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帯広平和委員会会報

イラク占領反対 3・20 行動 ｉｎ 帯広

3 月 20 日（日）午前 11 時 30 分 JR 帯広駅南側

集会 ＆ Peace Walk
アメリカのイラクへの不法
な攻撃から 2 年がたとうとし
ています。この間、攻撃の口
実となった大量破壊兵器は、
はじめからなかったことが明
らかになりました。それでも
不法占領を続けるアメリカと、
それを擁護し、憲法違反の自
衛隊派兵に固執する小泉首相、
挙げ句の果てに憲法 9 条を変
えてしまおうという動きが急
ピッチで進んでいます。
イラク開戦 2 周年の 20 日
を中心に、全国各地で行動が
予定されています。帯広・十
勝では、有事法制反対十勝連
絡会による「3・20 十勝集会」
が上記の要領で開催されます。
ぜひ、お誘い合わせの上、
みなさんの参加をよびかけま
す。尚、帯広平和委員会では、
この集会を３月の平和委員会
例会として位置づけています。

事務局連絡
３月例会は右のとおり、
「3・20 十勝集会」とし、
これとは別に設定いたしま
せん。４月については、未定
ですが、決まり次第ご案内い
たします。
大樹町の志民和義議員が帯
広平和委員会に移籍になり
ました。会員数が 43 名にな
りました。
日本平和委員会では「平和
新聞」の月２回発行など改革
案についての意見を募集し
ています。
前回の会報でご案内したメ
ーリングリストですが、都
合により中止いたしました。
メーラーによる配信に切り
替えました。E-Mail アドレ
スをお持ちの方はご連絡く
ださい。

ScrapBook
新型９０式戦車を３両導入 陸
自鹿追駐屯地で公開
（十勝毎日新聞2/22付記事）

帯広原水協年次総会
3 月 26 日(土)午後１時
とかちプラザ 306
帯広原水協年次総会が上記
の日程で開催されます。総会
では、今年の 3・1 ビキニデ
ー中央集会に参加した久保昌
裕さんと菅原真路さんの報告
もあります。ぜひ、お誘い合
わせの上ご参加ください。

【鹿追】陸上自衛隊鹿追駐屯地（津田一志
司令）の第五戦車隊にこのほど90式戦車
が３両導入され、21日に関係者に公開さ
れた。同戦車隊にはこれまで74式が40両
配備されていたが、残り37両も順次更新し、
40両すべてが最新の90式となる。90式は
1990年、自衛隊が74式の後継車として採
用。ｌ２０ミリ戦車砲、レーザー測遠機、射
統計算機、自動追尾機能付き熱線映像装
置などを搭載し、高い命中率を実現する。
機動力は水冷２サイクルエンジンで、１５Ｏ
Ｏ馬力。最高速度は時速70キロで、自動
変速装置、ハイブリッド懸架装置を装備し
ている。自動装てん方式のため、74式で
は４人だった乗員が３人に減員される。
この日は警備地区の鹿追、新得、清水、
士幌、上士幌の５町から町長、議員、自衛
隊協力会、隊友会の関係者などが訪れ、
実際に中を見たり74式との違いについて
質問していた。 （成田融）
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9 条への熱い思いを共有

夕方は、原子マグロにちな
み、みんなでマグロの刺身を
食べ、日本の原水爆禁止運動
の出発点となったこの日の意
義を確認しました。
(March 01,2005)

3 月定例 6・9 行動
2 月 27 日、
「九条の会」十
勝の「憲法９条への思いを語
る夕べ」がとかちプラザで開
かれました。350 名を越す参
加で、憲法九条、憲法を守る
ことの大事さ、改憲反対運動
の重要性、緊急性を共有する
ことができました。お話をし
てくれた方も「一体感があっ
て話しやすかった」と語って
いました。
(February 27,2005)

核兵器なくせ、平和を
守れの大きなうねりを！
3・1 ビキニデーで署名と街頭宣伝

2005 年 3 月 20 日(日)

よる改憲報道、またライブド
アの問題にも触れながら、実
際の新聞記事を使ってわかり
やすく話してくれました。そ
して、改憲を主張するプロパ
ガンダとしてのマスメディア
を指摘。マスメディアの中で
も改憲の流れが加速している
がそうはさせないとういうた
たかいが求められていると述
べました。

帯広原水協は 3 月 5 日、帯
広市内の藤丸デパート前で、
3 月定例「6･9 行動」をしま
(March 12,2005)
した。これには、帯広平和委
員会、新婦人帯広などから 10
ＮＰＴ再検討会議
名が参加、30 分間でしたが、
「いま、核兵器の廃絶を署名
ニューヨーク派遣運動
62 筆、道原爆訴訟署名 32
5 月にニューヨークで開かれるＮ
筆が寄せられました。高校受 ＰＴ再検討会議へ十勝から 3 名の代
験を終え、発表待ちの女子中 表を派遣する運動についての情報で
学生や自ら戦争を体験したお す。（帯広原水協ＦＡＸ通信より）
日本代表団は 3 月 10 日現在で
ばあちゃんなど、寒い中足を
全国 830 名、全道 25 名になっ
止めて署名をしてくれました。
(March 05,2005)

マスコミ問題学習講演会

マスコミは真実を伝えているか
改憲の旗振るメディアの正体を見抜こう
3 月 12 日、
「マスコミ問題
3 月 1 日の「3・1 ビキニ
デー」に呼応して、帯広市内 学習講演会」が
の藤丸デパート前で、署名と 帯 広 市 内 と か
ちプラザ で開
街頭宣伝を行ないました。
3 月というのに朝の帯広の かれました。当
気温は氷点下 19.5℃。当日は、 日は、降雪後の
ほとんどの高校の卒業式がい 悪 路 の 中 で し
っせいに行なわれましたが、 たが 130 名余
年金者組合を中心に 15 名が りが参加しました。講演にあ
参加。道行く市民に「いま、 たった、桂教授は「ここは、
核兵器の廃絶を」の署名を訴 中川氏の地元。この話をはじ
えました。今年のビキニデー めると、腹が立って、時間を
中央集会（静岡）には十勝か 超えてしまうだろう。」と述べ、
NHKへの政治介入や新聞に
ら 2 名を代表として派遣。

ており、最終的には 1，000 名
規模になる勢いで進んでいます。
十勝での到達点は以下のように
なっています。（11 日現在）
【意見広告】62 団体 169 口、
412 個 人 570 口 で 目 標 の
55％の達成率です。
【署名】8,311 筆で目標の
33％の達成率です。
【募金】約 58 万円で 58％の
達成率です。
意見広告の締め切りは 25 日で
す。25 日以降は掲載されませ
んので注意してください。
署名の最終集
約は、4 月 20
日 で す が 、
33％しか進ん
でいません。全
力ですすめて
ください。

