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【８月の活動予定】 

   1 日(月)9:00   原水禁大会資料袋詰め＝自治労会館 

     10:00  非核・平和行進西部コース出発（山口県から引き継ぎ）＝大竹市 

  3 日(水)15:00  「非核・平和行進、連合広島平和行進」集結式＝平和公園 

  4 日(木)～6 日(土) 被爆 71 周年原水爆禁止世界大会広島大会＝広島市内他 

 5 日(金)17:00  連合 2016 平和ヒロシマ集会＝広島文化学園ＨＢＧホール 

 7 日(日)～9 日(火)  被爆 71 周年原水爆禁止世界大会長崎大会＝長崎市内 

 8 日(月)15:30  連合 2016 平和ナガサキ集会＝長崎県立総合体育館 

12 日(金)～16(火) 平和運動センター事務所閉局 

  13 日(土)～20(土) 第 19 代高校生平和大使国連欧州本部訪問＝ジュネーブ他 

19 日(金) 17:30「ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会」街頭行動＝広島市・八丁堀 

20 日(土)11:30  世界人権宣言の実現を求める県実行委員会 2016 年度総会＝三原市 

    13:00  世界人権宣言の実現を求める県実行委員会学習会＝三原市 

23 日(火)18:00  平和運動センター第 9 回常任幹事会＝平和運動センター事務所 

      18:30  「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 

           19:00  金剛山歌劇団広島公演第 1 回実行委員会＝平和運動センター事務所 

 30 日(火)～31 日(水)  私鉄中国地方労働組合第 66 回定期大会＝米子市 
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平和運動センター幹事会・地区労代表者会議（7 月 19 日） 

〓被爆７１周年原水爆禁止世界大会を成功させよう〓 

7 月 19 日、自治労会館で第 8 回常任幹事会・第 4 回幹事

会・地区労代表者会議を開催しました。開会の冒頭、佐古

議長は、「参院選で自民党が過半数の議席を獲得し改憲勢

力が 2/3 を占めた。一方で野党統一候補、一定の成果があ

った。また、鹿児島県知事選挙においては、川内原発に今

後の展望が開かれることとなった。こうした点に着目し今

後とも運動を積み上げていかなければならない」とあいさ

つしました。 

 会議では、6.19 構成組織交流会（ワークピア広島）、戦争法廃止！7.19 街頭行動、

就職差別撤廃に向けた要請行動などの報告を行いました。協議事項で、①非核・平和行

進、被爆 71 周年原水爆禁止世界大会の参加体制。②伊方原発再稼働抗議行動について。

③8 月 20 日に開催される「世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会」の学習会

に参加する。④「金剛山歌劇団」広島公演に向けて実行委員会を発足させる。⑤「アジ

ア・アフリカ支援米」の稲刈りを 9 月初旬に行うことなどを確認しました。 

 暑い中ではありますが平和運動センター・原水禁の様々な活動に積極的に参加いただ

きますようお願いします。 

 

地区労だより【庄原地区労センター】 

〓炎天下の中 つないだ平和行進〓 

庄原地区労働センターは、2016 年度定期総会を 6 月 15

日に開催し、2016 年度の役員体制、活動方針等について

決定し、構成単組が一致協力し取り組みを進めることを確

認しました。 

7 月 30 日には、庄原市から三次市までの 16 キロを恒久

平和、核兵器廃絶への願いを込め、2016 原水禁草の根平

和行進を行いました。庄原市役所前広場において、出発式

を行い、午前 9 時に、庄原地区労センターに加盟する組織

から参加した約 70 人の北部コース平和行進団が、庄原市

役所前を元気にスタートしました。 

今年も行進の途中で、庄原市山内町にある原爆被爆者追

悼の碑に立ち寄り、黙祷と献花を行い、当時の様子を知る

地元の方から聞かせていただきました。 

8 月 6 日の原爆投下後、9 日には芸備線が復旧し、臨時

の病院となった山内小学校には広島市内で被爆された方、

約 300 人が運び込まれました。地元の女性たちが被爆者の手当てを手伝い、必死の看護

が行われましたが、その甲斐もなく、88 人の方が亡くなられたそうです。 

学校の裏山にある追悼の碑の前で、参加者は爆心地から遠く離れた県北の地で亡くな

られた方々に対し、祈りを捧げました。その後行進団は、32 度を超える暑さの中、恒久

平和、核兵器廃絶の想いを込めたシュプレヒコールを行いながら、ゴール地点の三次市

八次駅に到着。三次地域の行進団への引継ぎ式を行いました。 
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今年は、現職の大統領として初めて、オバマ大統領が広島を訪れ、核廃絶に向けた一

歩を刻みましたが、まだまだ長い道のりです。 

 今後もあきらめることなく庄原地区労働センターは市民の皆さんとともに、運動を進

めていきます。（庄原地区労働センター 事務局長 堀井 慎一朗） 

 

 
原水禁世界大会へ向け「非核・平和行進」スタート  

 〓岡山県から引き継ぎ、平和・核兵器廃絶を訴え行進〓 

 岡山県平和センター梶原議長        広島県東部コース行進団（福山地区労センター） 

今年の被爆 71 周年原水爆禁止世界大会は、7 月 30 日の福島大会を皮切りに、広島大

会（8 月 4 日～6 日）、長崎大会（7 日～9 日）が開催されます。 

広島県原水禁では、世界大会の成功に向け、構成組織・団体のご支援のもと県実行委

員会を結成し、開催準備に当たっています。そうした中、4.9「反核燃の日」青森行動、

5.15 沖縄行動を起点とした「非核・平和行進」が 7 月 27 日、岡山県から引継ぎ、県内

の 3 コース（東部・北部・西部）を地区労の仲間がつないで行進し、8 月 3 日、平和公

園に集結します。安倍政権の強権政治の流れに抗し、「核も戦争もない平和な 21 世

紀」を作り上げるため、核兵器廃絶、原水禁運動を粘り強く取り組んでいかなければな

りません。 

 

 

戦争法廃止！安倍政権退陣！７・１９行動 

  〓戦争法廃止・憲法改悪を許さない〓 

 昨年の 9 月 19 日、安保関連法が強行採決され以降、毎月

19 日に街頭行動を取り組んでいます。東京においては、

「戦争法廃止・憲法改悪を許さない―7.19 総がかり行動」

が国会前で行われ 4500 人が集まり、戦争法廃止、憲法改悪

阻止を訴えました。 

戦争をさせないヒロシマ 1000 人委員会の「7・19 行動」

は、7 月 19 日に本通り・青山前において約 40 人が参加して

「戦争法の廃止、発動を許すな」とチラシ配布、街頭宣伝     写真（６・１９街頭行動） 

活動を行いました。引き続き、街頭で戦争法の廃止を訴えていきますので、結集をお願

いします。 
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                新聞に見る「ヒロシマ」(6/29～7/29)  

見出しから 日付 新聞 

被爆体験 次代に継ぐ 伝承者５期生 研修始まる 6.29  中国 

原爆症訴訟 東京地裁６人全員認定 6.30  中国 

 広島原告ら波及期待 東京地裁が６人認定判決 6.30  朝日 

被爆者 平均８０.８６歳 手帳所持者９４３９人減  7.2  中国 

被爆者援護策 充実を 広島７団体 政府への要望協議  7.2  中国 

 被爆体験記 代筆依頼募る  7.6  朝日 

原爆ドーム 耐震化完了  7.12  中国 

 「放射線知って」 放影研 出前授業  7.14  朝日 

県内７団体 連名で 核兵器廃絶国際署名呼びかけ  7.15  朝日 

 核兵器廃絶署名で連携 広島の被爆者７団体が表明  7.15  中国 

被爆死８１５人 遺族待つ 遺骨の名簿掲示  7.16  中国 

 核先制不使用論に反対論 政府、米に協議要請  7.16  中国 

軍縮の使命感 全面に オバマ米大統領を迎えた夏  7.16  中国 

 被爆２世の援護実現を 集団訴訟へ学習会  7.17  中国 

オバマ氏に贈った「あの日」の記録  7.18 中国 

被爆者手帳の申請訴訟 西区女性の控訴棄却  7.21  中国 

 問い掛ける 原爆の恐怖 オバマ米大統領を迎えた夏  7.21  中国 

母妹 悼み反核の先頭に オバマ米大統領を迎えた夏  7.22 中国 

 平和公園 今夏もテント ８・６会場設営開始  7.22 中国 

 生かされ描いた「平和」 オバマ米大統領を迎えた夏  7.23 中国 

 チュニジア３氏 平和公園を訪問  7.23 中国 

 東アジアの現状見つめる 核なき世界を模索  7.24 中国 

 「平和の比」地元へリレー  7.24 中国 

 平和の池を大掃除  7.24 中国 

 東アジア情勢と核軍縮巡り議論  7.24 朝日 

 非戦願い 日米の橋渡し オバマ米大統領を迎えた夏  7.25 中国 

 オバマ氏訪問 亡き兄に報告  7.25 中国 

 被爆者の遺品提供 新ポスターで訴え  7.26 中国 

 惨禍の犠牲 憎しみ・同情 オバマ米大統領を迎えた夏  7.26 中国 

 米での証言前に 広島市長を訪問  7.27 朝日 

 被爆死 母の証し 後世に 東広島の飯田さん 資料館へ  7.27 中国 

 正田篠枝の歌集「さんげ」占領下の原本 市に寄贈  7.27 中国 

 先制不使用「支持を」 反核平和３団体、首相に書簡   7.28 中国 

 核兵器禁止条約へ署名 被爆者７団体が街頭活動  7.28 中国 

 核なき世界に届くまで オバマ米大統領を迎えた夏  7.28 中国 

 裁判官 上関を初視察  7.29 中国 

 被害かみしめ核廃絶を オバマ米大統領を迎えた夏  7.29 中国 
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          【 ご 案 内 】 

 ■「ストップ！戦争法」８月街頭行動 

 ◇開催日 ８月１９日（金）１７時３０分～１８時３０分 

◇場 所 広島市八丁堀・福屋前 

■世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会２０１６年度総会 

  ◇日 時 ８月２０日（土）１１時３０分～ 

  ◇場 所 三原市人権文化センター 

 ■世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会学習会 

  ◇日 時 ８月２０日（土）１３時～ 

  ◇場 所 三原市人権文化センター 

  ◇内 容 講演「私の戦争体験と戦時教育」 

        講師：高橋晋作さん（元広島平和教育研究所所長） 

 


