九 月一 九日 午後 、東京
の明治公園で、
「さような
ら原 発 五万 人集 会」が
開かれました。
集 会に は、福島 県か ら
駆け つけ た一 〇〇 〇人 を
はじ め、全国 各地 から 市
民団体・労働組合・個人参
加者 など 、六万 人が 参加
しま した 。日本 の脱 原発
運動 で、これ だけ 多く の
人々 が集 まっ たの は初 め

を語りました。
集会終了後、参加者は、
渋谷、原宿、新宿の三コー
スに分かれてデモ行進を
行いました。一コース二
万人近いデモ行進は、道
行く人々の注目を浴びま
した。
今号のニュースでは、
集会の様子をダイジェス
トでお伝えします。

からの連帯のあいさつを
発表し、脱原発活動を続
ける俳優の山本太郎さん
が、原発の一斉停止を訴
えました。
最 後 に 、「 ハ イ ロ ア ク
ション福島原発四〇周年」
の武藤類子さんが、原発
事故以降に福島の人々が
体験した出来事と、福島
の人々がこれからどこに
向かおうとしているのか

六万人が集まり「さようなら原発」の声あげる
全国の市民が力を合わせて九・十九集会が成功

てのことです。
集 会で は、呼び かけ 人
の大 江健 三郎 さん 、落合
恵子さん、内橋克人さん、
澤地 久枝 さん が、市民 の
力で 政治 を動 かし 脱原 発
を実 現す るこ とを 、力強
く訴えました。
続 いて 、ＦＯ Ｅド イツ
代表 のフ ーベ ルト・ヴァ
イガ ーさ んが ドイ ツ市 民
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したのは二五年前、
チェルノブ
イリ事故がきっかけでした。
そ
れから 長く 考え続 けら れた上

次のように書きました。
島の事故が起こったのです。

なったのです。その段階で、福

で、国民投 票で 決める こと に

「
『狂気』
なしでは偉大な事業

私の先生の渡辺一夫さんは、

●大江健三郎さん

呼びかけ人とゲストの発言要旨
●鎌田 慧さん
野田首相は国連に行って、
「原発は安全性を高めて再開す
る」と演説するようです。

「原発はいやだ」、
「原発 のな い
な事業は、『狂気』
に捕らえられ

廃と犠牲を伴います。
真に偉大

『狂気』に
するというのは、
人民への敵対 そ』だと思います。
必ず荒
です。いま八割近い人たちは、 よってなされた事業は、

ないということです。

も原発事故を恐れなければなら

い。しかし日本人は、これから

いま、
はっきりしたことがあ

社会に生きたい」
と言っていま
やすい人間であることを人一倍

はなし とげ られな い、と申す

す。その声を無視して、政治が

自 覚 し た 人 間 的 な 人 間 に よ っ 持っている。その意思を、政党
て、
地道になされるものです」
。 の幹部や、
経団連の実力者たち
この文書はいま、
次のように

しかし安全性と信頼性は、
破

できるわけはありません。

読み直されうるでしょう。

この民主主義の集会、
市民のデ

ります。もうイタリアで、人間

ばく労 働者 が発生 して いるの

「原発の電気エネルギーなし

モしかないのであります。

人々もおられます。
それは、『う

か。その救済を、少しでも始め

では、
偉大な事業は成し遂げら

たんしています。
それでも再開

ていかなければなりません。

れない と申 す人々 もお られま
す。それは『うそ』だと思いま

ら」を言います。それは、
「 また

私たちは、原発に「さような

故があ った ので、集団ヒ ステ

幹事長が、「あれだけ大きな事

した。それに対して、自民党の

票を行い、
反対が九割を占めま

●内橋克人さん

福島 はも とより 、日本中 か

ら、また世界から、たくさんの

人が集まってくださいました。

ありがとうございます。

一つだけ、
注意しなければな

らない こと があり ます 。それ

は、
技術が進み発展すれば安全

な原発は可能であるという、
原

発安全神話の新版、
改訂版が台

頭しつつあるということです。

地下深く原発を埋め込む、
洞

窟の中で原子力発電を続ける、

こうした計画が進んでいるので

す。
そこまでして原発を持ち続

しょう。

皆さん とと もに、歩き始 めま

ちは命輝く国」
。
その第一歩を、

「さようなら原発」、
「こんに

す。

れます。
世界が変わると思いま

きょう、
その一歩が踏み出さ

ありませんか。

輝く、
そういう国にしようでは

ではなくて、
命のエネルギーが

んできました。
原発エネルギー

合意なき国策が、
ここまで進

います。

けようという政治的意図だと思

核武装が可能な潜在力を持ち続

に 思 い 知 ら せ る 必 要 が あ り ま けたいという意図の後ろに、
何
す。私たちに何ができるのか。 があるのでしょうか。それは、

私た ちは 、抵抗す る意 思を

の命が原発に奪われることはな

脱原発 運動は 、文化革 命で

しっかりやりましょう。

す。核と人類は、絶対に共存で

す。原子力 によ るエネ ルギ ー

どれくらいの被ばく者が、
被

す。意識を 変え ていく 運動 で
きないのです。それは広島・長

イタリアが、
停止していた原

崎、
そして今回の福島の事故で は 、 必 ず 荒 廃 と 犠 牲 を 伴 い ま
。
証明されています。どうして、 す」
これ以上の犠牲者を作ることが

会う日まで」
の
「さようなら」
で

リー状態になるのは心情として

子力発電の再開について国民投

はありません。
「もう絶対合わ

分かる」と語りました。

できるでしょうか。

ない」の「さようなら」です。そ

イタリアで原子力計画が停止

れが、原発に対する、私たちの
メッセージなのです。

●落合恵子さん

ビートルズに、「イマジン」
と

いう歌があります。
「想像して

ごらん」から始まる歌です。

想像 して くださ い。子ども

は、どの国の、どの社会に生ま

れるか、
選ぶことはできないの

です。

そして生まれてきた国に、
原

発があって、
暴走が起こったの

が、いまの社会です。

想像してください。
福島の子

どもたちのいまを。
この国の子

放射性廃棄物の処理能力を持

どもたちのいまを。

たない人間が、
原発を持つ事の

罪深さを、
私たちは叫んでいき

ましょう。
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それは命への、
自分を生きて
いこうという人への、
国家の犯
罪です。
容易に核兵器に変わり得るも
のを持つ事は、
恒久の平和を約
束した憲法を持つ国に生きる私
たちは、
決して許容してはいけ
ないのです。
想像してください。
まだ平仮
名しか 知ら ない小 さな 子ども
が、
夜中に突然起きて、「放射能
こないで！」
って泣き叫ぶよう
な社会を、
これ以上続けさせて
はいけないはずです。
私たちは、
この犯罪に加担し
ないと、ここでもう一度、自分
と約束しましょう。

●澤地久枝さん
希望とは、
道を見出すべく残
されているのは、
自覚し考える

●フーベルト・ヴァイガーさん
（ＦＯＥドイツ代表）

本 当に

●山本太郎さん（俳優）
す ごい 人 です ね ！

〇〇万市民の原発さようならの

きょうの集会の盛況と、
一〇

はないでしょうか。

の広がり、
つまりは市民運動で

し、
他の発電所についても二〇

は、
八基の原子力発電所を停止

なデ モが 起こ り 、つい に政 府

ドイ ツで は事 故 の後 に大 規模

それ も、自分 一人 生 きて い て

いないと、どうしようもない。

たい」と思ったのです。生きて

きく変わりました。
「生きてい

三・一一以降、僕の人生も大

福島の事故は、
ヨーロッパの 命を守りたい、生きていきた
国々に変化をもたらしました。 い、その気持ちが集まってい
るのだと思います。

署名は、
私たちが求める新しい

二二 年ま でに 停 止す るこ とを

個の確立と、個と個の連携、そ

国作り、世直しに、道を開くと

人た ちに も 生き て いて も らわ

もし ょう が ない の です 。ここ

ないと、意味が無いのです。

決定 しま した 。二〇 二二 年に

脱原発は、
もはや、「できるの

生 き延 び るた め には 、原発

は、最大の産業国の一つが、脱

特に女性たちに語りたいと思

か」
、
「できないのか」の話では

を一 斉停 止 する し かな い と思

思います。
私はそこに希望をつ

います。
きょうまで一人の戦死

ありません。
政治的に、「やるの

うの です 。でも 目の 前 の利 益

にい る皆 さ んに も 、世界 中の

者も出さなかった戦後は、
二度

か」
、
「やらないのか」の話なの

を守 りた い 者に と って は 、そ

原発を実現するのです。

と戦争はさせないと決心した、

です。電力会社の解体や、再生

なぎます。

戦争を体験した、
日本の女たち

可能 エネ ルギ ー の拡 大に よっ

の発 言は も のす ご く目 ざ わり
て、それは可能です。
私たちは、民主主義の下で、 なのです。
一 刻も 早 く、高濃 度汚 染 地

の力だと思います。
地球と命を守り、
命を生み育
む女性たちが、
役割を果たす時

止さ せる こ とが 必 要で す 。代

させ る、そし て原 発 を一 斉 停

はいまです。血縁を問わず、国

半 年前 にこ の 国で 起こ った

わり のエ ネ ルギ ー はあ る ので

域か ら人 々 をサ テ ライ ト 疎開
こと は、日本 でも 他の ど こで

す。電力は足りているのです。

脱原 発を 声高 く 訴え てい く時

に連なるでしょう。
その周りに

も、
二度とくり返されてはなり

一番必要なのは、人々の力、

境を越 えて 、命を守 る闘 いに

は、
私のような高齢の思いを同

ません。
そのために一緒に闘っ

なのです。

じくする人間がいることを、
確

ていきましょう。
また一緒に闘

市民 の力 で す。それ ぞれ の 選

は、夫・恋人・友人たちも同志

かめあ って 進んで いき ましょ

挙区で、代議士の事務所に

行っ て、プレ ッシ ャ ーを か け

わなければ、
電力会社の連合に

るこ とで す 。その 代議 士 の立

う。老若男女を問わぬ、人間の

核兵器のない、
原子力発電の

砦を築いていきましょう。
ここで負けることはできない

ない未来をともに実現しま

勝つことはできないのです。
のです。皆で一緒に、力を合わ

しょう。

です。

ち位 置を 、はっ きり さ せる の

せていきましょう。

いま大人 がするべ きことは、

子どもたちを守ることです。そ

のためには、行動を起こすこと

です。ぜひ力を貸してくださ

い。よろしくお願いします。

1000 万人ニュース

3

校で、家庭の中で、どれだけの

のつながり。
地域で、
職場で、
学
県民は、故郷を離れる者も、福

す、東北の鬼です。私たち福島

に満ちた、
豊かで創造的な暮ら

エネルギーを大事に使い、
工夫

福島からの訴え

島の土地に留まり生きる者も、 しを紡いでいきたいです。
どう

したら原発と対極にある新しい

人が悩み、
悲しんだことでしょ

世界を作っていけるのか。
だれ

●武藤類子さん
い、
支え合って生きていこうと

にも明 確な 答えは 分か りませ

苦悩と 責任 と希望 を分 かち合

毎日、毎日、否応なく迫られ
思って いま す。私たち とつ な

ん。

う。
る決断。逃げる、逃げない。子

がってください。
私たちが起こ

（ハイロアクション福島原発四
きょうは福島県内から、
また
どもにマスクをさせる、
させな

しているアクションに、
注目し

い。
何かにもの申す、
黙る。
様々

難、除染、原発と放射能につい

てください。
政府交渉、
疎開、
避

一人が、本当に、本当に、本気

たことに従うのではなく、
一人

〇周年実行委員会）
避難先から、バスを連ねて、た
い。洗濯物を外に干す、干さな

参りました。
初めて集会やデモ
な苦渋の選択がありました。

でき得ることは、
誰かが決め

くさんの仲間と一緒に、
やって
に参加する人も、
たくさんいま
そしてい ま、次第に鮮 明に

つく限りの、
あらゆることに取

かけて、福島を語ります。思い

ての学び。
そしてどこにでも出

のです。

決断し、
行動することだと思う

を見開き、
自分ができることを

で、自分の頭で考え、確かに目

◇

悲しみを伝えよう、
私たちこそ
なってきたのは、
事実は隠され

り組んでいます。
私たちを助け

◇

が「原発いらない」の声をあげ
るのだ、
国は国民を守らないの

てください。
どうか福島を忘れ

す。
それでも福島原発で起きた

ようと 、声を掛 けあ い、誘い
だ、
福島県民は核の実験材料に

を持っています。
奪われてきた

私たちは誰でも、
変わる勇気

あってやってきました。

ないでください。

◇

されるのだ、
大きな犠牲の上に

◇

ちは何気なく差し込むコンセン

の生き方、暮らし方です。私た

あります。それは、私たち自身

もう一つ、
お話したいことが

たいま、隣にいる人と、そっと

ことが、私たちの力です。たっ

横に広がりつながり続けていく

にそびえる壁ならば、
限りなく

をなお進めようとする力が垂直

自信を取り戻しましょう。
原発

口をつく言葉は、
私たちをば

トの向こう側を想像しなければ

手をつないでみてください。
見

◇

梯山の周りに黄金色の稲穂が垂 かにするな、
私たちの命を奪う
れる会津平野。その向こうを、 な…です。福島県民はいま、怒

なりません。
差別と犠牲の上に

つめ合い、
お互いの辛さを聞き

◇

りと悲しみの中から、
静かに立

成り立っていることに、
思いを

あいましょう。
涙と怒りを許し

なお原発を推進しようとする勢

深い山々が縁取っています。
山

ち上がっています。
子どもたち

はせなければなりません。
原発

あいましょう。

福島はとても美しいところで

は青く、水は清らかな、私たち

を守ろ うと 、母父が 、おじい

は、その向こうにあるのです。

力があるのだ、
私たちは捨てら

の故郷です。

ちゃん、おばあちゃんが。自分

人類は、地球に生きる、ただ

す。
東に紺碧の太平洋を望む浜

原発 事故 を境に 、その風 景

たちの未来を奪われまいと若い

一種類の生き物にすぎません。 いかなければならない荷物が、

れたのだ…ということです。

に、
目には見えない放射能が降

世代が。
土地を汚された絶望の

自らの種族の未来を奪う生き物

通り。モモ・梨・リンゴと果物

り注ぎ、
私たちは被ばく者とな

中から、農民が。放射能による

が、
他にいるでしょうか。
私は、 なに過酷であっても、
目をそら

の宝庫の中通り。
猪苗代湖と磐

りました。大混乱の中で、私た

新たな 差別 と分断 を生 むまい

この地球という美しい星と調和

らかに、
生き延びていきましょ

さずに支えあい、軽やかに、朗
生きたいです。ささやかでも、 う。

した、
まっとうな生き物として

途方もなく重く、
道のりがどん

私たち一人一人の、
背負って

ちには様々なことが起こりまし

と、障がいを持った人々が。
◇
私たちは 静かに怒 りを燃や

◇

た。
すばやく張り巡らされた安
全キャ ンペ ーンと 不安 の狭間
で、
引き裂かれていく人と人と

事務局より

▼九月一九日の明治公園に

は、たくさんの人々に集

まっていただきました。本

当にありがとうございます。

せっかく来ていただいたの

に、集会場に入れなかった

方、デモ行進の出発に二時

間以上待った方などもい

らっしゃったようです。申

し訳ありませんでした▼集

会参加者 は約六万 人です。

これだけ多くの人々が「原

発いらない」の声を上げた

ことは、日本の政治家たち

に大きなプレッシャーを与

えたはずです▼山本太郎さ

んが訴えましたが、自分の

選挙区の国会議員に、「あな

たは原発反対？賛成？どっ

ち」と突きつけていくこと

が今後は重要になると思い

ます▼国会議員に対するプ

レッシャ ーの総ま とめが、

一〇〇〇万人署名です。日

本の総人口は一億三〇〇〇

万人。人口一三分の一の署

名が実現すれば、国会議員

は無視することはできませ

ん。皆さんのご協力をお願

いいたします。
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