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1 月 22 日、核兵器

禁止条約発効日・全都

いっせい宣伝大行動

「核兵器禁止条約発

効 声をあげれば世

界は変えられる 東

京アクション 100」が

行われました。池袋駅

東口には、憲法共同セ

ンターや東京原水協など 5 団体が呼びかけた行動に

67 名が参加して祝賀の宣伝行動を行いました（写真）。

中野駅北口では、「原爆の火」から採ったキャンドルが

ともり（写真）、設置したスクリーンには広島など各地

の人たちがオンラインで映し出されました。 

東京では 60 を超える地域で実施されました。裏面

に事務局に報告があった地域と Facebook からシェア

した各地の行動の写真を掲載しました。 

条約参加を求める自治体決議を増やそう 
「核兵器禁止条約への参加を日本政府に求める意

見書」の決議、東京は清瀬、国立、小金井、小平、狛

江、調布、八王子、府中、三鷹、武蔵野の 10 市です。

さらに、意見書採択を求める運動をすすめましょう。

1/22 現在全国 1788 自治体議会のうち 528 議会が採

択をしています。 

3.1ビキニデーはオンライン参加を！ 
被災 67 年「核兵器禁止条約を力に核兵器のない世

界を実現しよう」をテーマに集会が開催されます。東

京原水協からは、毎年、約 80 名が参加しています。

今年の集会はオンライン開催となります。47 地域原

水協と 33 加盟団から必ず参加しましょう。 

■2 月 28 日（日）10：00～12：00、日本原水協全国

集会及び 14：00～16；00 同分科会。■3 月 1 日（月）

13：00～15：00、３・ビキニデー集会 

ともにオンライン（Zoom ウェビナー）にて開催。 

●視聴は自宅や各地域・団体が会場を設けて。●参加

登録は、日本原水協ホームページ（http://www. 

antiatom.org/）から日本原水協全国集会（分科会を含

む）と３・１集会ごとに申し込みます。都道府県欄は

【東京都】、代表登録欄は【個人扱い】で登録し、登

録費は日本原水協に直接お振込み下さい。●登録費：

全国集会 1500 円（一般）、500 円（被爆者・学生・高

校生）。３・１ビキニデー集会 1000 円。 

パンフ、2倍の普及を 
パンフを活用し、地域ごと、団

体ごとに学習会を行いましょう。

３・１ビキニデー パンフをすべ

ての地域・団体で昨年の２倍の普

及をしましょう。パンフは、1954

年のビキニ水爆被災事件以降、核

兵器は禁止条約の発効に至った歴

史を語っています。このパンフを普及して集会に参加

しましょう。頒価 220 円です。注文待っています 

新署名到達 8,372筆 (1/22 現在) 

10 月までに 100 万筆を達成しましょう。 

★ヒバクシャ国際署名の最終週約数 

1370万 2345分を国連に提出。 

142回目の横田基地撤
去の座り込みは８８名 

1 月 17 日は、横田基地内でのコロ

ナ感染拡大の増加、激しさを増す軍

事訓練が展開されていることが報告

されました。また、昨年末に急逝し

た軍事情報アナリストの小柴康男さ

んへの哀悼の黙とうを行いました。 

小柴さんの最後のブックレット

「アメリカの戦略と横田基地」に記

した米国の対中戦略の分析は貴重で、米中軍事衝突で

横田基地周辺は甚大な被害を受けることを指摘して

います。ブックレット頒価 800 円、残部僅かです。 

❒事務局から❒ 
■会議の予定：東京原水協常任理事会第 8 回(1/15）

は中止、第 9 回は 2/12(金)14 時～東京労働会館地下

会議室、東京原水協第 66 回定期総会 3/27（土）13

時 30～：東京労働会館 7 階ラパスホールで。 

■新署名グッズ：ポスター：A2 サイズ。1 枚 100 円送

料別。幟：縦 1500 ㎜、横 450 ㎜。1 枚 1000 円送料

別。ご活用ください。             〼 
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2021.01.22 祝・核兵器禁止条約発効東京アクション 100（順不同）      東京原水協通信０９ 

   
↑練馬・西武池袋線石神井公園駅前 72名（1/17）    ↑新宿・高田馬場駅 12時からと 18時からの 2回 

   
↑世田谷・三軒茶屋駅 15名（1/23）  ↑東村山・久米川駅頭 2 回 25名  ↑立川・中央線立川駅 17名 

  
↑府中・ケヤキ並木 44名                  ↑あきる野・とうきゅう前 31名 

   
↑葛飾・高砂駅 19名。他 2カ所で。      ↑東久留米            ↑品川・大井町駅（1/23） 

  
↑清瀬・清瀬駅 27名            ↑調布・調布駅前広場 40 名 

  
↑西東京・田無駅 19名           ↑足立・初大師の 1/21に西新井大師前 22名 ↑四ツ谷駅 

  
↑江戸川・小岩駅南口と北口で。50名   ↑昭島・昭島駅 30名 

  
↑国分寺・国分寺駅南口 40名       ↑八王子・八王子駅前       ↑批准国のタペストリー 清瀬駅で。 



2021/1/ 25  No 10

すみだ新婦人 かんなうたごえサークル、新婦人の皆
さんとサイレントスタンディングをしました。横幕は会
員の奥山さん制作です。

ねりま新婦人 コーラスミールも、新婦人の皆さんと署
名行動しました。

新宿原水協・新婦人、新宿区労連と一緒に
新宿のうたごえ 轟志保子

♪ 毎月69行動を一緒にとりくんでいる新宿原水

協、新宿新婦人のみなさんとぜひ共同でやりたいと
思い連絡しました。 原水協でも発効日行動を計画し
ており、高田馬場駅前でやる計画が即まとまりまし
た。昼間と夕方、新宿原水協・新婦人、新宿区労連
が運営を分担してとりくむことになり、うたごえは
昼夜とも参加しました。
昼の部は12時から、総勢34人と大勢での宣伝署名

やはり力が入いりました。うたごえは統計オンチコ
ーラス、中央合唱団、中央合唱団記念、男声合唱団
うでまくらの16人。「青い空は」「一人から一人へ

「ねがい」「ヒロシマの有る国で」「約束のうた」「翼をください」など1時間にわたり熱唱しまし
た。伴奏はいつもお願いしている東京のうたごえ事務局長の外山さんのギターと中央合唱団服部さんの
アコーディオン。秋に入団した中央合唱団の新人さんも駅頭行動デビュー、「みんなで歌って華々しく
盛り上がって良かった！」と感想を寄せてくれました。署名は13筆、最後は参加者全員で「青い空は」
を歌いたいと原水協の方から言われて全員合唱でのしめくくりとなりました。

夕方の部は6時から、うたごえは合唱団白樺、国鉄かあさん合唱団つゆ草、中央合唱団、中央合唱団
記念、７人の演奏。行動終了後は総勢で記念撮影を。その後に「もう署名は終わったの？今日はぜひ署
名しなければと思って…」という男性が現われ、条約発効日今日への思いの広がりを感じました。区労
連からは「歌が響くと、注目を集めていいですね！」と嬉しい言葉をいただき、今後の共同活動の期待
もふくらみました。

男声合唱団うでまくらフェースブックより ： 街行く人の
中には「てっきり日本は条約参加してるものだと思って
いた」という若者もいました。

」



国分寺ピースアクションにて
東京三多摩 竹澤 まみ

♪国分寺駅南口で国分寺原水協のみなさんとのピース
アクションに国分寺市で在住する仲間を中心とした三多
摩のうたごえとして参加しました。アクションは発言と
歌を交互にすすめられ、発言は原水協会長、被爆者の方
の話、国分寺非核平和を進める会会長梅原利夫さん、国
分寺市議岡部ひろあきさん、年金者組合、新日本婦人の
会の方々から訴えがありました。

何で被爆国日本の政府が条約に反対するの？

♬天気に恵まれました。コロナ感染への不安を抱えながら、今日は黙っていられないと６０人
のみなさんが調布駅頭に溢れました。
被爆から７６年、ようやく発効した「核兵器禁止条約」を歓迎し、これに敵対する姿勢を示す

日本政府への憤りを胸に、調狛合唱団のみなさんとともに歌い、調布被爆者の会のみなさんとの
連帯を固めました。 調布狛江合唱団 鈴木勝雄

９日(土)：一般A.B・交流・小編成
１０日(日)：職場・女性・オリジナル (予定)

JR「三鷹」駅から徒歩では30分ぐらいかかります。
バスをご利用下さい。

※参加団体の変動によっては変更もあります。
（各ブロック合唱発表会は9/27までに終へて下さい）

♪日本のうたごえ広島祭典はコロナ
禍で１年延期となりながら、“がんば
ろうフェスタ”を開催して全国を励ま
しました。資金が底をついた状態です。
祭典賛同金、東京のうたごえの目標

は400口（1口1000円、特別1万円）で
す。早急に現地に届けたいと思います。
苦しい折ではありますが、ご協力よ

ろしくお願いします。

うたごえのメンバーは三青、『つなぐ』木村陽介君、とうちゃんバンド・ママバージョン。うたごえ
は作次さんの進行で『青い空は』続き、作次さんのオリジナル曲『私たちの大地に海に空に』。発言を
挟んで『折り鶴』と『父ちゃんバンド』二人による『イマジン』最後は『ヒロシマのある国で』に続き、
木村君の『琉球』。最後に参加者全員で『翼をください』を歌い、アピールを終了しました。終了後、
今日の主催者で司会をやらた方が「やっぱり歌があるといいね、元気が出ます」と言ってくれ、そして
今月でうたごえ新聞の購読ストップの予定でしたが、あと半年間延長してくれることになったと、うれ
しい報告もありました。参加者は約40人(うたごえ8人)署名は52筆でした。
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核兵器禁止条約発効！都内各地でお祝いの行動！ 

署名で対話広げ、日本政府に署名・批准を迫りましょう 

1/17(日）、ヒバクシャ国際署名推

進ねりま連絡会の主催で、スタン

ディングを 72名の参加で行いま

した。 

新婦人練馬支部は、この連絡

会の事務局で、新婦人からは 13

名が参加しました。 

有原誠司さんの、新作イラスト

のプラスターなどを掲げ、チラシ

を配り、署名はテーブルを出して

行いました。スピーチは、スタンデ

ィングの案内と、議員さん（とや英

津子都議・生活者ネット区議）、ア

カペラの歌のみをマイクで行いま

した。署名は 30人分、カンパ

2000円が寄せられました。 

 

（写真は、スタンディング風景と、

チラシ、新作イラストです） 

 

工夫したカウントダウン行動が各地で広がりました！ 

ピースアクション成人の日   
【国分寺支部】 
国分寺市は成人式を中止し、オ

ンラインで行うという報道があり、11
日（月・祝）午後 2 時～3 時に国分
寺駅南口で「ピースアクション成人
の日」を行いました。 

 

 

手作りの世界地図に批准した国を書き込んで… 

核兵器条約発行日のスタンディ
ングをおこないました！ 
【昭島支部】 

本日、新婦人 17名を含め総勢 30

名で、スタンディングを行いました。 

 

練馬支部 

コロナ禍の宣伝にすごい反響が！しんぶん２０部配布！ 
【墨田支部】コロナ禍のなかで宣伝するのはどうか？との疑問の声
も。押上駅前のターミナル前で行い、２日前のお知らせでも近隣班
から１２人参加。新婦人しんぶんを配布すると「どこの団体です
か？」「あっ、今日は条約発効の日だったね、それちょうだい」「アメリ
カの大統領も変わったし、日本の政治も変えなきゃダメだよ」と喜ん
で受け取る人が目立ち、２０部があっという間になくなりました。 

消毒済みボー
ルペンを準備
し、たくさん
の署名！ 
【町田支部】７班+

常任で１５人参加

し、１時間で４３人

の署名が寄せら

れました！ 

都本部ツイッターで動画も配信しています。チェックし

てください！ 

江
戸
川
支
部
ツ
イ
ッ
タ
ー
よ
り 
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都内で条約発効お祝い行動が広がっています！ 

日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を迫りましょう 

国内 9カ所とつながるスクリーンでお祝い 
しました！          【中野支部】 

 中野駅北口で午後 7 時～、新婦人が参加する中野ア
クション主催で「核なき世界へスタート！おめでとう！核
兵器禁止条約発効！」がおこなわれました。駅前に設置
したスクリーンには、広島や長崎、大阪、仙台などとつな

がって現地で活動する人たちが映し出されて福岡から
は、「核なき世界を子どもたちに残したい」と訴えました。 

報告ありがとうございます！ニュースで紹介していきます！ 

雨の中、スタンディング 【品川】 
1/23 大井町駅前でスタンディング

宣伝行動。雨で寒い中、そして、緊急
事態宣言中ですが、7班から 11名が
参加。通行人やタクシー運転手など
多くの人がプラスターや写真に注目
し２名が署名。「やってよかった」の感
想もだされ、班から無理なく出来る行
動をと、呼びかけています！ 

 

好評！新婦人のタペスト
リー         【立川】 
新婦人のタペストリー（各班

から寄せられ、2020 年５月の
ニューヨーク行動に持参予定
だった）が、道行く人の目にと
まっていました。参加した人た
ちからも好評でした。雨でグレ
ーの景色を華やかに飾れて
良かった！ 

都本部ツイッターで動画も

配信しています。チェック

してください！ 

テ
ー
プ
で「
今
日
は
何
の

日…

」
を
流
し
て
ス
タ
ン

デ
ィ
ン
グ 

府中 

「議会ウオッチ」に参加し

ている女性など、広い団体

の力が発揮され、支部では

今までにないスケールの平

和のとりくみができることに

喜んでいます。朝日新聞、

毎日新聞にも掲載されまし

た。 

共同の行動が各地で広が
りました！ 


