オール茨城大集合 3000万署名交流集会！

★ 熱中症の予防策を基本 は、水分補給です。水分と

安倍改憲にとどめを！3000万署名のこれから・・
「市民アクション大集合」と銘打って、「オール茨城交流会」
が、７月２９日（日）午後茨城県立歴史館で開催されました。主
催は「安倍９条改憲ＮＯ！３０００万署名オール茨城」です。

★ 高田健さん（安倍九条改憲ＮＯ！全国市民アク

ション運営委員）の講演要旨
講演は内外の情勢から入りました。通常国会が「モリカケ」問
題に象徴される安倍政権による国家の私物化を許さないたたか
いを継続したこと。安倍政権を追い詰めて、退陣こそ実現でき
なかったが、総がかりの国会行動は１８２日間で４７回を数え
ました。
その間に、キャンドル革命で成立した南北会談と米朝会談が
北東アジアに歴史的な局面を生み出しました。憲法9条を生か
せる「対話による平和」が大きく進み出しました。安倍氏首相
の言う北朝鮮の「脅威」を煽る「戦争する国づくり」が破たん
しました。このような情勢の中で、安倍政権はさまざまな動き
をしましたが、今通常国会で憲法改正発議できませんでした。
これは安倍背政権の最大の敗北と同時に私たちの運動の大きな
成果です。
安倍政権を退陣に追い込めなかったことは、野党の結束や
ジャーリズムの問題もあります。さらに安倍政権は極右改憲派
の「日本会議」で占められています。安倍内閣は改憲派の最後
の切り札であり、国会で３分の２以上の改憲派議員で占められ
ている現在、安倍政権が失敗すれば改憲派にとって決定的な打
撃となります。彼らも必至なのです。

★「改憲派が発議しても勝てそうもないと思うよ
うな状況」をつくり出す！
運動の決定的要素は、３０００万署名を軸にした運動で、戦
争に反対する世論を大きく作ることです。署名と対話の運動
で安倍政権を追いこみ、改憲発議ができない状況をつくり出
すことです。「野党と市民の共闘」を追求して安倍退陣を実
現しなくてはなりませんが、それと同時に「改憲派が発議し
ても勝てそうもないと思うような状況」の運動をつくり出す
ことの重要性を力説しました。
その後、県内各地からの報告、田村武夫さん（３０００万
署名オール茨城事務局長・元茨城大学名誉教授）の行動提起
等が行われました。

★ 第４次集約日を、「９月３０日」とします。
６月７日に３０００万署名第一次分１３５０万筆を提出後、7
月上旬に約１００万筆を追加提出しました。国会はこれから
秋に予定される臨時国会まで閉会となり、請願署名の提出は
中断されます。しかし安倍政権は｢北朝鮮の脅威｣が揺らいで
も「年 内発 議」断念 して いま せん。そ のた め第 ４次 集約 を
「９月３０日」設定しました。。
★

いうとア ルコ ールや、カ フェイン を含む コー ヒー、緑茶
などを水代わりに飲 んで しまう人が多いです が、利尿効
果によりかえって脱 水症 状を引き起こし、熱 中症 のリス
クを 高め る おそ れが あ り ます。「“水を”飲ん で くださ
い」。ただ し、心 臓病 や 腎臓病 を患 って いる 方は 水分摂
取量に制限が設けら れて いるため、主治医に 相談 してく
ださい。

歓迎！新入会員のみなさんで
す。よろしくお願いします。

9月1日（土）～9日（日）を「全国一斉署名行動

全国市民アクションの呼びかけに応じて9 月1 日（土）～9 日
（日）を｢全国一斉署名行動週間｣として、全国各地の皆さんがそ
れぞれの実情にあった取り組みで呼応することを呼び掛けます。

つ な ぐ 志
2018年平和行進を歩いて！
２０１８年 原水爆禁止国民平和大行進（北海道～東京コー
ス）は、7月６日（金）に常総市から下妻市に入りました。関
東鉄道常総線の宗道駅でバトンを受け、下妻市役所千代川庁舎
まで行進しました。小雨降る中、私も左手に傘、右手に横断幕
を掲げながら、先頭を歩きました。
次に車で、下妻市街地に移動。下妻駅前通りから下妻市役所
まで行進しました。地元の行進者は新婦人や市議、「平和の会
しもつま」の2名など、１０名程度。そして「通し行進者」は
東京板橋の「平和の会」の男性で、当然のことながらも「北海
道礼文島を５月６日に出発しました」と聞いて、びっくり。あ
らためて拝見すると、私と同年配かなと思いつつ、身体ががっ
ちり。顔を赤銅色、声ははつらつと力強く、雨で家の中から見
ている人たちもにっこりしたり、うなづいたりの反応を返して
いました。
迎えてくれた両庁舎の方々も「ごくろうさま」とねぎらって
くれ、歓迎のあいさつの言葉には、「平和の大切さ」「核兵器
廃絶の意義」として「平和大行進」への敬意が込められている
ことに、この行事の伝統の重みを感じた次第です。

平和の会 しもつま 青木
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戦争法廃止を求める！

沖縄連帯と学びのツアーに参加して

戦争法廃止！ 東海第二原発再稼働反対！

沖縄に関心を寄せ、沖縄の闘いに
連帯し、反戦・平和運動に

平和委員会が事務局の「戦争法の廃止を求める連絡会」が主催
の集会とデモが、７月１９日（木）夕方、水戸駅北口デッキで開
催されました。

微力を役立てたい！

悪法をゴリ押ししようとする安倍政権は、通常国会会期を、７
月２２日まで1ヶ月延長しました。この短期間中に、自民党と公
明党は、「参議院の定数を６人増やし、比例区に『特定枠』を設
ける」という内容の公職選挙法を、世論の反対を押し切って１８
日（水）に強行採決をしました。さらに会期末最終日の２０日
(金）には「カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）実施法（カジノ
法を強行採決を目論んでいました。１９日の集会・デモの開催
は、まさにその前日に行われたのでした。

去る６月２３日～２６日、つくば平和の会と茨城県平和委
員会共催のツアーで、私ははじめて沖縄に渡りました。
ツアーでは、先の地上戦の実相を伝える展示品や体験談、
記録映画などを見学し、沖縄戦の狂気、不合理、残虐性が胸
に迫って来ました。人間性を全否定する戦争を憎み、再び戦
争をおこさせない為にゆるぎない平和を創らなければならぬ
と、改めて思いました。

集会では、連絡会の田中重博代表が挨拶。「モリカケ問題」や
「公文書改竄」など、民主主義の破壊を続ける安倍政権を許さ
ず、安倍政権を退陣させようと訴えました。

また、バスで沖縄を巡ってみて、どこへ行っても、いつも
広大な米軍基地があって、私には、米軍が沖縄の陸を海を空
を圧している様に感じました。前泊先生の講演や現地の方々
の報告を聴いて、沖縄の置かれている実情や問題点が少し理
解できました。

リレートークでは、「安倍９条改憲反対 市民アクション」の
田村武夫事務局長が、「３０００万署名」取り組みで、１３５０
万筆を６月１２日に国会に提出し、茨城県では目標７０万の半数
にあたる３５万筆を達成したこと。また取り組み期間を９月末ま
で延長したこと、今後の休むことなくすべての市民と対話を進め
て３０００万筆の実現を訴えました。

さらに、辺野古の海上デモに参加して、沖縄・辺野古が日
米支配層と平和勢力の闘いの最戦線なのだと実感しました。
そして、いつも沖縄に関心を寄せ、沖縄の闘いに連帯し
支援することが、新しい日本の夜明けを切り開くことに繋が
るということも理解できました。

★村上東海村前村長も参加。東海第二原発再稼
急きょ参加した村上東海村前村長は、東海第二第二原発の２０
年稼働延長の問題と危険性を訴え、稼働延長を許さない取り組み
のさらなる強化を訴えました。

今年古希を迎える年寄りですが、新参者です。よろし
くお願いします。
那珂市 大橋信芳

積極的平和国家のつくり方

「コスタリカの奇跡」（映画）

茨城大学名誉教授や茨城労連、美浦や日立など地域から、「カ
ジノ法案廃止」や「働き方の改革法反対」、「地域での３０００
万署名とりくみの思い」など、訴えが相次ぎました。

と

国民の幸福度を最大化する道を選んだコスタリカの
奇跡に迫ったドキュメンタリー

福島から、あなたへ
福島原発事故前の豊かな暮らし
原発事故が奪ったしあわせ そして今・・・
【武藤類子さん】 福島県に生まれ、２０年間の養護学
校教員を経て、２００３年から独立型のソーラーシステム
を手作りし、山の恵みを提供する里山喫茶「きらら」を始
める。
しかし、２０１１年３月１１日の福島第一原発の事故に
より廃業を余儀なくされる。

「子どもを外で遊ばせ る、遊ばせ ない、食べる、食べな
い・・ 放射能は暮らしの中の一つ一つに入り込み、生活の
場を奪ってしまった。 「私たちは見捨てられたのだ」との辛
い思いからやっと抜け出し、原発の責任を問う裁判へとこぎ
つけました。（武藤 類子）

き

２０１８年８月１８日（土）

〇１３時３０分⇒開場

②１８：３０～

ところ

ワークプラザ勝田
ひたちなか市東石川1279

入場料 １０００円（当日：１３００円）
主 催 「8.15平和の集い実行委員会」

○１４時⇒「講演」

・参加費：５００円（学生無料）

ところ 土浦市民会館 小ホール
０２９－８２２－８８９１

１９４８年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て

武藤類子さんが語る

と

き ８月１７日（金）
１４：００～

集会終了後、水戸駅北口の宮下銀座入り口を出発し、「憲法９条
改悪反対」「安倍政権はさっさと退陣」「東海第二再稼働反対」
など、コールをしながら、約９００メートル先の南町自由広場前
まで、４０分ほどかけてゆっくりデモ行進して流れ解散となりま
した。

２０１２年よりフクシマ原発告訴団団長を務める。

働反対を訴える！

今回のツアーを契機に平和委員会に加入させていただき、
自分のできる範囲で反戦・平和運動に微力を役立てたいと
思っています。

８.１５平和のつどい

集会・デモ 水戸駅北口で！

主

催

多目的ホール
☎029－275－8000

武藤類子さん講演会実行委員会

