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13時 開場 13時 半開会
ところ◆コラッセふくしま多目的ホール(4階 )
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(福 島駅西日徒歩3分 /福 島市三河南町 1‐ 20)

資料代◆500円
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すべての原発いますぐなくそうI NAZENフ ク
シマ結成集会への参加を呼びかけます。
福島第一原発事故は、深亥」
な放射能汚染 被曝を今
も拡大させています。にもかかわらず野田政権は、原
発政策をやめるどころか、全国にある原発の再稼働、

福島において運動と組織を立ち上げます。
この集会は、被曝させ られた怒 り、生活を奪われた
怒 り、子どもたちが外で遊 lsi時 間を奪われた怒 り、家
族 と地域 をばらばらにされた怒 り 、あらゆる怒 りを
束ね、国や東電に責任を徹底的にとらせるための行動

新規建設、輸出まで進めようとしています。「ただち
に影響はないJだ とか、除染すれば元の土地に戻り住
むことができるかのようなウソとデタラメによって、
どれだけの人が悩み悲しんだことでしょうか。原発再
稼働のために福島を見捨てた政府を絶対に許すことは
できません.人 間の市や幸せよりも「経済J、 資本の
利潤追求を優先する社会は根本から変えなければなり
ません。今までさまざまな我慢を強いられてきました
が、もう限界です。このままあきらめて、政府 東電
に殺されてたまるか 1 ともにたたかい、ともに未来
をひらこう
「すべての原発いますぐなくそう 1 全国会議Jは
8月 5日 、広島の地で結成され、全国の心ある人々が、

です。また、子どもたちの被曝をこれ以上許さず、福

フクシマの怒りに応えようと職場、地域、大学で原発
反対の活動を広げて います。 10月 10日 、満を持 して

う1 全国会議

￨

島現地のあ らゆる課題に立ち向かう集会です。そ して、
未来を担う青年労働者、学生が運動の中心とな り、社
会を揺るがす労働運動

学生運動を作 りだす運動の開

始です。「反原発 反失業 Jを 掲 げた 1000万 人規
模の世界行動 となる 11月 6日 に向か つての 闘いのス
テ ップでもあります。
全国 3万 人の行動とな つた 9月

11日 に続 いて、 9

月 19日 には東京 明治公園に 6万 人が大集会 デモ
を行いま した。全国の心ある人たちとつなが って、原
発をなくす運動と組織を福島か らつくりましょう。す
べての皆さんの参力0を 呼びかけます。
※ NAZEN
な全 二 すべ ての原発いますぐなくそ

私たちが呼 びかけます
己長)/阿 吉F宗 悦 (女 川原発反対同盟)/石 井真― (動 労水戸委員長)/石 田真弓 (東 北大学学生自治会委
赤羽進彦 (精 研労組青年部書言
員長)/市 す0間 子 (ふ くしま合同労働組合委員長)/萱 貫田康博 (被 曝 2世 広大生協労働組合委員長)/大 石又七 (元 第五福竜丸乗組
員)′ /大 江厚子 (セ イブ ザ イラクチル ドレン広島代表)/長 田敏之 (動 労千葉書記長)/小 関恭弘 (置 賜百姓交流会)/鎌 仲ひとみ (映 画
監督)/国 賀祥司 (泉 佐野市議会議員)/小 林久志 (東 京西部 ユニオン青年部長)/斎 藤郁真 (全 学連委員長 法政大学文化連盟委員長
/斎 藤裕介 (郵 政非正規ユニオン執行委員長)/坂 井留吉 (六 ヶ所村 「核燃から漁場を守る会J)/佐 久川政― (,中 縄大学元教授)′ 佐藤
幸子 (子 どもたちを放射能から守る福島ネットワーク世話人)/三 里塚芝山連合空港反対同盟/推 名千恵子 (子 どもたちを放射能から守
る福島ネットワーク)/下 田遣子 (反 戦被爆者の会)/シ ンディ シーハン (ア メリカ「反戦の母J)/神 保美彦 (仙 台市llil員 労働組合副委員
長)/末 光道正 (八 尾市議会議員 八尾北医療センター院長)′ /杉 丼吉彦 (国 分寺市 本町クリニツク院長 医師)/鈴 木光―郎 (酪 農家)/
鈴木達夫 (弁 護士 元 日放労長崎分会委員長)/清 野和彦 (元 福島県教職員組合委員長)/高 山俊吉 (弁 護士)/土 井淑平 (人 形峠ウラン
鉱害裁判 フリーライター)/富 田翔子 (ア ーテイスト)/中 手聖― (子 どもたちを放射能から守る福島ネットワーク)/中 道雅史 (青 森県反
戦反核学習会実行委員会)/中 村主司 (愛 媛県P.l員 労働組合副委員長)/西 川重貝J(と めよう戦争へ の道 ￨百 万人署名運動事務局長)/
橋本光― (国 労郡山工場支部書記長)/花 澤俊之 (弁 護士)/福 地畷昭 (元 沖縄県教組委員長)/藤 田城治 (弁 護士)/松 井英介 (岐 阜環
境医学研究所長 医師)/松 江寛人 (が ん総合相談センター所長 医師)/松 浦武生 (島 根人類愛善会会長、きよなら島根原発ネットワー
ク)/松 元 ヒロ (コ メディアン)/間 山正茂 (青 森県八戸 南部バス労組執行委員長)/皆 川学 (元 N tt Kブ ロデューサー)/矢 ケ崎克馬 (琉
球大学名誉教授)/柳 沢裕子 (船 橋 二和病院医師 千葉勤医労)/山 田真 (子 どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク代表
/吉 田義久 (核 問題研究情報 センター代表 元相模女子大教授)/吉 田良順 (高 陽第一診療所医師)ほ か
)

)

