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９.１９明治公園

しぶり に皆 さん高揚 したデモ行進 でした。

「さようなら原発」と６万人

という人 なども いましたが、さすがに今回 はマス

「これ でも報道 しなかったら NHK に抗議 する 」

東葛地域 の中 でもホットスポット としてあり が
たくない注目 の地域 になった流山 。不安 と怒り の
中 、世話人会 で「この集 会 に行 こう」ということ
になり ました。ニュースでお知ら せできず、メー
ル などでの呼 びかけに応 じて柏駅南口 に集 まった
のは１５人（ その他 に中央口 に行 かれ た方も）。

コミも無視 はできなかったよ うで、テレビも新聞
も それ なり に報 じました。

野田内閣｢原発継続｣｢海外派兵｣
野田総理 は国連 で演説 しましたが、菅総理 のと
きに表明 した「脱原発 」はどこへやら 、
「日本 は原
子力発電 の安全性を世界最高水準 に高める 」と継

地下鉄を乗り継 ぎ、外苑前駅 から歩 いて会場 に

続宣言 したばかり か「原 発輸出 は継続 する 」と表

行 くと時間前 だが公園 と周辺 は人 で一杯 。千葉県

明 。それを合理化 するように、その後ベストミッ

の一般参加 はこの

クス と称 して火力 、自然エネルギー 、原子力をミ

辺り かと思われる

ックス して進める姿勢を明ら かにしています。

場所 への移動も大

◇なぜ原発推進？ 米スリーマイル島の原発事

変。
15 人 が離れ離

故（1979）以来アメリカでは原発の新設はありません。

れ に。しかし手作

しかし日本では増設が続きました。その度にアメリカ

り で用意 した簡単

企業には莫大な特許使用料が支払われることになり

な、この旗 が目印 として結構役立 ちました。
呼 びかけた側 の予測を超 えた人数 だったのか、
周り のスピーカー が少 なく、正面以外 の人 たちに
はマイク の声 が聞 こえない。
｢ あれ

ます。実際に建設が出来ない米企業にとってこれは
いわば労せずして得られる大きな利益であり、なんと
しても日本での建設を続けて欲しいということになりま
す。
海外へも原発輸出を進

は澤地 さん かな？｣「こんどは山本

めようとしていますが、そ

太郎 さんら しい。
」などと、切れ切

の途上国には当然核廃棄

れ に聞 こえる話を人 の背中を見 な

物処理の設備も技術もな

がら聞 くしかあり ません でした。

いため、使用済み核燃料

挨拶 が終わ ってパレード に移り

は日本に持ち帰る契約な

ましたが、一向 に進 まず、日本青

のだそうです。ますます核

年館 の周辺 で何 10 分も立 ち往生

のゴミだらけになる日本！

でした。新宿コース には流山 の別 のグループ の方

前原 外務大臣 は自衛隊 の海外派遣部隊 に他国 の

もいる はず、
というので合 流 しよ うとしましたが、

軍隊並 に武器使用を認めるべきだと述 べています。

人 の流れ には逆ら えず、コースを変 えて渋谷方面

これ に加 えて野田総理 はことし７月 に独立 したア

に向 かいました。途中 はそれ ぞれ の方 のご都合や

フリカ の南スーダン に自衛隊 の施設部隊を派遣 す

体力 に応 じて、外苑前 、表参道 、渋谷 などまで久

る方針を決め,次 々と自衛隊 の海外活動拡大を進め
ています。

銃剣とﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰで強制するのか
沖縄普天間基地 仲井真知事

横須賀の動く原子炉の危険
空母ジョージ･ワシントン（ＧＷ）

民主党政権 の中 で交代 はあっても 、日本政府 は

横須賀を母港と

アメリカ に「日米合意 の実行 」を繰り返 し約束 し

する米空母ＧＷは

ています。しかしアメリカ の当局自体 がその実行

長さ 333ｍ、幅 77

は困難 と考 えている とも伝 えられ ます。

m の艦載機８５機

沖縄県 の仲井真知事 は９月１９日 、ワシントン
市内 で講演 。米軍普天間飛行場 は「日本国内 の他

という巨大な軍艦。
そのエネルギーは石油でなく原子力である。

の都道府県 への移設 が、最も合理的 かつ早期 に課

2 基の原子炉を備えており、その出力は原発 1 基に

題を解決 できる方策 だと考 えている 」と県外移設

相当すると言われる（米軍は構造も含め詳細を秘密に

を求め ました。2０日 の記者会見 では「政府 が手

している）。また、燃料のウランも原発の数％濃縮でな

続 きを進め ても 、県民 が反対 しているも のを実行

く 90％以上の高濃縮ウランを使っているという。

できる のか」
「移設強行 は地域住民や知事 、首長 が

万一爆発事故などがあれば東京はもちろん、7〜

反対 している 。
（戦後 の米軍 は）銃剣 とブルドーザ

80km 離れた流山も致命的な災害をこうむる。.空母は

ー で基地を つくった。
（日本政府も）銃剣 とブルド

過去にも様々な事故があり、GW の日本配備も大規模

ーザー でやる のか、ということになる 」と批判 し

な艦内の火災のため数ヶ月遅れた。

ました。基地を容認 してきた知事 の口 から こうし

（この図は NPO 原子力情報資料室の試算です）

た言葉 が出る ほど、沖縄の人 たちの決意 は固 い。

試乗せずにＦＸ選定
自衛隊 の戦闘機 F4E が古くなったので、新 しい
機種 に更新 のため 、選定作業 が行われ ている 。こ
れをＦＸ （Ｆ はFighter＝戦闘機） という。
米ロッキード社 のＦ35 、マグダネスダグラス社
のＦ18，欧州共同開発 のユーロファイター に候補
を絞 ったという。ところ が従来 は選定 にあたって
試乗 していたが、今回政府 は「試乗 は必須 ではな
い｣ と規則を変 えた。一機 100 億円前後 、総額１兆
円 にも及 ぶという買 い物なのに、防衛省 は試乗も
せずに購入 しよ うとしている 。マイカー だって試
乗 する。
Ｆ35 はまだ開発途上 で完成もしていない。

定例駅宣伝

試乗も外 したことで「次 期戦闘機 Ｆ35 あり き？ 」

10 月は９日(日) 15：30〜16：30

とも報道 され ている 。なぜなら 、Ｆ35 は単座機 、

流山おおたかの森駅

つまり一人乗り なのでメ ーカーや米軍 のパイロッ

9 月 9 日の宣伝は 8 名で行いました。厳しい

ト の操縦 する機 に同乗 する ことは出来 ないからら

残暑の中、客足も少なめでした。10 月はまた元気

しい。 平和憲法 の下 で軍備拡張 、しかも不透明

に声をあげましょう。 短時間でもご参加を。

な形 で巨額 の税金 がこんなご都合主義的 な基準 で

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺
☺☺☺☺☺
☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺
☺☺☺☺

使われる としたら…… 。あの事業仕分 けはなん だ

カンパはこちらの郵便振替口座へ

ったの？

００１３０ - ５ - ４６４７３５ 口座名 九条の会流山

