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☆国会大包囲」に合流しました。 
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6.2 NO NUKES DAYの共通ロゴマーク 

つながろうフクシマ！さようなら

で 7500 人を集めて開催

６月２日、東京・芝公園 23 号地を会場に、「

さようなら原発集会」が開催され、全国各地か

この集会は、「さようなら原発 1000 万人アクション

連絡会」と「首都圏反原発連合」の３つのグループが

として、共通のロゴマークを掲げてそれぞれの

ものの一つでした。 

集会では呼びかけ人の大江健三郎さんが「原発

ことは、福島の事故で苦しむ人たちに対する裏切

た、福島からは有機農業を営んでいた渡辺ミヨ

原発を輸出すると言うが、道を誤ってはならない

をめざしてパレードを行い、参加者の多くは首都圏反原発連合

さようなら原発 
1000 万人ニュース 

 

さようなら原発集会」 

開催される 

 

、「6.2 つながろうフクシマ！

から 7500 人が集いました。

アクション」「原発をなくす全国

つのグループが「6.2 NO NUKES DAY」

げてそれぞれの会場で集会などを企画した

原発の運転を再開するという

裏切り」と発言しました。ま

ミヨ子さんが登壇し、「政府は

ってはならない」と訴えました。 

（詳しくはＰ２～７）。 

首都圏反原発連合が主催する、「0602 反原発
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集会での発言  
落合恵子さん

 こんにちは

からスピーチを

気ですか？元気

い。心からお

南海トラフの

めとして、近

震がやってくると

アが報道しています

その巨大地震

別々に語られる

 この国は相変わらずの国策を続けています

3.11 などなかったかのように。だから

い。だから私たちは心に刻みます。防衛費

がら福祉を削りながら、事前の防災ばかり

がら原発はそのまま。原子力発電はもとより

この国を覆い尽くす原発的な体質と構造

で変わらない国なのです。福島の人々

したまま、トルコに原発を売り、さらにインドを

として海外の国々を訪れているこの国

の輸出を、私たちが容認することは決してできません

 10 万人以上の人たちが家に、故郷に

ずにいらっしゃる。そのことからも目

ぺらな“おが屑”みたいな内閣に、私

するものはありません。心からの怒りと

る許しがたい思いを込めて、ここにもう

ましょう。私たちは福島とつながります

ての原発立地の人々とつながっています

 憲法が保障している生存権と基本的人権

人々にありますか。それを奪っておいて

なことを、という気持ちがあります。

挙で苦戦をした多くの人々をいかに次

すか、このことが大きなテーマの一つだと

呼び戻すことができたら流れは確実に

去にいろんなことがあったのは知っていますが

で別れるのではなく。とにもかくにも

えて行くために、いくつかのテーマで

かく結びつくことができるはずです。 

 幼い頃に遊んだ「むすんでひらいて

ください。ネットワークという言葉を

物のニットワークに変えたりします。「

「ほどいて結ぶ」を私たちはできるはずだと

たとえば、反原発と憲法改悪阻止の２

で、もっと柔らかく結びつくことは可能

 私たちはある地方に暮らす人々に、
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さん（呼びかけ人） 

こんにちは。毎回同じ言葉

からスピーチを始めます。元

元気でいてくださ

からお願いします。 

トラフの巨大地震を初

近いうちに巨大地

がやってくると連日メディ

しています。日本は

巨大地震と原発の存在が

られる国なのです。 

けています。まるで

だから私たちは忘れな

防衛費を増やしな

ばかり呼びかけな

はもとより、です。

構造を破壊するま

人々の苦しみを放置

さらにインドを初め

国の死の商人と死

してできません。 

に帰ることができ

目を逸らし、薄っ

私たちは何も共感

りと理不尽に対す

ここにもう一度約束をし

とつながります。私たちは全

とつながっています。 

基本的人権が、福島の

っておいて、よくもそん

。まずは前回の選

次の選挙で呼び戻

つだと思います。

に変わります。過

っていますが、そこ

とにもかくにも、この時代を超

いくつかのテーマで私たちは、柔ら

 

むすんでひらいて」を思い出して

を、私は時に編み

。「結んでほどく」、

たちはできるはずだと思います。

２つのテーマだけ

可能なはずです。 

、命と安全と安心

に対する犠牲を強いたまま

ても強くあります。人があっての

願いあっての繁栄です。開発

いう名の拝金。拝金という

しの繁栄に、別れを告げていきましょう

 私は私に問いかけます。「

あろうと、私は私を売らないぞ

がありません。福島第一原発事故

峙してきた権力がほしいと

を、家族を、学校を、地域社会

に移転させることができるのに

る者たちがいるということ

縁だけではなく、私たち自身

うことです。あの人たちが

ちはもう一度痛みへの想像力

ありませんか。ありがとう。

大江健三郎

 ５

発ゼロをめざす

方が

原発事故

そして

染水

汚染

ないこと

災地

をいま

のことの必要性を思い知らされるものでありました

 同じ日の新聞ですが、電力

を申請すると報道されていました

りの記事には、原発の輸出

力協定へ乗り出していこうとする

核不拡散条約に加盟していない

してであります。 

 これは広島、長崎への裏切

再稼動の申請が、福島の原発事故

 

いたまま生きてきた痛みと反省がと

があっての発展です。子どもの

開発という名の発展。発展と

という名の堕落と、破壊とまやか

げていきましょう。 

。「準備できているかい。何が

らないぞ」と。私たちには権力

福島第一原発事故の後、私はずっと対

がほしいと心から思いました。子ども

地域社会を。それを別のところ

させることができるのに、と。私たちには愛す

たちがいるということ。誕生前の命も含め、血の

自身の共感と友情があるとい

たちが欲得で結びつくなら、私た

想像力と共感で結びつこうでは

。 

 

大江健三郎さん（呼びかけ人） 

５月 20 日付けの新聞に、原

ゼロをめざす私たちの考え

が示されていました。福島

原発事故は終わっていない。

そして地下貯水槽からの、汚

染水が漏れているということ。

汚染された地域の除染が進ま

ないこと。そして日本中が被

災地になる危険が。原発ゼロ

をいま決断し、実行する。そ

らされるものでありました。 

電力４社が原発８基の再稼動

されていました。さらに、そのとな

輸出を急ぐ安倍首相の日印原子

していこうとする写真もありました。

していない、核保有国インドに対

裏切りというものです。原発

原発事故で苦しんだ人たちへ



 

の裏切りであるように。今日、日本各地

あげ、デモ行進をするものらへの裏切りであるように

そして、それはまた、原発ゼロの意思

ている各種の世論調査の回答者、彼らに

いうものであると思います。なぜそれが

なぜ私たちはそれを現政権に許しているのか

3.11 の示唆を踏まえて、私らが原発ゼロを

ない選択とした、あのときから２年しか

のであります。 

 

司会の橋本美香さん 

 

 3.11 後、すぐ後でドイツは原発利用

ないとして、国の方向転換を始めました

ま、倫理的とか、モラルという言葉があまり

せんが。ドイツの議員たちは次のように

う言葉を定義しています。すなわち私

代が生き延びることを妨げない。次の

ける環境を無くさない。そのことが今

る最大の、根本の倫理だというのが彼

ます。繰り返します。次の世代が生きることを

い。生きてゆける環境を無くさないということが

の、人類のと言ってもいい。本当に根本

と。それを実現しようというのがドイツの

意思であって、それを実行しました。

実現に向かっています。 

 ところが、この国の政権が、安倍首相

根拠に何を置いているか。政治的ということです

済的ということです。政治的、経済的根拠

らはすべてをやる。そして、倫理的ということを

ることはない。そういう人たちが政治をやっているし

いつかこの国の人々が、この国の社会

されていっているということを、私たちは

があります。 

 もう私は老年でありますが、自分の

もに、自分の村の危機でもある、自分

あるらしいということを初めて感じたのは
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日本各地で集まり声を

りであるように。

意思を圧倒的に表し

らに対する侮辱と

なぜそれが許されるのか。

しているのか。福島

ゼロを他にありえ

しか経っていない

 

原発利用に原理的根拠は

めました。わが国でい

があまり使われま

のように、倫理的とい

私たちが、次の世

の世代が生きてい

今、人間が持ちう

彼らの定義であり

きることを妨げな

くさないということが人間

根本の倫理なんだ

しようというのがドイツの議員たちの

。そして、それが

安倍首相がその行動の

ということです。経

経済的根拠を置いて彼

ということを考え

をやっているし、

社会がこの勢いに押

たちは考える必要

の危機であるとと

自分の国の危機でも

じたのは、1945 年の

敗戦においてでありました

のジープがやってきたものであります

は自分の生活の混乱ということが

家でしたが、常にあることも

ところが、1945 年の敗戦

憲法が施行されたわけなのです

に憲法の概要を知っていました

戦から２年経って施行されると

沸き立つようにみんなが興奮

の仲間たち同士で興奮している

歓迎している。私は一つの

た。もちろん平和主義ということがある

いうことがある。しかし、12

かりましたのは、憲法 13 条

て尊重され」という項目で

わけです。それまで自分は

とがないと思いました。 

 あれから 66 年になります

きてきた、仕事もしてきたと

された日々は短いのでありますが

ったように、考えているように

の世代がこの国で、アジアで

すということを何よりも根本

っていく。それを自分の仕事

ます。これを自覚し直すために

加わります。しっかり行きましょ

 

渡辺

 脱原発

場にお

さんに

げます

三郎

んと

の思

きることを

思いました

うございます

 私は福島第一原発から、

でいました。今は小学５年生

人で羽村市内の西側に住んでいます

みなさん、そして世界中のみなさんからご

き、心から御礼申し上げます

 私は戦中の昭和 17 年に生

まわりの大人たちが話す戦争

な衝撃でした。その頃、ヨーロッパのスイスが

ったことも知りました。私

を考えることで、いつも安らいでいました

 

においてでありました。四国の小さな村まで米軍

のジープがやってきたものであります。そして私ども

ということが、自分は母子家庭の

にあることも強く感じていました。 

敗戦があって２年後に、新しい

されたわけなのです。私たちはその１年前

っていました。ところが、それが敗

されると、私たちの小さな村は、

興奮したわけであります。村

している。そして、村がこれを

つの項目しかよくわからなかっ

ということがある、民主主義と

12 歳の子どもだった私にわ

条で「すべて国民は個人とし

です。これが私を引きつけた

は、個人として尊重されたこ

になります。私はそれを原理にして生

もしてきたと考えております。もう残

いのでありますが、ドイツの人々が言

えているように、実現するように、次

アジアで、世界で生き延びる、残

根本の倫理的な根拠としてや

仕事としたいとも考えており

すために、原発ゼロへのデモに

きましょう。 

渡辺ミヨ子さん（福島から） 

脱原発の思いを胸にこの会

にお集まりいただいたみな

さんに、心より御礼を申し上

げます。私の尊敬する大江健

三郎さん、そして落合恵子さ

んと同じ舞台で、私が脱原発

思いを申し上げることがで

きることを、私は一生の宝と

いました。本当にありがと

うございます。 

、25kmくらいのところに住ん

年生の孫と、私たち夫婦の３

んでいます。これまで全国の

のみなさんからご支援いただ

げます。 

生まれました。育ち盛りに、

戦争の話は子ども心にも大き

ヨーロッパのスイスが平和だ

私の心は平和なスイスのこと

らいでいました。 



 

私が子育てしていた頃に、大熊町に

つくられました。まわりの人たちがたくさん

きました。私は広島に落とされた、あの

のことが頭をよぎりました。しかし、

どの人たちが、私が訊いてもいないのに

事故は起きないのだ、ここには大きな

だと口々に言っていました。そして、すべての

原発で豊かになったように思い込んでいました

 ３月 11日の大きな地震の後、原発が４

広島に落とされた爆弾の何百倍もの放射能

されてしまいました。生まれたときから

ってくれた豊かな自然は、すべて放射能

灰」で汚されてしまったのです。安心

っ赤なうそと、少しばかりの豊かさに

自分を悔やみ、未来を生きる子どもたちの

と、自分の目から流れる涙を抑えられませんでした

 国は初めから安心・安全キャンペーンをやる

福島以外には膨大な予算がつぎ込まれました

算、そして除染費用。毎日、新聞やテレビのニュース

では、福島に当てられる予算の数字が

示されていました。いま県内各地に大手企業

除染が行われています。そして、手抜

取り上げられました。水で洗い、土を

して袋に詰め込むだけで、私たちの地域

るはずがありません。雨が降れば、大地

へ、そして海へ流れるのです。汚染水

染物の詰まった袋が所狭しと、増えるばかりです

島で起きていることの真実を隠したいと

の、強い力があるように思えてなりません

 先日、総理大臣がわが国の世界一の

外国へ輸出すると言っておられました

世界一の技術であるならば、世界中の

めなければいけないでしょう。それをなぜ

どの国よりも放射能の恐ろしさを体験

の日本が、外国へ輸出することが許されるのか

ではまるで、日本は歴史認識がないと
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に福島第一原発が

たちがたくさん働きに行

あの恐ろしい原爆

、まわりのほとん

いてもいないのに、絶対安全だ、

きな地震はこないの

すべての生活が、

んでいました。 

４基も爆発して、

放射能が飛び散ら

まれたときから、私たちを守

放射能という「死の

安心・安全という真

かさに踊らされていた

どもたちの空気を思う

えられませんでした。 

キャンペーンをやる一方で、

まれました。復興予

やテレビのニュース

が、大きな文字で

大手企業が入り、

手抜き除染のことが

を剥ぎ、草木を倒

地域が元通りに戻

大地の放射能は川

汚染水のタンクが、汚

えるばかりです。福

したいと考える人たち

えてなりません。 

 

の技術を、原発を

っておられました。福島の原発が

の原発は今すぐ止

それをなぜ、世界中の

体験済みであるはず

されるのか。それ

がないと他国から言われ

た、昔の戦争と同じになるのではないか

問われるのではないかと、とても

 経済成長戦略にとらわれすぎて

ないでしょう。いま問われていることは

は穏やかで美しく、輝く宇宙

れらが母なる星を、知性と

ると思うのです。未来の日本

れないため、原発のゴミと

日本が苦しむことがないよ

るときではないでしょうか

し、福島の真実を語り、世界中

を、日本を、そして母なる地球

ありがとうございました。 

  
東井怜

全国連絡会

 知事選真

らまいりました

じめ

いろいろお

るのですが

で、

やげに

震災

私

津波以上に恐れていることがあります

「止める」、「冷やす」、「閉

つに失敗したのですが、浜岡原発

とができなくなるおそれがあります

れるので、１、２ｍも跳ね

そっと上がるわけではなくて

く揺れる。そのため制御棒

ればブレーキがかからないどころか

って核暴走になります。チェルノブイリ

 今年３月に中央防災会議

の被害想定を公表しました

害に、東日本大震災の 10 倍以上

避難者は 500 万人、直接的な

円を超えると出ています。

含まれていません。 

 私たちは 3.11 の７年前から

名を始めました。原発震災

事故が重なる複合災害のことで

さんが命名されました。福島

理も、震災と津波の下で、

われました。現在進められている

避難できれば再稼動してもいいような

をしています。大震災の下で

 

じになるのではないか。後に責任を

とても心配です。 

にとらわれすぎて、道を誤ってはいけ

われていることは、日本の使命

宇宙からみたこの地球を、わ

と愛情と調和で守ることにあ

日本が昔と同じ責任を取らさ

のゴミと国の大きな借金で、未来の

しむことがないように、いま考えを新たにす

るときではないでしょうか。勇気を持って真実を明か

世界中の叡智を結集し、福島

地球を守っていきましょう。

 

東井怜さん（原発震災を防ぐ

全国連絡会） 

知事選真っ只中の静岡県か

らまいりました。知事選をは

じめ、浜岡をめぐる状況を、

いろいろお話したいことはあ

るのですが、時間もないもの

、今日は二つの言葉をおみ

やげに持って来ました。「原発

震災」と「棄権は危険」です。 

私たちは浜岡原発について、

れていることがあります。福島原発では、

閉じ込める」のうち、後の二

浜岡原発ではまず、止めるこ

とができなくなるおそれがあります。直下で岩盤が壊

ね上がるといわれています。

がるわけではなくて、バシッと上がって激し

制御棒が入りきれなくて、そうす

ればブレーキがかからないどころか、アクセルがかか

チェルノブイリ型の事故です。 

中央防災会議が、南海トラフの巨大地震

しました。その人的被害、経済的被

倍以上と算定されています。

な経済被害額だけで、170 兆

。原発などの事故はここには

から、原発震災を防ぐ全国署

原発震災というのは、大震災と原発

のことで、地震学者の石橋克彦

福島では住民の避難も事故処

、ありとあらゆる困難に見舞

められている、新規制基準では、

してもいいような、間違った誘導

で避難なんて出来ませんし、



 

避難できたとしても戻ることはできません

 象徴的なのはガレキ問題です。地震

キは出ません。原発事故がなければ、

せん。ところが、3.11 で原発震災が起

というのに、新聞やテレビは原発震災

わなかったのです。お気付きでしょうか

ーにでもされたように。週刊誌などでは

したけど、だんだん使われなくなってきて

とんど原発事故、福島事故、そういう

ていません。原発に反対する市民の中

くなっています。地震がもとで原発が

す。それがもたらす惨禍。その本質をこれだけ

表している言葉はありません。 

 私はいま、緑茶会という活動に参加

った５ヵ月前の総選挙での、脱原発派議員

うという大失敗を、この参院選でまた

ないように、党派を問わず脱原発に賛同

援するのです。緑茶会とは日本で初の

治団体として、脱原発政策実現を目的

した。静岡支部を早急に立ち上げようと

 ここでもう一つのおみやげです。ここ

院選の投票率を年代別に比較したものがあります

歳代を除くと、きれいに年代順に並びます

歳代で、最低が 20 歳代です。20 代は 30

15％も水をあけられています。こうした

1000 万票ほど呼び起こすことができれば

121 の過半数である、61 議席を獲得することが

す。 

 今日参加してくださった 20 代、30 代

りがとうございます。「棄権は危険」という

やげを友人たちに届けてください。年齢

こに来られたみなさんが「棄権は危険」、

をお持ち帰りになって、気前よくご近所

さい。どうかよろしくお願いいたします

ございました。 

 

佐藤英行さん（

研究会／泊原発現地

 私は泊原発がよくみえる

に住んでいます

発３基が見えます

発の北海道電力

１号機を今年の

を翌１月、そして

３号機を来年の

すると、このように

ます。そして泊原発

新しい燃料として、94 体もの燃料が搬入
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ることはできません。 

地震がなければガレ

、放射能は飛びま

起こってしまった

原発震災という言葉を使

きでしょうか。まるでタブ

などでは使われていま

われなくなってきて、今ではほ

ういう言い方しかされ

中ですら、使わな

が過酷事故を起こ

をこれだけ的確に

参加しています。た

脱原発派議員を大量に失

でまた繰り返すことの

賛同する議員を応

の市民のための政

目的として生まれま

ようと準備中です。 

ここ 30 年ほどの衆

したものがあります。70

びます。最高が 60

30 代と比べても

こうした眠れる票を

こすことができれば、改選の定数

することが可能で

代のみなさん、あ

という言葉のおみ

年齢を問わず、こ

」、このおみやげ

近所に配ってくだ

いいたします。ありがとう

（岩内原発問題

泊原発現地から） 

がよくみえる家

んでいます。真正面に原

えます。その泊原

北海道電力、川合社長は

の 12 月、２号機

そして最も新しい

の２月に再稼動

このように言ってい

泊原発には今年、

搬入されることが

計画されております。７月の

これに向けての審査基準が

かしながら、原発の構内には

そして、6.5ｍかさ上げする

階であるといいます。安全対策

い中での、再稼動の発言であります

９月から電気料金の値上

稼動を前提としたもので、

げをすると、このような恫喝

力資本が生き延びるための

や未来の子どもたちに対する

５月５日に泊原発３号機が

原発を再稼動させない。大飯

もにがんばっていきたいと思
 

ライブ演奏を行った李政美

中嶋多恵子

発福井

 日本

ち、

飯原発

福井

福井県民

かしいです

あの

たりにしながら

てしまった

新しい原発を動かそうとしています

大飯原発がある同じ若狭にある

しています。一度や二度、

私たちは脱原発の運動をあきらめることはできません

人間のＤＮＡだけではなくて

Ａに原発は被害を与えます

めるということは、命をあきらめることと

います。あきらめないで、脱原発

みなさん一緒にがんばりましょう

っていきましょう。新しい日本

 

の再稼動に向けての新基準、

がしっかり出来ています。し

には 11本の活断層があります。

げする防潮堤もまだ地ならしの段

安全対策がまったくなっていな

であります。 

値上げも申請しております。再

、再稼動がなければ再度値上

恫喝もしています。これは電

びるための政策であり、私たちの生命

する挑戦でもあります。昨年

が止まったように、すべての

大飯を止める。みなさんとと

思います。 

 

李政美（いぢょんみ）さん 

 

中嶋多恵子さん（サヨナラ原

発福井ネットワーク） 

日本にある54基の原発のう

、唯一稼動しているのが大

飯原発３、４号機です。その

福井からまいりました。私は

福井県民として、とてもはず

かしいです。フクシマという

あの事故を、大惨事を目の当

たりにしながら、再稼動をし

てしまった。そして今、また

かそうとしています。高浜原発です。

にある高浜原発を動かそうと

、再稼動を許したとしても、

をあきらめることはできません。 

だけではなくて、あらゆる生物のＤＮ

えます。原発のない社会をあきら

をあきらめることと同じだと思

脱原発の道を歩みましょう。

にがんばりましょう。新しい未来をつく

日本にしましょう。 



 

斉間淳子さん（

守る女の会／伊方原発現地

 伊方原発から

浜市というところに

ります。原発は

けで、放射能を

す。原発は、僻地

の多いところに

た。こういう僻地

牲によって、電気

ている、原発は

私たちの犠牲の上に、子どもたちの未来

上に、原発を動かしている。核と人間

存できません。再稼動がいちばん近いのは

れていますが、絶対にそれは許さない

の子どもたちに、原発のない社会を残

こに来ました。みなさんとともにがんばります

 

鳥原良子さん（

連絡協議会） 

 みなさんこんにちは

の鹿児島県薩摩川内市

いりました。川内原発

号機をかかえる

原発から 11.5km

んでいます。薩摩川内市

当に、原発に頼

なってしまいました

一原発事故があったにもかか

わらず、再稼動したい、そして３号機

町の商工会は目論んでいます。薩摩川内市長

す。命を大切にする町にしたい。みなさんと

発に頼らない町づくりをしたいと考えています

 

ゼロノミクマさん

ノミクスキャンペーン

 僕、原発ゼロノミクスキャ

ンペーンの公式

のゼロノミクマ

経済活性化を進

都内はもちろん

原発首長会議に

渋谷の駅前でアピールしたり

日々走り回っているよ

電車にも乗れるんだ

やお祭りでチラシを配ったりしていると

人に「原発をゼロにするクマ？？エライぞ

められるよ。原発を止めると経済に打撃
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（原発から子どもを

伊方原発現地から） 

から、10km の八幡

というところに住んでお

は動いているだ

を撒き散らしま

僻地の限界集落

いところに建てられまし

僻地の人間の犠

電気はつくられ

は動いている。

未来を犠牲にした

人間はどうしても共

いのは伊方と言わ

さない。私たちと未来

残すために今日こ

みなさんとともにがんばります。 

（川内原発反対

 

みなさんこんにちは。九州

鹿児島県薩摩川内市からま

川内原発１、２

をかかえる町です。私は

kmのところに住

薩摩川内市は本

頼りきった町に

なってしまいました。福島第

があったにもかか

号機を増設したいと

薩摩川内市長もそうで

みなさんと一緒に原

えています。 

ゼロノミクマさん（原発ゼロ

ノミクスキャンペーン） 

ゼロノミクスキャ

公式キャラクター

のゼロノミクマ！原発ゼロで

進めるために、

はもちろん、東海村で脱

に参加したり、

でアピールしたり、

っているよ。 

れるんだ。街頭

ったりしていると、歩いている

エライぞ」とよくほ

打撃が出ると言っ

ている人も、まだいるみたいだけど

よ。むしろ、原発を続けているほうが

だよね。今のシステムのままだと

わかっていても、止め方がわからないから

から続けているんだって。

をやめないと経済がおかしくなる

のために、全国のみんなに

会社にも話に行きたいんだ。

件近い意見が集まって、約

んだよね。他の調査でも多

いることがわかったんだって

クスのサイトに行って、賛同

ね。選挙も大事。参議院選挙

がたくさん当選するように、

子ども被災者支援法が早

にこいのぼりウォークにも

僕は全国どこへでも行くよ

に任せるんじゃなくて、僕

ら、企業から実現していくものなんだ

ライバルは“くまもん”

名になって、原発を止めるんだもん

僕は６月に全国を旅して

たり、原発ゼロノミクスの

国から来ているみなさん、

度、僕の名前はゼロノミクマ

ゼロクマでも検索できるよ。

 

Misao Redwolf

原発連合

 私

週金曜日

発再稼動反対

えて

そして

に、

抗議

 本日

いうことで

合、

 
制服向上委員会の小川杏奈さんが

 

まだいるみたいだけど。そんなことない

けているほうが経済に負担なん

のシステムのままだと、リスクがあるのを

がわからないから、仕方ない

。そんな人たちに、早く原発

がおかしくなる、と伝えてるよ。そ

のみんなに会いに行きたいんだ。電力

。 

 僕、2012 年、

昨年の国民的議

論で示された、

みんなの脱原発

の声をもう一度

取り上げて、政

府に伝えたいの。

パブリックコメ

ントでは、９万

約９割が原発ゼロって書いた

多くの人が原発ゼロを望んで

いることがわかったんだって。みんな、原発ゼロノミ

賛同ボタンをポチッと押して

参議院選挙に向けて、脱原発の候補

、緑茶会を応援しているよ。 

早くしっかりと実現するよう

にこいのぼりウォークにも参加してアピールしたよ。

くよ。原発ゼロノミクスは誰か

僕たちが市民から、自治体か

していくものなんだ。 

”なんだ！くまもんくらい有

めるんだもん。 

して、電力会社に申し入れをし

ゼロノミクスの事例を紹介したいんだ。全

、ぜひ僕に教えてね。もう一

はゼロノミクマ。覚えられなかったら、

。どうかヨロシクマ！ 

sao Redwolf さん（首都圏反

原発連合） 

私たちが昨年の３月から毎

週金曜日に、首相官邸前で原

発再稼動反対、原発ゼロを訴

えて抗議行動を行っています。

そして３、４ヵ月に一度土日

、今日行うような大規模な

抗議を続けています。 

本日は 6.2 NO NUKES DAY と

いうことで、首都圏反原発連

、さようなら原発 1000 万人

 

さんが代読 



 

アクション、原発をなくす全国連絡会

体、ネットワークが力をあわせて脱原発

ち出していく、そのような日になっており

りました。ただ、これは経団連とアメリカの

って、閣議決定までは至りませんでした

たちがこのようなデモや抗議で意思を

府に突きつけることにより、確実に政府

これは私たちが去年実感できたことだと

 まだまだ脱原発を望む多くの市民の

ありますので、粘り強く政府に対して

突きつけていく。そして今から、７月

の規制基準が決まるということと、あと

院選が目前に控えております。ここで世論

脱原発に導くために本当に今日はいい

いますので、ぜひみなさん、デモの後

ら、国会大包囲。そして 17 時から 19

国会正門前で大集会をやります。 

私たちはこうして、一人ひとりが輪

輪がだんだん広がることによって、必

ことができる。本当にそう確信しております

りましょう。ありがとうございました。

 

鎌田慧さん（呼

 今日は雨が降

心配していましたけど

過ぎて暑くなってしまいまし

た。この熱気をなんとか

発ゼロまで進めていきたいと

思っています。

 この芝公園は

日、「さようなら

集会」を開いた

す。ちょうど去年

部の原発が止まった日が５月５日。それで

した記念すべき、縁起のいい場所であります

 ８月になると、もう一度原発ゼロになります

は２ヵ月ほどでむりやり再稼動させましたけど

はもう簡単には再稼動できない。ずっともう

きない。私たちの力で再稼動させない

の集会として、今日が設定されています

 

 

7 

全国連絡会。この３つの団

脱原発、反原発を打

おります。 

 昨年夏、官邸

前もたくさん

の人であふれ、

前民主党政権

が 2030 年原発

ゼロを閣議決

定しかけたと

いうことがあ

とアメリカの横槍によ

りませんでした。しかし、私

を可視化して、政

政府は動きかけた。

できたことだと思います。 

の声は変わらずに

して、私たちの声を

月には規制委員会

あと、何よりも参

世論をもう一度、

はいい機会であると思

後、少し休まれた

19 時まで２時間、

輪になって、その

必ず政府を動かす

しております。がんば

。 

呼びかけ人） 

降るかと思って

していましたけど、晴れ

くなってしまいまし

をなんとか、原

めていきたいと

。 

は去年の５月５

さようなら原発ゴーゴー

いた場所でありま

去年、日本の全

それで集会を開催

であります。 

ゼロになります。去年

させましたけど、今度

ずっともう再稼動で

させない。そういう思い

されています。 

 私たちの基本は「福島を忘

福島の人たちが故郷を失ってしまいました

どもたちは、どんな内部被曝

ない。母親たちはそういう

います。それが今の日本の

を抜きにしては語れない。

と進んでいくしかない。その

います。これからどうなるかわからない

 さらには福島の第４号炉

らどうなるかわからない。

ています。ですから、そのようなことを

しっかりと受け止めて、これからデモ

っていきたいと思っています

政権というしかない。先ほど

ていたように、日本は倫理がまったくなくなっている

こんな政権は許せない。 

 もう原発はすでに破たんしている

20 世紀的な遺物です。人を

て。人を貶める発電がなぜ

ために人民をダメにする。

しています。これは私たちの

れが私たちの役目であります
 

ます。96 条を変えて、憲法

権を変えて戦争をする。そのような

いて、これから再処理工場

場、これらの原発施設を稼動

かっていこうとしている。

ちの集会です。この集会は

会です。96 条改悪を許さない

再稼動は許さない。安倍政権

本気で、もっと力を出してがんばっていきましょう

 

 

忘れない」ということです。

ってしまいました。福島の子

内部被曝の影響が現れるかわから

たちはそういう不安を抱えながら生活して

の現実です。日本社会は福島

。日本の政治は福島の人たち

その福島は被曝におののいて

これからどうなるかわからない。 

号炉の使用済み燃料が、これか

。そういうふうな状況になっ

そのようなことを私たちは胸に

これからデモ行進を盛大にや

っています。 

 安倍政権はま

ったく、何も反省

していない。しゃ

にむに再稼動を

しようとしてい

ます。なぜか。財

界の利益のため

です。これは暴走

ほど、大江さんがおっしゃっ

がまったくなくなっている。

たんしている技術です。原発は

を犠牲にして、人を不幸にし

がなぜ必要なのか。財界が儲ける

。これを安倍政権はやろうと

たちの力で絶対に阻止する。そ

であります。 

 原発は国の政

策でやってきま

した。国の金を通

じてやってきま

した。国がなけれ

ば原発は成立し

ない。日本は軍備

強化に急いでい

憲法９条を変えて、集団的自衛

そのような国が原発を持って

再処理工場、もんじゅ、ウラン濃縮工

稼動させながら、核大国に向

。それを防いでいくのが私た

は平和のために進んでいく集

さない。９条改悪を許さない。

安倍政権は打倒する。みなさん、

してがんばっていきましょう。 
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