
〈プログラム〉

1 開会の害車 北九州の仲間

2 鼎梼 福岡の仲間

3 基調報告後爆二世の会 調酉の仲間

4.メッセージ 連帯労組・やまぐち

5 う た あUあんさん 宇まぐち障害者解脱セン>-

6 各団体・個人からの発言 軍港を活かす市民の金・やまぐち

AWC日本連
出現び入り莞雪猷迎

揖国の仲間 7 閉会田言葉

大限の誼螺二世 8‘シュプレヒコーJ~

日時 2017年間 6日(日)1明お分
場所広島原爆ドム障り

ー

「峨争と被ぱ〈を静さ怠い写真展~命を・かすもの-， を8時30分頃から行コています

{スローガン}

1 金ての‘・"..・ヱ世..三世の周司.. ・舗を.色取ろう 1

2 自本..，骨はアνア@・.犠審者に'耐震と舗債を行え ・

，. .本の舗.穫を併さず町雀界中から畿をa・aしよう 『

• . L調..~・1l1:1i~しょ号 t

5. S*alfJlt鷹鍵畿.宥に園奪循債を行え 1

6会ての師範の寓樽・を肝さず鹿炉にしよう g

思突の事面B霊・陰・幽を阻止しよう'

7事迭司駐車を阻止しよう l

8 安保関連去を廃止Lょう 1

.. .. 宕山に来.住宅俗いら&い!

辺野賓の領a・・・..やめろ!

朱..，ー・・に反対し全ての朱軍基地をアジアか.，匝去しよう1

'0アシアの仲間dヒ長に平和を実現しよう l



はじめに

私たらは、;(実t人制i主持作で舎なb、lといフこtHI:会に発信し 原発も軍司賀基地も骸民.ni， 

鯖い世界のお裂含めさし Cいまれ jU':~Ol a年よ号館 。広島脅迎式典は鶴田のが和団体との共同

の取り組みと念>-ç~ ， 識す 肺

0.，・8平紹
あなとは f平和」と開い引田1を思い浮かべるだろ フ命、 f鞍与がない状態.. ;そニそニ棄しく

暮らせる状降』だろヨ治、 a本は 70年余り f鞍争がない状態lが綬ドた園LnしカL それは

;R本国内」で『戦争がない状態」という意味だけであった.白内の米双基地は 01量挙 A トJ

ム イラクなどへの特争抑蟻拠点とな り 峨争に加拘【 Cきた“また f式認峨出話止三鳳州J'"

~014 '鮮に第 2~安信教臨ーより転換され、口創玄武器愉I引回~と変貌した

日夕転向政府は 仲縄 辺Jf，"の新"組建緯や米海持隊本田"'地(凶凶積院} 、a:>;ii!W首E暴行1-iI1 &:-

非常に強制主的iこ進めてb、る.

告閣では、 宅賢母厳報機穆駐計画が姥表された節、「ニれ以 hの~j慢はごめんだj ;"合繊"加存

者にな句たくな し リと IU~.役..で 『鑑敏機移跡的の愈島が不されt:，これ仁対して政府は他

殺途巾の市斤舎の繍助金をカッ トし 米軍再編必付金対象向簡保jJ'r;，院外するなH なり綬り.. 

わない態度で地壊の医ヌ?の?を飢え住む行動に憎た。護士 沖縄ぞも 名積，fiR.俊明院や遷犠なx
c r辺野凸新Jii1!t~o: I O')t!里が示されピきたが政府は基地新般を止めよ うどせず戸 沖縄県に

嫌々た魁ヵ.かけ続けているa

最近のyリアの例を単げる，でも必〈 、;fr写、世界各地σ『笠きどいる人 lωkに「般も多〈

ミサイル寄金者悌tさせ殺した単隊J ，玄米単だろう。 西本政府は その米軍の字t持、をより倒極

的に行ソ~に 日衛隊左米軍止め 体化若々推し進めている

れ米が共同で武力行使して初手合制限していくこどrt'平和JIJ'う 世界符地に展~j る米市

l:t I率和Jを生み出 Lfか ? Rだ砂 むしろ 小学校でミサイル飛来時の烈練を行わな〈 ては

な的ないよフな忽怖の世界が広がり始めている.

多くの市民は ヨ'*ノJで平和を作るなどという政緬の曾袋tニ縞され口μ 、必ドレ l輔の圧カに

むれけてはいなb、. f~1l-反対 ! J rアパ政治的を掲げ 各地で軍事ぷ地強化反対遍!itJu.粘り

強く取り組まれ 水量再編完了の目処は立っていない まIc ロ本の策固化への温となる2C凶年

安企保障協i!l!1.tペヨ 先¢国会c政府が強引に成立させた共謀罪に対Lても、各地や国会前℃たく

さ んの反対ω~がお二り、"'斗白骨もその悠りの声はÀさくなっている.

安倍政権は トヲ~プ政権が国際it違反Uコ シ !) ï攻曝を Lた擦に""先に賛意在不し 尻叫に

乗るうとした ニんな政僧は絵わらせよ う“ .隊'C平和は作れたし、.

干Aた%は拡たちのめさi.(:ころを、 8月 "原婦の固に

吟ぇ、平和憲法の恐4訟をIぶかし、 少 lずつ でも、弘たちの

望む半釦へ近付けるよう 多を路巧山そう.その歩を日臨

めることこそが、 1945年(凶1'IlZG隼】 金者月匂""二腐と続

り返さなbためのー多になるだろう.



0彼燭省悶掴

被爆者度目"島の務長

被爆者は録制織を裕"た"・で '"術"やクガにかかりやれこ J: (2】働集やケアfをし

たとき その病気やケプ'Jf!l拾りに〈いニと (3 ) "~(ペケガ.し台ニとによ 。て認定~帽を続

'<1るおそれがあること符から 徴M齢者援寝訟に基づき各組手当 +'!!{ ~償資助成" ，月める.

"外被爆者，、厳爆者....怯め完全通州を

a本外に住む在外複tt-!"j13食傷者餓緯依から遍照除外とされ どきた.{岩外彼個・4館本人が娘

判を魁二L 勝訴する可』でほとん肝が遁則されるようになったa しかし 手続きの煩a置さな

どまだ銀電が残っている.在外程度法屠曹がどこに住ん Pいても 刊本，.'臨む紋働者と同 じさ誕還を

受付 られるよ う求めれ円 九

以硲の人体への彰婦の過寸J守備を許さない

被・・宥方、"長崎..蕗定却下..尚依訟lになち kが勺た結集 同の却 F処分を宿 主判決が相

次いだ. R本政府は2切舗与と.，年そして 13tllと..定週臨場合改めた企いうが 際機者の高嶋に

l主的。てい1，い そのため各地で続十な訴2去が起さ ζいる.Jl;I. ¥守<21人 (2017単1月2.'iH現tT;). 

網，.判決"入中勝訴詩人である.

9を舗厳正憾に溜いながら制~ .Hi被爆者k 認め 3れていない『複爆体験者 』 が 回や県 長

崎"，に横帰智健康手械の交付などを求め鴎っているー2Mf，年2月 侵崎地検は旬耳 障原脅阿に

対して原告侮勝訴の判倹&下し..伺年5月、包瞬間“認，". 陣原告凶に対 L原告企而敗

訴kレヲ本吋判決1-:F ¥た町/1f.'7I聞は検高検によ持 した前 .，子 提符 {長崎県 南)と敗，;と

芯れた原告は{れぞれ傍鰐 l"Cいる.

広島11..(')151:卜僚に除。た r.'!!H、情" について "本敵"が補定していろ区別度外守れ多〈

の人が 『悶"降り ".康被嘗合受けと」と訴えている.2(/1肩甲"月 紘射伐降 F約少禽行 ， ~

t 'mJ に甥?'r~tI阪篠宮金きをけたと して "人が被ゆ奮総販4慢などの交付金求めて広島地

段に健Rし日、るι Wl7年 6 J1 nH.~たに川人格 広鳥地調度に塩加怪事 1 た

原告が問題 とLているのは 日本政府の 賃lた筏婦の過.，評価であるz これM悩励賞:ー

原発$依飯事布にも訴がる欄睡でめり 見過ご4ニ，1::fJ.で企必い.

僚機二世への彼起爆者優語法の適則合理'ち取るう

''''年iこ成立した r原子優抑夜働省に対司る"謹3凶ヲるit稼Jの鮒砂fkil!は"後爆

者tその子及び係にヌすする旬t<lS，こついての混在 研究及びその曾慣について 1 分îf'.~し ー

伎の健峰2診断については継続して行なうと どもに その睡かれているな場 を想解して M 

荷量実~銅るニ と .， とあるが。 彼処静ー世《策 il に主宰 し凶が"っているのは作一間の健康診断

{帆年度指.，のみ 守ある. かも各向沿除にまかせている企め、 自治依tよっ てはこ惜泊

健診を椅皐Lても， r換の都合lという理闘で健診ができなくなる働合がある肉

企a回倹修二世印体連給協歳会{会周二陀脇j会どの給。強い運動により 2016年度よ り多

布署性骨髄隠の検盆が加わ"た. しかし 被n・ニ目険加最大の不安司堅調陸 Pめる "jJ'/についての検

. ， -

一一 一



診は未だ会主れていない 骸爆三世については健康診断すっ行っていない.

鍵蝋不安を組える二位はたく さんいるが蕊悌からn年緑った今も捜獲策は実現していない"

こうした状"を解決するため 企図二位協はやむなく司法による解決を口 指レ被爆世仁

徳越を求める集団訴"に立ち上がった担缶、広島 長崎共原告1;126人である.

議長， ..二世とは両線又はどちら倉、~彼喝者であるζと. かつ観が広島で益娼した場合 1 ;1; 1 9制年，. ，日以

降に観がE長崎で復帰しと場舎はe月・日以跨に生まれた 人のιとを~う.

。原発問題

2011牛 3Jj 11ロ1:.発生した東京得ノJ制&第胤宛の事故は恭"取烹せ i".Jb.射飽Vよる"抱*

も硲れ流しのままとある が 今年 3月 "胤売事貴金遭難者1F1l~ 1 ニ おい C前橋地被で "凶の賠

償貸住を認める判決が11¥1::.そし、昨年以降胤児嶋 鮪潟県加事選挙でパ...保働懐抱擁"候補

が査選ナるほど反対の"強が強いにもかかわらP 原発の両総働&'"干可が相次いでいる.

し泊 し 使JIIi1f õ'...鞍鱗料の保管プール ;~:ì調停になるりは時間"問坦である園 周に再練働 L I子 支

海脈経は3年余り でブ ルが~停になろ >いわ札ている. その うえ政府は伊方脈砲に見られるよ

日ー よりf，;:ft貨なーんレサ マル亮司区(ヮ "ン プルトzウム催合般化畑燃料 τ畝型産科会使 刊 に

こだわつ ども る これには20 1 ~年 7 )l ; :30~J)期限会迎える 回来線チヵ脇定方大き 〈 彦会 を得>し

ている.198R年の協定で目本は叙燃料の再処理=プル ト三 ，)ム畏迭の候例(械持縫製造能ア1獲得

の権利)a"" ~手に L た. それ" プル ト クム金高速増殖炉~の警官乞ピ使い備蓄 しえなも吃いう のか

附徒であった. ところβ nんじゅ』はものの見事に失敗 プルト ウムはたまる一方であ

るE このu プパレト ウムの使用メドがtr.1..ないと 何本校府は同本原 i-}J協定を向度畏期間守

結び 日本の修燃料再処浬=収，器製造筏術を安定的に維持 f。こ止が密実撃になるe そのろん続

協定で較燃料~再処理念、併されない事慾に '.:iu!~使用済み核燃将の省声価値がゼロ"ころか、保

管費泌が鈴かるt:'.けの金食い山止なη電力会社(土署捜企する。 一めととが政府に即発内線働とゾル

ィfr--~ル発電念具織に急が4ぞ ているのだz この上 ヨ なニ Jレ*絶対に軒 ccはならなu、

また 山口県上関町では最後の'"警立地 ~.i)れる上関原発建綬功、E十四 さオιζいる キ 岡山

U県知事陪昨年格冗 中国電力が上倒風発簿記貨を目諭む図ノ浦ιぷ有水面狸め立て免貯の稲n
再延長を静可した.免許，制限は2019年 7Jl6flに鍾びた. しか し筏島の舟民合はじめと した反対

運動が35年::.bた勺 雄耐を問んでいる叫 しし 源確ができて t.... H 、，."が起これ.1，/，ベ島は再

""'射能の被寄を愛けるニとになる.そんなニとは絶対にあってはならなも、.

。 績を吟ぐる現校

今、世騨に怯約1昆"'"発め穆弥傾泊存従サる.地確合同胞]彼療してもあまろぐら」駒大な番訟で

ある向 トラy プ政権が実現場して世界は際鳴の周置を噌している.オパ V廷の"向訪問からー惇 彼

嫌者への"催''''"''ちはなか 勺たものの伏界巾の~U がヒ n シマに剣 1:..， i~. し泊 L 今 伎の耐

えはかき摘されようとしても唱. トソンブ大鋭領"稜戦争を勝も鍍<!そ世界最強の核得能力金保持

rる戸娘細している.殿近は lCBMOJ発射実験や迎掌 ミサイルの発射実験全し ている.x イ

， -



ラJ との按合意の昆'"Cも考えている. 方朝鮮民主"義人民共和国"向分泌を I核保有岡，r 
必め ζもらいたいと願い何凶もミサイル発射実験や核ぬ験を総り返し口、る凶イランと対立する

サウ :17'7ピアノよども脈事進港政H臨め 得ホーは駿持~を持ちたL、との野唱に燃えて， 'るa 偶発的

必核戦~の危機は高志ヮている.

そのような中 高齢化した被爆者"緑色告の声合るり しばっ て院民鉛"廃絶を耐え Cいるs そし

て世界の多く の人々の厩いに答えて以持221考止条約カ締結おれた.12，ゲ聞が質問している.前交

に lヒバクシ今 I，いう"常が入 り 側嫌 生産保制 使閣を翁11:守るという画期的なものて?

ある. しかしアメMカの rmO)愈Jのιkにいる11;本はこの余約の安渉に.，加1てい化".t丹井

広鳥市長"凶曜の会議に幽掃し条約の成立金箱〈訴えた.枝々は懐具惨廃絶望を願う世界ゅの市民

と必需しこの朱約"'成虫を埠〈訴えるものでhるa

まとめ

抱述Ji.-iIi:爆者 二日止三世と ともに 侵路線今も修氏招も'"発も今い世界<tH j泊九 闘うアゾ

アの民衆と3警告?して 磁器九朱f:I，f;かし 米鼠再編を阻止して γジγから企ての米軍品胞を撤

去しよう!!i>l詩{ニ 上関原発池波書+附令門紙撤H占官、"，."，(1)胤完全廃炉にしよ う4 そし C悶場

者r趨えた労働者'"慢の団結と ~.. 反紋 反州諸 岡修者解放の飼いを附進さ也、人間ら し〈 牛

さられる世界金作り出そう!

-， 

(2017i!-=7)1ISH) 

帥 moco康昌

no more軍陣

アジア@人と手をつ"いで

平10を実現しよう l


