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美容院にてチャリティイベント                井川景子               

３月 24日に、私が勤務する美容室にてチャリティカットイベントが開催
されました。                                       
スタッフ全員が胸にＡＲＰＮの缶バッジをつけてくださり、チーフと店長よ
り「しっかり伝えて風化させない」との掛け声でスタートし、たくさんの方々
にお越し頂きスタイリストによるカットが始まりました。               
当日は入口にてキャンドルと缶バッジの販売もさせて頂きました。                                                   

有限会社おり紙様より、チャリティカット代金の 37122円を当会へご寄
附戴きました。                                          
心より感謝申し上げます。                                                                 
原発事故被害者の問題解決のために大切に遣わせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回定例会「ぶっちゃけトークセッションＰＡＲＴ２！！     
～クリスマスだぜ！！子どもたちとちょっと楽しんじゃおう企画～」と忘
年会に参加して                          猪腰広明                               
久しぶりに定例会に参加しました。最近仕事が忙しく、又、家族サービス
等でなかなか会に顔を出せなくて。思えば、愛知県での生活も二年半が

過ぎ、だいぶ生活も仕事にも慣れてきました。その半面、原発事故を忘
れつつある自分がいました。                           
でも今回定例会に参加して、皆さんと                   
お会いして話をきいているうちに、僕らは                  
事故で失った生活の代償を求めなくては                  

ならない。声を出し続けなければならない                          
と。同じような思いを抱えているのは自分                    
だけではないのだから。そう思いました。                   
あと、サンタ姿になって子どもたちにプレ                   
ゼントを渡しました。小さな子は半信半                  
疑で、年長さんは僕に労いのポーズを。                   

まだ２歳の息子は父親だと分からず怖                   
くて泣いていました。でも、家に帰りサンタ                  
さんに貰ったプレゼントを持って「タンタタン！」（サンタさん）と喜んでいま
した。                                                
そうやってこの会を通じて沢山の思い出ができるといいなと思いました。 

 

 

 

 

お花見会に参加して                 正会員Ｆ．Ｔさん

東別院のさくらまつりにて、あゆみ R.P.Net のお花見会がありました。桜
は満開を過ぎ、その日は強風で、美しい境内に桜が舞ってました。一斉
に散る桜は、とても幻想的で、映画のワンシーンのようでした。     
途中、〇〇さんを見つけ、声をかけると、あゆみの皆さんのところに連れて
行ってくれました。皆さん、ウェルカム！で迎えてくれるので、あまり参加し
ていない私も躊躇することなく、いられます。久しぶりに再会できた人もい

て、子どもの成長と共に震災からの経過を実感しました…。        
もう 3年たつなんて！                                      
東別院さんのご好意で、                            
子どもチームは                                  
スタンプラリーに参加しました。                           
大人は正しくのみ会に。                           

スタンプラリーがとても工夫さ                              
れていて、各ポイントを周るご                              
とに、剣道や、和太鼓、無線、                               
フラダンスの花でシュシュ作りなど                         
体験できました。                                

うちの娘は、どれも初体験ばかり、お友達と一緒でとっても楽しそうでした。                            
2 部は、別院さんのホールのお部屋で。風に当たって体が冷えていたので、
ほっとしました。子どもチームは変わらず元気いっぱい。                                  
雑談の中で、私はこの日初めて、原発事故 ADR集団訴訟の意味が
わかりました。何回も目にしていたのに、自分の理解で納得していたと。
情報は財産です。                                

情報収集の意味でも、似た境遇の会員さんと普段の生活で話せないこ
とを吐き出す場の意味でも、貴重な会であります。            
そして、この日初めて知ったことがもうひとつありました。あゆみ R.P.Net
のロゴの花は、桜だったのです。『皆で穏やかな生活を取り戻し、桜を見
ることができるように。』という想いが込められていたのです            

原発事故があった年の桜は、私にとっても悲しさを増す木でした。桜は悪
くないのに、大嫌いになりました。去年より今年の方が、穏やかな気持ち
でいられたのは、お花見会に参加したからかな？と思えました。 最後に
井川代表が、「来年も桜を見ましょう」と言ってお花見会は終わったのが
印象的でした。                                
来年、明日のために、日々できることをやっていきたいと思います。桜は

変わらず咲いてくれるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４コマを書いてくださっていたキオコさんよりお知らせです。                
本職が忙しくなり編集委員をお休みさせて頂くことになりました m(_ _)m       

四コマを数回しか書くことしかできず申し訳ありませんでした…！             
これからも会が盛り上がることを一会員として応援しております～！キオコ       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊     
あとがき 

地震から三度目の春、桜もきれいに散りましたね。予定していた幼稚園には一歩も

足を踏み入れることなく、小学校入学を迎えることになりました。                     

時は過ぎ、家族そろって住むことができ、家族も増え、子ども達はすくすく成長、着る

物も足り、食べる物もなくはなく、ありがたく幸せいっぱいになったはずが、何も変わっ

ていないと感じるのはなぜか…。                             

心にぽっかり空いた穴は、ふるさとで安心して生活ができるようになるまで、ふさがらな

いのかもしれませんね。                                  

今日も離れて住む父親からのメールにがっかりしながら、返信する間のなく一日が過

ぎていきます。                               しあわせママ  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊～

～この事業はあいちモリコロ基金の助成金を受けています～ 

                                             

 

 

 

～ＡＲＰＮの新しいグッズ紹介～ 

ＡＲＰＮのロゴの缶バッジです。 
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会員の皆様 

春光うららかな今日このごろ、皆様にはますますご健勝の

事と存じます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠

にありがとうございます。 

去る３月２日に通常総会を開催致しました。     

引続き、平成 26年度の代表を務めさせて頂くことになり

ました。 

昨年度は、本当にたくさんの方々に支えられながら活動

をさせて頂きました。                      

心より感謝しております。 

今年度も精一杯の努力をし、邁進して参ります。 

 

平成 26年度の当会の事業計画案といたしましては、 

昨年度同様、風化を止め、言われ無き差別や偏見を防

ぐ為に啓発活動を続けていきます。            

また、原発事故被害者の問題解決に向け、専門家のお

力をお借りしながら学習し陳情陳述をしていきます。 

当事者同士が繋がり、支え合い、明るい未来に向けて、

しっかりと歩んでいきたいと思います。 

今後も変わらぬご支援ご鞭撻をどうぞよろしくお願い致し

ます。 

原発事故被害者支えあいの会 あゆみ R.P.Net 

代表 井川景子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPN会員数（2014/4/23現在）  

正会員   54名 

賛助会員 135名 

設立から 2年。今年も、皆と共に、楽しく、元気に、まじめに、しっかりと歩みます 

 

このたび、ＡＲＰＮでは、原発被害者の『手記』を作成します!!                         

集まった原稿をまとめて製本し、販売したいと考えております!!                          

原発事故から３年。                          

今の思いを後世に残しませんか？                 

今の思いを社会に伝えませんか？ 

できるだけ多くの方から記事を賜りたいと思いますので、積極的に

お書きください。（お子様、ご主人さまからの記事もＯＫです。家族

全員がそれぞれ書いていただいても大丈夫です。）                     

ペンネーム、イニシャルでの投稿はＯＫです。            

できるだけどこからの避難かを明記してください。           

（強制ではありません） 

※原稿の著作権はＡＲＰＮに帰属させることを同意していただける 

ことをお願いいたします。 

テーマ：「原発事故から３年経過した今」 

期限：６月末まで                             

文字数：設定はしておりません。                     

※ただし、特定の人物・職業に対する誹謗中傷は厳禁!! 

提出先：下記、事務局へＦＡＸおよびＥメールでご提出ください。 

（井川代表、岡本副代表へ原稿でお渡しいただいても結構です）                                 

お名前、電話番号を原稿の下部にご記載ください。       

（編集確認連絡の為） 

あゆみＲ．Ｐ．Ｎet 事務局                            

TEL 080-3076-8005（江里二郎）                        

FAX 052-883-2013                               

Ｅ－mail jimu@ayumi-rpn.com 

『手記』原稿募集！！ 
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３月２日（日）午後１時から第１回通常総会を開催し

ました。あの盛大な設立総会からあっという間でした

が本当にいろいろなことがありました。総会ではこの

１年間の事業報告と決算、                  

幹事の改選、今年度の事                

業計画と予算が原案どお                 

り可決されました。                  

（議事録、総会資料同封し                

ましたのでご覧ください。） 

総会に引き続き「原発事故後の社会を考える：避難す

る権利とベーシックインカム」と題した記念シンポジ

ウムを開催しました。「ベーシックインカムを考える

会２０１４」「反貧困ネットワークあいち」と共催し、

当会からは、代表の井川が「関東からの避難～その苦

しみ」、副代表の岡本が「届かぬ声～何も変わらない

この３年」題して当事者報告を行い、参加者に避難の

実情を語りました。私からは「避難する権利～原発事

故子ども・被災者支援法の理念を実現するために」と

題して支援法の基本方針の問題点について理解を求め

ました。  

           

１０日（日）            

設立総会、設立記念シンポジウム「子ど

もの未来を守るために私たちは立ち上が

ります。」              

１６日（土）            

篠岡地区ボランティアの集いで講演  

３．１１後に立ち上がる若者たち（ピー

スあいち）で発表          

２４日（土）            

生協主催「愛知県への広域避難者との交

流会」に参加            

弁護団意見交換会に参加 

            

２日（土）             

ＪＡ尾張中央 小牧地区       

篠岡支部総会で講演         

１０日（日）            

エール２ＮＤ出店 パネル展、キャンド

ル販売               

１２日（火）            

第１回定例会開催 テーマ「原発事故子

ども・被災者支援法ってなあに」   

２４日（日）            

アースデイいわき inなごや 2013愛知

meets 福島に出店 パネル展      

３０日（土）            

愛知県民主医療機関連合会      

被ばく対策委員会主催       

「福島原発事故を忘れない～映画上映と

避難者との交流会」参加 

            

６日（土）               

第２回定例会開催            

テーマ「私たちの声を弁護士さんに聞い

てもらいましょう！～弁護士さんとの意

見交換会～」（於 名古屋市立大学滝子キ

ャンパス）             

１０日（水）            

尾張旭市長との懇談         

１４日（日）            

正会員集会開催           

１７日（水）            

第３回定例会開催          

テーマ「原発の賠償問題の意見交換会」     

２０日（土）            

北名古屋市ボランティア協議会での講演                

２３日（火）            

名古屋市立大学「国際関係論」主催特別

講演会                

テーマ「原発事故からの自主避難体験」

２４日（水）            

原発事故・子ども被災者支援法に関する

アンケート実施 

            

４日（土）             

犬山 絆プロジェクト 体験発表   

５日（日）              

犬山 絆プロジェクト出店     

（パネル展,キャンドル販売,募金活動）  

１０日（金）               

原発事故子ども・被災者支援法に関する

要望書（暫定版）完成         

１１日（土）            

原発事故子ども・被災者支援法 福島フ

ォーラムに参加。復興庁参事官、国会議

員に要望書手渡し            

１２日（日）            

第４回定例会 テーマ「原発事故子ど

も・被災者支援法 私達の要望をまとめ

ましょう！」                
ARPN男子会開催                 

３１日（金）            

支援法要望書(確定版)完成 

           

２日（日）                     

第５回定例会                 

テーマ「A.R.P.N交流会 ぶっちゃけトー

クセッション」           

１３日（木）                   

豊橋市立津田小学校で「命の授業」  

１５日（土）            
メールマガジン第９号配信（水野参事官ツィッ

ター暴言問題について）         

１８日（火）            

会報 第１号「ARPN通信～未来へのあゆ

み～」発行             

１９日（水）                
ARPN女子ランチ会 開催         

２４日（月）            

福島原発事故損害賠償愛知弁護団 ８家

族２９人、国と東電相手に第一次提訴。

岡本副代表、岡本幹事 司法記者クラブ

で会見 

 

 

 

 

   
 

 

 

第一回通常総会のご報告 
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今回は、社会保障の観点から避難する権利を考える新

たな切り口での取り組みを行ったことから、多くの学

者、専門家、貧困・社会保障問題に取り組む団体等と

の連携もでき、実り多いシンポジウムだったと思いま

す。             事務局 江里二郎 

 

 

 

新幹事の猪腰さんからご挨拶            

芋煮の交流会である人に声をか           

けてもらったのがきっかけで              

ARPNに参加しました。                

彼女の身の上話を聞いていると               

柄にもなく熱くなり、恩着せが                

ましくも僕に何か出来る事があ           

るのでは？とまで思いました。                      

月並みではありますが、初心を忘れることなく活動でき

たらと思います。                 

微力ではありますが、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。                   猪腰広明 

２６日（水）            

メ～テレ「ＵＰ」放送 岡本副代表、岡本

幹事を取材。 

            

６日（土）              

第６回定例会 テーマ「弁護士さんに聞

いてみよう！裁判？ADR？私にもできる？」              

１３日（土）            

DAYS JAPAN 写真展「地球の上に生きる

2013」（於 国際センター）      

パネルディスカッション「放射能から逃

れるために」             

１４日（日）               

第２回 ARPN 男子会 

           

３日（土）              

瀬戸市のイベント講演        

４日（日）              

第７回定例会 テーマ「A.R.P.N 親子で

交流会～夏休み企画！暑い夏を吹っ飛ば

せ！！みんなで楽しく過ごしましょう～」             

２２日（木）             

井川代表が全国１８人の原告団のひとり

として「子ども・被災者支援法」の基本

方針の策定を国に求める「政策形成訴訟」

提起。                     

３０日（金）             

復興庁が「原発事故子ども・被災者支援

法」の基本方針（案）を発表    

 

            

８日（日）              

緊急（第８回）定例会 テーマ 「基本

方針案について解説とパブコメ」     

１０日（火）～１２日（木）     

「パブコメを一緒に書きましょう」   

A.R.P.Nのパブコメを提出       

１２日（木）             

会報 第２号「ARPN通信～未来へのあゆ

み～」発行               

２１日（土）            

「原発事故被害者の救済を求める全国集

会 in福島」に参加（於福島県文化ｾﾝﾀｰ）               

２６日（木）             

公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献

活動基金（通称 モリコロ基金）初期活

動助成決定 

           

１１日（金）             

原発事故子ども・被災者支援法の基本方

針が閣議決定される。          

１９日（土）             

街頭署名（子ども・被災者支援法の幅広

い適用と具体的施策の実施、賠償の時効

問題の抜本的解決を求める請願署名）

「第１回A.R.P.Nのみんなで署名活動をし

よう！」（於ＪＲ尾張一宮駅東口） 署

名数２５０筆                  

３０日（水）             

署名 一次集約分 ９０７筆を集約団体

へ送付 

          

２日～４日              

街頭署名「第２回 A.R.P.N みんなで署名活

動をしよう！」（於ＪＲ尾張一宮駅東口）

署名数４０１筆             

８日（金）              

JA尾張中央高蔵寺支店講演      

１７日（日）             

日本福祉大学祭でのパネル展、署名（於美

浜キャンパス）署名数２５０筆    

２４日（日）             

愛知民医連第４４回学術運動交流会 被ば

く対策特別分科会での講演  （於 名古

屋国際会議場）            

テーマ 「原発事故子ども・被災者支援法

基本方針の問題点」          

２９日（金）             

署名 二次集約分 ２，６７１筆を集約団

体へ送付 

           

４日（水）              

原賠時効特例法、原賠ＡＤＲ時効中断特

例法 成立               

○消滅時効 損害及び加害者を知ったと

きから３年→１０年           

○除斥期間 不法行為のときから２０年

→損害が生じたときから２０年      

６日（金）              

東別院の保養イベントの事前勉強会に講

師派遣                

８日（日）              

第９回定例会「ぶっちゃけトークセッシ

ョンＰＡＲＴ２！！ ～クリスマスだ

ぜ！！子どもたちとちょっと楽しんじゃ

おう企画～」                 

忘年会               

１９日（木）              

会報 第３号「ARPN通信～未来へのあゆ

み～」発行             

２５日（水）             

東別院保養プロジェクトに参加             
（1 月 31 日現在 正会員 52 名賛助会員 114 名） 

 

 

 

ご意見やお問い合わせ・お子さんのイラストなど 事務局「編集委員」係へお願いします。 〒466-0053 名

古屋市昭和区滝子町２８番１０号司法書士法人よつ葉合同事務所 あゆみ R.P.Net 事務局 江里 二郎 宛            

E-mail jimu@ayumi-rpn.com   TEL 080-3076-8005   FAX 052-883-2013 

 

 


