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◎９月２１日現在 １万３５５３筆
３５５３筆

『署名 de CAN』
本年二月、盛岡で開催
された「六ヶ所ラプソデ
ィー東日本市民サミッ
ト」で、「六ヶ所再処理

みんなで出来る

前回の約百万の署名に
繋げよう
一昨年十一月と翌年
一月に「岩手の会」は放
射能から海を守るため
に、約十万六千筆の署名
を集め政府に提出しま
した。その後、消費者団
体や重茂漁協など岩手
六漁協、サーフライダ
ー・ファンデーション・
ジャパンなどが集めた
署名約八三万筆が提出
されました。
今回は、前回の署名を
埋もれさせず、「国民合
意による絶対安全な原
子力政策」を公約とした
新政権が、先ず再処理を
凍結させ、安全の糸口を
確保する事を求めるも
のです。

これ以上放射能を
さないで！ 六ヶ所再処理工場は
所再処理工場は
「海に、空に、これ以上放射能
以上放射能を流さないで！
稼働凍結を！」 六ヶ所工場の
所工場の危険な
危険な操業を
操業をストップさせるため
ストップさせるため、
稼働凍結を
させるため、九
月十三日から二
にかけて「全国一斉署名行動」
全国一斉署名行動」の取り組みがあり
月十三日から
から二〇日にかけて「
ました。「岩手
九月十九日午後、盛岡城跡公園かめが
盛岡城跡公園かめが池付近
ました。「
。「岩手の
岩手の会」も、九月十九日午後、
かめが池付近
広報活動、署名集めを
署名集めを行
いました。「岩手
作製のカラーリーフ
で広報活動、
めを行いました。「
。「岩手の
岩手の会」作製の
所再処理工場Ｑ＆Ａ』を
配布しましたが、
けとった人達からは
『六ヶ所再処理工場Ｑ＆Ａ』
Ｑ＆Ａ』を配布しましたが
しましたが、受けとった人達
人達からは
一目でわかる。
みやすい」と好評でした
好評でした。
一斉署名は、宮古、
宮古、仙台、
仙台、
「一目でわかる
でわかる。読みやすい」
でした。一斉署名は
八戸、札幌、
札幌、横浜などの
横浜などの市民
名乗りを上
げて取り組んでいます。
んでいます。
八戸、
などの市民が
市民が名乗りを
りを上げて取

さらなる放射能汚染を
防ぐために
一、再処理工場の稼働予
定を凍結すること。
二、万が一にも高レベル
廃液を環境に漏らすこ
とのないようあらゆる
方策を講ずること。

「 岩 手 の会 」 盛岡 での 署 名行 動

第一次集約（８月末日集約）
１万００１６筆
第二次集約（１１月末日）
政府への提出（１２月予定）

《天恵の
天恵の海》
三陸の
三陸の海を放射能から
放射能から守
から守る
岩手の
岩手の会

http://homepage3.nifty.com/gatayann/env.htm

工場稼働凍結を求める
全国署名」が提起されま
した。その後、さらに周
知させ「署名簿」を確定
し、六月に岩手の会ホー
ムページにアップしま
した。この全国一斉署名
は『みんなで出来る再処
理反対キャンペーン』
（略称『みなキャン』）
の一つとしても取り組
まれました。また、全国
署名について実施場所
などを閲覧出来るＷＥ
Ｂページも開設してい
ます。

わかりやすいリーフレット

岩手の会『Ｑ＆Ａ』

岩手の会では、誰にで
もわかる平易なリーフ
レット『これ以上放射能
を流さないでー再処理
工場Ｑ＆Ａ』を発行しま
した。（Ａ３折りたたみ
変形Ａ５版）当会ホーム
ページに掲載・配布中。

「豊かな三陸の海を守る
会」は九月二六日（土）
宮古市小山田マリーンコ
ープ・ドラ前で署名集めを
予定しています。

ウクライナの歌姫、
歌姫、ナ
ウクライナの
ターシャ・グジーコンサ
ターシャ・
ートが八月三〇
八月三〇日（日）
ートが
気仙沼市公民館に約四〇
約四〇
気仙沼市公民館に
めて開催されま
〇人を集めて開催
開催されま
した。気仙沼周辺や
気仙沼周辺や岩手
した。
宮城にまたがる
宮城にまたがる音楽愛好
にまたがる音楽愛好
たちによる実行委員会
家たちによる実行委員会
主催しました。
が主催しました
しました。
スタッフの一人、武藤
北斗さんは感想をブロ
グに載せています。
◎先日参加した「ナター
シャ・グジー」コンサー
トの報告です。通常は撮
影は禁止ですが、スタッ
フとして写真撮影を許可
いただき、限られた曲目
の限られた枚数で撮影し
ました。美しいのは見て
すぐに・・・
（写真の通り）
◎曲の合間のトークは民
族衣装の話から、楽器の

話、日本とウクライナの
文化の話など多岐にわた
りました。その中でもや
はり私が心に残ったのは、
第二部の最初。まずはあ
ざやかなドレスに着替え
たナターシャの登場に会
場 か ら 自 然 に た めい き
が・・・
◎そして、こんなお話を
してくれました。
（あわててプログラムへの
走り書きなので、言い回し
や語尾の違いがあると思い
ます）

今から二〇年以上前に
チェルノブィリ原発が爆
発しました。お父さんが
原発で働いていたので、
原発からわずか三・五キ
ロメートルのところに住
んでいました。
チェルノブイリ原発の
事故は夜中だったので、
殆どの人は大きな事故と
知りませんでした。
次の日は普通に生活し

菊田省一実行委員長の感想
沢山の人達の協力でコンサートは成功しました。
ナターシャの透明なソプラノとバンドーラ演奏は、
さらに音楽的な才能が向上し磨きがかかっていま
した。ふるさとを失ったナターシャ・グジーの過去
を知ることで私達の未来が見えて来ます。三陸の海
を守りたいという気持ちが沢山の人々に伝わった
と思います。

ナターシャ・グジー

コンサート

１０月４日（日）
パネル展示 １２時３０分
開
演
１時３０分

宮古市民文化会館 中ホール

入場料：
入場料：５００円
５００円

ました。子供は学校へ行
き、小さな子どもと母親
は一日中外で遊びました。
そして、一日中目に見
えない放射能を浴びてい
ました。
事故の事を知らされた
のはその次の日でした。
「たいしたことは起きて
いません。でも念のため
に避難してください。三
日後に必ず帰ってくるか
ら荷物は持たずに避難し
てください」
みんな、荷物を持たず
に街を出てしまいました。
でも、三日たっても、一
ヶ月たっても、そして二
〇年たってもその街には
戻ることはありませんで
した。
子供のころ毎日遊んで
いた美しい森もたくさん
の思い出の家も土の中に
埋められました。今そこ
には何も残っていません。
かつて命が輝いた町は
死の町になってしまいま

宮古市まちづくり
宮古市まちづくり事業
まちづくり事業
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http://blogs.yahoo.co.
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30472974.html

武藤北斗さんのブログ
「地球とともに」

した。ふるさとを失った
だけでなく、たくさんの
人が亡くなりました。
私の友達も何人も亡く
なっています。当時私と
同じように子供だった人
が大人になり結婚したり、
子供を産んだりしていま
す。そして新しく生まれ
てくる赤ちゃん達にも異
常があります。
二〇年以上前に起こっ
た悲劇はまだ終わってい
ません。人間は忘れるこ
とによって同じ過ちを繰
り返します。悲劇を忘れ
ないでください。同じ過
ちを繰り返さないでくだ
さい。
そう願って私は歌を歌
っています。

（小学生・障がい者の方
３００円）
当日受付にて申し受けます。
託児所あり
託児所あり
〈主催〉こどもたちの
こどもたちの
教育と
教育と未来を
未来を考える会
える会
連絡先 須賀原

