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ᱩணǛșǾॸ 団結した力で世の中変えたい！福島大生の訴え

4¦22 ڥہᱩண⒆ؕç
 Ȉ
樋口正太郎（福島大学４年）

福島第一原発事故から間もなく 4 年が経と
うとしています。

また高くなってしまうこと

◆帰還の強制は許せない！

を皆理解しているのです。
原発事故以降、福島に

4 年目の 3・11 を目の前にして、福島圧殺
がより一層進められようとしています。中でも、

はあらゆる攻撃がかけら

帰還を強制することによって原発事故をなかっ

れてきました。

たことにしようとする動きが激しくなっていま

福島の子どもを対象に

す。昨年、多くの反対を押し切ってＪＲ常磐線

行われている小児甲状腺

が楢葉町にある竜田駅まで延伸されました。Ｊ

ガンの検査において、こ

Ｒは「福島の復興を促進するため」などと言っ

れまでに疑いも含めて

ていましたが、電車を利用する人はほとんどお

100 人を超える子どもから甲状腺ガンが見つ

らず、とても復興が進んでいるようには見えま

かっています。それにもかかわらず、検査を担っ

せん。

ている福島「県民健康調査」検討委員会は一貫

◆国道６号線から常磐道まで全面開通の暴挙

して「甲状腺ガンの増加は原発事故とは関係な

福島大学を闊歩する樋口君

また、原発のすぐそばを通る国道 6 号線が

い」という主張を続けています。「原発事故が

開通されました。しかしその道路を通行できる

起こっても健康に悪影響が出ることはない。だ

のは自動車だけ。バイクで通ってはいけない、

から原発を再稼働しても問題はない」と国の原

止まってもいけない、窓を開けてもいけない。

発再稼働政策に加担しています。

脇道にはバリケードを張り、
「不要不急の通行

◆安倍政権を打倒する時が来ている！

はするな」という注意喚起。6 号線が線量の高

また、
「汚染水はコントロールされている」
「福

い場所であり本来なら人が通っていい場所では

島での健康被害はこれまでもなかったしこれか

ないことは、政府もよく分かっているのです。

らもない」という嘘を並べての東京へのオリン
ピック招致は、福島圧殺の最たるものでした。

そして今年の 3 月 1 日には常磐自動車道の

そして自民党・石原伸晃の「最後は金目でしょ」

前倒し全面開通が行われようとしています。

発言は、福島の怒りを踏みにじった、安倍政権

これらはすべて、原発事故をなかったことに

の本音を表した一言でした。さらに安倍政権は

しようとする福島圧殺に他なりません。
「事故は収束した。除染で線量は大きく減少

秘密保護法制定や集団的自衛権行使容認をもっ

した。福島はもう安全だ。だから早く帰れ。帰

て、戦争をまた行おうとしています。戦争・原

らないと補償を打ち切るぞ」。

発の安倍政権を打倒する時が来ています。
3 月 11 日、
郡山で
「3・11 反原発福島行動 ʻ15」

今このような帰還強制攻撃が避難者へ襲いか
かっています。しかし元の地域に帰りたいと考

をおこないます。私は今年、この集会の呼びか

えている人はほと

け人となりました。福島の学生が反原発の闘い

んどいません。事

に立ち上がってほしいと思ったからです。これ

故がまだ収束して

に全国の闘う労働者・学生の皆さんに結集して

いないこと、除染

いただきたいと思います。団結した民衆の力で
世の中を変えましょう。
しょ
ょう。

で一時的に線量が
下がってもすぐに

⚟Ꮫෆ㞟

10・16 反戦集会 in 福大
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ＮＡＺＥＮ杉並

北島邦彦

し た。 中 間 的 政

●安倍打倒の１万７千の決起

治勢力のあいま

NAZEN 発起人・鈴木達夫弁護士を推し立て
て闘った昨年末の衆議院選挙では、１万７千票

いさ、無責任さ、

獲得の大勝利を実現できました。全国で闘う

いいかげんさ…

NAZEN のみなさん、とりわけ呼びかけ人・椎

これらが露呈し、

名千恵子さんをはじめ、大挙して東京・杉並に

政治闘争の現場

駆けつけて支援をしてくださった NAZEN フク

から一掃されま

シマのみなさんに、NAZEN 杉並を代表して心

し た。 山 本 太 郎

より御礼申しあげます。

参議院議員は民

「金目発言」の石原を弾劾する NAZEN
フクシマの仲間（杉並区阿佐ヶ谷）

この勝利は、杉並をはじめ全国・全世界の労

主党候補支援行動を呼びかけましたが、杉並に

働者人民の闘いに、限りない激励とエネルギー

おいてもまったく影響力を発揮することはあり

を発信することができました。
「選挙に勝って

ませんでした。また、あらゆることを「ルール

も安倍は追い詰められている！」「安倍の戦争

づくり」
（議会での法令制定）に流し込もうと

政治は許さない！」「福島の怒りとともに、原

する日本共産党は、現場における労働者の団結

発再稼働を阻み、すべての原発を廃炉へ！」。

と闘いにまったく信頼を置いていません。「残

労働者民衆の明るく朗らかな想いと、新たな闘

業を年間 360 時間（！）以内とする」
「月 80

いの決意が街頭・地域・職場に響いています。

時間（！）以上の残業を可能にする３６協定の

街宣隊に結

特別条項の廃止」などと主張し、現場労働者の

集した学生た

怒りとはまったく無縁の存在であることを明ら

ち、 地 域 の 支

かにしています。

持者や選挙ボ

●杉並区議会議員選挙は大決戦だ！
いよいよ本年４月には、統一地方選挙＝杉並

ランティアの

区議会議員選挙を迎えます。衆議院選闘争が切

人たちの団結が、商店街で訴える鈴木候補と NAZEN 杉
この勝利を切り

並（杉並区西荻）

り開いた地平を断固として継承・発展させ、政

開きました。１月からの通常国会は、
「安保・

治権力を争う決戦としてやりぬきます。統一

改憲―戦争国会」となります。川内原発再稼働

地方選はその決着が問われる闘いになりまし

阻止現地闘争から、１５春闘、３・１１福島、

た。すべての政党・議員が民主党・田中区長に

杉並区議選、沖縄……と続く今年前半期を闘い

抱き込まれ、まったく腐敗し無力化した杉並区

ぬきましょう！

議会を根底から粉砕するために、攻めて、攻め

●大党派闘争で多くを学んだ

て、攻めぬいて勝利しましょう！そのなかで

今回の衆議院選闘争では、政治権力をめぐる

NAZEN 杉 並 の 組 織

大党派闘争を貫徹しきりました。安倍―石原の

強化・拡大と、杉並

自民党政治に対する根底的批判・弾劾にとどま

における反原発闘争

らず、民主党をはじめとする中間的政治勢力が

の再構築をめざしま

掲げる「野党共闘」の虚構を暴き、日本共産

す。勝利に向けてと

党の反労働者性をも徹底的に暴露し尽くしま

もに闘いましょう！
7

५ॣ४গشঝ
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』練馬上映会
■神奈川・東電デモ第 41 弾！
と き ２月 9 日（月）① 15：00 〜② 19:00 〜（各
と き １月 23 日（金）18:00 〜ＪＲ桜木町駅前リレー
上映後に椎名千恵子さんのお話あり）
アピール 19:00 〜デモ出発
ところ 大泉学園ゆめりあホール（東京都練馬区東大泉 1-29-1）
神奈川・東電デモ実行委員会 nonukes.kanagawa.todendemo@gmail.com
連絡先 NAZEN いけぶくろ nazenikebukuro-2014@yahoo.co.jp
■ストップ川内原発再稼働！１・25 緊急全国集会
■２・１１ＮＡＺＥＮヒロシマ集会
と き 1 月 25 日（日）13 時〜集会、14:30 〜デモ
と き ２月 11 日 ( 水・休 )12 時開場
ところ 天文館公園（鹿児島市千日前町９番 30）
第１部 『Ａ２−Ｂ−Ｃ』上映会 12：30 〜
主催 ストップ再稼働！3 ･11 鹿児島集会実行委 099-248-5455
第２部 杉井吉彦さんからの報告 14：00 〜
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』八王子上映会
ところ アステールプラザ大会議室（広島市中区加古町 4-17）
と き １月 25 日（日）① 15：00 〜② 18：30 〜（①
主催 ＮＡＺＥＮヒロシマ 082-221-7631
上映後にふくしま共同診療所･平岩章良医師の講演あり）
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』横浜上映会
ところ 八王子クリエイトホール（東京都八王子市東町5番 6 号 ）
と き ２月 11 日（水・休）13：00 〜
連絡先 NAZEN 吉祥寺 nazenkichijoji-nakichi@yahoo.co.jp
ところ 横浜市ちぇるる野毛３階・野毛地区センター
■品川・ふくしま共同診療所報告会
神奈川・東電デモ実行委員会 nonukes.kanagawa.todendemo@gmail.com
と き １月 25 日（日）13：00 〜
■ＮＡＺＥＮナガサキ結成３周年集会
ところ 入新井集会室（東京都大田区大森北一丁目10番14 号）
と き ２月 22 日（日）13:30 〜
報 告 杉井吉彦さん（ふくしま共同診療所医師）
ところ 長崎市立図書館多目的ホール
連絡先 03-3778-0717（なんぶユニオン）
（同会場で 10 時から映画『Ａ２−Ｂ−Ｃ』を上映）
■ＮＡＺＥＮ徳島結成３周年 3・11 ふくしまへ！反原発ＤＶＤ上映会
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』上映会ＩＮ加須（埼玉）
と き 2 月１日（日）13：30 〜 15：00
と き ３月７日（土） 14:00 〜
ところ 徳島県立総合福祉センター
ところ 加須市民プラザ５階女性・青年センター会議室
■群馬・タカキンに椎名千恵子さんが参加！
平和を考える加須市民の会（090-3312-9895 幼方）
と き ２月６日（金）18：30 〜高崎駅西口
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』新潟上映会
■映画『Ａ２- Ｂ - Ｃ』杉並上映会
３月７日（土）14：00 〜クロスパルにいがた映像ホール
と き 2 月 7日
（土）
①13:30〜②16:00〜③18:30 〜（①
３月８日（日）13：30 〜新発田市生涯学習センター研修室 1
②上映後に椎名千恵子さんのお話あり）
連絡先 NAZEN にいがた nazen-ni@email.plala.or.jp
ところ セシオン杉並･視聴覚室（杉並区梅里 1-22-32）
■３・８被曝医療福島シンポジウム
主催 もくれんの家（03-3336-5367）
と き 3 月 8 日（日）13 時より
■ＮＡＺＥＮ東京・ふくしま共同診療所報告会
ところ 福島グリーンパレス・瑞光の間（福島市太田町 13-53）
と き ２月８日（日）13:30 〜（終了後健康相談会あり）
パネリスト 崎山比早子／金益重（韓国反核医師の会）
ところ 浜町区民館（東京都中央区日本橋浜町 3-37-1）
／山田真／布施幸彦（ふくしま共同診療所院長）
報 告 杉井吉彦さん（ふくしま共同診療所医師）
お問い合わせ 024-573-9335（ふくしま共同診療所）
連絡先 090-6658-1544（北島）
■被曝させるな！いわきデモ
■⿃ʀ
と き ２月８日（日）14 時〜 ＪＲいわき駅前出発
⿁⿁ڥہᱩண⒆ؕ ç

主催 ＮＡＺＥＮいわき 0246-38-7840
と き 3 月 11 日（水）
プレイベント 12 時〜 集会 13 時〜（集会後デモ行進）
ところ 郡山市民文化センター・大ホール（郡山市堤下町 1-2）
主催 ３・１１反原発福島行動実行委員会
２０１５年が始まりました。新しい会費年度と
γȜθβȜΐ́ॷ൳ఱ༡ਬಎȊ

ᐕળ⾌ᦝᣂߩ߅㗿
なりますので、年会費の更新をお願いします。

http://fukushimaaction.blog.fc2.com/
メール 3.11fukushimaaction@gmail.com

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。毎月通信を発送しま

◇◆◇ 診療所基金はこちら ◇◆◇
福島診療所建設委員会の口座へ

す。会計年度は 1 月 1 日〜 12 月 31 日です。皆

★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 1252841
福島診療所建設基金 代表 渡辺 馨
★ＰａｙＰａｌでのお振り込み
アカウント
clinicfukushima@yahoo.jp
渡辺馨（福島診療所建設委員会）

さんのご協力をお願いします。
◇◆◇ 郵便局

振替口座 ◇◆◇

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

銀行口座からの振込の場合

〇一九店

0763817

※振り込みの際は、「年会費○人、○団体分」
「保養カンパ」などお書き下さい
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