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帯広平和委員会会報

被爆 60 年 核兵器廃絶の声と行動をニューヨークへ！

紀元節の復活と天皇の元首化に
反対し、思想･良心の自由を守る

２・１１十勝集会
5 月にニューヨークの国連
本部で核不拡散条約(NPT)再
検討会議が開かれます。この会
議に、「いま、核兵器の廃絶を」
国際署名を提出する十勝の代
表が決まりましたので紹介し
ます。

角谷悦章さん

高橋康子さん
国立帯広
病院の保育
士。帯労連
執行委員、
女 性部長で
す。帯広原
水協理事と
しても活躍
されました。
高橋康子さんは、11日に開
催された「道労連女性部代表
者会議」の席上、ニューヨー
ク行きの目的と自分が行くこ
とを訴えたところ、2万円程の
カンパが集まったとのことで
す。

帯広平和
委員会会員。
幕別高校の
社会科の先
生です。丸
刈り頭、下
駄履き姿の
有名人(?)。
6･9 行動な
どの署名行動で熱心に訴える。
カンパ・意見広告キャンペーン
この間、平和委員会の仲間をた
運動を急ぎましょう。
くさん増やしてくれました。
すでに、募金・署名活動が進
められています。費用は運動費
米家直子さん
用も含め１人５０万円、十勝代
帯広平和
表２名分１００万円を目標に
委員会会員。
とりくんでいます。帯広平和委
浦幌高校の
員会の目標は４万円です。
社会科の先
生です。北海
意見広告キャンペーン
道高教組青
の締切りは３月 11 日です
年部副部長。
意見広告キャンペーンの締
「 NOWAR
」Ｔシャツの企画・販売などに 切りは３月１１日です。団体１
も取り組みました。道高教組本 口１，０００円、個人１口５０
部として派遣されます。昨年、 ０円です。できるだけ多くの方
角谷さんとご結婚されました。 に賛同してもらいましょう。

「紀元節の復活と天皇の元首化
に反対し、思想･良心の自由を守る
2・11 十勝集会」が 2 月 11 日、
帯広市内のとかちプラザで開かれ、
91 名が参加しました。
集会では、子どもと教育・文化
道民の会の若山俊六氏が「教育基
本法が育むもの-日本と世界の平
和のために」と題して講演。その
後、自由討論が行なわれました。
若山氏は、教育基本法の堅持を
訴えながら、青
年の思想状況の
変化にふれ、青
年の心に響く言
葉で訴える活動
が今重要だと、
強調しました。
また、「心の
ノートの現状」
にもふれて、その心理主義的特徴
と口当たりの良さの陰にある意図
を見抜くよう訴えました。

2005 年

北海道原水協学校
1 月 22 日、北海道原水協学校
が開かれました。日本原水協の赤
松宏一代表理事が『被爆 60 年｢い
ま、核兵器の廃絶を」』と題して
の講演がありました。帯広平和委
員会から大浦が出席しました。
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2 月例会のご案内
帯広平和委員会 2 月例会を下
記の日程で開催します。

2005 年 3･1 ビキニデー

久保昌裕さん・菅原真路さん派遣

日時：2 月 24 日（木）
午後 7 時より
場所：とかちプラザ和室 302

2005 年 3・1 ビキニデーに十 て、世論と運動をひろげてきました。
帯広平和委員会に新会員
勝から久保昌裕さん（帯広平和委 いまや核兵器廃絶は世界の大きな流
幕別高校の小森勝さんが入会
員会）と菅原真路さん（勤医労） れに発展しています。
しました。42 名になりました。
を派遣することになりました。久 ----------------------------保さんは、長
らく北海道
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2 月 27 日(日) E
められてい
試験的に帯広平和委員会メー
ましたが、今
午後 6 時半より
リングリストをつくりました。無
は帯広原水
とかちプラザレインボーホール
料のメーリングリストサービス
協の理事な
＊参加費は無料
どを務め、平
を使っています。システムを十分
ノーベル賞作家の大江健三郎
和運動にも
に理解していないためご迷惑を
さんら 9 人の著名人がよびかけ
ご活躍です。今は、静岡で行なわ た「九条の会」アピールに賛同す
おかけすることがあるかと思い
れるビキニデーに向け、コンディ る「九条の会・十
ます。お気づきの点があればアド
ションを整えています。
勝」をつくり、思
バイスください。
想・信条・立場の
E-Mail アドレスをお持ちの方
３・１ビキニデーとは
違いをこえてアピ
は、PeaceWeb のホームぺージ
1954 年 3 月 1 日未明、アメリカ ールを広げたいと
は太平洋ビキニ環礁において広島型
から登録ください。
の思いで、昨年
原爆の約 1000 倍の威力をもつ水爆
http://city.hokkai.or.jp/~peaceweb/
12 月記者会見し
実験（ブラボー）をおこないました。
この核実験によって、マーシャル諸島 ました。早速、多くの方から賛同
署名を届けていただき、心強く思
の人びとや多くの日本漁船などが被
国
国道
道沿
沿い
いに
に自
自衛
衛隊
隊の
の
っています。
災しました。
車
車両
両が
が大
大量
量に
に廃
廃車
車？
？
「憲法 9 条」への思いを共有
焼津のマグロはえ縄漁船「第五福龍
丸」は、アメリカ政府の指定した危険 し、
１月例会に話題になった、自衛
アピール賛同の輪を広げてい
区域外で操業中であったにもかかわ
隊の古い車両が大量にあるとい
きたいと、「語る夕べ」を開くこ
らず、“死の灰”を浴び、23 人の乗 とにしました。是非、ご参加くだ
う現場を2月1日に取材（？）。
組員全員が急性放射能症にかかり、無
場所は、国道38号線の日甜芽室
さい。
線長の久保山愛吉さん（当時 40 歳） 「九条の会」アピールに賛同する十勝の会
製糖工場の北東側。確かに古い自
は「原水爆の被害者はわたしを最後に ----------------------------衛隊の車両のようでした。詳細に
してほしい」と言い残してその年の 9
ついては不明です。
若者のための
9
条講座
月に亡くなりました。
この３・１ビキニ事件は、日本国
民に大きな衝撃をあたえ、広島・長崎
をくりかえさせるなと、全国に原水爆
禁止の声がまきおこりました。３千数
百万の原水爆禁止署名が集められ、翌
55 年 8 月に第 1 回原水爆禁止世界
大会が開催されました。原水爆禁止日
本協議会（日本原水協）はその年の 9
月に結成されました。
いらい、50 年間、日本の原水爆禁
止運動は、核戦争阻止、核兵器廃絶、
被爆者援護・連帯をいっかんしてかか
げ、世界諸国民や非核国政府と連帯し

2 月 27 日(日)
午後 1 時半より

とかちプラザ

和室 301 号
講演・質問タイム・感想交流など
講師：山本政俊先生
（音更高校社会科教諭）
憲法が変えられようとしている
のか」などわかりやすく教えてく
れます。
主催：若者のための 9 条講座実行委員会

