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～市民による女川原発の安全性を問うシンポジウムに 530 名が参加

安全の基準は市民が決める！
ることを目的に開催された。また、
「脱原子力政策
大綱」を発表するなど全国的な脱原発市民シンク
タンクである原子力市民委員会が共催し、コーデ
ィネーターとパネリストは同委員会メンバーが務
めた。レベルの高い議論と、多くの参加者の熱気
がシンクロして、今後への大きな展望を感じさせ
るシンポジウムとなった。
まず呼びかけ人を代表して、前美里町町長で県
議会議員に当選したばかりの佐々木功悦さんがあ
いさつに立つ。
「 美里町は全国に先駆けて脱原発を
掲げてきたわけですが、その責任においてなんと
かこの原発推進の姿勢を改めさせていきたい、女
川原発をこのまま再稼働させていいのか、そんな
思いで立候補したわけです。これまで私は主に倫
理的な観点から反対してきたわけですが、加えて
今日は科学的なお話を頂きながら、この問題を解
決していくことが大事だと思います」。

11 月 23 日、「被災原発を再稼働させて大丈
夫！？ 市民による女川原発の安全性を問うシン
ポジウム」が仙台駅前のアエル内仙台市情報・産
業プラザ多目的ホールで行われ、会場を埋め尽く
す 530 名の市民が参加した。主催は同実行委員
会。
このシンポジウムは、
「みやぎアクション」など
この間県内で脱原発運動に取り組んできた団体・
個人が連携し、現在宮城県が設置して第 8 回まで
行われている「安全性検討会」で抜け落ちている
問題をあぶりだし、被災した女川原発を動かして
本当にいいのかということを参加者とともに考え

＜風の会・公開学習会

続いて女川原発再稼働問題の経過報告として実
行委員会の篠原さんが登壇する。
「 女川のオフサイ
トセンター（国）や原子力センター（県）はあの
3.11 の津波で壊滅し犠牲者も出て、なんらその
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福島原発事故の『教訓』から、女川２号機「適合性審査資料」を斬る！
講師□仙台原子力問題研究グループ 石川徳春さん
日時□2015 年 12 月 12 日（土）18：30～20：30
会場□仙台市市民活動サポートセンター6Ｆセミナーホール
（仙台市青葉区一番町 4－1－3）
参加費□300 円
主催□みやぎ脱原発・風の会
（連絡先 090-8819-9920 舘脇 メール hag07314@nifty.ne.jp）
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役割を果たすことができませんでした。また宮城
県は測定器をすべて流してしまって、事故後の放
射能測定ができず、稲わらを食べた牛からセシウ
ムが出るという事態も起きました。しかし、宮城
県の原子力行政はこれらのことを想定せず、その
想像力のなさを示しています。また代々宮城県か
ら東北電力に天下るなどの癒着の歴史を考えると、
女川原発の再稼働については県任せではなく、市
民自ら検証する必要があるのではないかというこ
とで、今日のシンポジウム開催に至りました」。
また女川町議会議員の高野さんは、3.11 の女
川原発の被災状況について、丁寧にまとめたパン
フレットを使い説明した。東北電力は、女川原発
は福島原発とは違い地震と津波に耐えたと宣伝し
ているが、実は女川原発も大事故と「紙一重」で
あったこと、十分な地震・津波対策をとってこな
かったことが明らかにされる。すなわち 3.11 で
は基準地震動 580 ガルに対し、実際のはぎとり
波は 636 ガル、また一部では地震計の最大測定
値を超え測定不能となるほどの揺れに見舞われた
こと、さらに 2・3 号機のタービンの羽根が、
10000 枚あるうち 7000 枚もが壊れたことなど
など。また再稼働した場合、万が一の事故のとき
に本当に女川の町に帰ってこられるのかが心配で、
これらのことについて真剣に国や県は考えてほし
い、とお話しされた。
そしていよいよパネリストの話に移る。まず、
コーディネーターの菅波完さんから「高木基金」
と「原子力市民委員会」についての説明を受けた
あと、一人目の元原子炉格納容器設計者の後藤政
志さんの話だ。後藤さんはつい先日女川原発を視
察したことをふまえ、多くの外部電源などが機能
喪失に陥ったことに加え、
「 タービンの損傷は大変
なもので、これは原子炉ではないからそんなに問
題ではない、という考えもあるが、決してそうで
はない」と切り出す。また「格納容器耐性評価で
は窒素ガスや水蒸気で求めて水素では求めていな
いが、実際の福島事故では水素が漏れて建屋が爆
発したことから、水素による耐圧・耐熱限界を求
めるべき」
「 マークⅠ型格納容器は強度評価が不十
分」「現在の設計指針ではＬＯＣＡ（冷却材喪失）
と地震が同時に起きることは想定されていない」
「放射能を出した時に、何もしないで中に閉じ込
めておくのが格納容器の役目にもかかわらず、非
常に複雑なシステムであるフィルターベントに頼
るのは危険であり、私は反対」など、原子炉格納
容器のスペシャリストとして、宮城県の安全性検
討会ではみじんも触れられていない重要なポイン
トを次々と指摘した。

お二人目の元原子力プラント技術者の小倉志郎
さんは、昔話風の姿でなんと尺八で「米節」の演
奏を始めた。これには会場も驚いたが、さすがに
地元宮城県の曲だけあって、あちこちから尺八に
合わせて歌声が聴こえ、難しい原発技術の話の合
間の清涼剤となった。さらに 3.11 の直前に作成
したという紙芝居を披露したあと、かつて作成し
た手製の原子炉プラントの図を見せて「ここにあ
るのはポンプ関係だけで、実際はもっと原子炉プ
ラントは複雑であり、その全体を把握している人
は、現場担当者も含め一人もいません」と、実際
に原子炉プラントで仕事をしてきた人でなければ
分からない点をあげた上で「安全かどうかは、国
や電力会社によるものではなく、自分たちではっ
きりとその安全の中身を固めて、それをつきつけ、
それを認めなければ動かせないという姿勢が大
事」だと結んだ。
3 人目の東大名誉教授の井野博満さんは「原発
は安全な技術なのか？」と題し、
「原発は事故被害
が巨大で、放射性廃棄物や日常的被曝などを抱え
た『異次元』の世界なのに対し、それを作るのは
『ふつうの技術』である」
「技術は決して価値中立
ではなく、作る立場の価値基準で評価され、作ら
れる側の市民とは異なる」また「技術はすべてが
分かった上で作られるわけではなく、たとえば塑
性変形などはどこまで安全かということは不確実
である」と、技術についての 2 つの重要なポイン
トを指摘した。その上で、大飯原発判決を援用し
て、いわゆるＳクラスの「安全上重要な設備」の
防護だけでは不十分であり、また現在の「耐震設
計審査指針」では、「『発生頻度が低いから緩い基
準で済ます』と主張しているに等しく、塑性変形
を許容して必要な安全性を削っている」、「苛酷事
故発生の起こる確率は 100 万年炉年に１回とい
われてきたが、実際には 3200 炉年に１回であり、
世界で 430 基の原発が稼働している今、今後８
年の間にまた 大事故が起こってもおかしくはな
い」などと語った。
こののち、会場からの質問も踏まえたパネルデ
ィスカッションに移り、急きょ参加された原子力
市民委員会座長の吉岡斉さんが「原発事故の責任
をとる法律がほしい」という会場の質問に答え、
「事故の責任は東京電力、国の規制機関、推進し
てきた経産省の３者が重い責任を負っているが、
さらにメーカー・学者・受け入れ自治体にも責任
がある。また原子力損害賠償法は、実際には電力
会社事故救済法でしかなく、また今回はそれも適
用できず急きょ原子力損害賠償支援機構法を作っ

2

て巨額の金が東電に注ぎ込まれたわけで、一番い
いのはこの２つの法律をなくして、大きな事故が
起これば確実に電力会社が潰れるとすることで、
そうすればおいそれと再稼働できない」などと回
答した。

シンポジウムの最後に、脱原発をめざす首長会
議世話人で元・東海村村長の村上達也さんが選挙
演説さながらの迫力で「同じ原発をもつ東海村の
村長での経験から、もう原発に頼ることはやめた
ほうがいいと思います。ともに頑張っていきまし
ょう！」と力強く語ってくれた。
長い時間にわたるシンポジウムだったが、県の
安全性検討会、また国の規制審査ではすっぽり抜
け落ちている観点が多く提示され、今後再稼働を
問題にする時の大きな力になっていくことを参加
者で共有できたのではないかと思う。（たてわき）
（シンポジウムの資料・動画は、みやぎアクシ
ョンのブログにあります。
http://dkazenokai.blog.fc2.com/ 「みやぎ
アクション」で検索お願いします）

---女川原発の安全性を問うシンポジウムに向けて---

女川原発視察ツアー報告
2015 年 11 月 4 日に女川原発視察ツアーが行
われて参加したので、私なりに感じた事を報告す
る。これは 11 月 23 日に開催される「被災原発
を再稼動させて大丈夫？ 市民による女川原発の
安全性を問うシンポジウム」のパネリストの方々
が現在の女川原発を実際に見て、シンポジウムに
臨もうというプレ企画である。
参加者は、パネリストの、井野博満（原子力市
民委員会・東京大学名誉教授）、小倉志郎（原子力
市民委員会・規制部会）、後藤政志（原子力市民委
員会・規制部会）、コーディネーター予定の菅波
完（高木仁三郎市民科学基金）、そして筒井哲郎（原
子力市民委員会・規制部会・会長）、水藤周三（高
木仁三郎市民科学基金）の６名と、宮城県内から
は、女川町議会議員の高野博、阿部美紀子の２名、
県議会議員に当選した中嶋廉、その他実行委員団
体の代表を含め、総勢 15 名の方々（敬称略）で
した。
仙台駅をバスで８時に出発し、女川駅で全員と
合流して、先ずはお二人の女川町会議員の案内で
津波で被災した町内を回り、女川中学の卒業生が
建てた、
「千年後の命を守るために」の石碑や、高
台にありながら 18～19ｍの津波が来て一階（床
から 1.95ｍ）まで浸水し多数の方々が犠牲者と
なった女川町地域医療センターを見学した。

視聴。その後、
「東北電力が『核物質防護の観点か
ら発電所内での撮影はご遠慮願います。』と記して
いるが、法律を逸脱しているのではないか」とい
う事で、撮影を申し込んだが、所長の判断で遠慮
して下さいとお願いしていると言う事で、だめだ
った。録音についても、
「私たちは、機器の中に仕
掛けがあるか確認できない」ので不可という事だ
った。情報公開の点で問題である。
（ 但し、今回は、
原発敷地内で、東北電力の方が撮影した集合写真
が提供された。）
・原発の敷地入り口は、有刺鉄線も張り巡らされ、
あたかも軍事基地に入るという感じがした。構内
では、金属探知機、爆発物チェックが厳しく、私
も何度かやり直しさせられた。
・海抜 29ｍの防潮堤は、パネルとパネルの間が
10ｃｍ程の隙間があり、後で伸縮性のシート（材
質は未確定）でカバーするとの事。耐用年数を聞
くと、パネルは 50 年以上であったが、シート部
分は 50 年もたないとの事。実績は未だない模様
で、本当にさびないか、圧力に耐えられるか疑問
を感じた。
・.重大事故対策用の電源車が６台並んで配備され
ていたが、意外と排気筒が近い。近くの道路にひ
び割れがあり、無風や、地震の事故時に、大丈夫
使えるのか？と思った。（ＴＦ-1 断層が近くにあ

・女川原発ＰＲ館へ移動し、所長さん他の挨拶を
受け、2011.3.11 後の被災状況などのＤＶＤを
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る。）

・建設当初に敷地高さを過去の津波をふまえ
14.8ｍにしたと自慢げに説明したが、見学者から、
その証拠となる議事録等はないという事で信頼で
きないと言うと、返答出来なかった。（14.8ｍで
も満潮なら敷地高を超えていた。）

・３号機のタービン建屋には、ばらされた羽根が
大量にあり、チェックがまだまだ大変の模様だ。
作業員は余りいなかった（３号機まで手が回らな
いのか？）。
見学者から、タービンの基礎損傷（ボルトの浮
き上がりなど）を含め、詳細に教えて欲しいとの
要望がなされ、情報公開不十分との指摘がなされ
た。

・２号機でなく３号機の見学となったのは、２号
機が見学するには安全でないとの電力の説明だ
（本当かどうかは不明）。
・その他にも質問が続出したが、初めは 10 分位
との事だったが、30 分位の意見交換がなされ、
17 時ということで残念ながら終了となった。も
っと意見交換の時間が欲しかった。
（2015.11.9.記 兵藤則雄）

・３号機原子炉建屋には、見学コースのすぐ横に
使用済み燃料プールがある。現在建屋壁の耐震補
強中で、プールには保護シートがあり、使用済み
燃料は観察できなかった。原子炉建屋での放射線
量は、0.00012ｍＳｖ/ｈと表示されていた。見
学者持込の測定値と一致した。それにしてもやは
り高い。天井は補強するのかとの質問には、後で
回 答 す る と の 事 。（ ミ サ イ ル 攻 撃 に 耐 え ら れ る
か？）
一通り見学が終わった後、意見交換をした。
・フィルターベントは、機能する事を前提にして
いるが、シビアアクシデントの時は、出来ない事
も考えるべき。排気筒からではなく建屋屋上から
放出する根拠は？（後で答える。）

女川１で二度の停電、全交流電源喪失の危険性も！
2015.10.13 東北電力は、女川原発の９月の
月例報告で、法令で国に報告すべき「トラブル」
はなかったとする一方、
「その他」１号機で 9.29
「所内電源喪失＝停電」があり「非常用ディーゼ
ル発電機」が自動起動し、その復旧過程でも 9.30
に再び「停電」があったことを公表（その後、規
制委ＨＰを見たら、東北電力は停電直後に規制委
に面談し、9.30 に二度報告書を提出し、10.6 に
も報告書を提出していたことが判明）。

16 に非常用電源で同ポンプを再起動（幸い、プ
ール水温は変化なしで、放水口モニタは一時欠
測・別モニタで監視継続、とのこと）。翌 30 日の
0:33 までに１号機常用電源が２号機からの受電
を再開したため、非常用ディーゼル発電機を停止
させるため 1:29 に常用・非常用電源間の遮断器
（Ｃ）を投入したところ、またもや１・２号機間
遮断器（Ｂ）が開放され（＝２号機からの受電が
不能となり）、１号機の所内（常用）電源が再び停
電②（非常用ディーゼル発電機は運転中のためプ
ール用冷却ポンプに問題はなし）。20:48 によう
やく復旧作業完了。
原因は、いずれも、遮断器（ＡやＣ）投入に先
立ち、他の遮断器（Ｂなど）を作動させないため
の「電気的に隔離する処置が不足」していたため
と記載されていますが、まず筆者には、隔離（ア
イソレーション：ISOLATION）に対して「不足」
と表現するような程度問題で語ることが理解でき
ません（隔離されたか・されていないか、のどち

同月例報告によれば、電気系統の工事に伴う装
置確認試験のため 9 月 29 日 14：39 に遮断器
（Ａ）を投入（電気回路に接続）したところ、14：
40 に１・２号機間の電源融通用遮断器（Ｂ）が
開放（遮断）され、
（工事のため２号機から受電し
ていた）１号機の所内電源が停電①。そのため非
常用ディーゼル発電機が（設計通り）自動起動し、
非常用電源は確保された。停電①により使用済み
核燃料プール冷却用ポンプが停止したが、 15：

4

らかしかないはずです）。
その点について、10.6 報告では、停電①では
「アイソレが、図面の確認が不十分であったため、
実施されなかった」、停電②では「図面の表記を見
誤ったことから…アイソレが漏れた」と記載され
ています（下線筆者）。両文章とも『主語』が抜け
て（意図的に隠されて？）いますが、
「いずれのミ
スも、作業員が 図面を見誤ったことが原因」＜
10.14 朝日：下線筆者＞であることは明らかで、
なおかつ「隔離が不足」していたのではなく「隔
離されていなかった」というのが真相です。東北
電力の、自ら積極的に真実を明らかにしようとし
ない姿勢には、毎度うんざりさせられます。

きは、非常用ディーゼル発電機の点検作業と今回
のような停電（所内電源喪失）をもたらす可能性
のある作業・試験を‘決して同時に行なわない’
という明確・厳密な規定（保安規定？）が設けら
れているのかどうか、だと思います。そうでなけ
れば、福島原発事故の引き金となった「全交流電
源喪失（所内電源喪失＋非常用ディーゼル発電機
起動不能）」が、非常用ディーゼル発電機の点検作
業中（隔離時）に、それと無関係に行なわれるち
ょっとした作業・試験（その際の作業員の単純ミ
ス）により、簡単に生じる可能性があるからです。
次回の「県検討会」では、地震後点検の不備問
題に今回の停電問題を加えて、十分に議論・検証
して欲しいと思います。
＜2015.10.24 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

すると、停電①・②をもたらした「作業員」は
同一人物か別々か、電力社員か下請けか、どの程
度の経験・スキルがあったのか、その「同一作業
員もしくは①・②の各作業員」が“なぜ図面を見
誤った”のか、作業をダブルチェックする別の作
業員（ら）を用意していなかったのか（単独作業
だったのか、ペア作業か）など、東北電力の『作
業管理体制・人為ミス防止対策』を具体的に検証
する必要があると思います。
このことは、今回の停電と同質の、女川１～３
全ての地震後設備健全性確認点検で判明した「記
録不備＝作業管理体制不備」問題でも、東北電力
は、実際の作業員（ら）の行動・役割などを具体
的に明らかにしない（隠した）まま、意味不明の
再発防止対策（スローガン）を羅列しただけで“幕
引き”しようとしていますが（鳴り砂№256 別冊
「気になる動き 36」）、そのようないい加減な対
応を許してはならないと思います。
ちなみに、今回の停電の再発防止対策は、
「図面
の色塗り等を行い、確実に確認できるルールとし、
その変更について関係者への教育を実施する」お
よび「アイソレの検討および確認は、通常の確認
体制に加えて、工事メーカを含めて実施する」＜
10.6 報告＞とのことですが、高速増殖炉「もん
じゅ」で、92 年試験運転開始時から最重要機器
の 15 点が一度も点検されておらず、その原因は
「当時の担当者が分類の基準の解釈を誤ったり、
点検に使う図を作る際に色分けを間違えたりした
ため」とされていることに鑑みれば＜10.22 朝日
＞、
「色塗り等」の“小手先の対策”、
「ルール・教
育」などの“口先の対策”は、工事の早期再開対
策でしかありません（それで東北電力は十分“満
足”なのでしょうが）。時間がかかっても事実・原
因を徹底究明することこそ、真の安全性確保・再
発防止対策構築への“近道”なのです。

【11.8 付記】
さらに東北電力は＜10.9 報告＞を規制委へ提
出していました。
その中で、停電①では、計測制御回路のアイソ
レでは図面に色塗りやマーキングをすることにな
っていたが、電気制御回路のアイソレではそうな
っていなかったため担当者が図面を見誤り、さら
に、担当者が類似作業の経験から図面確認が不十
分なままアイソレ不要と考えていた、とのこと。
どうして１つの作業で行なうことを、他の作業で
は行なわなくていいと“省力化＝手抜き”をする
のでしょうか。また、経験＝安全と言えないこと
が示されたことを、東北電力は深刻に受け止める
べきです。
停電②では、ここでも全て『主語』がなく（意
図的に？）責任の所在が曖昧にされていますが、
計画外の作業で（地震後点検ミスでも同じような
弁解をして、現在は対策済みだったのでは？）管
理職の指示も不明確だったため、相互（複数の人
間が関与？）確認が不足しトリップ条件の見誤り
に気付かず、図面の色塗りもしなかったため、(担
当者が？)アイソレ抜け落ちに気付かなかった、と
のこと。別紙３「暫定対策」を見ると、今後は８
名（うち工事メーカー２名）が関与するようにし
たようですが、今回は相互確認した２名＋不明確
指示を出した管理職（色が塗られていない図面で
は再チェックできない、あるいは図面は見ない）
くらいしか関与していなかったのでしょうか。
いずれにしても、東北電力は、
『主語』＝「責任
の所在・問題点」が曖昧な文書・資料を検討会に
提出するような“失礼・時間の無駄”はしないで
欲しいと思います。

さらに、今回の停電事象を受けて真に検証すべ
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【ＨＰ用に図を添付】

6

毅然とした表情は不意を突くように美しくて…
「首相官邸の前で」仙台上映に寄せて
『社会を変えるには』（講談社新書）や『原発
を止める人びと 3.11 から首相官邸前まで』
（文
藝春秋）の著者である歴史社会学者・小熊英二氏
がドキュメンタリー映画「首相官邸の前で」をつ
くった。東京電力の福島第一原発事故に端を発し
た東京での脱原発デモを記録したもので、インタ
ーネット上にあがった膨大なデモの映像を編集し
たものと、デモに参加する様々な世代の男女 7 人、
事故当時に首相だった菅元首相のインタビューと
で構成されている。冒頭に出てくる福島第一原発
の映像以外はほとんどが東京の映像だ。監督自身
も「これは東京の地元映画です」と言い切ってい
る。

ことがこの度のきっかけとなった）。この日はな
んと安保関連法案が強行採決された日と重なり、
話は安保法制やヘイトスピーチなど現代日本の問
題点についても及んだ。途中、SEALDs
TOHOKU のメンバーがこれから夜行バスで国会
前に行くというのを、会場のみんなで励まして見
送ったり、カンパを渡したりという一幕もあった。
“火星の庭”での上映が予想を超える反響があ
ったので、一ヶ月後の 10 月 24 日に地元の映画
館でも自主上映をすることにした。実行委員会は
なく私一人。今度は小熊氏に来てもらい SEALDs
TOHOKU との『トークシェア』を準備した。客
席数は 150 席の 3 回上映である。どのくらい集
客があるのか検討もつかなかったが、結果、観客
数は 300 名を超えた。小熊氏は 3 日前から東北
入りして沿岸部の被災地をまわってきた足で到着。
「沿岸部はこれからが本当に厳しい」と何度も言
っていたのが印象に残っている。映画館での『ト
ークシェア』もたいへん活発に発言が交わされ、
SEALDs TOHOKU のメンバーへの質問も多か
った。

東京に住む人達もまた降り注ぐ放射能に怯え、
政府の対応に怒り、これまで声を上げなかった人
達がマイクを持ち、政府や電力会社に抗議をして
いた。その毅然とした表情は不意を突くように美
しくて、涙が出た。この映画が何にも増して伝え
るのは、人は理不尽な暴力に対して必ず異議を唱
え、どんなに強大な権力でも決して止められない
ということ。首相官邸（＝権力）の前に立つ人間
の底力への信頼に貫かれている。それは、虐げら
れ、数として打ち捨てられてきた人々の歴史を通
観してきた歴史学者だからこそ、確信する希望な
のだと思う。そして人は、希望があるから生きる
のではなく、生きている限り希望が必要なのだ。

トークのなかで小熊氏が仙台の脱原発デモに触
れ、「デモの参加者が事故当時より減るのは当た
り前のことです。世界中のどんなデモも長く続い
て三ヶ月。それを考えたら仙台で 150 回以上続
いているのは稀有なことです」と言うと、会場か
ら大きな拍手が起こった。「デモは意味がない、
デモでは原発は止められないというけれど、現に
今動いている原発は 2,3 基です。それは世論が許
さないからです。事故前が 54 基だったことを考
えればとてつもない変化だし、これからもどんな
にがんばっても事故前の半分も動かせないでしょ
う。もう原発は無くなるしかないのです」とはっ
きり言った。私達は理想を掲げるあまり、成果に
ついて厳しくなりがちだ。それが無力感につなが
り、結果として諦めにつながってしまっては元も
子もない。最初は数百人のデモが、1 年数ヶ月後
に首相官邸の前に 20 万人が集まり、その後デモ
主催者が当時の首相との会談を実現するという経
験をした。この映画は、マスコミに報道されなか
ったこの歴史的快挙を忘れてはならない、と言っ
ている。きっと元気になります。今回見逃した方
もぜひ一度ご覧になってください。
（前野久美子）

この映画上映にあたって小熊氏は、『トークシ
ェア』という呼び名の意見交換をする場を設ける
よう呼びかけている。多勢の人に気軽に観てもら
うにはユーチューブにアップすれば容易いが、上
映後に観客同士が直接対話できるよう、映画とい
う形にこだわったという。仙台での上映でも毎回
『トークシェア』を行い、たいへん盛り上がった。
9 月の時は急な話だったので、私が経営する
“book cafe 火星の庭”で上映した。狭い店の
ため 40 名ほどの人数だったが、東京から作家の
中沢けいさん、仙台在住の作家・佐伯一麦さん、
SEALDs TOHOKU のメンバーを交え、さらに
東京でイベント中の小熊氏とスカイプで繋いで
『トークシェア』を行なった（中沢さんは、頻繁
に東京の首相官邸前や国会前のデモに参加されて
いる。「首相官邸の前で」の試写を観て全国上映
の必要を感じ、旧知の佐伯さんに仙台上映を持ち
かけ、佐伯さんから当店へ上映会の相談を受けた
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第 7 回「東北脱原発連絡会」交流会

ちと過激だったかも
デモ後はすぐ交流会へと移動、宮城・山形・岩
手から 15 名ほどが参加しました。自己紹介・近
況報告などに続き話された主な内容はイシュー
（争点）についてでした。
脱原発・再稼働反対の行動はシングルイシュー
で始まった動きです。しかし安保法廃止・反安倍
の動きと調整しながら、ときには合流しながら、
なかには安保法廃止をメインに進めている所もあ
るようです。地域によって事情もいろいろでしょ
うからそれぞれのやり方でいいのでしょうが、脱
原発盛岡金曜デモはこのままシングルイシューで
続けていきます。

10 月 24 日（土）、盛岡にて「東北脱原発連絡
会」の交流会を開催しました。
盛岡では第 1・第 3 金曜 18:30 の脱原発盛岡
金曜デモと、毎月 11 日 13:00 の脱原発盛岡昼
デモが定期的に行われていますが、土曜の昼はな
かなかありません。
今回は交流会の前に『原発再稼働反対 SMASH
FASCISM! ABE OUT! デモ in 盛岡』を企画し、
東北脱原発連絡会のみなさんにも参加していただ
けるいい機会になりました。

それとデモをする際のボルテージとでもいうん
でしょうか過激さ度合いというんでしょうか。例
えば官邸前などは再稼働反対の抗議行動に来てい
るわけで、ある程度ボルテージをあげていくのが
正解なのだと思います。逆に、色んな人が行き来
する通りや街頭でのコールは、少しばかり気をつ
ける必要があるかもと感じました。
10／24 この日の盛岡でのデモは土曜の昼と
いうこともあって、
「安倍晋三は原発やめろ、やめ
られないなら首相を辞めろ！安倍は辞めろ！ファ
シストいらない！独裁総理は今すぐやめろ！安倍
はいらない！」などは、ちと過激だったかもしれ
ません。個人的には大歓迎なのですが。

ちょうど全国では、前月に安保法採決が強行さ
れた事に対する抗議行動が行われていました。原
発再稼働もそう、安保法強行もそう、国民の声を
無視してものごとを進める安倍政権には目に余る
ものがありました。当初は従来通り脱原発・再稼
働 反 対 デ モ の 予 定 で し た が 、 急 遽 「 SMASH
FASCISM! ABE OUT! NO NUKES NO WAR」
を入れました。その時の模様はユーストの IWJ 岩
手のチャンネルで見ることが出来ます。デモ自体
は 60 人ほどの参加でした。

次回の東北脱原発交流会は調整中ですが、また
来年の春頃に開催されることと思います。
（盛岡でもデモし隊 村田 洋子）

愛媛県庁にさしかかると一段と声が大きく…
11 月 1 日開催された伊方原発に反対する松山
集会の報告です。
はじめに『愛媛の皆さんへ東北からのメッセー
ジ』ということで、松山集会に持参する寄せ書き
にご協力頂きました皆さんに、この場をお借りし
てお礼を申し上げます。どうもありがとうござい
ました。寄せ書きは愛媛の方にお渡しいたしまし
たことを、ご報告申し上げます。

松山集会の前日 10 月 31 日には八幡浜市で『再
稼働阻止全国ネットワーク』主催の相談会・交流
会が開催されました。伊方原発の再稼働阻止に取
り組んでいる皆さん、川内原発に反対されている
皆さん、広瀬隆さん、鎌田慧さんの発言に続き、
全国の原発立地の各県で原発の反対運動をされて
いる皆さんの運動報告が有りました。参考になる
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オシドリマコ・ケンさんの司会で鎌田慧さんや
ミサオ・レッドウルフさん、福島からの避難者菅
野みずえさん、政党党首や国会議員など様々立場
の方の発言に、集まった 4000 人が耳を傾けまし
た。集会の後、県外参加者は内回りコース、県内
参加者は外回りコースの二手に分かれてのデモと
なりました。デモは道幅が狭いせいか場所によっ
て歩道と車道を使い分け時には２列に隊列を組み
直させられる場面もありましたが、松山市内の様
子を楽しみながら行進し、愛媛県庁にさしかかる
と一段と声が大きくなりました。当初心配してい
た雨も降らずに、全国集会は大成功でした。

事例の一つとしては、伊方町の各家庭に原発の危
険性を説明したチラシと１戸につき一枚の再稼働
の賛否を問うハガキを配っての住民アンケートの
実施でした。一方鹿児島の方の『再稼働を許して
しまった』という言葉には、再稼働を強行した九
電などに憤りを覚えました。私も持参した報告書
を配り、宮城県の状況を説明させて頂きました。
会場には全国から約 150 人の皆さんが集まり、
相談会の後は愛媛の皆さんの手料理を味わいなが
らの楽しい交流会となりました。
翌日はまず八幡浜市からチャーターバスに分乗
するなどして、90 名程が伊方原発ゲート前で抗
議行動を行いました。八幡浜市から伊方原発まで
のバスの道中は数か所のトンネルを通らねばなら
ず、地元の方の説明によればトンネルは 1 か所を
除き地盤がもろく、万が一地震が起きた時の通行
不能の可能性を心配されておりました。伊方原発
ゲート前の抗議行動では、四電側の対応は原発ゲ
ートに張り巡らされたフェンスにバナー（旗）の
貼り付けやのぼり旗の立てかけは警備員に注意さ
れたものの写真の撮影は自由で、思ったほど緊張
する場面はありませんでした。長年伊方原発の反
対運動に取り組まれてきた近藤誠さんの遺影を掲
げ、我々は喪章を付けての参加となりました。皆
さんがかわるがわるにマイクを持って抗議の声を
上げ、最後に要請書を読み上げて四電に提出し、
社長に渡すとの回答を頂きました。

集会後、隣接する施設で行われた槌田敦先生が
始められた原子力民間規制委員会の勉強会に参加
してきました。科学技術は過去の事故の再発防止
を目指して更なる安全対策を構築していきますが、
原子力技術の場合、新規制基準では過去の原発事
故の再発防止という視点は欠如しており、
『 川内原
発民間規制委員会・かごしま』を立ち上げ、九電
に対して 17 項目の規制勧告を突きつけたという
事例が紹介されました。第１弾は加圧水型原発で
したが、第２弾は沸騰水型原発に関する規制勧告
を予定されているとのことで、女川原発にも参考
になるのではと楽しみにしております。（さ）

伊方原発を後にして、松山市の全国集会の会場
に場所を移しました。会場となった城山公園は愛
媛県庁近くのお堀に囲まれた美術館などの施設の
隣接する広場で、今回はお邪魔することが出来ま
せんでしたが、見上げれば松山城が望める松山市
中心部に位置します。12 時 30 分の開始に先立
つ 11 時 50 分からのプレ企画では、脱原発各地
からのアピールの時間も設けてあり、私も短いメ
ッセージをお伝えしました。各地で反対運動をさ
れている皆さんはそれぞれの団体ののぼり旗で存
在をアピールされていましたが、「みやぎ金曜デ
モ」ものぼり旗が有るといいですね。
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木村真三さん講演会パートⅡ 「ベラルーシ・ウクライナと飯舘村」

測り、続けることからしか始まらない
ック）輸送が気の遠くなるような期間行われる。
トラック輸送などで舞い上った砂埃を呼吸で吸い
込むような生活環境。
④2017 年 4 月以降、村外仮り設置を廃止。村内
での学校再開を町長が表明した。いずれも除染が
済んでいるものの、飯舘村内 4 ヶ所の小中学校校
門前（2015 年 10 月 4 日）の空間線量率は 0.4
～1.23μSv/h もある。たった 20m 離れると、
2～3μSv/h が計測される。子どもの教育環境に
適しているのか。
⑤飯舘村ではマツタケより珍重されている猪鼻茸。
比較的空間線量が低い村内地域で（2015 年 9 月
宅地 0.27μSv/h）採れたものから、ワースト 2
番目に高いセシウム検出（2014 年 10 月・村測
定、Cs134 と 137 合計 54200Bq/kg）。

東京電力福島第一原発事故以前から、空間や土
壌、水などの放射線量調査を行っていた放射線衛
生学者の木村真三さん（写真左）と、甚しく汚染
された福島県飯舘村から避難中の伊藤延由さん
（同右）の講演報告会を 10 月 18 日（日）仙台
市内で行い、145 名の来場者があった。震災後に
出会った二人、研究者の木村さんと住民の伊藤さ
ん。信頼できる研究者のあたたかなサポートを受
けながら、環境中の放射線量測定を始められた伊
藤さんから報告があった。

あれからたった 4 年、何十年間は戻れないだろ
うとも言われていた飯舘村の汚染実態がつまびら
かにされていく事自体、驚くばかりで、事故当時
のことを振り返ると信じられないような複雑な思
いで聞いた。深刻な放射能汚染が現在も潜んでい
ること、時間経過により自然減衰するはずの空間
線量と比例しない計測事例が数多く報告された。
締めくくりに、厳重に保管持参された２４０g の
冷凍マツタケを聴衆の目の前で計測された。
「 仮に
食べてもただちに健康に害はない」マツタケ計測
（写真参照）のアラーム音が、室内計測音より何
倍も速いテンポで耳を通して届く。私たちは種々
の計測数値や、会場中に響きわたった不気味なア
ラーム音でしか、放射能を知覚しえない。

まずは、驚くばかりの測定事例のごく一部を紹
介する。
①村内の木々、桐や栗は樹皮にセシウムが約 9 割
集まる。一方、杉（2014 年 11 月伐採）は樹皮
に 39%、師部に 33%、芯に 17%と分かれてい
る。原木シイタケの端材出荷、伐採杉利用など、
早々の林業再興は難しい。
②浮遊粉じん中のセシウム濃度（134 と 137Cs
合計・単位は mBq/㎥、いずれも屋外サンプリン
グ・2015 年）、長野県信濃町 1 地点と飯舘村内
3 地点を比較。飯舘村内の 2 地点は除染済み。に
もかかわらず、村内計測値は比較対象地域の約 3
倍～60 倍。
③宅地除染作業現場（村内沼平）の浮遊粉じん中
のセシウム濃度。空間線量率は 0.8→0.85μ
Sv/h とあまり変わらないが、空気中放射能濃度
は、除染作業前日 0.48→当日 3 mBq/㎥に上昇
（134 と 137Cs 合計、2015 年 7 月 12 日・
13 日）。今後、仮仮置き場から仮置き場、仮置き
場から中間貯蔵施設への除染廃棄物（フレコンバ

一方、現在汚染地域で起きていること、これか
ら起きる可能性があることを深く知るために、チ
ェルノブイリ被災地のベラルーシやウクライナに
入って調査を続け、ヒロシマやナガサキでの研究
データなど過去事象をも注意深く観察しておられ
る木村さんは、低線量被ばくによる健康影響は晩
発性で、かつ、甲状腺がん以外の健康影響につい
てはまだまだわかっていないことが多い、と結ば
れた。
二人のお話を聞いてつくづく感じた。ともすれ
ば大げさに表現したくなるようなことを、あくま
でも調査や計測からわかったことしか話さない、
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という極めて原則的で誠実な基本姿勢を。人為的
につくられた人工放射能の歴史はまだ 70 年ぐら
いしかない。有為な放射線利用の一方で、放射線
被ばくによる人体への悪影響を低減しようとする
長年の世界的な取組みがあった。なのに、事故以
降、プルトニウムを飲んでも大丈夫という専門家
すらいた。安定ヨウ素剤を被災者に飲むよう案内
せず（三春町除く）、自分たちだけ飲んでいた医療
関係者たちもいた。なぜ、ドラム缶に保管、厳重
管理されていた 8000Bｑ/kg 以下の放射性廃棄
物を一般ゴミとして燃やしてよいのか。ある日を
境に、それまでの前提や約束事を反故にする「科
学者」や「専門家」の輩がどれだけいただろう。
単に原子力発電所というハードが壊れただけでな
く、それ以前からモラルハザードというメルトダ
ウンが起きていて、〝臨界″や〝暴走″が今も続
いているようにしか感じられない。

信頼できる科学者・木村さんのサポートを得て、
二人三脚のような計測活動を続けられてきた伊藤
さんと木村さんの存在やそのあり様が貴重で、太
陽のように今後の方向性を照らしている。来場者
アンケートからは、市民や信頼できる専門家によ
って行われる測定活動の意義や継続することの大
切さを感じたという反応が多かった。
福島に限らず宮城でも、放射線防護の予防原則
に基づいた被ばく低減がないがしろにされている。
これからも市民の方々と学びあう機会などを通し
て、本当に大切なものを護り、育む関係性をつく
っていきたい。
講演動画などを公開しています。ご覧ください。
http://tohoku.uccj.jp/izumi/?p=4189
（放射能問題支援対策室いずみ 服部賢治）

続 指定廃棄物最終処分場候補地詳細調査入り阻止行動 （加美町田代岳）

町、住民への配慮の微塵もない環境省
船形山のブナを守る会

自然保護団体である船形山のブナを守る会がな
ぜ脱・反原発運動を、と思われるかもしれません。
そのへんの経緯に簡単にふれておきます。
船形山のブナを守る会は、船形山のブナ林の乱
伐を止めるなど 33 年間にわたって船形山の自然
と係わって来ました。福島第一原発事故を経て、
自然保護の観点から原発に問題意識を強く感じ、
運動の方向を脱・反原発へと舵を切り始めて一年
ほどしたときに、指定廃棄物最終処分場建設候補
地に船形山山系（加美町の田代岳）、船形山（大和
町の下原）が選定されました。これは我われにと
って身近で具体的な、そして切実な問題です。そ
れを機に、処分場建設反対を、脱・反原発を、ブ
ナの会の看板の前面に掲げざるを得なくなりまし
た。
「もの言わぬ動植物の代弁者として」をモット
ーにして活動しています。

芳川良一

中に来ています。フォーラムの流れはおおよそ前
二回と同様でしたが、住民側は午前中に阻止した
勢いそのままで会場に来ていますから、雰囲気的
に圧倒していました。
16 日から 25 日までは県議選。選挙への影響
を懸念してか、その間は動きなしでした。加美選
挙区では、最終処分場反対を前面にだした高橋啓
氏がダブルスコアーで圧勝しました。これが地域
住民のいつわらざる意思です。環境省は反対に集
まってくる人たちを前に、
「住民はほんの少し、ほ
とんどが断固反対する会の人達」と括ろうとしま
すが、そんなことはありません。選挙結果が如実
に物語っているではないですか。
選挙明けの 27 日から 30 日までの四日間は毎
日やってきました。29 日には仙台で加美町と環
境省（井上副大臣）との間で専門家を交えた意見
交換会が開かれていますが、その日は意見交換会
が終わるのを見計らうように、午後 3 時に現れま
した。意見交換会は加美町が優位な展開だったと
も報じられていますが、その形勢不利を見越した
ように二本立てで臨んできたわけです。この時期、
午後の 3 時に来て、いったい何ができると言うん

さて、前回（9 月 20 日）は 8 月の攻防につい
て report しました。今回はそれ以降についての、
いわば続報です。
10 月に入り、まず 6 日から 15 日まで、土・
日・祝を除いて一週間連続でやってきました。そ
の間 13 日には大崎市で環境省の宮城県第三回フ
ォーラムが開かれていますが、その日にも、午前
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でしょうか。仮に阻止線を突破できたとしても、
その時刻にはもう薄暮、何もできるはずはありま
せん。
そして、土・日をはさんで月明けの 11 月 2 日、
雨の中をまたしてもやってきています。環境省か
らは 4 日の 11 時にも詳細調査入りするとの連絡
が入っています。
さて、この 10 月の環境省の“攻勢”ですが、
やってくるのは加美町（田代岳）だけなのです。
もう、大和や栗原には張り付くことをしなくなっ
ています。彼らの言い分は、
「詳細調査に反対して
いるのは加美のみ。他は賛成しているのでいつで
も入れる。だから加美にだけ来る」と。
でも、彼らの陣容は 8 月と比べ半減しています。
環境省職員が 3～4 名、業者が 2 名と少なくなり
ました。11 月 2 日は職員はたった 2 名のみ。も
はや突破が目的ではなくなっているのでしょうか。
単にやってきたという足跡（アリバイ）を残すこ
とに専念しているとしか思えません。
三候補地の首長の態度は二つに分かれています。
加美町長は、詳細調査は受け入れず勿論建設反対、
栗原市長と大和町長は、詳細調査は受け入れるが
建設には反対するという立場をとっています。後
二者には国や県知事による分断工作の手が忍び寄
ったか、或いは当て馬としての密約があるのでは、
という勘繰りさえ生じてきます。
本命視されているともいえる加美町は、猪股町
長はじめ行政と住民が一体となった運動が繰り広
げられています。詳細調査入りしようとする環境
省には、猪股町長が住民代表と共に最前列に立っ
て対峙しています。まさに「体を張って守る」と
いうふうです。まちぐるみの運動がいかに強いか、
これがこの度得られた住民運動上の貴重な財産だ
と思います。
ところで、10 月の初旬から中旬にかけては、
たいへんな時期だったんです。あの「9.11 水害」
では、加美町も、土砂崩れや道路崩壊、田んぼの
冠水などが生じました。処分場に通じる道も通行
止めになっています。町は復旧に大わらわだった
のです。そして農家の方々にとっては、稲刈りの
最盛期です。軽トラックで反対に駆けつけてくる
住民は、稲刈りを放り出して来ているのです。環
境省のやっていることは、どうみても住民に対す
る“たちの悪い”いやがらせやいじめにしか見え
ません。住民は、町・住民への配慮の微塵もない
環境省の行為に、大いに怒りを持って対峙してい
ます。
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環境省は、何回来てもただ追い返されるだけの
行為を何で続けるのでしょうか。頭脳明晰で優秀
なお役人がやることとはとても思えません。その
ために連日 150 人あまりの住民が、やるべきこ
とを投げうって、駆けつけているのです。この経
済的、精神的損失たるや如何ほどでしょうか。環
境省がいまやるべきことは、矛盾だらけで誰れを
も説得できない法を威丈高に振りかざして住民を
翻弄することではなく、いかにしたら少しでも公
平性のある、社会的にも科学的にも将来に禍根を
残すことのないような最善の方法を模索し、住民
の理解を得ることにあるのではないでしょうか。
もちろん、理解を得るためには、事故が起きた際
の責任を明確にすることも必要な要件です。
環境省は雪が降るまで、或いは雪が積もるまで、
詳細調査入りを続けると言っています。なんとし
ても詳細調査入りは止めさせないといけません。
今年ばかりは『雪よ、早く降れ!早く降れ!!』です。
（‘15.11.03 記）
（写真①みんなといっしょに炊き出しのおにぎり
を食べる猪股町長 ②ブルーシートで雨よけ）

【追記】

間数人でささやかに酒盛り）。ところで、19 日に
年内調査断念を伝えに来た井上副大臣に、村井知
事が噛みついた場面はみなさんテレビで観たとお
もいます。村井知事は住民の意思を無視した処分
場建設を積極推進しているということを、臆面も
なく衆目に晒したことになります。

原稿を書き上げた後、動きがありました。追記
いたします。
環境省は、11 月 4 日から 6 日、9 日から 13
日まで連続で調査入りを試みました。調査入りは
実に 22 回、午前と午後を各々一回とすると 25
回も来たことになります。執拗です。もちろんい
ずれも阻止され、一回も実施できていません。

11 月 14 日は、環境省の有識者が加美町の推
す専門家とともに現地視察を行っています。環境
省によって視察が詳細調査に転化されてしまうの
ではないかと心配もしましたが、さすがにそれは
ありませんでした。これから、環境省と加美町と
の間で第二回目の「専門家を交えた意見交換会」
が開かれるとおもいます。また市町村長会議も催
されるでしょう。環境省の年内断念を受け栗原市
長は、候補地返上、詳細調査反対に転じたと自ら
表明しています。現地の対峙は終わりましたが、
先行きは不透明で目が離せない情況は続きます。
（‘15.11.21 追記）

11 月 13 日を最後に、16 日からは調査にくる
ことはなかったわけですが、
「 明日は実施されませ
ん。明後日については明日の夕方に連絡します」
と、焦らしまくります。明日の予定が前日の夕方
まで立たないというのは、なかなか辛いものがあ
ります。
さんざん引っ張ったあげく、ようやく 19 日に、
環境省は年内調査着手断念を表明しました。これ
で今年は止めたわけです。とりあえずの勝利です
（その日の夜、さっそく田代岳通いのブナの会仲

今、女川では

女川町議会議員

阿部美紀子

服用する準備をして下さい」という防災放送があ
ったので、
「安定ヨウ素剤が渡されたの？」と問う
と、
「そんなもの渡されたことなどない」といいま
す。
さらに、「10 時から午後 3 時まで 5 時間もか
かる訓練に、年寄りなんか参加させたら疲れてし
まうベ」「本当に事故になって避難するとしたら、
我先にと思って、こうはいがねべ（いかないでし
ょ）」「仕事のある人、1 日休ませてまで訓練に出
さいね（出させられない）」。訓練の実効性に対し
て、住民はまったく信じていないようでした。

その 11．「こうはいがねべ」
10 月 25 日投票の女川町議選、実際には、10
月 16 日告示日、定員 12 人に対し立候補者 12
人となり、無投票で当選が確定、２期目を迎える
ことになりました。「もし選挙戦があったならば、
落選していた」という方や、
「いや、当選していた」
という様々なご意見が寄せられましたが、その一
人一人の方が私を心配し応援して下さったことに
深く感謝申し上げます。
10 月 30 日、平成 27 年度の県原子力防災訓
練が行われました。今回は五部浦方面というので、
途中の浜での様子を見聞きしながら、8 時 30 分
小屋取着を目指しました。高白、横浦、飯子浜で
会った人達は、同様に「何もそんな話は聞いてい
ない」ということで、訓練があることも知らない
様子でした。
小屋取から 1 人、塚浜の仮設から 3 人、10 時
30 分に塚浜仮設前に集合と、区長さんや消防団
から依頼を受けた 4 人が参加しただけの訓練です。
自分で避難できず、逃げ遅れた人をバスで避難さ
せる訓練のはずなのに、広報車も来ず、予め指定
していた場所に、時刻に、ただバスが来るだけと
いうのでは、意味が解りません。
「安定ヨウ素剤を
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女川原発廃炉、全ての原発廃炉まで、皆さんの
手を借りながら、訴え続けていきたいと思います。

【インフォメーション】

環境ジャーナリスト 村上敦氏講演会
「ドイツが取り組むエネルギー自立社会への挑戦」
日時□12 月 16 日（水）18 時～20 時
（開場 17 時 30 分）
場所□仙台市市民活動サポートセンター
セミナーホール
（仙台市青葉区一番町 4 丁目 1－3）
入場料□1000 円
定員□100 名（予約優先）
予約申込み こくちーず
http://www.kokuchpro.com/event/lecture_mur
akami/
主催□エネシフみやぎ
共催□宮城県中小企業家同友会地球環境委員会
協力□生活協同組合あいコープみやぎ
問合せメール eneshif.miyagi@gmail.com
電話 022－725－2261 建築工房零 内

[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい]

第 159 回＆160 回＆161 回
大飯を止めろ！女川再稼働するな！
子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ
In 仙台
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
日時□12 月 4 日（金）元鍛治丁公園
12 月 11 日（金）元鍛治丁公園
（18 時集合 18 時 30 分デモ出発）
12 月 20 日（日）元鍛治丁公園
（日曜は 14 時集合 14 時 30 分デモ出発）
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
（090-8819-9920 電話は 20 時～22 時まで）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com
核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会
公開企画 『日本と原発』上映会
日時□12 月 12 日（土）14 時～16 時 30 分
会場□宮城県保険医協会研修ルーム
（仙台市青葉区本町 2-1-29 ﾎﾝﾏﾋﾞﾙ 4 階）
参加費□300 円
申込み□事務局 ☎ 022-265-1667
FAX 022-265-0576
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武藤類子講演会
福島の現状「原発事故は終わらない」
日時□12 月 13 日（日）14 時～16 時
会場□仙台弁護士会館
（仙台市青葉区 1 番町 2-9-18）
入場無料
共催□日本キリスト教団西仙台教会
（教区宣教部委員会）
放射能問題支援対策室いずみ
連絡先☎ 022-796-5272（いずみ）

【別冊もくじ】

第 2 回映画祭
「小さき声のカノン－選択する人々」上映
＆鎌仲ひとみ監督トークショー
日時□12 月 14 日（月）10 時～・14 時～
会場□せんだいメディアテーク
7 階スタジオシアター
（仙台市青葉区春日町 2－1）
会費□一般 1000 円
共催□生活協同組合あいコープみやぎ
（脱原発・エネルギーシフト委員会）
放射能問題支援対策室いずみ
問合せ先☎ 0120-255-044（豊嶋）
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