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ARPN メンバー紹介 

オレンジ：代表,副代表,幹事さん 

   ピンク：手記係さん   

緑枠：編集委員 

次号からも、正会員さん、賛助会員さんを    

随時ご紹介していきたと思いますので        

ぜひぜひご協力お願いいたします♪ 
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～未来へのあゆみ～ 
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青空のもとで～今、自分にできること～ 

      東日本大震災から 3年 6ヶ月 

日時：9月 28日（日） 13：00～16：00 

会場：西文化小劇場 

   名古屋市西区花の木二丁目 18番 23号 

   （TEL052-523-0080） 

タイムスケジュール（予定） 

13：10～14：30 

劇団名古屋「臨界幻想」リィーディング 

14：45～15：55 

 テーマ：今、自分にできること 

 当事者・支援者数名によるパネルディスカッション 

皆さんこんにちは、福島県伊達市から避難をしています岡本早苗です。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
ついに、当会主催のシンポジウムを行う事が決定をしました！！	 
日時と場所は上記してある通りですが、まだまだ決めなければいけない
事やみんなで一緒に作り上げたい事がたくさんありますので、是非実行
委員会へのご参加、ご意見宜しくお願いします。皆さんの声をたくさん
の方に届ける機会です、皆で作り上げてよいシンポジウムになるように
頑張りましょう！！	 	 	 	 	 問合せ先：	 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	 

  

 

第 6回定例会「皆で持ち寄りランチ会＆

舞台鑑賞をしよう!!」で「臨界幻想」の舞

台鑑賞をした正会員ちゃこさんからの感

想です。              

「劇団名古屋公演「臨界幻想」を観まし

た。公演後に井川代表に感想を聞かれま

したが、「言葉にならない。。」と言う

のが精一杯でした。震災以降の自分の体

験と、原発問題を題材にした劇の生々し

さが混ざりあって、口も心も体もずっし

りと重くなりました。 

驚いたのは、この劇は 33年前に上演され

ていたということ。30年以上も前に、今

まさに東北で起こっていることを予測し

ていたような内容で、とても衝撃を受け

ました。そして東日本大震災前にこの劇

から学んでいたら。。というもどかしさ

を感じました。 

大地震による原発の影響は、震源地だけ

でなく日本中に及ぶと東日本大震災から

学びました。 ぜひこの臨界幻想を全国の

人達に観てもらいたいです。」 

 

	 

	 

	 

	 

 

	 	 	 	 

	 	 

 

 

 

 

 

	   	  

ARPN会員数  

正会員 5３名  

賛助会員 1３５名	  

私たち、あゆみ R.P.Net主催のシンポジウム開催のお知らせと実行委員の募集！！ 

速水暁生。享年２６歳。未来産業と憧れ、原子力発電所の元請会社に就職して七年目の死であった。カルテの死因は

心不全。一周忌を迎えようとしたある夜、速水家を訪れた者があった。「何か思い当たることはねすか？心臓病らしく

ねえ何か変わった症状があったとか•••たとえば、だるくて動けねえことがあったとか・・・皮膚に斑点みてえなもの

が出たことがあったとか。」彼らは、原発労働者の被曝の実態を調査している＜原発を考える会＞の会員たちであっ

た。「んでは何すか。あんたたちは暁生が死んだのを、原発のせいにしてえのすか！」母親の千津子は、彼らの問いか

けに強くかぶりを振り続けた。が、そんな千津子の脳裏に、生前の暁生の姿が甦ってくる。”もし、息子の本当の死因

が心臓病ではなく、放射能被曝に依るものであったら••••”湧きあっがってくる疑念は、彼女の足を病院へと向かわせ

た。そして、暁生の職場であった元請会社へも。そんな中、千津子の許へ一つの包みが届けられて-----。 

 ３３年前、私たちはこの「臨界幻想」を上演した。”幻想”と題した明日への警告は、２０１１年３月１１日現実

のものとなった。そして、安全神話が覆された今もなお、この国は原子力発電所再稼働への道を進もうとしている。

私たちは苦渋の中、再び「臨界幻想」の警告を発したいと思う----。 

《臨界幻想》  ~あらすじ~ 
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~ＡＲＰＮ活動報告~ 	  

第 10 回定例会「汚染マップのパネルを作ろう」

～あなたの声を伝えましょう	 ～	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

5 月の定例会では集まった１０組のメンバーで大きな

パネルを製作しました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

『いい汚染マップある？』『実際の健康被害を耳にし

ている地域まで汚染されたこと、地名、等がわかりや

すい地図がいいんだよね~。』なんて会話しながら進

めていきました。カラーペーパーに、各人が“当時ど

こに住んでいたのか？”や“メッセージ”を書き添え
汚染マップへ吹き出しのようにハサミでカットし、の

りで貼り付けていきました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

交流会ムードもあり、共有できる感じ方の部分で、分

かち合い、支え合い。励まし合い、お互い避難してき

た意味を今一度確かめ、受け入れ、深め合うことがで

きました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

この日は顔の知っている会員さんに加え、新規会員さ

んの参加もあり、プライベートなこともあるためわた

しからこちらに書くことはできませんが、新規会員さ

んのお話を伺い改めて原発被害を肝に命じれたこと、

知ることの大切さ、伝えることの大切さ、マスコミが

報じない情報、が当事者の証言から表わになりました。

それを聞いて今の私の生活で未来に向けてできること

は何だろう？っと思ったのでありました。そして今日

まで自分が活動してきた事への見直しにもなりました。

情報は、特に生の情報は恒に追いかけ把握しないとズ

レてくるし、かと言って、我が身の生活は立て直すど

ころか、儘なっていないのもよくないと感じます。日

常生活で理不尽なことも沢山有ります。けれども笑う

ことが本当に大切です。深い呼吸をたまにすることも

忘れないで、一歩一歩進ませていけたらよいと感じま

す。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

会の最後に、みんなでデラボラさん等から届けられた

品の数々を分け合って手荷物いっぱいで帰れ、嬉しか

ったです。ありがとうございました。正会員三原さん 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

野外イベント「マツリゴト」ブース出店に参加して                  

参加してというか、禄にブースの番をするわけでもなく、
僕は周りをプラプラしていただけだったんですが(冷汗)
恐縮です。                           
このイベント後、マヨネーズをあまり食べなくなりまし
た。って言うのも、遺伝子組み換え食品を危惧する団体
が私達と同じようにブースを出していまして、何気なく
覗いたらおばさんの話に頷くばかりで。        
最初は、「遺伝子組み換えかどうか試験できます」との
声に面白そうだと思ってちょっとやってみたんです。そ
したら、その試験材は僕がほぼ毎日通る国道 23号線に
生えてたナタネだと言うじゃありませんか!それで僕が
選んだナタネの葉を試験液に付け、色を見ると「これは

GM(遺伝子組換え)ですね」と言うじゃありませんか! 
僕はそもそも無知だったので、遺伝子組み換え食品が 
こんなにも日常、普段から摂取されているものだとも 
知らなかったし、それでもってGM植物が自生してい
るなんていうのはただただ驚きでした。更におばさん 
は言います「GMナタネから出来た油を使った食品は 
多いです。普通のスーパーで買ったマヨネーズはまず 
この輸入 GMナタネから出来ています」と!。家に帰 
って彼女達をネットで調べました。                
僕は遺伝子組み換え食品が身体に及ぼす影響があるか 
どうか分かりません。ただ、「私達は自生したGMナ 
タネを抜き取る活動をしています」っていう彼女の言 
葉がどうもこうも響きました。冷やし中華にマヨ辞め 
ました。                     
人の注意を引き、感心を持ってもらい、調べさせたり、
行動させたり、共有させ伝えていく展開。私達の活動 
に何かヒントになるのではと思いました。イベントを 
通じて感じたので長くなりましたが書いてみました。 
恐縮です。            幹事 猪腰広明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 	  

6月 9日（月）タケダ・赤い羽根	 広域避難者支
援プロジェクトキックオフミーティングに参加し

てまいりました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

新幹線の時間を間違えてしまい、1時間も早く現地に
着いてしまいました（汗）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

日本の各地から当会を含めて 12団体が集まり、組織
基盤の強化をするためノウハウの講義を受けました。

当会以外の当事者団体の方とお話しさせていただく初

めての機会となり、とても新鮮な気持ちと、同じ課題

を抱えた仲間がいるのだという事を改めて知り、お互

いを励ましあいながらこの先を歩いていきたいと思い

ました。そして、自分達に何が足りないのか、どう進

んでいくのかを見つめなおす大変実になる時間を過ご

しました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

基盤の強化が最大の課題だという事を代表と確かめ合

い、今後の会の運営方法を共に考える機会を増やす事

も必要かと考えています。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

頂いた助成金を最大限活かして、会の基盤強化と会員

同士の交流を深める活動を中心にやっていきたいと思
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っています。定例会も月に 1回出来るように内容を考
えていますが、役員だけではなかなかアイデアが尽き

てしまいますので、どんどんアイデアを出して頂き正

会員だけではなく、賛助会員の皆さまの力も借りなが

ら少しずつ前へと進んでいきたいと思います。もちろ

ん笑顔を忘れず、楽しみながらやっていきたいと思い

ます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副代表	 岡本	 早苗	  

	  

	  

	  

	  

	  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	  

【甲状腺医療費無料化を求める院内集会と政府交
渉】に出席して 
去る６月 10日に参議院議員会館で開催された【甲状
腺医療費無料化を求める院内集会と政府交渉】へ参加
してまいりました。 
当日は復興庁、環境省、厚生労働省の方々に対し、被
災者から陳情陳述が行われました。 
現在福島県内では 18歳以下は医療費が減免されてい
ますが、事故から 3年が経ち、多くの子が 18歳を超
えてからの手術となります。 
悲しいことに、甲状腺に異常が出ている子どもは増え
ており一刻も早い医療体制が求められています。 
子どもは成長し、18歳を超えていきますので将来の
ことを考えましても 18歳以下と区切ることなく医療
体制をしっかりと整えて頂きたいと訴えてまいりまし
た。 
そして、被曝をした大人、関東の子供たちに対しても
同等の体制が作られることを切に願うばかりです。 
大切な身体を守るため、今後も諦めることなく、院内
集会へ出向き、しっかりと訴えてまいります。            
代表 井川景子 

 

 

 

 

	  

	  

クリエーターズマーケットへ参加して 

6 月 21 日土曜日にポートメッセ名古屋で開催された 
クリエーターズマーケット vol.30 に行ってきました。       
プロ、アマ問わずの出展なのですが、どのブースも作 
品や表現力の”質’’がかなりの高いレベルにあるの 
ではないかと、素人ながらに感じました。                     
まる 1 日芸術に囲まれた時間は、何か日常では味わえ
ない感性が養えるのではないかと思います。            
お手伝いをさせていただいた友人のブースでは、カメ 
ラで撮った写真などを加工した小物等の作品を販売し 
ていました。                     
海外での撮影が多い中、日本とは思えない写真もあり、
撮る側のセンスひとつで印象が様変わりするのに驚き 
ました。                         
自然の景色の作品を見たとき、なぜか地元を思い出し 
ました。                                  
緑のジュータンに転がって遊ぶ子供を想像しながら、 
被災地避難をしている自分とを重ねたとき、自分の生 
き方も、考え方ひとつで様変わりするのではないかと。           
見える景色も気持ち次第で変わってくるのだと、改め 
て思いました。                           
次回は 11 月 15 日土曜、16日日曜の開催です。     
全国各地からの B級グルメのフードコートもウマウマ
でした(^ ^)                                         
お勧めのイベントなので、是非とも足を運んでみてく 
ださい！            正会員 井川真⼀一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~お知らせ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

～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

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」係までお寄せください	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

〒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	 

	  

原発損害賠償訴訟の第一次訴訟のお知らせ 

2014年 9月 26日金曜日 １４時~               

名古屋地裁で福島県から愛知県へ避難されている原発損

害賠償訴訟の第一次訴訟（2013年 6月提訴）の第一回期

日（裁判の日）が行われます。（当日は誰でも傍聴が可能） 
詳 し く は こ ち ら の サ イ ト を ど う ぞ →  http://genpatsu-aichi.org/        

450-0002 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁 目 13 番 26 号 交 通 ビ ル ９ 回 

大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)内福島原発事故損害賠償愛知弁護団                

TEL：052-414-7338 FAX：052-414-7339 

~手記のご案内~  

「震災から４年目を迎え、風化されつつありますが原発被害者の想い

を伝え、残していくために今年度、当事者の手記を作成致します。編

集、製本にあたり皆様のご協力をよろしくお願い致します。」 

９月のシンポジウムまでに形にしたい！と現在手記係の皆さんが頑張

ってくださっています。すでに締め切りにはなっていますが、もし手

記がお手元にある方、ぜひ８月末までに事務局へ提出お願いします。 

	 


