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4 月 8 日にイラクで拘束され
ていた、北海道の２人を含む、3
人の日本人が、4 月 15 日、無事
解放されました。心からお喜び申
し上げます。しかし、あらたに、
日本人２名が拘束されました。
今回の事件で、自衛隊のイラク
からの撤退について、日本政府の
対応について各地で論議されま
した。そして、緊急の集会や署名
行動が各地で取り組まれました。
帯広でも４月１０日、緊急にもか
かわらず２００名の集会が開か

行動やメール）が解決のための大
きな役割を果たしました。
イラクでは、米軍が報復的な軍
事作戦を大規模にすすめ、イラク
の一般住民を無差別に殺害しま
した。情勢は引き続き危険な状況
にあります。
政府与党とメディア が連日垂
れ流す自衛隊の「人道復興支援」
のウソとデタラメであることを
多くの国民が知っている。政府が
勇断をもって、自衛隊を撤兵させ
ることを、かさねて求めます。

帯広原水協

4 月 6･9 行動
帯広原水協は 3 日、帯広市の
藤 丸デパート前で 4 月定例の
｢6・9｣行動を行い、加盟団体の
帯労連や帯広平和委員会、新婦人
帯広支部、高教組十勝支部の 9

帯広平和委員会の 4 月例会
を下記の日程で開催します。

日時：4 月 22 日（木）
午後 7 時より

場所：千野会館
（音更町木野東通 1 丁目）
（十勝大 橋を士幌方向へ向かいひとつめの
信号を右折し 100m ほどのところ）

日本平和委員会発行のパンフ
『有事関連 7 法案それは戦争へ
のパスポート』を用い、学習を行
います。

東原爆訴訟
厚生労働大臣は、3 月 31 日に東
京地裁で言い渡された東数男さんの
原爆症認定訴訟の判決を不服として、
控訴を申し立てました。東さんは重
い肝機能障害に侵されているば
かりか、肺がんも患っており、
75 歳の高齢を迎えて、控訴審に
耐えられるか心配される状況に
あります。
東京の被爆者団体（東友会）の HP
http://www4.ocn.ne.jp/~t-hibaku/
今後の予定

れ、その後も、署名活動が取り組
まれました。
今回の事件の解決について、犯
行グループの声明で、「日本政府
に自衛隊の撤退を要求したが応
じなかった。しかし、日本国内で
政府に対しての抗議デモや自衛
隊撤退の行動で解放することに
した。」と述べています。
今回の解決にあたっては、日本
政府は何もできなかった。ただ、
私たちの運動（緊急の集会や署名

名が参加しました。
前日は季節はずれの大雪で、肌
寒く人通りは多くはありません
でしたが、立ち止まって署名に応
じてくれました。
事務局長の竹腰三男さんが 3
月 31 日に勝訴した「東（あずま）
数男原爆症裁判」を報告。被爆
60 周年署名と北海道原爆訴訟
の署名を訴えました。この日の行
動には高教組のＫさん親子も署
名に参加しました。

4/17 帯広革新懇総会 14:00 寿御苑
4/22 帯広平和委員会例会 19:00 千野会館
5/1 メーデー帯広集会 16:00 さかえ公園
5/3 憲法を読む会 14:00 とかちプラザ
5/8 6・9 行動 13:00 藤丸前
5/11 平和行進
（本別・足寄・陸別）
5/12 平和行進
（広尾・大樹・忠類）
（浦幌・豊頃）
5/13 平和行進
（池田・幕別・帯広）
（更別・中札内）
（上士幌・士幌・音更）
帯広集会 18：00 中央公園側
5/14 平和行進（芽室・清水・新得・鹿追）
5/18 帯広原水協理事会 19:00 とかちプラザ
5/23 北海道原水協総会【札幌市】
5/29 北海道平和学校【札幌市】
5/30 北海道平和委員会総会【札幌市】
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5 月 3 日にみんなで
日本国憲法を読む会

被爆 60 周年にむけて、
“いま、核兵器の廃絶を”

5 月 3 日（月）午後 2 時
とかちプラザ視聴覚室

in TOKACHI

毎年、憲法記念日の 5 月 3
日に開かれている、『5 月 3
日にみんなで日本国憲法を読
む会』
（以下読む会）の内容が
決まりました。今年の読む会
は、午後 2 時からとかちプラ
ザ２階の視聴覚室で開かれま
す。全体は３部構成で、第１
部は『ともに歌おう「日本国
憲法」』と題し、きたがわてつ
の日本国憲法前文をエルデ合
唱団の指導でみんなで歌いま
す。

国民平和大行進
アメリカによる新たな戦争
今年で 47 回目を迎える、 によって、世界は核兵器が使
2004 年国民平和大行進の北 われかねない危険に直面して
海道コース（根室網の目）が います。そのような危険を国
５月 10 日、根室を出発しま 際世論の力で防ぐために、昨
す。十勝では、12 日浦幌に 年の原水爆禁止２００３年世
入り、独自の網の目コースを 界大会に参加した内外の代表
含め 20 市町村を行進します。 が、連名で新しい署名への協
通し行進者は年金者組合札幌 力をよびかけました。被爆６
西 支 部 ・ 西 手 稲 区 原 水 協 の ０周年（２００５年）にむけ
やすなか
て全世界でとりくまれます。
安中辰雄さん（63）です。
主な日程は以下のとおりです。 先日（4/14）開かれた、帯
広原水協理事会でも議論しま
（時刻は各役場前集合時刻です。）
【日程】
した。
5/11(火)
帯広・十勝での取り組み
☺

9:50 本別→12:50 足寄
→15:20 陸別

5/12(水)
☺
☺

13:30 浦幌→15:30 豊頃
広尾→大樹→忠類
※時刻は未定

5/13(木)
☺

上士幌→士幌→音更

☺
☺

更別→中札内
9:20 池田→11:20 幕別
→14:20 帯広

※時刻は未定

第２部は、
『平和憲法をめぐ
る最近の動き』と題し、札幌
学院大学法学部教授の伊藤雅
康氏の講演です。サブタイト
ルは、
『イラク戦争、有事法制、
改憲に抗して』です。
伊藤教授の主な著作『東アジア
の平和をつくるのは誰か？（共著、
自由学校「遊」ブックレット）』、
『完全武装の自衛隊がやってく
る』（『法学セミナー』）『究極の法
整備―憲法『改正』（『法学セミナ
ー』2003 年 10 月）など

第３部は自由討論です。
憲法の明文改悪の危険が現
実のものとなる重大な情勢の
もとで開かれる今年の読む会
です。ＧＷのど真ん中ですが、
会員のみなさんの参加をよび
かけます。参加料は 5００円。
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国民平和大行進
帯広歓迎集会
帯広中央公園南６時

2005 年 5 月まで、帯広
市内で 15,000 筆、十勝管
内で 25,000 筆達成する取
り組みを進める。
取り組みの期間を①
2004 年 8 月②2004 年
12 月③2005 年 4 月まで
の 3 節を設定する。
署名推進委員会（藤岡博
史委員長）を設置する。
団体や組織構成員の 5 倍
の署名数を目標に取り組む。
署名用紙は
http://www.antiatom.org/
でダウンロードできます。
フォームでの署名もできます。

お誘い合わせの上ご参加ください。

5/14(金)
☺ 9:10 芽室→11:10 清水
→13:40 新得→15:20 鹿追

編集後記
刻々と変化するイラク情
勢。拘束された日本人の解
放を訴える文書を作成中に
飛び込んだ Good News.
帯広市内での署名行動
で、ピアスをした男子高校
生が、今春、立命館慶祥高
校卒業した、今井紀明さん
のためにと署名をしてくれ
た。嬉しかった。

