そもそも私たちは︑原発の
危険性を指摘し︑﹁まやかし

２８

私たちはこのような悲劇を
繰り返さないため︑４月６日
石川県に対し﹁志賀原発を廃
炉へ﹂申し入れ︑４月 日に
は﹁福島原発事故糾弾！﹂学
習会︑５月９日北電原子力志
賀本部︑志賀町申し入れなど
をしてきた︒
同時に︑脱原発運動の拡大
をめざし︑市民団体や文化人
などと共に闘うため︑６月８
日﹁さよなら！志賀原発﹂実
行委員会を 団体で発足させ
て︑脱原発運動の出発点を築
いてきた︒

※放射能の怖さを訴える︑
﹁石川県原爆被爆者友の会﹂
西本多美子事務局長

Ｓｖ

２２

飯館村から招いた愛澤卓見
さんは︑事故後︑長崎大学の
高村昇教授が﹁放射能に汚染
した野菜でも洗えば食べられ
る﹂と説明︒同山下俊一教授
金沢市中央公園 も﹁１００ミリ 以下なら心
配ない﹂と説明したことによ
３０００名
り︑﹁多くの村民は子どもを
７月 日﹁さよなら！志賀 呼び寄せ︑再被曝させた﹂と
原発﹂集会は︑実行委員会の 怒りを込めて訴えた︒
最初の取組みとなった︒
史上最悪の原発事故に怒り ※原発事故を糾弾し︑志賀
原発の再稼働を阻止しようと参
﹁志賀原発を再稼働させない 加した仲間たち
２４

未曾有の被害を出した東日
１万年に一回？
本大震災から一年︒
３基の原発がメルトダウン
それにもかかわらず政府・
し︑大量の放射能をばらまい
電力は︑﹁事故は一万年に一
た原発事故から一年︒
回﹂﹁あらゆる事態に対応し
事故は収束せず︑原因も分
た﹂と﹁安全﹂を振りまき︑
からないまま︒
建設を強行した︒
地元住民には温泉一泊付き
シロートの政治家が
﹁再稼働﹂を決断？ の視察旅行などで懐柔し︑電
源三法などを活用した立地首
ところがいま︑﹁凶器のさ 長の取り込みも隠然・公然と
た﹂が展開されようとしてい 行いながら︒
る︒安全委員会が﹁ストレス
原子炉爆発！
テストで稼働させることは安
全性を担保できない﹂として
いるのに︑四閣僚は﹁︵稼働 ※１㎜ 以上に１５０万人が
を︶政治判断する﹂と言う︒ 住む︒晩発性放射線障害は必ず
くる︒ブラブラ病︑心臓病︑脳
生命より大切な﹁経済﹂﹁ 障害︑腸機能低下︑甲状腺︑白
血病などが数年以内に発生︒
電力﹂とは何か？

反対の声を抹殺し
強行した原発建設

﹂ために︑仲間たちがぞくぞ
く詰めかけた︒

また裁判の場でも問題点を主
張してきた︒

Ｓｖ

反戦･平和 、人権
環境の火を消すな
発行 石川県平和運動センター
金沢市西念３−３−５
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繰り返すな原発事故
止めよう志賀原発！

公開ヒアリング阻止﹂﹁建設
反対﹂行動を積み上げてき︑

原発﹂を迫る︑富山県平和運 地元七尾市からは︑子ども
動センターの叱咤激励で始ま たちを放射能汚染から守るた

毒も政府と企業の犯罪だ﹂と
訴えた︒
会場では十一万円のカンパ
が寄せられ︑福島県での放射
能測定器購入費と畠山さんた
ちの活動に充てられた︒

七尾市

１０

１２

／

めに福島で市民放射能測定所
づくりに取り組んでいる︑七
尾市常福寺の畠山浄さんが︑
﹁子どもの生命を守らないで
電気も経済もない﹂﹁力強く
連帯して闘いましょう﹂と訴
えた︒
志賀町からは︑統一地方選
でトップ当選した堂下議員か
ら﹁原発事故も水俣も足尾鉱
激動の２０１１年は﹁脱原
発﹂闘争が中心となったが︑
﹁戦争のできる国づくり﹂に
反対するため︑Ｆ 戦闘機の
﹁日米豪共同訓練への早朝離
陸﹂や﹁燃料タンク爆発落下
﹂に対する抗議行動も行なっ
てきた︒
１５

った︒
講演は︑福島県平和フォー
ラムの國分俊樹さん︒娘の将
来を案じる辛さのなか︑﹁東
京電力には︑事故も︑事故後
の対応すべてに怒りが納まら
ない﹂﹁モルモットにされて
いる﹂﹁福島を忘れないで﹂
と訴え︑ユーモアを交えた感
動的な講演となった︒

６３名で﹁平和﹂﹁脱原発﹂
などを誓いあった︒

２

２０１２新春の集い

※能登全域から集まった５０
能登地区で始めての﹁脱原 ０の仲間たち︒志賀原発がメル
トダウンすると逃げられない︒

発﹂集会は︑北電本社に﹁脱

恒例﹁新春の集い﹂はスカ
イホテルで１月５日︑華やか
に盛大に行われた︒
特に︑来賓の方は例年に倍
する参加をいただき︑責任の
重さを痛感している︒総勢１

師の学習会に引き続き︑２． 故！止めよう志賀原発﹂集会 性化させている︒
８反戦平和集会で︑飯館村の は︑﹁志賀原発の再稼働﹂阻 事故原因も特定できないの
長谷川健一さんを招き︑原発 止のため︑原発事故の真実と
事故の実態を聞いた︒
１０００万人署名前進のため
に開催した︒
元原子炉プラント設計技師
の後藤政志さんは︑﹁憤りを
持って政府・東京電力・原子
力ムラ﹂を追及しており︑﹁

に︑事故を起こした原因者が
﹁安全審査﹂を行ない︑そし
て﹁安全だ﹂と言う︑信じが
たい動きである︒
新たな﹁活断層﹂が見つか
っても︑﹁脆性破壊の危険﹂
が言われても﹁安全だ﹂と言
い︑再稼働を強行しようとい
﹂と技術 うのだ︒
者としての視点で︑原発の根

志賀で事故が起こ

員︑勤労協や議員︑ピースネ
ット会員たちは︑﹁１０００
万人署名﹂を香林坊︑片町︑
竪町一帯で行なった︒
道行くドライバーも窓を開
けて﹁街宣﹂に耳を傾けるな
ど︑いままであまり見たこと
がない光景もみられた︒
１時間の行動で
の
署名を戴いた︒

本問題を批判された︒﹁地震
ると︑逃げられない
で壊れた原発﹂の内容を細か
く︑かつ分かりやすく語られ ﹁多少不便でも我慢する﹂
で︒
長谷川さんは︑﹁事故後す た︒ 詳細は
﹁原発が爆発して驚いた︑危
ぐに安全キャンペーンがはじ
ないというのは本当だったの
まり︑それを信じた村民が帰
ですね﹂︑﹁電力会社は金で
村し︑子どもたちを再被曝さ
黙らせ︑ヤラセとごまかし︑
せてしまった︒許せない！﹂
憤りを感じます﹂︑﹁子ども
と力説︒また︑仲間が﹁原発
たちの放射能が心配です﹂︑
さえなければ﹂と書き残して
﹁志賀では物が言えません︑
自殺したことを涙ながらに訴
がんばってくだ
﹁
﹂
脱
原
発
えられた︒
さい﹂など
ユー
スト
リー
ム

今後の予定

集会後︑多くの市民︑組合

１３

６７ １０

□４〜８月 脱原発・再稼
働阻止に向け︑あらゆる
闘いを取り組む
□５月３日憲法集会
□５／ 日沖縄平和行進
□被爆 周年非核・平和
行進６／ 内灘スタート
昨年九会場で８００名

の動きも加速

﹁酪農家の叫び﹂
２１

１０

青年女性部は︑ ． に小
林圭二元京大原子炉実験所講

原発を造った者しか
言えない真実

一方︑野田政権や電力側︑

原子力ムラは︑人命より﹁電
２／ ﹁繰り返すな原発事
力﹂﹁経済﹂を守る動きを活
２５

飯館村

切実な訴え
と応援をい
ただく︒

街頭宣伝と署名

県内集計６万筆に迫る︒

福島からの訴え

守るために︒

※日本の乳ガン発生数 左図

れば３０％前後なのに︒
※新生児甲状腺機能
低下症と原発 左図

武藤類子

ハイロアクション
細野原発相
２０㎜ は人が住める
Ｓｖ

※アメリカの乳ガンと
原発の相関図 左図

れたものと接合すると変成さ
れたものがコピーされる︒４
０〜５０回︑変成︵時間がか
かる︶が繰り返すとガン化す
る︒こどもで５年︑大人で長
い人は５０年の人もある︒
年間
は︑
８０兆個の細胞すべてを切断
してしまう量である︒物理的
にも﹁安全﹂とは言えない危
険な量である︒十分発癌の可
能性がある︒これを２０ミリ
シーベルトまで大丈夫なんて
どうして言えようか︒

Ｓｖ

Ｓｖ

２０

１１

３／ 原発震災から一年が
経ちました︒今なお︑私たち
は心休まる時がありません︒ 驚くことに︑日本では２０
この間︑東京電力は悲惨な ミリシーベルトは住める世界
事故を引き起こし︑多大なる だそうだ？︵４月以降の早い
損害を人々に与えた企業とし 時期に決定予定︶
ての責任を︑どれだけ果たし
国際放射線防護
たでしょうか？
委員会︶が示す避難基準の下
どうして︑東電の責任にお 限が年間２０㎜ であること
いて除染は行われないのだろ から︑﹁健康リスクは他の発
う？
癌要因と比べても低い︒より
どうしてこれ程の事故を起 いっそうの線量低減をめざす
こしながら︑検察による取り スタートラインとしては適切
調べが無いのだろう？
だ﹂として︑年間 ㎜ 以下
どうして損害賠償請求を︑ を居住可能とした︒
東電が作成し被害者が記入し これを﹁モルモット﹂扱い
なければならないのだろう？ と言わずになんと言おうか︒
疑問と怒りが胸の奥から沸 まさに︑﹁ＤＮＡ破壊﹂﹁低
き上がって来ます︒
線量下の被曝実験﹂と言わざ
みなさん︑東電︑そして原 るを得ない︒
発政策を推し進めてきた国を
告訴しましょう︒きちんと責 低線量被爆・内部被曝
の﹁証﹂が次々と
任をとってもらうために︑検

り密に切断される︒つなぎ間
違いが起こり︑隣りの切断さ

アメリカの原発周辺では︑
乳がんでの死亡率がとても高
い︵乳がんは放射線の影響に
より発病する代表的な疾患︶
図の黒い部分は原発の１０
０マイル以内を示しています
が︑死者の３分の２はその郡
の住民である︒面積にしてみ

放射線があたると外側に回
っている電子を原子からはじ
き飛ばす︒原子は集合体であ
る分子構造︒ペアを造る︒分
子に放射線が当たると︑ペア
の一つを電離する︒切断され
る︒ほとんどの分子が電離す
る︒ＤＮＡに作用すると一個
の切断︒その他が切断されて
いないとき修復される︒内部
被曝の場合︑一個の切断では
終わらない︒ 線
α︑ 線
βもあ

※写真は︑細胞分
裂中の細胞︒因み
に︑５００ベクレ
ルとは１秒間に５
００本の放射線が
飛ぶ量です︒
※サイト﹁ベク
レルとシーベルトの変換﹂参照

核兵器を製造するために作られた原
発︒ウラン採掘︑製造・運搬︑原子力
発電所︒すべてで被曝者を生み出しＤ
ＮＡを破壊する︒そして死の灰︒低レ
ベルで３００年︑高レベルは 万年︒
１０

３１

※締め切り５／ まで延長！ 察に調べるように要求しまし
ょう︒自分たちの人権と命を

﹁核﹂は廃絶するしかない︒ 編集子

