだったと思います。にもかかわらず、国労

を１ミリでも許したらどうなるか。福島第一原

の幹部たちは闘いの中止を命じてきました。今

発では三重、四重下請け、何がどうなっている

日この場には来ていない国労郡山工場支部の仲

かわからない。危険手当はどっかに消え去る。

間たちは、
引き裂かれる思いでいると思います。

病気になったら解雇、事故があればその会社と

すべてはこれからです。僕らも、たとえば三

の契約をやめる。ＪＲの外注化は、今我々がた

里塚のジェット燃料阻止闘争に立ち上がった時

たかわなかったら、
さらに決定的な状態になる。

に、首をかけて闘いを始めたら、それを中止し

職場では日々外注化への怒りは高まってい

なければ統制処分だと弾圧してきたのは当時の

る。必ず労働者は立ち上がる。郡山工場の、と

動労本部でした。だけど僕らは絶望しなかった。

りわけ青年に私たちの火を燃え移らせる闘い

これを断固として闘いぬいて、統制処分が来て、

だ。我々は労働者階級だと伝えましょう。

僕らは動労千葉を結成しました。そこから、分
割・民営化と闘える体制ができたんです。

動労総連合を９・１１を突破口にして全国に

この外注化という攻撃が未来を奪うのは、何

作り上げる。みなさんの最先頭で組合員とがん
ばります。

よりも青年たちです。
彼らはみんな見ています。

新宿駅も郡山につづく！

このままいったら働く職場がなくなるんだよ。
強制出向、下請会社に転籍ですよ。仲間たちの

国労新橋支部
新宿駅分会の仲間

外注化反対の気持ちは絶対変わりません。半分
以上はおそらく下請けの労働者たちです。僕ら
は外注化反対闘争をやって、５月２日のストラ

東京駅では、１００
人以上の仕事が新幹線の改札と出札で外注化さ

イキをきっかけにして、３名のＣＴＳという下

れ、
７０人規模で現職が強制出向されています。

請け会社の仲間たちが結集してくれました。

新宿でも２０人ほどが外注化され、エルダー含

一番大事なことは、資本が外注化反対闘争を

めて全員が現職およびエルダーでやっている職

つぶしにくるのは当たり前、しかし実際につぶ

場があります。そういう外注化を許してしまっ

しているのは、その手先になった労働組合なん

たということもありまして、ぜひ郡山とともに

です。ここが変わったらすべては変わるんです。

新宿も続くということで、分会で執行委員会に

現場から闘う労働組合をつくり直す新しい一歩

かけまして、分会長以下賛同を得て、檄布の寄

が今日始まった。声は届いています。今日集まっ

せ書きを持ってきました。新宿でこういう運動

たすべての産業、すべての職場で声を上げて、

はほとんどやっていませんが、今回初めて私の

その怒りをすべて１１・２労働者集会に結集さ

思い、国労の思いが通じ、たくさんの労働者の

せてください。ありがとうございました。
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ਸ਼ڱऴऎखऽુ൧ਚਾઔভ
９月７日午後に福島市駅
前の「コラッセふくしま」
で、第５回「ふくしま共同
診療所」報告会が開かれた。
１３０人が集まり、真剣に
聞き入り、議論を交わした。
□松江院長、平岩医師、
布施医師から診療報告
まず、共同診療所の３人
の医師から診療報告が行われた。

を受けた３５８人のうち、潜在性慢性甲状腺炎・

松江寛人院長からは「甲状

疑いが 48 人、13・４％にも上った。福島県の

腺エコー検査から見えてきた

第２次検査での血液検査結果との比較も行われ

もの」と題した報告。松江院

た。エコー検査だけでなく血液検査も行い、政

長は、12 年 12 月の開院以来、

府・県による血液検査での隠蔽や言い逃れを許

共同診療所が６人の医師によ

さない共同診療所の姿勢を強く示した。

り、全国からの寄付で支えら

さらに布施幸彦医師から「県民健康調査を批

れて発展していることを誇り

判する」「仮設住宅訪問」の

と自負に満ちて語り、冒頭から参加者の心を一

報 告 が あ っ た。 ８ 月 24 日

つにした。そして、開院から今年３月までに来

の検討委発表では、疑いを

院し甲状腺エコー検査を受けた９００人につい

含め甲状腺がんが１０４人

て、初めて検査結果の分析を示した。

にもなった。「本格検査」で
はＢ判定が 46 人も出てい

18 歳以下ではなんらかの異常があるのは、
60％と非常に高い。小さなのう胞がたくさん

るのに、「予備検査」での判定は公表されてお

ある「蜂の巣状」は 18 歳以下の 11％にも及

らず、ＡからＢに変化したのなら大問題。中通

んでおり、明らかに異常。兄弟姉妹の検査を受

りに近い会津東側を高汚染地区に入れて悪性な

けた１６８人のうち 75 人（45％）もが「共に

いし悪性疑いを見ると、東側で９人、西側で０

異常あり」となっている。だから「半年に１回

人と、県内でも発症率には明らかな地域差があ

は必ず検査をしなければならない。共同診療所

る。その上で、福島は全県が高汚染地域で、ど

は責任を持ってやっていきたい」と強調し、
「甲

こでも甲状腺がんが発生しうる。さらには北は

状腺のみならず全身の健康障害のチェックと長

宮城、南は群馬・栃木・茨城・千葉の地域でも

期的な健康管理」を課題として上げた。

小児甲状腺がんの増加が懸念される。だから
「全
国で小児の甲状腺エコーを行うべきだ」と力を

続いて、平岩章好医師から

こめた。

「血中甲状腺ホルモン値につ

また、仮設住宅で月２回のペースで健康相談

いて」という報告があった。
甲状腺の血液検査を６項目で

をしており、布施医師が常勤となって、相談会

行い、甲状腺炎や機能低下を

前に戸別訪問するなど、仮設住宅の被災者に寄

調べるもの。６月末までに共

りそう取り組みを強めている。最後に、半年に

同診療所で甲状腺の血液検査

１回の甲状腺エコー検査、非がん性疾患の早期
4

発見・治療、被曝労働に従事する労働者の健康

し、「小さな力でも連帯し、私は連帯という言

を守る取り組み、甲状腺がん急増という危機的

葉が好きですが、つながっていけば、安倍政権

事態に対する県内外の医療関係者の協力の呼び

に反対できる」と結んだ。

かけ、避難・保養の要求と支援、など共同診療
□質疑・応答で今後の課題も議論

所の考えをまとめて提起した。

それまでの全発言を受けて質疑・応答が行わ
□崎山医師が「放射線によ

れた。最初に福島第一原発で働いたことがあり

る老化」で講演

現在は除染労働者である男性が、自身の被曝状
況を発言した。布施医師は、
「健康で働きたい、

昨年に引き続き崎山比早
子医師（高木学校）から、
「非

という除染労働者などの健康と生活を守るため

がん性放射能障害について

に共に闘う」と強調した。崎山医師は「必要な

──老化の促進に関連して」

所は除染すべきだが、高汚染地域は除染は必要

という講演が行われた。①

なのか疑問に思う。せっかく避難してきている

まず、危険きわまりない福島原発事故現場がリ

人たちを帰そうとする。ちゃんと避難して生活

アルに暴かれた。とくに事故現場に残された放

できる所を作るべき」と語気を強めると、大き

射能量は、事故時に放出された量の約８００倍

な拍手が沸いた。
女性から「年間の外部被曝線量は本当はゼロ

にも上る。
②被曝によるがん以外の疾患は無視されてき

がいいのだろうが、実際にはどこまで許される

た。老化の研究は進んでおり、そこから放射線

のか」という趣旨の質問。これには崎山医師が

の影響を知ることができる。特に動脈の内側の

「法定限度の１㍉だって１万人に１人はがんに

細胞である動脈内皮細胞が老化すると、動脈硬

なる。11 年９月の国際会議でＩＣＲＰのゴン

化が起こる。その老化の原因は加齢だけとは限

ザレス副委員長は『１㍉には科学的根拠がなく、

らず、放射線が老化を促進する。

社会的に決めた』と言った。チェルノブイリ法

③細胞には寿命があり、一定回数分裂すると

では、妊婦と子どもは０・５㍉で避難の権利と

分裂能力を失い、老化する。分裂できなくなる

している。特に内部被曝量はだんだんたまって

のは具体的には、1) 染色体の末端であるテロ

いく」と基本的考えを強調した。

メアの長さが短くなるから。2) ＤＮＡ損傷が

また、質疑応答で、県立医大も２〜３歳以下

蓄積し、修復不能となる場合。間違えた修復で

は細胞診はやっていないのではないか、という

は変異が起きてがんの原因となるが、修復不能

議論となった。松江院長が「がん以外のことで、

は老化につながる。3) 細胞内のミトコンドリ

どういう診療所にしていけばいいのか、と考え

アはそれ自身がリング状のＤＮＡを持っている

ている」と提起し、崎山医師から助言もあった。

が、その変異蓄積が老化を起こす。

終了後、同会場で個別の健康相談が行われた。
会場後方には各地の今夏の保養報告が展示され

共同診療所の医師も「聞いたことがない」と

た。

いうような専門用語が出てきたが、放射線がこ

今回の報告会は、政府・県が「過剰診断」な

の３つを引き起こすことにより細胞の老化を促

どと言って健康検査そのものをやめさせようと

進させるとまとめられた。
結論は「放射線が非がん性疾患を引き起こす

狙っている中で、共同診療所の位置と役割がま

科学的根拠はある。それがないとされるのは、

すます重要になっていることを示すものとなっ

政治的経済的評価がなされているから。科学的

た。その内容の画期性もさることながら、社会

根拠に基づいて人権の視点からの評価が必要

的な注目、スタッフの精力的動き、各地の保養

である。そうして原発のない社会につなげる」。

に行った福島のお母さんの参加が印象深かっ

最後に 12 年７月の代々木公園集会の写真を示

た。
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保養のおたよりその２

───── 2014 夏
また、「食の安全はこの資本主義の中ですべ

おいしい米・野菜と川遊び

て奪われている」とも。安芸太田の空に轟く米
軍戦闘機の低空飛行訓練の轟音を聞いて「ああ

安芸太田保養支援グループ
（大江厚子）
・ＮＡＺＥＮヒロシマ

いうもの、全部いらない」と。

安芸太田保養支援グループとＮＡＺＥＮヒロ

保養支援を終えて以前にも増して考えること

シマは、今年初めて「福島原発事故の被ばくか

は、保養に来られた人がふくしま共同診療所と

ら遠ざかる “ 親子で保養 ”」に、広島市から北

つながって日常的に体調をチェックすること、

西 60㌔㍍の過疎中間山地である安芸太田町で

そして情報交換の場でありさらには避難・保養・

取り組みました。空き家を３軒用意して、生活

医療の権利要求の運動体として保養・避難の経

用品や地元の食材を整え、そこで被ばくに脅か

験者・関係者の組織を作ることが必要だという

されることのない本来の普通の生活を送っても

こ と で す。

らう支援です。安芸太田の仲間や住民、労組や

一人ひとり

全国の支援者の協力をいただいて、７月 20 日

の言葉を聞

から８月 18 日までの期間７家族（大人９名、

きっぱなし

中高生８名、幼児５名）がおのおの平均１週間

にはできな

の保養をされました。

い！と思い

子どもたちは、プールで泳いだり川遊びをし

ます。

たり、走り回り、思うぞんぶん泥遊びを楽しん

新たな試み３つ取り組む
福島医大での検診の実状

でいました。また地元の人たちとの食事会、お
好み焼会、お話を聞く会も持ちました。精力的
に安芸太田を見て回った福島のお父さんは「次

福島の親子とともに・平塚（文責 小嶋倫子）

は、私が保養に来た人を案内しますよ」と言っ

（１）新たな試み。７回目となる今年の夏休

てみんなを笑わせて下さいました。

み保養受け入れは、今まで参加された家族に呼

放射線被害から遠ざかり、子どもを自然の中

び掛けて実現した６月末の現地交流会を踏まえ

で不安なく制限することなく遊ばせることので

てスタートした。新たな試みの第１は、今まで

きる開放感やまわりの保養への理解に安心し

の借家の一軒家から、同時にリピーター家族な

て、
元気に楽しそうに過ごしておられましたが、

ど複数家族を受け入れられる宿泊場所をもう一

時に心の中にある福島での生活の不安を話され

軒確保した。第２は、「お客さんではないので

ます。
「子どもたちはこのように元気そうにし

自分でできることはしたい」というお母さんの

ていますが、本当はあまり元気ではないんです

申し出もあり、食事を自炊したり、交通手段を

よ。私（母親）も心臓の調子が良くないです」

新幹線から高速バスに切り替えたり、食材を自

「うちは３年半たってもまだ除染がされてない

己負担にするなどした。第３は、スタッフの尽

です。今さらですよね」
「避難が難しいから保

力により自分たちで畑を借りて夏野菜などを栽

養は本当に必要」
。

培し、保養家族が来た時に収穫・調理しながら

事故当初のことについては、
「食べ物もガソ

食育体験ができるようにした。

リンも何もなかった」
「インフラの仕事だった

（２）フクシマは語る。今回見えた家族の皆

からずっと修復作業にあたっていた」
「子ども

さんとスタッフ・ボランティアとの交流会でも、

たちにヨウ素剤を飲ませればよかったのかと後

福島の現状の様々な切り口を突き付けられた。

悔している」
「チェルノブイリを思ってすぐ自

第１陣の家族は「浪江町の強制避難させられた

主的に避難した」
。

人々は働くとその分補償金が減らされるので働
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く意欲をそがれ、補償金浸りの生活をしている」

ミやカリンの木、花筏やせっけんの実など、自

と語る。補償とは、失った本来の生活を取り戻

然の中にある当たり前の豊かさを、取り返して

すためのものではなかったか。第２陣の家族は

いくようでした。

福島医大で受けた子どもの検診について話して

印象的だったのはバーベキュー場でのママた

くれた。
「検診を受けるために色々なことを承

ちとの対話。子どもたちは、誰が言い出したわ

諾させられた。
『異常あり』になったとしても心

けでもなく、そこにある砂利と土で「富士山と

配ないと、繰り返し聞かされた。アンケートに

忍野八海つくろうぜ！」と、拾った竹で作った

何でも書いて下さいと言われたのでびっしり書

スコップ、ペットボトルで汲んできた湧き水で、

いたら、
『お母さんは心配し過ぎ、うつ病のよう。

みんな思いっきり泥んこになりながら遊んでい

子どもに悪影響を与えるので相談に来て』と言

ました。缶ビールで乾杯していたママたち、泥

うので『結構です！』と断った」と。第３陣の

まみれの我が子を見ながら「ほんと、こんな風

２家族の人たちは「目に見えない放射能を目に

に遊んでてほしいだけなのにね」と涙が滲んで

見える形にして明らかにしていこう」と自分の

いました。

周りの放射能測定（マップ作り）をしている。

「保養弱者」という言葉があるそうです。ひ

（３）これからの展望。私たちのところに保

とり親家庭や労働環境で、保養に行く意志は

養に来た家族が、ＮＡＺＥＮに連なる千葉や東

あっても行けない、当然、避難したくてもでき

京の保養先に参加しているという話が聞かれる

ない。保養のために有休がとれても、自分が休

ようになったのは嬉しい。ＮＡＺＥＮの考えを

む分、保養に行けない同僚に申し訳ない気持ち

早急に押し付けることなく、福島の家族たちと

がある。色んな「保養」に参加したけれど、こ

の地道な保養受け入れ活動を積み上げながら、

こまで切実な想いで来ているのではない方が多

ふくしま共同診療所を核にしてつながってい

かったり、ほかのおうちはパパがいたり、逆に

く。そして「自分たちも声を上げなければ」と

疎外感や不安が増してしまったり。こういう話

いう福島の親たちと連帯し原発廃止や戦争反対

をできるっていうこと、考え方が同じなんだと

に向けて一緒に行動できたらと思っています。

安心して過ごせるのが何よりも保養になる、と。
福島で母として生き闘い、日々葛藤するママ
たちの残酷な現実を、共にすることができてい
るだろうか、と突きつけられました。ＮＡＺＥ
Ｎの原点、「福島と共に闘い、生きること」。だ
からこそ反戦・反核・全原発即時廃炉だという
ことに、常
に立ち戻ら
なければ。

北富士で思いきり砂遊び
福島の母の葛藤を共に

厳しさと豊
かさのぎっ

ＮＡＺＥＮ東京（富田翔子）

しり詰まっ
た保養でし

２年目の北富士保養、今年は福島から５家族

た。

をお迎えして、事故もなく、天候にも恵まれた
２泊３日でした。子どもの参加者数が昨年の３

（詳しくは

倍！

「富士山の

川辺の散策も、水遊びも、バーベキュー、

絵画教室、
ほうとう作り体験でも、はちゃめちゃ

ふもとで夏

に元気な彼ら。新たなスタッフの方が植物など

休み」報告

にとても詳しく、川辺の散歩も深まって、クル

集にて）
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東京
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川内原発再稼働するな！
フクシマを忘れない！

鹿児島

９・23 さようなら原発
全国大集会

ストップ川内原発再稼働！

９・28 全国集会

9 月 23 日（火・祝日）
場所

9 月 28 日（日）

東京・亀戸中央公園

場所
公園

（デング熱問題により代々木公園から会場変更！
予防のため防虫スプレーや長袖などの対策を

（鹿児島市千日町 9-30

お願いします）

天文館電

停近く）

11：00

ブース開店

12：20

オープニングライブ

13：00

トークライブ

14：30

デモ出発

主催

鹿児島市・天文館

13：00 〜 14：30

集会

14：30 〜 16：30

デモ

主催

ストップ再稼働！ 3.11 鹿児島集会実行委員会

さようなら原発 1000 万人アクション

ਨ୕৳ുভੑਾઔ
世界の労働者と団結し、戦争と民営化の道を許すな！

・収入

くりこし

21.939

今こそ闘う労働組合を全国の職場に！

カンパ

988.686

11・2 全国労働者総決起集会

参加費

105.200

収入計

1.115.825

交通費

287.578

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

宿泊＋食費

369.700

全国金属機械労働組合港合同／国鉄千葉動力車労働組合

諸経費

101.528

支出計

758.806

11 月 2 日（日）正午
東京・日比谷野外音楽堂
呼びかけ

・支出

・残高

357.019

１００万円を超える暖かいカンパの
おかげで、充実した保養をおこなうこ
とができました。ありがとうございま
す。来年のために引き続きご支援よろ
しくお願いします。 （会計

ＮＡＺＥＮの活動をぜひ年会費で支えて下さい。毎月
の通信を発送致します。年会費は、個人一口 2000 円、
団体一口 3000 円です。半額ずつ各地のＮＡＺＥＮと全
国財政として使わせていただきます。会計年度は 1 月 1
日〜 12 月 31 日です。皆さんのご協力をお願いします。
振替口座

診療所基金はこちら

郵便局

◇◆◇

口座番号

00120-8-763817

加入者名

すべての原発いますぐなくそう！全国会議

★郵便振込口座 02200-8-126405
福島診療所建設基金
★銀行口座
福島銀行

本店（110）普通
代表

1252841
渡辺

★ＰａｙＰａｌでのお振り込み
〇一九店

0763817

※振り込みの際は、
「年会費○人、○団体分」

アカウント
clinicfukushima@yahoo.jp
渡辺馨（福島診療所建設委員会）

「保養カンパ」などお書き下さい
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◇◆◇

福島診療所建設委員会の口座へ

福島診療所建設基金

◇◆◇

銀行口座からの振込の場合

◇◆◇

小林）

馨

