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広島県平和運動センター・広島県原水禁の事務局長が４月から交代し、新たに 

渡辺 宏 事務局長が就任します。５年間、事務局を担当し平和・人権・原水禁の 

運動を推進してきました。この間、皆さまからいただきましたご支援・ご厚情に 

対し、心から感謝いたします。引き続き、新事務局長へご支援・ご協力いただき 

ますよう、よろしくお願い申し上げます。（前事務局長 藤本講治） 

       
            －－－目 次－－－ 

 

 １頁：４月の活動予定 (４/１現在) 

 ２頁：平和運動センター幹事会・地区労代表者会議開催（３月２５日） 

「２０１７平和運動センター構成組織交流会」開催（３月２５日) 

 ３頁：地区労だより（三次地区労組会議） 

  ４頁：自衛隊は南スーダンから撤退を！共謀罪反対！３・１９総がかり行動 

  ５頁：「米国海兵隊単独訓練反対！日本原集会」が開かれる 

被災６３周年３・１ビキニ・デー集会を静岡で開催 

 ６頁：３.１１「福島原発事故から６年「フクシマを忘れない！さようなら原発 ヒロシマ集会」開催 

  ８頁：「いのちを守ろう！―フクシマを忘れない全国集会」（３月２０日） 

       県原水禁「核兵器禁止条約交渉参加」政府へ要請を行う 

 ９頁：新聞に見る「ヒロシマ」（２/２５～３/２７） 

１０頁：ご案内〔「第３２回４．９反核燃の日全国集会」「原水禁全国交流集会」〕 

      〔４・２６チェルノブイリデー座り込み行動〕 

        〔施行７０年 いいね！日本国憲法－平和といのちと人権を！５・３ヒロシマ憲法集会〕 

   

【４月の活動予定】 

3 日(月)18:00  ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会世話人会＝広島弁護士会館 

5 日(水)17:30  高校生平和大使・高校生 1 万人署名活動実行委員会サポーター会議＝広教組会議室 

8 日(土)13:00  被爆二世相談日＝平和運動センター事務所 

        14:00  共謀罪法案反対！ヒロシマ行動＝原爆ドーム前 

8 日～9 日(日) 第 32 回 4.9 反核燃の日全国集会・六ケ所フィールドワーク＝青森市 

20 日(木)17:30  部落解放広島県共闘会議 2017 年度第 1 回幹事会＝高教組会議室 
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    18:30  日朝友好広島県民会議第 2 回幹事会＝高教組会議室 

24 日(月)13:00 原水禁第 92 回全国委員会・平和フォーラム第 19 回総会＝連合会館 

26 日(水)12:15  4.26 チェルノブイリデー座り込み行動＝原爆慰霊碑前 

18:00  平和運動センター第 5 回常任幹事会＝平和運動センター事務所 

5/3 日(水)13:00 平和といのちと人権を！５・３ヒロシマ憲法集会＝ハノーバー庭園 

 

平和運動センター幹事会・地区労代表者会議開催（3 月 25 日） 

〓「４・８共謀罪法案反対！ヒロシマ行動」に結集を〓 

3 月 25 日、ワークピア広島において第 4 回常任幹事会

・第 2 回幹事会・地区労代表者会議を開催しました。 

開会にあたり佐古議長は、「森友学園問題や稲田防衛大

臣の国会答弁など安倍政権に、ほころびが出てきている。

野党の追及を期待している。共謀罪法案の閣議決定がされ

るなど改憲策動が強まっている。平和・人権を守るため取

り組みを重ねていかなければならない」とあいさつしまし

た。報告事項は、「被災 63 周年 3.1 ビキニ・デー集会」     共謀罪法案閣議決定 3・21 抗議行動             

「フクシマを忘れない！さようなら原発ヒロシマ集会」「部落解放県共闘会議第 29 回

総会」「朝鮮学校高校無償化 2.19 全国統一行動広島集会」などの報告を行いました。 

協議事項では、①4 月から平和運動センターの事務局長が交代すること。②春季護憲

運動「施行 70 年いいね！日本国憲法―平和といのちと人権を！5・3 ヒロシマ憲法集会

（ハノーバー庭園）」の開催、「復帰 45 年第 40 回 5.15 沖縄平和行進」の参加体制。

③4.8 共謀罪法案反対！ヒロシマ行動（原爆ドーム前）の参加体制。④4.26 チェルノブ

イリデーの取り組み・座り込み。⑤部落解放共闘運動への参加〔2017 部落解放・人権

啓発講座（5 月 21 日＝三原市芸術文化センター）、狭山事件の再審を求める中央集会

（5 月 23 日＝日比谷野外音楽堂）〕。⑥「アジア・アフリカ支援米」田植えを 5 月に

実施する。などを確認しました。共謀罪新設反対の取り組みや 5.3 憲法集会に全力をあ

げて取り組みますので、ご多用ではありますが様々な行動にぜひとも参加いただきます

ようお願いします。 

「共謀罪法案反対！ヒロシマ行動」 

◇開催日 ４月８日（土）１４時～１５時３０分 

◇場 所 原爆ドーム前 

◇内 容 １４時～集会 １４時３０分～デモ行進 

 

 

「201７平和運動センター構成組織交流会」開催（3 月 25 日) 

〓連帯の輪を拡大し組織・運動を強化しよう！〓 

  3 月 25 日、12 時からワークピア広島において、１４労組

・７地区労、そして、共闘・友誼団体から 57 人が参加して

「2017 平和運動センター構成組織交流会」を開催しました。 

会の始めに広島朝鮮初中高級学校三年生のチョン・キョン

シルさんから高校無償化問題についてアピールを受けました。 
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チョンさんは、「朝鮮学校にも高校無償化を。私たちも

同じ学生です。学ぶ権利がある。３年間叫び続けてきた。

しかし、私たちの言葉、気持ちが日本政府に届くことはな

かった」「後輩が怒りや悲しみを感じることなく、学校生

活を送れるようにしたい」と訴えました。また、朝鮮学校

コーラス部のみなさんが「翼をください」など未来に羽ば

たく曲を披露していただきました。平和運動センターは、

朝鮮学校生に笑顔を取り戻すため、引き続き支援の取り組

みを行うことを参加者で確認し合いました。 

その後、佐古議長から「平和運動センターの活動は政治

的課題が多くあり、眉間にしわを寄せる会議が多い。年 1

回はそれぞれの組織の悩みを共有し合い、より強固な組織

を作ろうと交流会を始めた」「戦争法、共謀罪など民主主

義が崩壊する課題が多くある。平和・民主主義を守る運動

は平和運動センターしかないと思っている。今後とも活動

へのご支援をお願いしたい」とあいさつしました。 

昼食交流では、友誼団体（広島県原水禁・広島県護憲・

部落解放広島県共闘会議・日朝友好広島県民の会・戦争を       

させないヒロシマ 1000 人委員会・高校生平和大使サポー 

ター）、加盟労働組合そして地区労から組織の紹介を受け、    <中国国税・河井委員長> 

運動を共有していきました。また、今年の交流会には、未

加盟組合の中国国税職員組合の河井一浩委員長にもご出席

いただき、顔合わせをさせていただきました。 

ご多用の中、出席いただきました構成組織・団体のみな

さん、大変ありがとうござ いました。今後とも平和運動

センターをよろしくお願いいたします。 

 

 

地区労だより【三次地区労組会議】 

   〓地域での地道な運動の継続〓 

平和・民主主義三次地区労働組合会議（中山悦己議長：自

治労三次市職労）は、2017 年 2 月 17 日金曜日、年間予定か

らは遅れましたが第 22 回定期総会を開催し、経過報告、決

算、監査報告、活動方針、予算、役員体制の各議案について、

全て承認をいただくことができました。また、総会終了後に

は例年新旧役員と各加盟単組代表との交流会を行っており、

地区労役員と各加盟単組との親睦を深めることもできました。 

 具体的な活動については、やはり夏の草の根平和行進が中心であり、2 日間で延 150

～200 名で実施しています。連合備北地協と実行委員会を立ち上げるようになってから

数年経過しますが当初、連合のみの加盟で地区労非加盟の労組の参加もありましたが、

ここ数年はそうした実績が無く、今後の課題となっています。三次市政については、市

民クラブと連携して取り組んできましたが、昨年の三次市議会議員選挙において、市民

クラブを含む連携できる議員 6 名全員を連合備北地協の『支援』候補とし、地協総体と
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して取り組むことが決定され以後においては、議会対策会議など連合備北地協が主導す

る形になっています。しかし、個別の課題については、従来どおり地区労と市民クラブ

との連携は不可欠であり、今後も意思疎通と連携の強化に努めます。 

 平和学習会など学習活動については、三次地区労独自の取り組みとしてはここ数年開

催できていませんが、まなぶ講演会や賃金学習講座については毎年後援させていただい

ております。また、市民団体『「戦争法制」反対広島県北行動』と連携し、安保関連法、

集団的自衛権の行使や共謀罪に対しての反対行動や学習活動にも呼びかけ団体として参

加させていただき、加盟単組の皆様には多くの参加をいただいています。5 月 14 日には、

「ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会」共同代表の山田延廣弁護士を招き、市民集会

が開催される予定となっています。 

 地区労の活動は、予算的な余裕も無く県平和運動センターが呼びかける行事などの動

員も各産別・労組へ要請されますし、加盟単組も減少し加盟する全ての単組が連合加盟

でもあり、独自で特筆するほどの活動ができていないのが現状ですが、市民や連合備北

地協との連携を維持する中で、数年前に売却した事務所代金の有効な使用も考えていま

す。三次地区労も地域での絆を軸に、「護憲、平和、民主主義、人権、環境」を基調と

した地道な運動を地域の中で継続して取り組みます。 

平和・民主主義三次地区労働組合会議事務局長 久野満康 

 

        

自衛隊は南スーダンから撤退を！共謀罪反対！３・１９ 

総がかり行動〓広島では「ストップ！戦争法」街頭行動を実施〓 

 3 月 19 日、衆議院第二議員会館前で総がかり行動実行委員会によ

る「3.19 国会前総がかり行動」が 4,800 人を超える参加者で行われ、

広島から 3 人が参加して戦争法廃止、共謀罪法案閣議決定反対の声を

上げました。また、沖縄平和運動センター議長山城博治さんの釈放を

参加者みんなで喜び合いました。 

広島においては、「ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会」による

毎月の街頭行動が 19 日に行われ、平和運動センターなど戦争をさせ

ないヒロシマ 1000 人委員会は、八丁堀福屋前で街頭行動を実施しま

した。街頭では、呼びかけ人の秋葉忠利

さん、檀上正光さん、三木郁子さん、山

田延廣弁護士がマイクを持ち、戦争法廃止・共謀罪反対・沖

縄米軍基地建設問題など安倍政権の暴走を止めようと訴えま

した。また、3 月末集約で取り組まれている「沖縄県民の民

意尊重と、基地の押し付け撤回を求める全国署名」も併せて

行い、73 筆の署名の協力がありました。 
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「米国海兵隊単独訓練反対！日本原集会」が開かれる            

〓米海兵隊の単独訓練に反対 岡山・奈義町（3 月 18 日）〓 

3 月 18 日、米国海兵隊が陸上自衛隊日本原演習場（岡

山県奈義町）で初の単独訓練実施を計画していることに

反対する集会が現地で開催され、中国各県から約 350 人

が参加。日米共同訓練は過去 3 度（2006 年、2007 年

2010 年、2015 年は中止）にわたり行われており、これま

でもその都度、共同訓練に反対する要請や抗議集会が行

われてきました。 

平和運動センターは、この集会に中国ブロック平和フォーラムの要請で 1 名が代表

参加しました。集会の中で岡山県平和センター議長の梶原さんが「米軍は地元自治体

に訓練を行いたいと伝えている。武力で世界の均衡を保つという発想は受け入れられ

ない」と訴えました。また、現地報告や沖縄現地報告を行った後、「単独訓練に強く

反対、即時撤回を求める」とする集会決議を採択し集会を終了しました。 

 

 

被災 63 周年３・１ビキニ・デー集会を静岡で開催 

＝講演で放射線被ばくを考える＝ 

1954 年 3 月 1 日にアメリカがビキニ環礁で行った水爆実験によって、日本の第五福

竜丸など多くの漁船が被曝をしたビキニ事件が起きてから 63 周年を迎え、3 月 1 日、

「3.1 ビキニ・デー集会」が静岡市で開催され、全国から約 200 人以上が参加しました。 

（広島県から 3 人参加）。 

原水禁国民会議の川野浩一議長は、主催者あいさつで、「我々は 3.1 を、8.6 を、

8.9 を、3.11 を、どれだけ覚えているだろうか」「戦争する国に突き進もうとしている

安倍政権、いつか来た道に戻るのか今、岐路に立たされている」と指摘。核も戦争もな

い社会の実現に向けて運動の強化はかろうと訴えました。その後、北海道がんセンター

名誉院長の西尾正道さんが「放射線被ばくを考える」と題して講演を行いました。西尾

さんは、「福島県民の年間線量限度は 20 ミリシーベルトになった」と福島の現状など

が話されました。また、第 19 代高校生平和大使の石上恵さんから取り組み報告と決意

が述べられました。 

翌日の 2 日は、第五福竜丸の機関士だった久保山愛吉さんの墓がある弘徳寺(焼津市)

で墓前祭が行われ、核兵器廃絶の誓いを新たにしました。また、その前段にはビキニデ

ーの歴史などを学習するため、焼津市歴史民俗資料館の「第五福竜丸コーナー」を視察

しました。 
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３・１１福島原発事故から６年 

「フクシマを忘れない！さようなら原発 ヒロシマ集会」 

 〓脱原発を求めて中国電力へ申し入れを行う（3 月 10 日）〓                                                 

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から 6 年を迎え、3 月 10 日、原爆ドーム

前において「フクシマを忘れない！さようなら原発 ヒロシマ集会」を開催し、約 500

人が参加しました。集会呼びかけ人の一人である森瀧春子さんは「原発のない日本をつ

くるため、これからも福島や核被害者と連帯して闘っていこう」とあいさつしました。 

また、福島の現地から福島原発告訴団役員の佐々木慶子さんは、放射能汚染の実態に

ついて語り「いったん暴走した放射能は手に負えないという現実にさらされ、183 人も

の子どもたちが甲状腺がんを患っている。福島を風化させず福島の現状、原発廃止を訴

え続けていく」と訴えました。その後、「住民のいのちと暮らしを守り、全ての原発を

なくすため決意を新たにする」とのアピールを採択。参加者はその後、中国電力本社ま

で市内をデモ行進し脱原発を呼びかけました。なお、集会会場で取り組みましたカンパ

は、130,612 円のご協力をいただきました。 

集会の前段には、呼びかけ人による中国電力に対する「島根原発再稼働及び上関原発

建設を中止し、原子力発電からの脱却を求める」申し入れ行動を行いました。申し入れ

に同席した県原水禁金子代表委員の報告を載せます。 

■「原発依存率をさらに高めます」・・・中国電力の回答■ 

この集会に先立ち、午前 11 時から呼びかけ人の山田延

廣弁護士など 3 人が、中国電力本社を訪れ、清水希茂社長

あての「島根原発再稼働及び上関原発建設中止、原子力発

電からの脱却を求める」要請書を提出しました。 

中国電力の対応は、「原発事故は大変重く受け止めてい

る。被災者の負担の重さに申し訳なく思っている」としな

がらも、相変わらず「バランスの取れた電源構成」を強調

し、「原発政策の継続」を主張するのみでした。私たちが、

「島根２号の再稼働、３号炉の稼働、そして上関原発まで推進ということになれば、原

発の比率を高めることになるのだが」と問いかけたところ、臆面もなく「原発比率（こ

れまでの最高は 15％）を高めた電源構成にします。」と、福島原発事故への反省は全

く見えないどころか、国民の 60％を超える人たちが願う「脱原発」に逆行する中国電

力の姿勢を明らかにしました。こうした中国電力の時代に逆行する政策に対し、今まで

以上に厳しくチェックする運動が課題となっています。 

  マスコミは、今日を中心に福島の現状を伝えていますが、帰還を急ぐ政策によって、

だんだんと福島で起きていることが伝わりにくくなっています。そしれフクシマが忘れ

られようとしています。私たちの脱原発運動の原点には、常に被害の実相に向き合うこ
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とでなければなりません。放射能被害の深刻さを最もよく広島こそ、福島と向き合い、

フクシマを忘れずに、連帯していかなければなりません。 

  核のない社会を実現させるため、常に被害者の側に立って、粘り強く運動を続けなけ

ればならないと改めて決意させられる今日 3 月 11 日です。 

  「核と人類は共存できない」「核絶対否定」 

２０１７年３月１０日 

 

中国電力株式会社 

取締役社長 清水 希茂 様 

 

   フクシマを忘れない！ 

さようなら原発ヒロシマ集会実行委員会 

    連絡先：広島市西区横川新町 7-22 自治労会館 1 階 

                               原水爆禁止広島県協議会(広島県原水禁)内 

 

島根原発再稼働及び上関原発建設を中止し、原子力発電からの脱却を求めます 

 

 日頃から、電力の安定供給のため、ご尽力されていますことに敬意を表します。 

さて、東京電力福島原発事故が発生してから６年が経過しますが、同原発では、依然として

溶融核燃料の行方も把握できない状態が続いています。様々な汚染水対策も十分な効果をあげ

ることができず、環境中への流出も食い止めることができておらず、福島原発事故は、収束し

ていないのが実態です。何とか現状を維持しているのは、およそ 7,000 人の過酷な被曝労働に

よるものです。被曝労働対策も喫緊の課題です。 

また、生活を奪われ、故郷を追われてしまった被災者は福島県だけでも８万人を超える人々

がいまだ苦しい避難生活を余儀なくさせられています。長期にわたる避難生活の中で、生活基

盤は根こそぎ奪われ、多くの方が「ふるさと喪失感」や生き甲斐をなくし、苦悩の中で暮らし

続けています。そして、子どもたちの間では、福島県を中心に、141 人の子どもたちに甲状腺

がんが手術で確認され、疑いを含めると 183 人にものぼり、年々増加の傾向を示し、不安感が

広がっています。 

福島で起きている現実は、原発がいったん重大事故を起こせば、働く人や多くの住民の被曝

が避けられず、どんなに深刻な事態を招くかを明らかにしています。そのことは、原発事故は

一企業が責任を持って処理できるものでないことも示しています。 

今貴社に求められていることは、この福島の実態を直視することです。それにもかかわら

ず、貴社は 4,000 億円ものシビア・アクシデント対策をおこない、再び島根原発を稼働させよ

うとしています。このことは、原発をなくし安心して暮らせることを切望する住民の願いを踏

みにじるものであり、断じて容認することはできません。 

原子力規制委員会も認めているように「原発に絶対の安全」はありません。事故を防ぐため

には、原子力発電所を稼働させないこと以外にはありません。また、上関原発計画は、長年に

わたり地域に混乱をもたらしてきました。福島原発事故を見れば一目瞭然のように、豊かな瀬

戸内の海を放射能で汚染させるような愚かな選択をすべきではありません。恵みの海を守り続

けてきた山口の人々に、貴社がやるべきことは上関原発建設を中止し、一日も早く安心できる

暮らしを保障することです。 

福島原発事故から６年。私たちは３月１０日、被爆地ヒロシマにおいて「フクシマを忘れな

い！さようなら原発ヒロシマ集会」を開催し、原発のない社会の実現をめざして取り組むこと
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を改めて決意します。それは放射能の恐ろしさを知るヒロシマの責務でもあります。 

集会参加者の総意として、貴社に次のことを要求します。 

１．島根原発の再稼働を断念し、すべての原子炉を廃炉にすること。 

２．上関原発の建設を直ちに中止すること。 

以上 

 

２０１６年３月１１日 

 

 

「いのちを守ろう！—フクシマを忘れない全国集会」（３月２０日） 

〓広島から２名が代表参加・再稼働反対の声を上げる〓 

  3 月 20 日、東京・

代々木公園において

「いのちを守ろう！

―フクシマを忘れな

い さようなら原発全

国集会」が開かれ、

市民ら 11,000 人が集

まり、脱原発を求め、東京電力福島第一原発事故による避難者らへの支援を訴えた。 

  集会では、主催者あいさつで呼びかけ人の落合恵子さん（作家）があいさつを行い、

「事故を起こした人たちに最後まで責任を取らせようじゃありませんか」「一部の避難

者への住宅支援が 3 月末で打ち切られる。もっと声を上げていきましょう」と呼びかけ

た。福島県郡山市から川崎市に避難している松本徳子さんからは「原発が引き起こす悲

劇を身をもって知った。被害者救済は国の責任である」と訴えました。また被曝労働者

や集会呼びかけ人などからアピールがありました。集会後、原宿コースをデモ行進して

「原発再稼働反対！」とシュプレヒコールをあげて、原発のない社会の実現を訴えまし

た。この集会に広島県から 3 人が代表参加しました。 

 

 

県原水禁「核兵器禁止条約交渉参加」政府へ要請を行う 

〓日本政府は核兵器禁止条約交渉会議への不参加を表明(３月２７日)〓 
 広島県原水禁は 3 月 22 日、「核兵器禁止条約」の交渉参加を日本政府に求めて、要

請書を安倍総理大臣と岸田外務大臣に送付しました。しかし、日本政府は 27 日、核兵

器廃絶を訴え続けている被爆者の願いや世論に逆行し、核兵器廃絶禁止条約交渉会議へ

の不参加を発表しました。 

原水禁国民会議・広島県原水禁は、ヒロシマ・ナガサキの悲惨な現実と向き合い、核

兵器廃絶の取り組みを進めてきたものとして、日本政府が核の先制使用をも含んだ核抑

止による安全保障政策を放棄し、東アジアの平和への脅威となるプルトニウムの大量保

有と六ヶ所再処理工場計画を中止して、地球の非核化に向けた被爆国としての真摯な取

り組みに着手することを強く求めます。また、核兵器禁止条約交渉会議の 6 月からの会

期への参加と、具体的な核・安保政策の変更による核軍縮外交の実現を求めます。 
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要請書 

 
内閣総理大臣 安倍晋三 様 

外務大臣 岸田文雄 様 

 

 

国連で開催される「核兵器禁止条約交渉」への日本政府の参加を強く求めます 

 

「核兵器禁止条約の交渉を開始する決議」が、昨年 12 月の国連総会で圧倒的多数の賛同を

得て採択され、いよいよ第１回目の交渉会議が、3 月 27 日から国連で開始されます。 

 72 年前の広島・長崎の非人道的悲惨な体験から核兵器廃絶を訴え続けてきた私たちは、昨

年 12 月の国連での決議採択を歓迎し、「核兵器禁止条約の交渉」が大きく進展することを強

く期待しています。 

それは、「核の非人道性」を最もよく知る被爆国日本に住む多くの人々の共通の願いでもあ

ります。 

しかし、報道によれば日本国政府は、この会議に参加しないと伝えられています。これが事

実であるとすれば、日本の世論に背を向けるだけでなく、世界の核兵器廃絶を願う人々への裏

切り行為になってしまいます。 

いま日本政府に求められていることは、昨年 12 月の国連総会における「核兵器禁止条約交

渉開始決議」に反対した姿勢を改め、3 月 27 日から国連で開始される「核兵器禁止条約の交

渉会議」に参加し、「核兵器禁止条約」を成立させるための推進役として積極的な役割を果た

すことです。 

それは、日本政府には被爆地の意思、特に被爆者の意向を国際的な場で忠実に反映させる使

命があると同時に、「唯一の戦争被爆国」としての人類史的な役割だからです。 

私たちは、被爆地広島から日本政府がこのことを再確認し、3 月 27 日から国連で開始され

る「核兵器禁止条約の交渉への参加」を早急に「公式表明」されるよう強く求めます。 

 

2017 年 3 月 22 日 

 

原水爆禁止広島県協議会 

代表委員 秋葉 忠利   

代表委員 金子 哲夫 

代表委員 佐古 正明 

 

 

               新聞に見る「ヒロシマ」(2/25～3/27)  

見出しから 日付 新聞 

原爆資料館 増す混雑 入館者最多更新  2.25  中国 

原爆資料館訪問者 ２５年ぶり最多更新  2.25  中国 

 原爆負傷者も運ぶ 宇品線跡  2.26  朝日 

 「黒い雨」援護対象区域拡大訴訟 県・広島市 板挟み  3.1  朝日 

丸木スマの原爆画 発見  3.4  中国 

 福島復興 思い語る 避難者ら招きシンポ  3.5  朝日 
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 「被爆建物巡り追体験を」中区で講演会  3.5  中国 

 蔵から戦前の絵はがき 平和記念資料館にデーター寄贈  3.7  朝日 

 震災の記憶継承 ヒロシマに学ぶ  3.8  中国 

 被爆と病気 関係に迫る 放影研７０年  3.9  中国 

爆心地の姿 精細に 広島市大教授ら 写真を高解像度化  3.9  朝日 

 平和アパートの保存求める 文学資料保存の会、市に  3.9  朝日 

移転へ 研究体制が課題 放影研７０年  3.10  中国 

 脱原発への誓い新たに 県原水禁などの実行委が集会  3.11  中国 

 祈り 広島から 元安川沿い ともす５００本 東日本大震災６年  3.12  朝日 

 東館 来月２６日再公開 本館は一時閉鎖 原爆資料館  3.14  中国 

 核兵器禁止条約交渉 米、日本の参加に嫌悪感  3.16  中国 

岩国艦載機移転で山口県 「見解示す段階にない」  3.16 中国 

原爆資料館 惨状伝える「新着」９８点  3.17 中国 

被爆者の声 力強さ訴え 核兵器禁止条約交渉前に講演  3.17 中国 

両被爆地で伝承者に 長崎「２世」で広島の沖西さん  3.18 中国 

米マサチューセッツ大の２３人 平和公園を訪問  3.19 中国 

核禁止条約 締結後押し 被爆者団体 広島で署名活動  3.22 中国 

戦争なければ 救えた命 被爆者アンケートから １  3.24 朝日 

佐古美智子さん死去 原爆の歌 作詞  3.24 中国 

核禁止条約２７日から交渉 日本、不参加の公算大  3.25 中国 

刺さったガラス 残る傷 被爆者アンケートから ２  3.25 朝日 

上関原発の撤回訴え 山口で集会 デモ行進も  3.26 中国 

生き残り 後ろめたさ 被爆者アンケートから ３  3.27 朝日 

 

 

             【 ご 案 内 】 

■「第３２回４．９反核燃の日全国集会」「原水禁全国交流集会」 

  ◇日 時 ４月８日（土）１４時 

  ◇場 所 反核燃の日全国集会（青森市・青森駅前公園） 

       ※９日(日)は、六ケ所フィールドワーク 

 ■４・２６チェルノブイリデー座り込み行動 

◇日 時 ４月２６日（水）１２時１５分～１２時４５分 

◇場 所 原爆慰霊碑前 

 ■施行７０年 いいね！日本国憲法－平和といのちと人権を！５・３ヒロシマ憲法集会 

◇日 時 ５月３日（水・祝）１３時～１４時３０分 

◇会 場 広島市ハノーバー庭園 

 ◇ゲスト 清水雅彦さん(日本体育大学教授・憲法学者)  

 

 


