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ロシア、米・NATO /ゼレンスキーは即刻戦争を止めよ！
米日の中国侵略戦争絶対阻止！！
１．今月の署名数 ４２８筆（８月２１日～９月２０日）
改憲阻止・沖縄を戦場にするな！ 新署名 425 筆（＋38 筆）
。オスプレイ反対署名 1,194（＋15 筆）汚染
水海洋放出反対署名 450 筆（＋20 筆）
。ＩＮＦ配備反対署名 338 筆（＋15 筆）
。星野再審請求署名 736 筆
（＋7 筆）
。要望書 368 筆（＋25 筆）
。三里塚署名 166 筆（＋35 筆）
。東海第 2 原発の再稼働反対署名 315
筆（＋9 筆）。ミャンマーの民主化を求める署名 172 筆（＋20 筆）。国葬反対署名 275 筆（＋180 筆）。３
１１子ども甲状腺がん裁判署名 59 筆（＋19 筆）
。
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＊シール投票の結果：国葬に賛成１２（１１・３％）？８（７．５％）反対８６（８１，１％）
② 会員から
改憲阻止・沖縄を戦場にするな!署名 4 人から 34 筆、ＩＮＦ反対署名 2 人から 15 筆、汚染水海洋放出反
対署名１人から 20 筆、三里塚署名 5 人から 35 筆、ミャンマー署名 1 人から 20 筆、国葬反対署名６人か
ら 131 筆、子供裁判署名 5 人から 19 筆、オスプレイ反対署名 3 人から 15 筆、要望書 2 人から 24 通、そ
の他 45 筆、合計 358 筆いただきました。それぞれたくさんお送りいただきありがとうございました。

２．街宣・署名行動等。是非ご参加を！
10 月 01 日（土）１１：００～
10 月 08 日（土）１１：００～
10 月 10 日（月）１５：００～
10 月 10 日（月）１８：００～
10 月 15 日（土）１１：００～
10 月 15 日（土）１４：００～
10 月 19 日（水）１２：００～
10 月 22 日（土）１１：００～
10 月 29 日（土）１１：００～

１０４７名解雇撤回全国統一署名行動
オスプレイ・INF・ウクライナ反戦街宣行動
オスプレイ・INF はいらない１０日行動 IN 千葉
オスプレイはいらない１０日行動 IN 木更津
オスプレイ・INF・ウクライナ反戦街宣行動
星野街宣 16:00～事務局会議
裁判員候補通知の発送を許さない！ 千葉地裁前行動
オスプレイ・ＩＮＦ・ウクライナ反戦街宣行動
オスプレイ・ＩＮＦ・ウクライナ反戦街宣行動

３．１１・６全国労働者総決起集会に最大限の動員で結集しよう！！
〈２５回目になる１１月集会に、戦争に反対するすべての人が結集することを訴えます〉
ウクライナで始まった戦争が世界戦争・核戦争に拡大する恐怖の中にいます。中国やロシアを仮想敵
国として脅威をあおり、不安をあおって戦争に動員しようとする岸田政権に対し、戦争反対の大きな闘
いが今必要です。労働者を先頭に、世界中で立ち上がる「戦争反対」「生きるための賃金をよこせ」の
声をあげる人民との連帯をかけて総決起しましょう！
●日時：２０２２年１１月６日（日）正午～
●場所：日比谷野外音楽堂
●呼びかけ：関生／港合同／動労千葉／支援する全国運動／改憲・戦争阻止！大行進
●スローガン ・労働者の団結した力で新自由主義を終わらせよう
・戦争・大軍拡・改憲を止めよう！
・闘う労働運動を甦らせよう！
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４．裁判員候補通知の発送を許さない
１０・１９千葉地裁前行動への参加を呼びかけます！
裁判員制度は実施から１３年が経ちました。この間裁判員を辞退する人が増え続けています。今年から
裁判員年齢が何の議論もなく１８歳に引き下げられ裁判員候補者が拡大しています。１０月以降順次通知
が届きます。制度廃止を求めて行動・集会が設定されています。是非ご参加ください！
【日程と行動】２０２２年１０月１９日（水）
① 正午～午後１時（午前１１時半千葉地裁前集合）千葉地裁前街頭宣伝アピール
② 午後３時～５時 報告と討論学習会―「大坂裁判と裁判員制度」（講師：酒田芳人弁護士）

５．避難プロジェクトより―新署名のお願い
今年の夏休みにも「自主保養」を呼びかけ１２家族４６人の応募がありました。コロナ感染でキャンセルも
ありましたが、１０家族３７人が自主保養に参加しました。家族からの感想は「ニュースレター」に載せまし
たので是非ご覧ください。
９月７日、甲状腺がんになった若者６人が東電を訴えた３１１子ども甲状腺がん裁判の第２回が行われまし
た。高校３年生の女性が過酷な治療を告発し、提訴に込めた思いと将来安心して生活できる保障を訴えました。
しかし、裁判長は第４回期日以降は原告の意見陳述を認めていません。過去に類例のない放射線内部被ばくの
被害の実相について理解してもらうためには原告本人が望んでいるように直接訴えることが欠かせません。ま
た小法廷とされたためわずかな人数しか傍聴できません。
３１１甲状腺がん子ども支援ネットワークから「原告の意見陳述」と「大法廷での裁判」を求める署名が訴
えられています。共に支援していきましょう。署名のご協力を宜しくお願いします。
提出先：〒260-0017 千葉市中央区要町２－８ ＤＣ会館１Ｆ 避難プロジェクト＠ちば 宛

６．８月５日・６日の８・６ヒロシマ大行動に参加して
百万人署名運動の本部の方と一緒に参加するようになって何回目か？（８月）５日に戦跡巡りをした。広島城で
は「天守閣は当時個人の自費で修復された」とか、
「明治天皇が一時滞在した御殿がここに」とか、二度と戦争許す
まじの気持ちより郷土愛というか「軍都広島」の自慢の言葉が続く。１８時からの青年集会に間があるので周辺の
学校にも行った。開放的な様子にびっくりした。集会では「明日の場所取りに来れる人は早朝から来てほしい」と
の悲痛な呼びかけに胸がカッとなった。
当日６日の原爆ドーム前は去年にも増して妨害団体の多さに、こちらの集会は発言者の声がかき消される。
「今日
は祈りの日です。お静かに」のボードを掲げた人達も妨害団体の仲間らしく、黙とう前に一斉に姿を消した。岸田
首相への式典弾劾の声はしっかり届いていた由。中国電力までのデモ、１２時半からの大集会では発言予定者がコ
ロナにかかり代読が多かった。１５時～ヒロシマ大行進デモ、平和公園で解散。いつもより涼しかったり、S さんの
配慮で一部荷物をロッカーに預けてくれたりがあって、しんどさを乗り越えられた。
私は数の人間になることを信条としてきたので、体力・時間・お金などで来れない人の代わりに参加しようと思
っている。実行委員の皆様にご苦労様と心より言いたい。そしてカンパをいつもありがとうございます。
（T 記）

１０月の予定
例 会 等
10／08（土）１３：００～ ちば・市原連絡会例会 千葉市
10／29（土）１４：００～ 県連絡会＆発送作業
集 会 等
10／01（土）１３:３０～ オスプレイいらない！ 市民集会 船橋市薬円台公園
10／09（日）１２:００～ 市東さんの農地を守ろう！ 空港機能強化粉砕！ 改憲阻止・岸田政権
打倒！ １０・９全国総決起集会 成田市赤坂公園
「DC 会館
10／15（土）１３:００～ 労働学校「新自由主義の世界的崩壊と新たな闘いのうねり」藤村一行さん
10／21（金）１０:３０～ 三里塚第 3 誘導路裁判 千葉地裁
10／21（金）１８:３０～ 原発いらない金曜行動 首相官邸前
10／22（土）１４:００～ 映画と講演の会「カタストロフィー」小出裕章氏 松戸市民劇場ホール
10／25（火）１０:００～ 大坂正明さん初公判一日行動 東京地裁（26 日も公判が開かれます）
10／30（日）１３:３０～ 寺尾判決 48 ヵ年糾弾！ 第３次再審棄却阻止！ 狭山集会 台東区民館
＊会員の方から無実の人々を救おうと、
「袴田死刑囚の早期再審開始を求める要請署名」活動への協力要
請がありました。会員の皆さん！ 同封署名へのご協力をお願いします。（事務局より）

