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ＡＤＲがようやく動き始めました。名古屋での訴訟に当会の副代表の岡本が、栃木県北集団ＡＤＲには当会代表の井川が関わって動いています。 

名古屋地方裁判所 

2013年 6月 24日名古屋地方裁判所に訴訟提起してから約１年３ヶ月
待たされ、やっと第一回口頭弁論の期日が２０１４年９月２６日に行われ
ました。通常行われる口頭弁論とは違い原告の意見陳述が行われました。一
次の原告団の代表として私が意見陳述をさせていただく事になり、１週間ほど
前から原稿を読む練習をしていました。何度読んでも涙を抑える事ができず、
毎回フラッシュバックしては気持ちが落ち込み、私は何をしているのだろうと胸が
苦しくなるのを繰り返していました。当日傍聴席は埋まるのだろうか？閑散とし
た中での意見陳述になったらどうしようか、最後まで読み切る事ができるのか、
生まれて初めての裁判で緊張と不安はピークでした。そんな不安が傍聴席をみ
て背中を押してくれる仲間の顔が見え嬉しさとこれから戦いが始まるという思い
で意見陳述をさせていただきました。 

2014年 12月 12日には第二回口頭弁論が行われ、そこでは第二次・第
三次の原告団の代表の方が意見陳述をされました。 

訴訟の進み具合としては現段階では東電サイドは原賠法の範囲内での過失
は認めてはいるものの、民法での過失・不法行為では認めていません。国は全
面否認をしています。裁判は始まったばかりでまだまだこれからですが避難者の
権利を求めるべく頑張りたいと思います。 

また、次回の口頭弁論は 2015年３月 13日 13時 30分から名古屋
地方裁判所第２号法廷で行われる予定です。 

傍聴席を埋めるのも裁判を戦う上で大切な事ですので、お時間がありましたら
足を運んで頂けるとありがたいです。（岡本早苗） 

 

栃木県北集団 ADR  

12月 19日に東京にて行われた「栃木県北集団 ADR申立てに向けた弁護
団の動きをテーマとする市民会議」へ出席してまいりました。 

那須町、那須塩原市、大田原市の 3市町村を限定とした栃木県北集団
ADR が始まります。私たち一家も、この集団 ADR へ参加しています。 

現時点での申込み世帯数は 741世帯で人数にすると 2100人を超えると
予想されます。正直な感想としますと、私の地元でも今もなお、このような人数
の方々が放射能被害を訴えたいと思っているという事に驚いていると同時に心
強く感じています。 

この申立ての意義は、放射能汚染の被害は福島県だけに留まらず関東地方
をも汚染したという事実を認めさせる為です。 

この栃木県北部の集団申立てで良い結果が出れば、今後続いていくであろう
関東地方からの ADR でも何らかの良い兆しとなると信じています。 

また、原発被害子ども被災者支援法に対しての訴えも兼ねています。 

栃木県も、まだまだ何も諦めてはいないということです。 

ADR の準備で、多数のアンケートや当時の聞き取り調査や書類申請などで
辛い思いすることもありましたが、今も栃木県北に住んでおられる方々としっかり
と踏ん張り、しっかりとがんばっていきます。 

皆様、今後も応援と寄り添いをよろしくお願い致します 。 （井川景子） 

 

 

 

あとがき：ARPN とは別の活動で、去年瀬戸市で「Ａ２-Ｂ-Ｃ」という福島の子ども達のドキュメンタリ

ー映画の上映をしました。避難者は当たり前のように知っている生活。でも、愛知で暮らす方からは「初

めて知った」や「衝撃的な内容だった」という感想をいただきました。知ってもらうことの大切さに今更なが

ら気がつきます。原発は再稼働に向けて着々と動き始めています。甲状腺がんの見つかった子供の数

は増え続けています。健康被害はこれからさらに懸念されるのに、環境省の「福島原発に伴う住民の

健康管理のあり方に関する専門家会議」では、甲状腺検査の縮小を打ち出し始めました…。私たち

の声はまだまだ小さいのでしょうか？このまま風化していってしまうのではと焦りや危機感が募ります。            

今年ＡＲＰＮは手記を販売します。今も続く被害を伝える手助けになるようにと願っています。                                                 

気持ちはあるけれど、どう動いて良いか分からない方、ＡＲＰＮの定例会に参加してみませんか？                                          

次回定例会は 3月 15日(日)。素材にこだわったおやつをご用意してお待ちしております（いくママ）                                             

                                                 

・正会員（年会費無料）・賛助会員（年会費 1000 円）のお申し込みについて                  

・ご意見やお子さんのイラストなどの郵送                               

・イベントのお問い合わせなど    お問い合わせは事務局までお願いします 

〒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 

～原発損害賠償申立について考えている方へ～   

福島原発事故損害賠償愛知弁護団が集団訴訟を行っております。 

福島県全域及び年間追加被ばく線量１ミリシーベルトの地域にえる地域に 

居住していた方を対象としています。  

 

 

             

 

 

 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3丁目 13番 26号         

交通ビル 9階 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」                                                             

連絡先 TEL：052-414-7338   FAX：052-414-7339                          

HP  http://genpatsu-aichi.org/    
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2015年 2月 10日で当会は設立から 2年を迎えました。          

これもひとえに、皆様のご支援とご指導の賜物と、深く感謝しております。   

今後も原発事故被害者の穏やかな生活を取り戻すため、精一杯活動してま

いりますので、何卒一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ARPN 会員数（2015・02・11現在）  

正会員 52 名  

賛助会員 1５5 名 

代表井川景子からみなさまへご挨拶 

2014 年 5 月から準備を始めた当会の手記が完成しました。 

当会の正会員 19 名の震災から 3年半の想いが切々と綴られています。 

表紙は、賛助会員さんの手描きのイラストです。 

原稿呼びかけから編集、完成まで何度も会議を重ね、                    

すべて当事者で作り上げた手記です。 

本を作成するという初めての事で慣れない作業の連続でしたが               

正会員で成り立つ手記係と力を合わせ完成させることができました。 

原発事故被害者の想いに、ぜひ触れてください。 

 

販売価格 １冊１，２００円  

＊正会員全員と２０１５年度の年会費をお支払いただいた賛助会員の皆様には贈呈します。 

 

 

 

 

今年の定例会予定 

3 月 15 日（日）13 時～定時総会、 

             14 時～シンポジウム 

4 月   5 日（日）お花見会 

6 月 14 日（日）定例会 

8 月   9 日（日）定例会 

10 月 11 日（日）定例会 

12 月 13 日（日）定例会 

(日時、内容は変更する場合があります。 

開催一ヶ月ほど前に一斉メールを送信しますので 

詳細をご確認ください。）                                                   

 

あゆみ R.P.Netのホームページとフェイスブックができました 

ホームページ：http://www.ayumi-rpn.com/ 

フェイスブック：https://www.facebook.com/ARPN210 

（Facebook をされている方は検索欄に「あゆみ R.P.Net」と入力） 
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2014年９月 28日 シンポジウム  青空のもとで～今、自分にできること～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年の 4 月から動き出した私たち当事者によるシンポジウム 青空のもとで～今、自分にできること～が 2014 年 9 月 28 日に開催され

ました。4 月からシンポジウムなんてやった事のない私が実行委員長として、不安や疑問ばかりで何をどうしたらいいのか分からない中、たくさんの

方が私たちの想いに賛同をして下さり、手を差し伸べて下さいました。共催団体として立って下さったでらボラ名古屋さんや当日お手伝い下さった

方々、そしてご来場下さった皆様に本当に心から感謝を申し上げます。 

 このシンポジウムを通じて原発事故の被害者が、決して特別ではなくこの愛知に住む方々と同じ今を生きている仲間であることや、今もなお被

災地で苦しみと共に生活をされる方がまだまだいることを知って頂き、今、自分自身の置かれている状況で何ができるのかを一緒に考えて行く事

ができたらとシンポジウムを作り上げて行きました。 

 こちらの想いがどれくらい伝わったかは分かりませんが、これがご縁となりより多くの方と繋がっていければと思います。 
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11月 定例会 芋ほり 

あおなみ線の駅からほどない                      

住宅街に畑はありました。                       

皆さん、暖かく迎え入れてく                       

ださいまして、早速、お楽しみ                     

の芋ほりです。                              

お芋が大きくても、小さくても、                     

盛り上がりました。この日の一番大きなお芋はＡ君が掘ったお芋。

Ａ君のお顔より大きい位でした！子どもたちは、カマキリやダンゴム

シ、てんとう虫などを発見し、触ったり、捕まえたりしてました。大きい

子組は、もくもくと作業を続けていました。               

大人も子どももニコニコです。                                                               

私は、原発事故で一度は、                      

あきらめた「自分の食べる野菜は                   

自分で作りたい」気持ちを思い                    

出し、小さな希望が持てました。                    

このような機会をくださったＯさん                   

始め、畑のみなさまに心よりお礼                     

を申しあげます。お土産のお芋は、ふかしたり、味噌汁に入れたり、

娘と茶巾しぼりを作ったり。とてもおいしかったです。ありがとうごさい

ました。                                 

11月 9日 明通寺さんで行われたええじゃないか市 

 

 

11月 16日 クリエーターズマーケット出店 

12月 14日 定例会 クリスマス会 

12月 14日は、発達センターあつたにて、              

クリスマス会を開催いたしました。 

大道芸人のタップリさんのショーをみんな               

で観て、お父さんもお母さんも子ども達も、              

みーんな大笑い！！ 

笑った後は、みんなでクリスマスケーキを                

食べ、『真っ赤なお鼻のトナカイさん』を                

大きな声で唄いました。 

そうしたら、なんと、去年も ARPN の                  

子ども達のもとへ来てくれたサンタさんが                 

今年も大きな荷物を抱えて来てくれまし                  

た！ひとりひとりにプレゼントをくれたサン                

タさんに、子ども達は大喜びでした。 

 

 

 

クリスマス会の後は、2014年忘年会☆ 

日頃なかなかお会いできない賛助会員さんも来てくださり、とにかく、 

「笑い！笑い！笑い！」の楽しい時間になりました。 

子ども達は大家族のようにすっかりみんなと仲良くなって、たくさんの

お兄ちゃん、お姉ちゃん、妹、弟、お父さん、お母さんができたように

安心感のある場所となり、最後まで素敵なニコニコ笑顔の子ども達

でした。 

2014年も本当にたくさんの方々に支えられ、大きな事業を終える

ことができました。 

1年間一所懸命がんばった後の、皆さんとの懇親会は最高のひと

ときでした。 

ご参加ありがとうございました。 

 

 

 

 

フィリピンの子供たちにバンドエイドを送ろう                        

今年フィリピンは大規模な台風被害を受け沢山の人々が苦しい暮

らしを強いられています。もともと 1991年に火山噴火で家や親を

亡くしてしまった子どもたちや、仕事を失った人、そして適切な医療

を受けられない人々が仮説地域で生活している。子供の頃から教

育を受けていない人が多いため、きちんとした仕事につけない。貧

困な生活を続ける人達の町では、栄養失調の子どももたくさん居て、

小さな傷でも破傷風菌で命取りになる事もある。スモーキーマウン

テンというゴミの山では、ゴミに火をつけ、その炭の中から、お金にな

る金属を拾い集めて売り、収入をえている子供達はけがをしないよ

うにガムテープをひざから下と腕にぐるぐる巻きにしてカバーしながら

拾い集めている。こんな生活をしている人達が東北震災のことを知

り、みんなで募金を集めて送ってくれていたんです。その話を知り、テ

レビで放映された映像などを見て、井川さんが自分たちにしてもらっ

た事のお返しがしたいと、あゆみ R.P.Net の方達に話してくださり、

けがをした時に是非子供達にと、バンドエイドを折り紙に包んで私に

持たせてくださいました。ありがとうございました。         

（賛助会員 山田幸代さん）                    
編集追記：ハロウィンパーティーに参加したこどもたちがバンドエイド入り折紙を折りま

した。心優しい両国の子どもたちの環境が改善され健やかに育つ事を祈ります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


