チェルノブイリ 25 周年

救援キャンペーン

4/23 牛込箪笥区民ホール＆4/14～26 チェルノブイリ・福島写真展 【報告】
チェルノブイリ 25 年 命・自然と題して行われた今
年のチェルノブイリ 25 年目の最新報告は、残念
なことにフクシマ元年の報告にもなってしまいま
した。
当初の計画では、広河さんの最新報告とチャリ
ティコンサートと半々の感じで進めていましたが、
広河さんの報告に期待を寄せる人たちからの問い
合わせが続き、数日前には完売を予感させました。
しかし、例年、当日券を発行していますので、
それをあてにして来られる方もいらっしゃり、ま
ったく出さないわけにもいきません。
当日は入れない人が続出しましたが、ロビーで
テレビ観賞していただくことができました。また、
後半からは若い人たちに立ってもらったり、みな
さまのご協力の甲斐があり、混乱せずに会を終え
ることができました。
次ページのアンケートをごらんいただくとおわ
かりのように、広河さんの話をもっと聞きたかっ
たという声が多数寄せられました。
また、チャリティコンサートにも賞賛する声が
多く、荒川少年少女合唱隊のかわいらしさと訓練
された歌唱力、「祈り」1 曲にもかかわらず、強
烈な印象を与えたクミコさん、胸に響いた花田さ
んの「チェルノブイリ鎮魂曲」、それぞれの共演
者に惜しみない拍手がおくられました。
初めて参加、という方が多くいらっしゃって福
島原発の事故後、原発、放射能に対する関心の高
さがうかがわれました。
本当のことを知りたいという人たちに確実な
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メッセージを与えたと思います。
////*******////////********////////******////
早稲田奉仕園スコットギャラリーで行われた
「広河隆一写真展」。改装されたばかりのギャラ
リーでしたが、クラシカルな雰囲気が漂うすてき
な会場でした。今回は会場側のご厚意により、例
年の写真展と違って、長期間開催できました。場
所は繁華街にあるわけでなく、ふらりといらっし
ゃるお客さんは望めませんでしたが、その代わり、
この写真展を見たい、という思いの強いお客様が
多かったと思います。
そして、若い人の姿が目立ちました。チェルノ
ブイリとフクシマの写真に、みなさん声もなく見
入る、という感じでした。
開催が長期にわたったことと、閲覧コーナーを
設けたため、じっくり腰を据えて資料類も見てい
かれる方々。ボランティアの稲葉さんによる語り
「チェルノブイリの祈り」にも多くのみなさんが
参加されていました。チェルノブイリの写真の前
で語ることが一番この本にふさわしいと言われる
稲葉さん。ゆっくりと情景を聞く人たちにイメー
ジさせる力をお持ちでした。
今年、特徴的だったのは広河さんの本を求める
人が多かったことです。見本として見てもらうこ
とはできましたが、チェルノブイリ関連の書籍は
ほとんどが絶版状態で期待に応えられない点もあ
り、残念でした。『チェルノブイリの真実』をも
とに新たに出版された『暴走する原発』が好評で
す。この後も絶版の本が復刊、あるいは新刊され
ることを祈っています。
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チェルノブイリ救援企画 i n 名古屋 ‑ 子どもたち
の願いに応えるために ‑ を終えて 西部 理恵

4 . 2 3 箪笥区民ホールイベントに参加

1986 年 4 月 26 日に発生したチェルノブイリ原
発事故。事故で亡くなった人々や、事故後、病
や世間の偏見などさまざまな苦難と戦い続けて
来たウクライナやベラルーシの人々の姿から、
私たちは一体何を学んできたのでしょうか？私
たちはこれまで、彼らの体験を伝え、救援する
ということだけではなく、私たち自身の問題と
してこの事故について学び考える場としてもこ
の救援企画を実施してきました。事故から 25 年
目となる今年、 私たちのような子どもを増やさ
ないで！ と言ったチェルノブイリの 子ども
たちの願いに応えるために 、今一度、この 25 年
間のチェルノブイリを振り返る企画を催したい
と考えていました。
いよいよ準備も佳境に入ってきた 3 月 11 日、
東日本大震災が起こり、直後から、福島第一原
子力発電所の事故が報道されました。ついに起
きてしまった！そんな気持ちでした。そんな中
迎えたこの企画には、講演会、写真展を通じて
これまでに無い本当にたくさんの方が来場され
ました。
さまざまな情報が流れ、確かな情報が求めら
れる中、講演会では、広河隆一氏、神野英樹氏、
そして急きょ参加してくださった河田昌東氏と
いう 3 氏を迎えることが出来たことは大変素晴
らしい事でした。それぞれの立場かららチェル
ノブイリ、そして福島を見て語られた言葉には、
事故の重大さとそして確かな情報と培ってきた
経験こそが大切であることを教えてくれました。
また、チェルノブイリ 25 年の軌跡と題した広
河氏の写真展では、事故から 25 年間を追うとと
もに、フクシマ 0 年の写真がまさにチェルノブ
イリと重なって見えてくる写真展となりました。
ぐるりと 1 周会場を回った最後に展示されてい
たフクシマは、まさに 25 年前のチェルノブイリ
の姿だったのです。
アンケートには、来場された人々の切実な思
いが語られていました。地震、津波という天災
に加えて起きてしまったこの原発震災。私たち
は、あのチェルノブイリの子どもたちの願いに
応えることが出来ませんでした。しかし、この
先、少しでも子どもたちの願いに応えられるこ
と、私たちがすべきこと、をしなければいけな
いと感じています。チェルノブイリの、そして
フクシマの子どもたちの願いに応えるために、
今、全力を尽くさねばならないと思っています。

私は今回イベントにボランティアとして参加
するのが初めてでしたが、お手伝いできてよ
かった。まず、何より、たくさんのお客様に来
ていただけてよかった。 関心の高い時期に開催
されたので、皆さんの期待値も高かったと思い
ますが、 中身が濃く、その期待にこたえ、皆さ
ん本当に満足して帰られたのではと思います。
私の持ち場の隣では、Days Japan が飛ぶように
売れ、売り切れてからは Days Japan がないの
なら広河さんの写真をとカレンダーのバックナ
ンバーが結構売れました。また、最後私はお客
様からよく見える位置に募金箱を持って立って
いたので、たくさんのお客様が突進するように
私のほうに向かってきて募金をしてくださいま
した。割合としてはアンケートを投函された人
は少ないように感じましたが（＊）、上記のよう
に、私の場所ではお客様の感動がすごく伝わっ
てきました。個人的には広河さんのお話や、ピ
アノ、かわいい合唱は期待通りにすばらしかっ
たですが、 クミコさんの歌は一曲だけどすごい
迫力で驚きました。（ボランティア／Ｓ・Ｉ）
＊アンケート回収は例年より高い数字でした。

======= ★ ======= ☆ ======= ★ ========
〔会場でのアンケートから〕
○政府の御用学者の言っている事があてになら
ないということが改めてよく分かりました。来
た目的は主に講演を聴くためではありましたが
歌や演奏もよかったです。（4 0 代 男性）
○子ども達が音楽と楽しみながらチェルノブイ
リ（今後はフクシマ）を学ぶ、知ることはとて
も大切と感じた。（5 0 代 女性）
○ありがとうございました。東京都の小学校の
教員です。福島より一人の転入生が私の学級に
入りました。彼女に対する心が定まりました。
また私の教えた児童が合唱隊で活躍していま
す。心を育てること大切にしたいと思いまし
た。（5 0 代 女性）
○全く初めて考えた。すぐに何と言えば、来て
良かったです。（3 0 代 女性）
○チェルノブイリの子どもたちが、今、日本を
応援しているということを聞いて、なんとも胸
が痛くなりました。（2 0 代 女性）
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20 ࠠࡠߩࠅญߦߪᬌᚲ߇ࠆߣᕁߞߡ߹ߒ

ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ࠍޔ౮⌀ࠍߥ߇ࠄ⠨߃ߡߺ

ߚ ޔࠄ߆ߛޕᬌᚲࠍήℂߒߡᩋࠍ߃ߡਛߦ

ߚߣᕁ߹ߔޕ

ࠆߎߣߪߒߥࠃ߁ߦߒࠃ߁߁߰ߥࠎߤޔߤߌߛޔ

ࠈࠎޔ30 ࠠࡠౝ߳ߪ․ߥ⸵นᦠ ߇ߥߌࠇ߫

ߦᬌ ߒߡࠆߩ߆ࠍࠇߘޔ⍮ࠅߚߣᕁߞߡ

ਥߦᤄᓇߒߚ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩ౮⌀ߢߔ߇ޔ

⪲↸ᣇ㕙ߦะ߆߹ߒߚޕ

߹ࠆߣᣇ߇ᄌࠊߞߡ߈߹ߔࠚ࠴߇⑳ޔ߹ޕ
࡞ࡁࡉࠗߦߟߡ৻⇟ᦨೋߦᦠߚጤᵄ ᣂᦠߩ

ߣߎࠈ߇ޔᬌᚲ߇ߥ߆ߞߚࠎߢߔ߹ ߹ߩߘޕ

ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޡႎ๔ޔ߇ߔ߹ߡߒ⋥ߺ⺒ࠍޢ

ㅴࠎߢߞߚߩߘޕㅜਛߢࠈߎߣߥࠈࠈޔ

߹ߩߎߣࠍߘߩ߹߹⸒ࠊࠇߡࠆߺ ߚߢߔߘޕ

✢ᬌ⍮ེࠍゞᄖߦߒߡ୯ࠍ⸘ࠅߥ߇ࠄ ⴕߞߚߩ

ࠇ߆ࠄ᧲ᶏߢ߽ޔਛᕈሶߦࠃࠆⵍ߫ߊࠍㆱߌࠆߚ

ߢߔ߇ޔ㊎߇ߤࠎߤࠎ߇ߞߡߊ߇⑳ޕᜬߞߡ

ޔᄢߩ᳃߇ㆱ㔍ߔࠆߣ ߞߚ JCO ⥃⇇

ߞߚ✢ᬌ⍮ེߪ 100 ࡑࠗࠢࡠ ࠪࡌ࡞࠻߹ߢ

߇ߎࠅ߹ߒߚߦ߈ߣߩޕㆱ㔍ߒߚੱߚߜ߇⸒ߞ

⸘ࠇࠆ߽ߩߥߩߢߔ߇߁ߣߞ߇ࠇߘޔ㑆ߦᝄࠅ

ߡߚ⸒⪲⼊ޔ๔ߒߡ ߚߎߣ߽߹ߞߚߊหߓߢ

ಾࠇߚ ߚߞⴕ ߦࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕ50 ࿁ߩߥ߆ߢޔ

ߔޕ

⥄ಽߩ✢ᬌ⍮ེ߇ᝄࠅಾࠇߚ㛎ߣ߁ߩߪ߶
ߣࠎߤࠅ߹ߖࠎޕ

หߓ㑆㆑ࠍหߓࠃ߁ߦ➅ࠅߒߥ߇ࠄ߆ ߥޔ
ߞߚߎߣߦߒߡࠆߩߎߥ߁ࠃߩߘޕ࿖ߩ↢߈ᣇߣ

ߘࠇ߇࿁ޔ⪲↸ߢᝄࠅಾࠇߚᦨޕೋߪ⥄ಽߩᯏ

߁ߩ߆ߩߜߚ⑳ޔ⠨߃ᣇ߆ߡߒ ⋥ࠄ߆ߎߘޔ

᪾߇უࠇߚߩ߆ߣᕁ߹ߒߚߦઁޕ㧞ੱ߇ ᯏ᪾ࠍ

ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣᕁ߹ߔޕ

ᜬߞߡ߹ߒߚ߇߽ࠇߕޔᝄࠅಾࠇߚߜ߁ߩߘޕ
ߩ 1 บߪ 1000 ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻߹ߢ ⸘ࠇࠆᯏ᪾

ߎ߁߁࠲ࠗ࠻࡞ࠍߟߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞ ߚ
ߎߣ߇ᱷᔨߢߔ ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޟޕ25 ᐕࠪࠢࡈޔ

ߢߒߚ߇߽ࠇߘޔᝄࠅಾࠇߡߒ߹߹ߒߚޕ
⑳ߚߜߪߤ߁ߒߚࠄߩ߆ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎ ߢ

ࡑࡠᐕޕޠ
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒߆ࠄ 4 ࠠࡠ㔌ࠇߚߣߎࠈߦ߅Ⴤ

ߒߚࠇߎޕએㅴࠎߛߣߒߡ߽ߌߛࠇߤޔෂ㒾ߥ⁁

߇ࠅ߹ߔޕ

ᘒߦߥߞߡࠆߩ߆ࠊ߆ࠄߥޕᐭߪ ਁ߇৻ߩ

ፉ߳ߪ 3  11 ᣣߦ㔡߇ߎߞߚ⠉ᦺߦኅ ࠍ

ߎߣࠍ⠨߃ߡߩㆱ㔍ߛߣ⸒ޔ⢻ߩᢙ୯߽⊒
ߒߥޕ

ߡะ߆߹ߒߚ߇ޔ〝߇ᄢᷦṛߒߚ߹ޔ㓐ᚲߦ
ⵚ߇ߞߡߚࠅߣ ޔߡߞࠈࠈޔጊߦ

ߘࠎߥߦෂ㒾ߥ⁁ᘒߛߞ ߚࠄᬌᚲࠍࠄߥߌ

⌕ߚߩ߇ᄛߢߒߚ ߡߒߘޕ13 ᣣߩᦺߔ ߋߦ⪲

ࠇ߫ߥࠄߥߩߦߘࠇ߽ߥޕᐭߪߩߎࠈߣޔ

5

ߦ߆ߊޟޔోޟޠోߢߌߛ߁⸒ߣ ޠᢙሼࠍ⊒

߅߁ߣߒߡߚߩߢߔ߇ޔߩ᳓⚛⊒߇߈ߚߩ

ߒ߹ߖࠎߢߒߚ ߽ߡߒߦࠆߔޕ1 ᣣߦ 1 ࿁ޔᢙ୯

ߢߡߡࠊޔፉߦᚯࠅ߹ߒߚޕධ⋧ 㚍ߣ߁ᶏ

߇߇ߞߚᤨߢߪߥ ߊ⊒ߌߛߦᤨߚ⌕ߜ⪭ޔ

ጯᴪߩ↸߆ࠄ㗅⇟ߦ⸘ࠅߥ߇ࠄේ⊒ߦㄭߠߎ߁ߣ

ߔࠆߣ߁߿ࠅᣇߢߒߚޕ

ߒߚߩߢߔ߇ޔ߇ᵤᵄߢኽ㎮ ߐࠇߡㅢࠇߕޔ

ߘࠎߥߥ߆ޔේ⊒ㄝ߇ߘ߁߁ෂ㒾ߥ⁁ᘒߦ

ጊᣇ㕙߳ะ߆߹ߒߚޕㅜਛߪߘࠎߥߦ⢻ߩ୯

ࠆߎߣࠍ⍮ࠄߕߦߞߡߊࠆੱߚߜ߇߆ߥࠅ߹

ߡ᧪ߥߊߡ⦟߆ߞߚߣᕁߞߡߚࠎߢߔޕ

ߪ㜞ߊߪߥ߆ߞߚߩߢߦ߁߶ߩߜߞߎ ޔ㘑߇็

ߒߚࠆ ࠇࠄߌߟߪߜߚ⑳ޕ㒢ࠅߩੱߚߜࠍ߮

ߘߒߡદ㆐Ꮢߩ৻⇟ධ┵ޔ㘵⥪ߣߩ↸Ⴚߦ ච

ᱛߡ⁁ߌߛࠇߎ߹ޔᘒ߇ᖡ߆ࠄߔߋߦᒁ߈

ሼ〝߇ࠆߩߢߔ߇ߩߎߘޔ㘩ᢱຠደߢ⾈‛ࠍߒ

ߒߚ߶߁߇⦟ߣવ ߃߹ߒߚ߽ߜߚ⑳ߡߒߘޕᐙ

ߡ㘩ࠍߒ߹ߒߚߡߒߘޕᔨߩߚᬌ⍮ ེߩࠬࠗ

✢ࠍᚯࠅߥ߇ࠄޔኻᣇะ߆ࠄ⪲↸ߦะ߆߅߁ߣ

࠶࠴ࠍࠇߚࠎߢߔߏߔߩ߽ޔࠄߚߒ߁ߘޕ

ߒߡࠆゞࠍ ోㇱᱛߡᢙ୯ࠍ␜ߒߪ߹ޔ㕖Ᏹ

ߢᢙ୯߇߇ߞߡߊࠎߢߔߨߣߎߥࠎߘ߽⺕ ޕ

ߦෂ㒾ߥ⁁ᘒߦࠆߥࠄߪ߹ޔᣇ߇⦟ߣ⺑

ߪ⍮ࠄߥߩߢ߹ߎߎޕߪᄢਂᄦߛߞߚߩߦ߹ޔ

ߒ߹ ߒߚޕ

ߐ߆ߎࠎߥᚲߢᕆߦ୯߇ ߇ࠆߣߪߣࠢ࠶ࡆޔ

ࠆੱߪࡍ࠶࠻ߦ㙄ࠍ߿ࠅߦⴕ߆ߥߌࠇ߫ߥ ࠄ

ߒߡߒ߹߹ߒߚޕ

ߥߩ⧎ߪੱࠆޔᩱၭࠍߒߡࠆߩߢ᳓ࠍ߿ࠄߥ
ߣᨗࠇߡߒ߹߁ߣߔߊ߆ߦ ߣޔߪੱࠆߚ߹ޕ

ᔨߩߚࠄ߆ߎߘޔ㘵⥪ߦߞߡ߽߁৻ᐲ᷹

ߋߦࠈߣ⸒ࠊࠇߚߩߢ߽ᜬߞߡߥ߆ߞߚࡐޔ

ߞߚࠄޔ㊎ߪᝄࠅಾࠇߡߒ߹ߞߚޕᓟߢ⡞ߚࠄޔ

ࠤ࠶࠻ߦ 4000 ߒ߆ߞߡߥ ߆ߞߚ⁁ߥࠎߘޕ

㘑߇㘵⥪ߩࠆᣇะ߳ᵹ ࠇߡ⢻߇⪭ߜߚߣ

ᘒߢㆱ㔍ߒߡ߹ߒߚޔ߇ߜߚੱߚߞ߁ߘޕ㗍㊄

߁ߎߣߢߒߚ⁁ߥࠎ߳ߚޕᴫߦߥࠅޔ㘵⥪ߪ

ㅢᏭߥߤߩᄢߥ߽ߩࠍ ขࠅߦ⥄ቛ߳ᚯߞߚࠅߒ

߹⸘↹ㆱ㔍ၞߦ ᜰቯߐࠇ߹ߒߚޕ

ߡ߹ߒߚߩߘߟޕෂ㒾ߥ⁁ᘒ߇߹ࠆߩ߆⑳ߚ

ߘߩข᧚ߩᦨᓟߦޔ႐ߢߪߤ߁߁ੱߚߜ ߇

ߜߦߪࠊ߆ࠄߥ ߆ߞߚߌࠇߤ߿ߪ߹ߊ߆ߦߣޔ

ߤ߁߁ᒻߢᬺߦߚߞߡࠆߩ߆߇᳇ߦߥߞߚ

ߚ߶߁߇ߣ⸒߹ߒߚޕ

ߩߢޔፉ╙৻ේ⊒ߩᱜ㐷ߩㄝࠅ߹ߢⴕ ߈߹ߒߚޕ

ሶߤ߽ㅪࠇߩੱ߽ߚߩߢޔゞࠍᱛߡᖱࠍ

࠹ࡆߢߏሽ⍮ߩ⊕ߣࠟࠬࡑࠬࠢߩࠃ߁ߥ߽ߩ

ߒߚࠄޔᓐࠄߪ⪲↸ߦⴕߊߩߢߪߥߊߩߘޔᚻ

ߣࠎߤߩᓎߦ߽┙ߚߥߣ߁ߎߣࠍ⍮ߞߡ߹

೨ࠍฝߦᦛ߇ߞߡᎹౝߣ ߁ߣߎࠈߦⴕߊߣ⸒

ߔޕ

ࠍ⊝߇りߦ⌕ߌߡࠆߩߢߔ߇߶߇ߩߪ⑳ ޔ

߁ࠎߢߔߪߦߎߘޕㆱ㔍ᚲ߇ߞߡޔᄢߩሶߤ߽

ᤄߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔಣℂߦߚߞߚᶖ㒐㓌

ߚߜ߇ࠆߣߢ߹ߎߘࠄ ߆ߛޕጊߩਛࠍゞߢ 30㨪

ߩ㓌㐳ߦળߞߡࠍ⡞ߚߎߣ߇ࠅ߹ߔޕᓐߦޔ

40 ಽߟߡⴕ߈ޔ㐳ߦળߞߡ⸒߹ߒߚߩ߽ޟޕ

ޟᐲޔේ⊒ߢἫ߇ߎߞߚࠄߪ ߚߥޔㇱਅ

ߔߏߊ⢻ߩ ᢙ୯߇߇ߞߡ߹ߔࠄ߆ߛޕ

ߦᶖἫߦⴕ߈ߥߐߣߢ߈߹ߔ߆߹ߨߕߚߣޠ

ߜࠄ㧔⪲↸ߩᣇ㧕ߦⴕߊੱߪᱛߡߊߛߐޠ

ߒߚߣࠆߔޕᓐߪޠࠎߖ߹߈ ߢߪࠇߘޔ߃ޟޔ

ࠄ߆ࠇߘޟሶ ߤ߽ߐࠎߣᅧᇚߩੱߪߌߛࠆ߈ߢޔ

ߣ╵߃߹ߒߚޕ

ߔߋߦߎߎ߆ࠄߚᣇ߇ޕߦ߁߰߁߁ߘޠ2

ߢ߽ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔ߇߈ߚ㗃ߪ㒐⼔ 

㨪3 ᣣᓟ ޔᎹౝߪ⥄ਥㆱ㔍ࠍߒߚߣ߁⸥߇ᣂ

߇ߥ߆ߞߚߒߪ߹ޔ⇇ਛߢᦨᣂ㍈ߩ㒐⼔߇㐿

⡞ߦタߞߡ߹ߒߚޕᱷߞߡࠆੱ߽߹ߛࠆߘ߁

⊒ߐࠇߡࠆ߆ࠄᄢਂᄦߥߩߢߪߥߢ ߔ߆ߣ⸒

ߢߔ߇ޔᄢඨߪㅏߍߚߣ߁ߎߣߢߞ߆⦟ߪࠇߘޔ

ߞߚࠄޟޔ⇇ਛߦ⢻ߩ㒐⼔ߥࠎߡ߽ߩߪ 1

ߚߣᕁߞߡ߹ߔޕ

⌕߽ߥࠎߢߔ߇ߜߚ⑳ޕ㒐⼔ߛ ߣᕁߞߡࠆ

1 ࿁⋡ߪߘࠎߥ⁁ᴫߢߒߚޕ⠉ 13 ᣣߪችၔ⋵ ߢ

߽ߩߪ㒐Ⴒߥࠎߢߔ߿ࠬࠟޕ၎ߩᒻߢりߦᴉ⌕

ᵤᵄⵍኂࠍข᧚ߒޔ14 ᣣߩᦺޔጤᚻ⋵ߩᣇ߳ ะ߆

ߒߚࠅޔりߩਛߦขࠅㄟ߹ߥߚߩ߽ߩߢߞ

6

ߡ◲ߪ✢ࡑࡦࠟޔනߦ ࠍ⽾ߡߒ߹߁ߩߢ

ᱛߒߡ߆ࠄᄢ㊂ߩ፣უᾲࠍߒ⛯ߌ߹ߔߩߢޔᱛ

ߩᓎߦ߽┙ߚߥߩߢߔޕߚߒ߹ߡߞ⸒߁ߘޠ

ߚᓟ߽⋙ⷞ߇ᔅⷐߢߔ ޕᐲߩፉߢ߽ࠍࠇߘޔ

⑳ߪߘࠇ߇ାߓࠄࠇߥ߆ߞߚߩߢޔᣣᧄߦ Ꮻߞ

▤ℂߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥࠊߌߢߔⷐⷞ⋙ߩߘޕຬߣ

ߡ߆ࠄ㑐㔚ജߩේ⊒߇ᄙᢙਗ߱⧯⁜ḧߦⴕ߈߹ߒ

ߒߡੱ߇߹ߔޕ

ߚ⇟৻ߢߎߘޕᄢ߈ߥᶖ㒐⟑ޔᢕ⾐ᶖ 㒐⟑ࠍ⸰ߨޔ

ᐭߩႎߥߤߢߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔߢߪ

߇߈ߚࠄߤ߁ߔࠆߩ߆ߣ⡞߈߹ߒߚ⟑ޕ㐳ߪޔ

ߎࠇࠍ⌕ࠆࠎߢߔߣ⸒ߞߡ ࠍߖߡߊࠇ߹ߒߚ߆ߒੱߩ߆ߕࠊ ޕᱫߥߥ߆ߞߚޔ30 ᢙੱࡊࠬ 15 ੱ
ߘࠇߢ⑳ߪߢࠇߎޟోߥߩߢߔ߆㧫ߣޠ⡞߈߹ߒ

ߩሶߤ߽ߚߜ߇ߊߥߞߚ ̆̆ߘߩࠃ߁ߦ⸒ߞߡ

ߚޔࠄߚߒ߁ߘޕᶖ 㒐⟑ߩ⟑㐳߽⍮ߞߡߚࠎߢ

߹ߔ ߚߞߚޕ40 ੱ߿ 50 ੱᧄޔᒰߦߘ߁ߥߩߢߒ

ߔߨߪࠇߎޔ߿ޟޔ⢻ߦߪᓎߦ┙ߚߥߩߢ

ࠂ߁߆ޔ߫߃ޕᓐߪ ේ⊒ߩరಣℂࠍߒ߫ࠄ

ߔߊߚߞ߹ߪ ߦ✢ࡑࡦࠟޕᓎߦ┙ߚߥ߁ߘޔޠ

ߊߒߡߚੱߢߔ߇ޔᓐߩಣℂ⃰ߩ࠴ࡓߦߪ

⸒߹ߒߚޕ

7 ੱ߇ߡޔᓐߣ ߽߁৻ੱࠍ㒰ߊ 5 ੱߪߔߢߦ 40

ߟ߹ࠅ⥄ޔಽߩりࠍࠆⴚߥߤ߶ߣࠎߤߥ

ઍߩᓟඨ߆ࠄ 50 ઍߩೋߦߊߥࠅ߹ߒߚ߁߽ޕ

߹߹ߦේ⊒ߣ߁ߩߪㅧࠄࠇߡߞߚࠎߚߞޕ

ߘߩᓟߩߎߣߪࠊ߆ࠄߥޕ

৻ੱߪᔺ߆ ࠄߣߤߎ߆ߦㅏߍߡߒ߹ߞߡߡޔ

߇ߎߞߚࠄりࠍࠆᣇ ᴺߪߥߏߔޕෘߺ

ේ⊒ߢੱᱫࠎߛ߆ߣ߁ᢙሼࠍᧄޔᒰ ߦ

ߩࠆ㋦ߥࠄㆤࠆߎߣߪߢ߈ࠆ߆߽ߒࠇߥߌߤޔ

ዋߥߊዋߥߊߖࠃ߁ߣߔࠆߩ߇ IAEA㧔࿖㓙ේሶജ

ߘࠎߥ߽ߩࠍりߦ⌕ ߌߡേ߈࿁ࠆߎߣߪߢ߈߹ߖ

ᯏ㑐㧕ߥߤޕWHO㧔⇇ஜᯏ㑐㧕߽ߘࠇ ߦෳടߒ

ࠎ߆ࠄߦ࠻࠶ࡏࡠߪࠈߎߣߩ߹ޔ㗬ࠆޔߒ߆ߒޕ

ߡⵍߊ߆ߦߣޔኂ⠪ࠍዋߥߊߖࠃ߁ߣߔࠆജ߇

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗ ߩߣ߈߽ߚߊߐࠎߩࡠࡏ࠶࠻

߈߹ߔޕ࿁ߩᣣᧄߢ߽ߘ߁ߢߔ ߨߢ߆ߎߤޔේ

ࠍ㗬ࠅ߹ߒߚ߇⚿ޔዪߪోㇱუࠇߡߒ߹߹ߒߚޕ

ሶജ↥ᬺߦ㑐ࠊߞߚቇ⠪߿ක⠪ߪⵍޔኂࠍዋߥߊ

ߘࠇએ ᧪ޕߔ ߹ߒࠅߚߒ⸒⊒ߦߚࠆߖ ޔ߇ߔ߹ߡߞࠍ࠻࠶ࡏࡠߪߦ↪ⷞ⋙ޔ
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒߆ࠄ⚂ 17 ࠠࡠ㔌ࠇߚߣߎ ࠈ

ᬺ↪ߦߪ߶ߣࠎߤᓎߦ┙ߚߥࠊߌߢߔޕ

2 ࿁⋡ߦⴕߞߚߣ߈ߦᓇߒߚፉ╙৻ේ⊒ߩ౮

ߦ∛㒮߇ࠅ߹ߔ∛ߩߎޕ㒮ߦൕࠆ⋴⼔჻߿ක⠪

⌀ߢߔࠎ⌀ޕਛߦᾍ⓭߇ߞߡޔฝߦუࠇ߆ߌߚ߽

ߦߪஜᐽ⺞ᩏࠍߒߡ⛘ޔኻ⊛ߦஜᐽߢࠆߣ߁

ߩ߇ࠅ߹ߔ߇ޔ4 ภᯏߢ ߒࠂ߁߆ޕ2 ࠠࡠ߆ࠄ

⚿ᨐ߇ᔅⷐߛߘ߁ߢߔޕ㗴ߩߥ ੱߛߌ߇߈

1.5 ࠠࡠߊࠄ㔌ࠇߚ႐ᚲߢߔޕ

ߦ᧪ࠆߣᓐࠄߪ⸒߹ߔޕߚߒ߹ߨߕߚߪ⑳ߢࠇߘޕ

ߦ㓸߹ߞߡ߽ࠄࠍ⡞߈߹ߒߚߢ ߎߎޕߊߚ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒ߩߘ߫ߢޔゞਔߩ⢻ ࠍ

ߘࠇߢߪߥߚᣇߺߥߐ ࠎߪஜᐽߥߩߢߔ߆㧫

⸘ߞߡᬌᩏߒߡࠆ᭽ሶߢߔ߇ޔหߓߎߣ߇ޔ

ߘ߁ߒߚࠄߺࠎߥ㚂ࠍᝄࠅ߹ߒߚޕ

ጊᏒ߿ፉᏒޔੑᧄ᧻Ꮢߢ߽ⴕࠊࠇߡ ߹ߔޕ

߆ߒࠄ∛᳇ࠍᜬߞߡࠆੱߪᚻࠍߍߡߊߛ

4 ࠠࡠߊࠄ㔌ࠇߚߣߎࠈ߆ࠄߚ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗ

ߐߣ⸒߁ߣోޔຬ߇ᚻࠍߍߚࠎߢߔߨޕᓐࠄߪ

ේ⊒ߢߔޕේ⊒ߣߎߎߩ㑆ߦ↢߃ߡߚ᧻ߩᧁ

ߎߎߢ 2 ㅳ㑆ߡޔ2 ㅳ㑆 ߪ㆙ߊ 100 ࠠࡠ㔌ࠇߚ

㧔᧻ᨋ㧕ߪޔᳪᨴߐࠇߔ߉ ߚߩߢၒࠄࠇߡߒ߹

↸ߢભߎߣ߇ߢ߈߹ߔߚߞ߁ߘޕൕോ᧦ઙ߿⛎

߹ߒߚޕ

ᢱ߇ዋߒ⦟ߣ߁ℂ ↱߆ࠄߎߩ∛㒮ࠍㆬࠎߢߊ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒ߩ 3 ภἹߪߩߣ߽ߒ߫

ࠆߩߢߔ߇ߩߘޔઍࠊࠅߦ⥄ࠄߩஜᐽࠍᄁࠅᷰߒߡ

ࠄߊㆇォߒߡ߹ߒߚޕ4 ภἹߢ⊒߇ߞߚߩߢ

ߒ߹ߞߡࠆߩ ߢߔޕ

ߔ߇ߩߘޔ㓞ߩ 3 ภἹߪߒ߫ࠄߊߩ 㑆േ߆ߒߡ
ߚߊ߆ߦߣޕේ⊒ࠍേ߆ߒߡ߅㊄ߦߒߥߊߡߪߌ
ߥ್߁߁ߘޔᢿ߇ߞߚ ࠊߌߢߔޕේ⊒ߪ

7

ࡊࡇࡖ࠴ߩ↸ߪᱫߩ↸ߦߥߞߡߒ߹߹ߒߚޕ
ᣣᧄᐭ߇⊒ߒߚቇᩞᵴേߢߩ✢㊂ߩోၮ

ߒߡߒ߹߃ߣߒߡࠆߩߢޔፉߪࡄ࠾࠶ࠢߦߥߞ
ߡ߹ߔޕ
ᐭࠍାߓࠆߒ߆ߥߓ߾ߥ߆ߔ ߁ߤߦઁޔ

Ḱߦࡆ࠶ࠢߒߡࠍ࠴ࡖࡇ ࡊޔᕁߒ߹ߒߚ⸒ߚߞߣ߆ߩ⦟߫ࠇ ޕᣇࠍߔࠆੱ߇߹ߔ߇ޔ
ፉ⋵ߩቇᩞߥߤߢޔሶߤ߽߇ㆇേ႐ߢㆆࠎߢ⦟ᧄޕߔߢ ߩߚߞ߹ߒߡ߈ߪߜߚ⑳ߢ߹ߎߎߢࠇߘ ޔ
ᐔᏱㅢࠅ⊓ᩞߒ ߥߐߣߔࠆᢙ୯ߪޔ1 ᤨ㑆ߚࠅ

ᒰߦޔߩㆬᛯࠍߒߥߊߡߪߌߥⷐޕ᳞ߣ߆⺧

3.8 ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻ߣ߁ᢙሼࡖࡇࡊߎߎޕ

㗿ߣ߆ࠍ߿ߞߡࠆᤨᦼߢߪߥߣ ᕁ߹ߔޕ

࠴ߩᢙ୯ ߪ 4 ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻Ფᤨߢߔࡊޕ

߹ߔߢߦፉ⋵߆ࠄ 6000 ੱޔ8000 ੱߩሶߤ߽ߚߜ

ࡇࡖ࠴ߣ߶ߣࠎߤหߓࠃ߁ߥᢙ୯ߩᚲߢޔሶߤ߽ߚ

߇ㅏߍߡࠆߣ߁ࠍ⡞߈߹ߒߚ߇ߪࠇߘޔᒰὼ

ߜ ߇㚟ߌ࿁ߞߡ᭴ࠊߥࠍߣߎ߁߁ߘޔᣣᧄߢ

ߛߣᕁ߹ߔޕ

ߪࠃ߁ߣߒߡࠆᧄޕᒰߦࡆ࠶ࠢߒߡߒ߹

ࡊࡇࡖ࠴ߩⷰⷩゞߪ࿁ࠆߎߣߩߥ߹߹ ޔሶ

߹ߒߚޕ

ߤ߽ߚߜ߇ㆆ߫ߥ߹߹⟎ߐࠇ߹ߒߚޕ

⢻ߩ႐วޔෂ㒾ߥ߽ߩࠍోߦߔࠆߣ߁ᣇ
ᴺߪ߶ߣࠎߤࠅ߹ߖࠎߒ߆ߒޕᓐࠄߪߩߘޔᣇᴺ

∛㒮߽ޔ25 ᐕߚߞߡߒ߹ߞߚࠄߎࠎߥ߰߁ߦ⨹

ࠍ৻ߟߛߌᜬߞߡ߹ߔޕߤߌߥ ߪߦߜߚ⑳ޔ

ࠇߡߒ߹ߞߡ߹ߔޕ20 ࠠࡠౝߩߔߴߡ߇ߎ߁ߥ

ߘࠇߪޟޔෂ㒾ߛޟߪߩ߽߁ߣޠోߛߡߒߦޠ

ߞߡߒ߹߁ߣߪᕁ߹ߖࠎࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ߒ߆ߒ ޕ

ߒ߹߃߫⦟ߣ߁ߎߣߢߔޔ߫߃ ޕ50 ࡑࠗ

ߢߪޔࠍឬߊࠃ߁ߥᒻߢޔർߩᣇߪේ⊒߆ࠄ 45

ࠢࡠࠪࡌ࡞࠻Ფᤨ߇ޟෂ㒾ޔࠄߥߩࠆߢޠ100

ࠠࡠߋࠄ߇㐽㎮ ၞߣߥࠅޔ㋕᧦✂߇ᒛࠅᎼ

ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻Ფᤨ߹ߢ ࠍޟోߦޠᄌ߃ߡ

ࠄߐࠇߡ߹ߔޕ㘵⥪ߩᣇะߢߪ߽ߞߣ⢻୯

ߒ߹߃߫ߓ߾ߥ߆ߣޕᢙሼࠍᄌ߃ߡߒ߹߃߫

߇߇ߞߡ߹ ߔࠅߜ┙ޕᱛߩ⁁ᘒ߇ߟ߹

ోㇱ߇ోߦߥߞߡߒ߹ ߁ߩߢߔޕ

ߢ⛯ߊߩ߆ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎ߇ޔ㒰ᨴᬺߣ߁ߩߪߚ

ᢙሼߩߎߣߪ㔍ߒߊߡߩߘߪߦߜߚ⑳ޔᗧ߇

߳ࠎߥ ᬺߢߔޕ

ࠃߊࠊ߆ࠄߥޔߪߩࠆߡߒࠅ߈ߞߪޔ߽ߢޕ4

߽ߜࠈࠎᄖ߆ࠄੱޔᵆ߇ࠆน⢻ᕈ߇㕖Ᏹߦᄢ߈

ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻Ფᤨߪ ߎߎࡊࡇࡖ࠴ߩᢙሼ

߆ࠄߢߔߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕ႐ว߽ ޔᵆ߇

ߢޔ40 ࡑࠗࠢࡠࠪࡌ࡞࠻Ფᤨ߇࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ

⢻ߢᳪᨴߐࠇߚኅ⽷߿㔚ൻຠࠍ⋑ߺߒߢ↸ޔ

⊒ߘ߫ߩ୯ߛߣ߁ ߎߣߩ⑳ߪࠇߘޕ㗡ߦߞߡ

ᄁࠅߐ߫ߊߣ߁ߎߣ߇߈߹ߒ ߚޔ߽ߦઁޕਛ

߹ߔߦࠈߎߣߥ߁ࠃߩ࠴ࡖࡇࡊߩߎޕቇᩞ߇

ߦࠆᳪᨴߐࠇߚേ‛߇ᄖߦߥࠃ߁ߦߔࠆߣ

ߞߡޔሶߤ߽ ߚߜ߇ㆆ߮࿁ߞߡ᭴ࠊߥߩ߆㧫

ߞߚ⋡⊛߽ࠅ߹ߔ ߿‐ޕ㚍ੱޔߪߤߥ›ޔ㑆߇

ߥߗ㋕᧦✂ߢ࿐߹ߥߊߡߪߥࠄߥ߆ߪ ࠇߘޔ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߢߪޔᳪᨴߐࠇߚߩޘߪ ߔ

ࠆᣇะߦะ߁ߢߒࠂ߁ޕᩋߩᄖߦߚࠄߪࠇߘޔ

ߴߡࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ߢ⥩ⵝߐࠇ߹ߒߚޕ၎߇りߩߥ

߽߁ᳪᨴߐࠇߚ߽ߩߣ ߒ߆ࠄࠇߥޕ㠽ߪߤ߁

߆ߦߞߚࠄ⥌⊛ߛ߆ࠄߢߔ ޔߪߢޕፉߩቇ

ߒࠃ߁߽ߥߢߔߨޕ

ᩞߩᐸࠍࠕࠬࡈࠔ࡞࠻ߢ࿕ޔ㒰ᨴߣߒߡޔᲤᣣ᳓

ᣣᧄߢ߽ᶖἫߦࡋࠦࡊ࠲߇ࠊࠇ߹ߒߚ ߇ޔ

ߢߘߎࠍᵞᵹߔࠃ߁ߥߎߣࠍߔࠆߩ߆㧫 ߘࠇߢ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒ߩἫἴࠍᶖߔߚߦࠊࠇߚࡋ

ߥߊߡ߽ޔ࿖ߪ 1 ࡔ࠻࡞ߩ㜞ߐߩߣߎࠈߢ✢

ࠦࡊ࠲ߪᱷ㜈ߣߥߞߡ㓸ࠄࠇߡ ߹ߔޕ

ࠍ⸘ߞߡࠆޕᐜ⒩ߩ ႐วߪ 50 ࡦ࠴ޕ㕙ߪ

⢻ߢᳪᨴߐࠇߡෂ㒾ߔ߉ߡ߃ߥߊߥߞߡߒ߹ߞ

ߐࠄߦࡌ࡞߇㜞ߩߢߔޕሶߤ߽ߚߜߪߘߎߢ߭

ߚߩߢⵙࠄ߆ࠇߎޔᢿߐࠇߡ ਅߦၒࠄࠇࠆߣ

ߞߊࠅࠆߎߣ߽ ᱛߐࠇࠆࠊߌߢߔޟޕォߍࠆ

߁ߎߣߢߔޕหߓߊޔㆱ㔍↪ߦߞߚࡃ߽ࠬᱷ㜈

ߣෂ㒾߆߁ࠂߒߢߩߊᦠߦ߆ߎߤޔߣޠ㧫 ߽߁

ߣߥߞߡ߹ߔޕ

ߜ߾ߊߜ߾ߢ ߔߊ߆ߦߣޕోߦߖࠃ߁ߣߒߡޔ
ߜ߾ߊߜ߾ߥߎߣࠍߡߊ߽ߢߎߤޕోߦ

8

ፉߩㆱ㔍ᜰ␜ߪޔࠄ߆ߦᐭޔ㒮᧲ޔ

ᳪᨴߐࠇߚߦᱷߐࠇߚኅߪኅߩਛߩ‛߇⋑ߺ

੩㔚ജ߇ߡߴߔޔ㑆㆑ߞߚߣᕁ߹ߔޕ߇߈

ߐࠇߥࠃ߁ߦუߒߡၒࠄࠇ߹ߒߚޕደᩮߩࠬ

ߡߔߋߦ߿ࠄߥߊߡߪߥࠄߥ߆ߞߚߩߪߩ৻߇ਁޔ

࠻߹ߢ߇⋑ߺߒߡᄁࠄࠇ߹ߒߚޔߚ߹ޕἫἴ

ߎߣࠍ⠨߃ࠆߣ߁ߎߣߢߔᦨ⇟৻ޕᖡߩᘒࠍ⠨

߇߈ࠆߣᾍߩਛߦ ⢻ߪಝ❗ߐࠇ߹ߔߩߢޔ

߃ߡⴕേߔࠆߎߣ߇ࠇߘޔෂᯏ▤ℂߢߔࠍࠇߘޕᕃ

ಝ❗ߐࠇߚ⢻߇ᢔߒߥࠃ߁ߦၒࠆᬺ߇

ߞߚߢࠇߎޕᄢ ਂᄦߛࠈ߁ߣᦨޔೋߦᐭ߇ߣߞ

⛯ߌࠄࠇ߹ߒߚ ߇߽ࠇߘޔㅜਛߢ߅㊄߇ዧ߈ߡ߿

ߚភ⟎ߪ 3 ࠠࡠߩ᳃ߩㆱ㔍ᜰ␜ߢߒߚޕߚߒ߹ ޔߡߒߘޕ
10 ࠠࡠ ޔ20 ࠠࡠߣᄢߒߡ߈߹ߒߚ߇ޔ10 ࠠࡠޔ
20 ࠠࡠߩᜰ␜߇ࠆ߹ߢߦߪᤨ㑆߇߆߆ࠅ߹ߒߚޕ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗ 30 ࠠࡠߩᬌᚲߢߪޔౝ߆

ߣߦ߆ߊሶߤ߽ߣᅚᕈߦߊߣޔᅧᇚߪߘߎ߆ࠄߔߋ

ࠄࠆߣ߈ߦゞਔߩᬌᩏࠍߒ߹ ߔޕᣣᧄߣ߹ߞߚ

ߦㅏ߇ߒߡޔ50 ࠠࡠޔ100 ࠠࡠ㔌ࠇߚో ߥᚲߩ࿖

ߊ৻✜ߢޔᣣᧄߢߪᬌᩏቭߪ⊕ࠍ⌕ߡ߹ߔޕ

᳃ኋ⥢ߥߤࠍోㇱ୫ࠅߍߡޔ㐿ߒߥߊߡߪߥࠄ

⢻ߩ୯߇㜞߆ߞߚࠄ৻߁߽ ޔᐲ᳓ߢోㇱᵞᵺ

ߥ߆ߞߚߩߢߔޕ

ߒ⋥ߒߡ߆ࠄᄖߦ߹ߔޕ

ࡊࡇࡖ࠴ߩ႐วߪޔߩ⠉ᣣߦ 1000 บ߆ ࠄ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩⵍἴ⠪ߚߜߪⵍޔἴ⠪ ↪

2000 บߩࡃࠬ߇ࠕࡄ࠻ߦᮮઃߌߐࠇߡ᳃ోຬ߇

ߩ࿅ߦ⒖ࠅߺ߹ߒߚޕ߇߈ߚߣ߈ߦࠠࠛ

ㅪࠇߐࠇ߹ߒߚޟޕ2㨪3 ᣣߢᏫࠇ߹ߔ ࠃ⸒ߣޠ

ࡈߢᄢⷙᮨ࿅߇ᑪ⸳ਛߢߦߎߘޔዬ ߔࠆੱߚ

ߞߚߩߪޔᣥ࠰ㅪ߽ᣣᧄ߽৻✜ߢߔࠇߌߥߢ߁ߘޕ

ߜ߽߹ߞߡߚߩߢߔ߇ࠍࠇߘޔਛᱛߒߡㆱ㔍᳃

߫ޔ᳃ߪ৻↢⥄ಽߩኅߦᚯࠇߥߊ ߥࠆ߆߽ߒࠇ

ࠍฃߌࠇ߹ߒߚߪ ߦ࠴ࡖࡇࡊޕᒰᤨޔ5 ਁ

ߥߣᕁߞߡޔ1 ᤨ㑆߿ 2 ᤨ㑆ߢḰ߇ߢ߈ࠆࠊߌ

߆ࠄ 5 ਁ 5000 ੱߩੱ߇ࠎߢߚߣ⸒ࠊࠇߡ߹

߇ࠅ߹ߖࠎ߆ࠄޕፉߢ߽ ޔㆱ㔍ᚲߦㅏߍߡ߈

ߔ߇ߩߘޔᄢㇱಽ߇ߎߩ ߦㆱ㔍ߒߡ߈ߚߣ

ߡࠆੱߚߜߪᧄᒰߦᔶߞߡ߹ߔߥࠎޕᒻߢㅊ

߹ߔޕ

ߒߡߦ࠻࠶ࠤࡐޔᢙජ ߒ߆ߥࠃ߁ߥ⁁ᴫߦ
ㅊㄟ߹ࠇߚޔ߹ߡߒߘޕਛߦߞߚࠄ⟏ೣ߇ㆡ

ߎࠇߪޔᣥ࠰ㅪߩᮭജ߇ᒝ߆ߞߚߎࠈߦߪߢ߈

↪ߐࠇࠆޕߔߢߩࠆߡߞߥߦߣߎ ߥࠎߘޕ

ߚߎߣߢߒߚޕᣣᧄ߽ߔߋߦᣂߒኅࠍ↪ᗧߒߥߊ

⑳߇⪲↸ߦⴕߞߚᤨޔ⢻ߩᢙ୯߇߇ߞ

ߡߪߥࠅ߹ߖࠎޕ1 ᐕ߿ 2 ᐕߢࠊߥߊߥߞߡ߽

ߡࠆ߆ࠄኽ㎮ߒߥߊߡߪߥࠄߥ⁁ᘒߢߒߚ߇ޔ

ሶߤ߽ߚߜోຬ߇ోߥ႐ᚲߦㆱ㔍ߔࠆߎߣ߇ᔅⷐ

⢻ߪᶏߩᣇߦᵹࠇߡ߹ߒߚޕᣣߪ㔎߇㒠ߞ

ߢߔ߁߁ߎޕߥߌ߾߈ߥࠄ߿ޕㇱ㐷ߢߪޔᣣ

ߡ߹ߔߨޔᣣߩ㘑ߪߤߜࠄ߆ࠄ็ߡࠆ߆⊝

ᧄߪᣥ࠰ㅪࠃࠅߪࠆ߆ߦㆃࠇߡ߹ߔޕ

ޔోߦߥߞߚࠄᚯߞߡ߽ߊ߆ߦߣޕᅚᕈ߿

ߐࠎߏሽ⍮ߢߔ ߆㧫 ߎࠇ߆ࠄߪߘ߁߁ߎߣࠍ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩߩᓟᦨޔೋߩߎࠈߦߊ

ᲤᣣᲤᣣ᳇ߦߒߥߊߡߪߥࠄߥߊߥࠅ߹ߔޕ3 ᣣߏ

ߥߞߚ 30㨪31 ੱߩᣇߚߜߩ߅Ⴤ߇ࠅ߹ߔᦨޕೋ

ߣߦᦝᣂ ߐࠇࠆ࠼ࠗ࠷᳇⽎ᐡߩ੍ᗐ࿑ߢߪޔ㘑ߪ

ߪߦၒ⫋ߐࠇߡ߹ߒߚ߇ޔߛߣ㒠ߞߚ 㔎߇

ർߩᣇะ᧲ޔർⵍἴߩᣇߦ็ߡ߹ߔ ޔߡߒߘޕㆮࠍવߞߡਅ᳓ߦࠅޔਅ᳓߆ࠄᳪᨴ߇ᐢ߇
߿߇ߘࠇ߇ࠍឬ߈ߥ߇ࠄᧄᎺߩ߶߁ߦㄭነߞߡߊ

ࠅෂ㒾ߛߣ߁ߎߣߢជࠅߎߐࠇ߹ߒߚ ߩߎޕ2

ࠆ੍ߣޔ᷹ߐࠇߡ߹ߔޕDAYS JA PAN 㔚ሶ ߩේ

ߦⴕߞߚᤨߦߪߡࠇߐߦ࠻ࠢࡦࠦޔో

⊒ᖱႎᰣߩਅߦޔ3 ᣣߏߣߦᦝᣂߐࠇࠆ ੍᷹࿑߇

ߦಣ⟎ߐࠇޕߚߒ߹ߡߞߥߦ࠽ ࠦߥࠇ߈ޔ

ࠅ߹ߔߩߢෳ⠨ߦߒߡߊߛߐޕනߦ੍᷹߆ࠄߞ
ߚ࿑ߢߔߩߢޔ⢻ࠍࠎߛ 㘑㧔㔕㧕ߪߘߩㅢ

⢻߇ㅢߞߚޔ㔎߇㒠ߞߚ〔ߢߔߩߘޕኅߩ

ࠅߦᵹࠇࠆࠊߌߢߪࠅ߹ߖࠎ߇ޔෳ⠨ߦߥࠆߣߪ

ਛߩ᭽ሶߢߔޕᳪᨴߐࠇߚߢߪᄙߊߩኅߪၒࠄ

ᕁ߹ߔޕ
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ࠇߪߦߎߎߡߟ߆ޕߚߒ߹ࠇࠄߡ┙߇ ᧼⋴ޔ٤٤

㈩ߥޔሶߤ߽ߚߜߩ∛᳇߇Ⴧ߃ ࠆߎߣߪߥޔ

߇ߞߚߣ␜ߐࠇߡ߹ߔޕ

㘩ߴ‛ߪࠍ㘩ߴߡ߽ᄢਂᄦߣት⸒ߒߚੱ㑆ߢߔޕ

ߎࠇ߆ࠄᣣᧄߢ㗴ߦߥߞߡߊࠆߩߪޔᖱႎࠍ㓝

ߜߥߺߦᓐߪޔ᳓ୀ∛ߪ࠴࠶࠰ߣ㑐ଥ߇ࠅ߹ߖࠎޕ

ߒߚߣ߁ߎߣߢߔࠍࠢ࠶࠾ࡄޕᕟࠇࠆ߹ࠅߣ⸒

ᐢፉߩ㤥㔎ߣੱ ߩᓇ㗀ߪࠅ߹ߖࠎ⸒߁ߘޔ

߹ߔ߇ߦߚߩߘޔᖱႎࠍ⍮ࠄߖߕⵍᦑ⠪ࠍ∛ޔ

ߞߡߚੱ‛ߢߔޕ

᳇ߩੱࠍᄙߊߞߡߞߚߦߥࠆߩߢߒࠂ߁߆ޕ

ࡦ࠻ࠥࡦߣ߁ߩߪ✢ࠍᒰߡࠆߎߣߢࡈ

ᦨೋߩߎࠈߪ⢻ߩᢙ୯߇߇ߞߡ߽ߒ

ࠖ࡞ࡓߦᗵశߔࠆߩߢߔ߇ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔߢ

߹ߖࠎߢߒߚߩߢޔᄢߩੱߚߜ߇⋧ᒰ㊂ߩⵍᦑࠍ

ߊߥߞߚੱߩㆮ߆ࠄ ⢖ࠍ⭯ߊಾࠅขߞߡޔ

ߐߖࠄࠇߚߪߕߢߔߩࠗࡉࡁ ࡞ࠚ࠴ޕ႐วߪޔ

ࡦ࠻ࠥࡦߩࡈࠖ࡞ࡓߩߦ⟎ߡ߅ߊߣࡐ࠷ࡐ࠷ߣ

ߘ߁ߞߚߚߒᦑⵍߡߟ߆ޔน⢻ᕈߩࠆੱߚߜޔ

శ߇ߡ߈߹ߔ߹ޕߔߢࡓ࠙࠾࠻࡞ࡊߪࠇߎ ޕ

ߘߒߡߘ߁߁ੱߚߜ ߆ࠄ↥߹ࠇߚሶߤ߽ߚߜߩ

ቇ⠪ߚߜߪ߇ࡓ࠙࠾࠻࡞ࡊޔፉේ⊒ߩᄖߢᬌߐ

ᖱႎ߇▤ℂߐࠇߡ߹ߔޕฦߩ∛㒮ߦߪߩߘޔ

ࠇߚߣߒߡ ߽ߪࠇߘޔᓸ㊂ߛ߆ࠄりߦᓇ㗀ߪߥ

ߦⵍἴ ⠪ߩࠞ࡞࠹ߛߌࠍ㓸ߚࠦ࠽

ߣ⸒߽߆ߒޔ㊀߆ࠄᄖߦ㘧ࠎߢ߆ߥߥߤ

߇ࠅߩⷫߪ࠹࡞ࠞߩߘޔઍ߆ࠄฃߌ⛮߇ࠇߒ߽ޔ

ߣ⸒ߞߡ߹ߔߚࠇߐ⊒ߢࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ߪ⑳ޕ

߆り ߦ⇣ᄌ߇ߎߞߚ႐วߦߪ⮎ߩಣᣇ߿ක

ࡊ࡞࠻࠾࠙ࡓߩᳪᨴ࿑ࠍᜬߞߡ߹ߔ߇ࠇߘޔ

≮߇ኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߹ߔޕ

ࠍߺࠆߣ 30 ࠠࡠࠍߪࠆ߆ߦ߃ߚߣߎࠈ߹ߢࡊ࡞

ፉߩ႐ว߽ߪޘੱޔฦߦᢔࠄ߫ߞߡ߈߹ߔ

࠻࠾࠙ࡓߪ㘧ࠎߢߞߡࠆߎߣ߇ࠄ߆ߢ ߔޕ

߆ࠄߣࠎߜ߈ࠍࠪࡃࠗࡊޔࠅߥ߇ࠄੱߩߘޔ
ߚߜ߇ᔅⷐߥක≮߇ߔߋߦ᳞ࠄࠇࠆࠃ߁ߥࠍ

ߦߜ⋥ޟஜᐽⵍኂߪࠅ߹ߖࠎ⪲⸒߁ߣޠ

ࠄߥߊߡߪߥࠅ߹ߖࠎޕ

߳ߩ࿁╵ߦߜ⋥ޕᓇ㗀߇ࠆߎߣࠍᕆᕈ✢㓚ኂ

ߒ߆ߒ߹ޔፉߢⵍᦑߒߚน⢻ᕈߩࠆੱߚ

ߣ⸒߹ߔߦߋߔߡߒߘޕߊߥࠆੱߩߎߣߢߔޕ

ߜࠍㅊ〔⺞ᩏߒࠃ߁ߣ߁ㆇേ߇ᣣᧄߩቇ⠪ߚߜߩ

ᕆᕈ✢㓚ኂߢߒߚ ޕᓐࠄએᄖߦᱫ⠪ߪߥ

㑆ߦࠅ߹ߔ߇߹߽ࠇߘࠄߥߩࠆ߿߇ߜߚੱߩޔ

ߣ߁ࠃ߁ߥߎߣ߇⸒ࠊࠇߡ߹ߔ߇ޔ⢻ߩᓇ

ߚෂ㒾ߣ߁ᗵߓ߇ߒߡ߹ߔޕ

㗀ߪᤨ㒢ᒢߩࠃ߁ߦᐕ߽ߚߞߡ߆ࠄࠇ߹ߔޕ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߢᦨೋߦߊߥߞߚ 30 ᢙੱߪ

ᤄޔABCC㧔ේ்ኂ⺞ᩏᆔຬળ㧕ߣ߁࿅ ߇

∝⁁߇ߚߣ߈ߦߪ⚛ᣧߊࠬࠢ࠾ࡦࠣࠍ ߒ

ࠅ߹ߒߚޕේࠍᛩਅߒߚࠕࡔࠞ߇ᐢፉߦߞ

ߥߊߡߪߥࠅ߹ߖࠎޕᣧᦼ⊒ࠍߒߡᚻⴚࠍߒߚࠄ

ߚᯏ㑐ߢⵍޔ⠪ߚߜࠍࡕ࡞ࡕ࠶࠻ઍࠊࠅߦߣߦ߆

ᴦࠆޕᴦࠄߥߊߡ߽ㅴⴕߪࠬ࠻࠶ࡊߢ߈ ߹ߔߘޕ

ߊᬌᩏߔࠆޕᬌᩏࠍߔࠆߌࠇߤᴦ≮ߪߒߥޕᴦ≮

ߩᓟߪޔᲤᣣ⮎ࠍ㘶ߺ⛯ߌߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎ߇ޔ

ߒߡߒ߹ߞߚࠄޔ⢻߇ߤߩ ࠃ߁ߦੱߦᓇ㗀

ߘࠇࠍߞߡ߅ߚࠄߤ߁ߥࠆ߆ ޕ༄ߦߞߚࠟ

ߔࠆߩ߆⚻ㆊࠍⷰࠄࠇߥ߆ࠄߢߔߩߘޕᬌᩏ⚿ᨐ

ࡦߪਛߦォ⒖ߒߡ߈߹ߔޔߡߒߘޕ⣖ߦ߈ߚߣ

ߪᩭᒢ㐿⊒ߦ↪ߔࠆ ߚޔ⢻ߦߪߤ߁

߈ߦߪᱫࠎߢߒ߹߹ߔޕ
ᚻⴚߔࠆᅚߩሶޔ߆ࠄ 10 ᐕ⋡ߊࠄߦ∛ ᳇

ߞߚᆭജ߇ࠆߩ߆ࠍ⺞ߴࠆߚߦߢߒߚޕABCC ߪ
✢ᓇ㗀⎇ⓥᚲ ߣฬ೨ࠍᄌ߃ߡߡ⛯߽߹ޔ

ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

߹ߔޕᐢፉߩቇ⠪ߚߜ߽දജߔࠆߣߞߚ⸥߇

ߩᤨߪ߅Უߐࠎߩ߅⣻ߩਛߦߚᅚߩሶ ߪޔ

タߞߡ߹ߒߚޕᐢፉߩක⠪ߪ⥄ޟޔಽߚߜߩ⚻㛎

ߘࠇ߆ࠄ 20 ᐕߊࠄ⚻ߞߡਛࠈࠈߥ∛᳇ߦ

ࠍ↢߆ߒߡߣ ޠࠆߡߒߣ߁ࠈ߿ߦߚߩޘੱޔ

౨ߐࠇߡ߹ߔ ޕߩᤨߦሶߤ߽ߛߞߚੱߚߜ

ࠦࡔࡦ࠻ߒߡ߹ߒߚ߇ޔ㕖Ᏹߦ⣻߇┙ߜ߹ߔߘޕ

߇Უⷫߦߥߞߡߞߡ߹ߔޕᓐᅚߚߜ߇ሶߤ߽ࠍ

ߩᓇ⎇ߩరℂ㐳ߪޔIAEA ⺞ᩏᆔ ຬ㐳ߣߒ

↥ߎߣߦኻߒߡ㕖Ᏹߥਇࠍᛴ߃ࠆ⁁ᴫ߇ࠇߘޔ

ߡ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߦࠃࠆੱ߳ߩᓇ㗀ߪ৻ಾᔃ

 ߩ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗⵍἴߢߔޕ
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↲⁁⣼ߩᚻⴚࠍߒߚᓟ߽ޔᲤᐕޔCT ࠬࠠࡖࡦߢ

ࠍㅍߞߡࠆࠎߢߔࠃߨޔㅒߦ ߥߞߡߒ߹ߞߡ

ਛߩࠟࡦߩォ⒖ࠍ⺞ߴࠆᬌᩏࠍߒߡ߹ߔޕ

ࠆߣ߁߆ޕ

వᣣޔ9 ੱߩᲣⷫߩᲣࠍᬌᩏߒߚߣߎࠈޔ4 ੱ

ޟේሶജ

ߩᲣ߆ࠄᕈ࡛࠙⚛߇ᬌߐࠇߚߣ⊒ߐࠇ߹

㐿ߩ⪲↸ޕ㔡ߢ⎕უߐࠇߚᓟߩ↸ߦࠇߛߒޔ᪉

ߒߚޕ࿖ߪޔᓸ㊂ߛ߆ࠄ ᄢਂᄦߛޔ1 ㅳ㑆ߊࠄ☳

߇ດ߈ߞߡ߹ߒߚޕ

ᱜߒℂ⸃ߢ⼾߆ߥߊࠄߒޠ᪉߇ḩ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩ 30 ࠠࡠߦߪ ࠅߜ┙ޔᱛ

ࡒ࡞ࠢࠍ㘶߹ߖߡߚ߹ޔᲣߦᚯߖ߫ᄢਂᄦߛߥߤ
ߣቢోߦੱߩࠃ߁ߦ⸒ߞߡ߹ߔޕ

ߩ⋴᧼߇┙ߞߡ߹ߔޕ⢻ࡑࠢ߇ߎࠎߥᒻߢޔ

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩ႐วߪ 1 ࿁ߩ⊒ߢᄢ㊂ߩ 

ᣣᧄߦ߽ࠇࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ

⢻߇ᄖߦ㘧߮ᢔߞߚ߇ޔፉߪߘߩ 10 ಽߩ 1 ߩ

ࠍߞߡߤࠇߛߌ࿁ᓳߢ߈ࠆ߆ߣ߁ ߇

㊂ߛ߆ࠄᄢਂᄦߥߤߣ⸒߹ߔ߇ޔፉߪ ㅴⴕਛ

ࠅ߹ߔ߇ߕ߹ߪ߹ޔㅴⴕਛߩ߽ߩࠍࠬ࠻࠶ࡊߐ

ߩߢߔ ߽߆ߒޕ4 ߟ߽ේ⊒߇ࠆޕᖡߊㅴࠎߛ

ߖࠆߩ߇৻⇟ߢߔⵍߢ߹ߎߤޕኂ߇ᐢ ߇ࠆߩ߆ޔ

ࠄ ߩઁޔ2 ߟ㧔2ޔ4 ภᯏ㧕߽⊒ ߔࠆ߆߽ߒࠇߥ

⺕ߦ߽ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎ৻╙ޕේ⊒߆ࠄ 7 ࠠࡠߊࠄߩ

ߣ߁ᕟࠈߒ⁁ᘒߦࠅ߹ߔߩߘޕᐲߦ⊒ߩ

ᚲߢߪ⼊ޔኤቭ ߪߎࠎߥ⊕ࠍ⌕ߡㆮߩᝡ⚝

⒳㘃ߪ㆑߁ࠊߌߢߔ ⇟৻ޕࠆߩߪᕈ࡛࠙⚛

ࠍߒߡ߹ߔߚߞ߆ߟޕㆮࠍㆇࠎߢ߹ߒߚޕ

ߛ߆ࠄޔ1 ࿁㒢ࠅߩឃߛ߆ࠄᄢਂᄦߥߤߣᓐࠄߪ

ዊߐ߆ߞߚ ߩߢ߅ߘࠄߊሶߤ߽ߛߣᕁ߹ߔߎޕ

⸒߹ߔ߇ߩઁޔ߽߆ߒޕࠎߖ߹ࠅߪ ߢ߁ߘޔ

ߩߚࠅߪᵤᵄߢ 1 ߆ㄭߊ⟎ߐࠇߡ߹ߒߚޕ

ᒻߢޔ㊁⩿߆ࠄ߆߽ࠊ߆ࠄߥޔ᳓߆ࠄ߆߽ߒࠇߥ

 ⢻߇ෂ㒾ߢ߽⺕ޔᝡ⚝ߦ߽┙ߜࠄߥ߆ߞߚ

ߥ ࠈࠈޔᒻߢりߩਛߦขࠅࠇߡߊࠊ

႐ᚲߢߔޕ

ߌߢߔߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ ޕ߆ࠄ 5㨪6 ᐕ⋡ޔ80
ੱ ߩࡌ࡞ࠪߩᲣⷫߩᲣࠍᬌᩏߒߚࠄ߁߽ޔ

ᰴߦ৻⇟ᕟࠈߒ⁁ᘒߦࠆߩ߇ᵿጟේ⊒ߢߔޕ

⋥ធ⊛ߥ߽ߩߪߥ߆ߞߚߪߕߥߩߦޔᲣ߆ࠄ

⍾ᵿ߇ߞߡߘߩߔߋߦේ⊒߇┙ߞߡࠆ߆ߒޕ

ᕈ‛⾰߇ߡ߈߹ߒߚޕᐲߪࠪ࠙ࡓߢߔ࠻ࠬޕ

߽㆙ᵻߩᶏߢߔޕᵤᵄ߇ ߊࠆ೨ߦᵄ㧔ầ㧕߇ᒁ߈

ࡠࡦ࠴࠙ࡓ߽ߚߣ⸒߹ߔ⸘ߪࡓ࠙࠾ ࠻࡞ࡊޕ

߹ߔ߇ߣࠆߔ߁ߘޔข᳓ญߪᄖߦࠊࠇߡߒ߹߹

ࠇߥ߆ߞߚߣ⸒߹ߔޕߔߢߕߪࠆߡߞ߽ߢޔ

ߔߡߒߘޕᐲᵤ ᵄ߇ߒነߖߡߊࠆᤨߦߪ⍾ޔ

20 ᐕߚߞߡ߽ߊߥߞߡߊੱߪ߹ߛߦ߹

ᵿߩ⍾ߣ৻✜ߦߒነߖߡߊࠆߩߢ▤ߩߥ߆ߦߪ⍾

ߔޕේ⊒ߩߘ߫ߢ✢ᬌ⍮ེߢ⸘ࠆᅚᕈߪߩߎޔ

ߘࠎߥෂ㒾ߥ⁁ᘒߥߩߦ߹ߛᱛߥޕਛㇱ 㔚

߇ߞ߬ ߚ߹ߞߡߒ߹߹ߔޕ

౮⌀ࠍߣߞߚᓟ 2 ᐕ⋡ߋࠄߢߊߥࠅ߹ߒߚޕᅚ

ജߪޔᵤᵄኻ╷ߣߒߡႇ㒐ࠍࠆߣ⸒ߞߡ߹ߔ߇ޔ

ߩሶߪ↲⁁⣼ࠟࡦ߇⣖ߦォ⒖ߒߡޔ౮⌀ࠍߞߡ 2

ߘࠇߥࠄޔዋߥߊߣ߽ႇ㒐ࠍࠆ߹ߢ ᱛߡ߶ߒ

߆⋡ߦߊߥࠅ ߹ߒߚޕ

ߢ߹ߎߘߗߥޕ㗎ߥߩ߆ࠊ߆ࠅ߹ߖࠎޕ1 ภޔ2

࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߢࠊࠇߡߚ✢㒐 ⼔

ภߪߔߢߦᑄἹߣߥߞߡ߹ߔ߇ ޔ4 ภޔ5 ภ߇ㆇ

ߣ⸒ࠊࠇࠆ߽ߩߪޔ㋦ߩ⭯᧼ࠍりߦߡߡ

ォਛߢޔ3 ภᯏߪቯᦼὐᬌਛޕ6 ภᯏࠍᣂⷙߢᑪ⸳

ࠆߛߌߢߢޕߚߒ ߢࡔ࠳߽ߡߣߪߢߩ߽ߥࠎߎޔ

ߔࠆߣ߆⸒ߞߡ߹ߔ߇ߊࠄ ߘ߅ޔᵿጟේ⊒߇߿

߽߽ߢࠇߎޔᣣᧄߩ⊕ࠃࠅߪ߹ߛ߹ߒߢߔޕᣣ

ࠄࠇߚࠄᣣᧄ᧲ޔ੩ߪ⋥᠄ߐࠇ߹ߔޕᵿጟߦ็ߊ㘑

ᧄߩේ⊒Ꮺߦ↪ᗧߒߡࠆ㒐⼔ ߢߪࠟࡦࡑ✢

ߪ㘑߇ᒝߩߢޔ ⢻ߪ᧲੩߹ߢᢙᤨ㑆ߢ

ߪ߹ߞߚߊ㒐ߍߥߣ⸒߹ߔޕ

㆐ߔࠆߢߒࠂ߁⁁߁߁ߘޕᴫߢߔޕ

ᤄߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔሶߤ߽ߚߜ߇ოߦ⾍ߞߡ
ߚ⛗ޕᣣᧄ߆ࠄ᛬ࠅ㢬߇㘧ࠎߢ߈ߡ⥄ޔಽߚߜࠍഥ

̪⚕㕙ߩㇺวߢ౮⌀ࠍឝタߢ߈߹ߖࠎߢߒߚޕ౮⌀

ߌߡߊࠇࠆߛࠈ߁ߣᦠߡࠅ߹ߒߚޔ߽ߢ ޕ

߽㞲ߥ⻠Ṷߩ DVD ࠍߏᏗᦸߩᣇߦ㗏Ꮣߒ߹ߔޕ

߹ߪ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩሶߤ߽ߚߜ߇⑳ߚߜߦࠛ࡞

ߒߊߪޟോዪ߆ࠄޕߐߛߊⷩߏࠍޠ
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2011 ࠰ 6 உἫἻἽὊἉἓỹἽἠἨỶἼᘮܹᎍܼଈỉ̬
ᄖ࿖ߩᡰេߦߣߡ߽ഥߌ
ࠄࠇ߹ߒߚ↢ߢߍ߆߅ޕ
߈ᑧ߮ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒ
ߚࡦࡕ࡞ࡎߪ⑳ޕࠍ
㘶ࠎߢࠆߚޔᲣࠍ
ਈ߃ࠆߎߣ߇ᱛߐࠇ߹
ߒߚߩޕሶߤ߽㆐ߪߺ
ࠎߥߣߡ߽߇ᒙߢߔޕ
ᆷߩࠕ࡚࠽㧔2004 ᐕ
↢߹ࠇ㧕ߪޔ5 ᱦߩᤨޔ
ᕆ ᕈ⣢⋃⣢Ἳࠍ⊒∛ߒ߹ߒߚ߽ߦઁߩߘޕ⢛㛽ߩ
⇣Ᏹ߇ࠊࠇߡ߈߹ߒߚ ޕ㗫❥ߦ∛᳇ߦ߆߆ࠅޔ
ᴦࠅߦߊߩߢߔ߽ߢޕ᳇ࠍ⪭ߣߐߕߊߡ߈↢ޔ
ߎߣ߇ᄢಾߢߔޠ
㧩㧩㧩ෳട⠪ߩᗵᗐ㧩㧩㧩
٤⑳߽ᆷ߽ޔኅߦᏫࠅߚߊߥߊࠄ ߩߎޔ㙃
ߦḩ⿷ߒߡࠆޕක≮ࠨࡆࠬޔ㘩ޔㇱደࠈޔ
ࠈߥߒ‛⚛ߥࠎߺ߽ࠇߤޔ᥍ࠄߒ߆ߞ ߚޕᣣ
ᧄߩߺߥߐ߹ߦᗵ⻢ߒߡࠆޕ㧔ࠕࡦ࠽ 28 ᱦ㧕
٤ߎߩ㙃ᚲߦೋߡ᧪ߚޕᣉ⸳ߩ⸳߽⚛᥍ࠄߒ
߇ޔ⡯ຬߚߜ߇ߺߥⷫಾߥߎߣ ߦ㛳ߚޕ࿎ߞ
ߚߎߣ߇ࠆߣߔߋ⸃ߒߡߊࠇߚߩઁޕෳട⠪ߚ
ߜߣ ߩᵹ߽ߣߡ߽ᭉߒ ߆ߞߚޕ㧔࡞ࠥࠗ
31 ᱦ㧕 ٤߈ࠇߥⓨ᳇ߒ߅ ޔ㘩ࠈޔ
ࠈߥᴦ≮⥄ޔಽ߽ሶߤ߽߽ޔ߽ᔃ߽࠶ࠢࠬߢ
߈ߚޕㅌዮߔࠆᥜ߇ ߥߊࠄޔᭉߒߊߡ⋉ߥ
ᤨ㑆ߛߞߚޕ㧔ࠗ࠽ 26 ᱦ㧕
㧩㧩㧩Ꮧᦸ 21 ⡯ຬ߆ࠄ㧩㧩㧩
ሶߤ߽ߩߎࠈߎߎߦ᧪ߚੱ߇⥄ࠅߥߣⷫޔಽߩ
ሶߤ߽ߣ߹ߚ߿ߞߡ᧪ࠆޕ⡯ຬߦߣߞߡ߽ౣળ߇ᄢ
ᄌ߁ࠇߒ⁁↲ޔߚ߹ޕ⣼ᚻⴚࠍฃߌߚੱ ߚߜࠍ
ߎࠇ߶ߤ㐳ᐕߦᷰࠅᡰេߒߡࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߪޔ
ઁߦߪߥ߽ߩߛߣᕁ߁ޕෳട⠪ ห჻ࠄ߆ࠇߎޔ
߽ᵹࠍ⛯ߌߡߞߡ߶ߒޕᣣᧄߢᄢᄌߥ߇
߈ߩߢࠄߜߎޔ㙃ߪਛ ᱛߦߥࠆߣᕁߞߡߚޕ
ᐕ߽㙃ࠍታᣉߒߡߊࠇߚᣣᧄߩߺߥߐ߹ߦޔ⡯
ຬ৻หᔃ߆ࠄᗵ⻢ ߒޔߚ߹ޔዋߒߢ߽ᣧߊᓳ⥝ߔ
ࠆߎߣࠍߞߡࠆ ޕ㧔ᚲ㐳 ࡀࠬ࠹ࡠࡧࠖ

䮦䮺䮀䭶Ꮊ 䮚䮳䭫䭲䬄ሶ䬸䭑ஜᐽ
࿁ᓳ䮂䮺䮆䯃䙼Ꮧᦸ 21䙽䬅
ᦼ㑆䰆5/10 ᣣ䱊5/21
ෳട⠪䰆8 ኅᣖ 17 ੱ䯴ሶ䬸䭑 8 ੱ䰆3
䱊9 ᱦ䫺ᄢੱ 11 ੱ䰆20 䱊36 ᱦ䯵
ṛ⾌䰆ሶ䬸䭑 8 ੱ䐙18.9 䮐䮲䐙12
ᣣ㑆䰉1814 䮐䮲䫺ᄢੱ 10 ੱ䐙22.1
䮐䮲䐙12 ᣣ㑆䰉2652 䮐䮲 ว⸘
4466.䮐䮲
䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗⵍኂ⠪ኅᣖߩ㙃ߪᐕߢ 4 ᐕ⋡
ߢߔޕᐕ㑆ࠍㅢߒߡ⢻ᳪᨴၞߩሶߤ߽ߚߜࠍ
ฃߌࠇߡࠆޟᏗᦸ 21ޕߚߒ ߹ࠇࠊⴕߢޠෳട
ߒߚᲣⷫ 7 ੱߣῳⷫ㧝ੱߪޔሶߤ߽ߩ㗃↲⁁⣼ߩᚻ
ⴚࠍฃߌߚੱߚߜߢߔޕᓐࠄߦ ߪࡎ࡞ࡕࡦߩ
↪ߣቯᦼᬌᩏ߇ᰳ߆ߖ߹ߖࠎߚ߹ޕᓐࠄߩሶߤ߽ߚ
ߜ߽ߥ߹ߑ߹ߐޔஜᐽߩ 㗴ࠍᛴ߃ߡ߹ߔޕ
ෳട⠪ߪߘࠇߙࠇߩஜᐽ⁁ᘒߦᔕߓࠨ ࠶ࡑޔ
ࠫޔ᳓≮ᴺޔᱤ⑼ᴦ≮ߩߤߥࡇ࠹ࡑࡠࠕޔᴦ
≮ࠍฃߌ߹ߒߚߚ߹ޕᤓᐕ߹ߢߩߎߩ ޟኅᣖ
㙃⚻ߩޠ㛎߆ࠄޔᐕߪⷫሶ߇৻✜ߦෳടߢ߈ࠆᵴ
േࠍࠃࠅᄙߊขࠅࠇ߹ߒߚޕ࿁ ෳടߒߚᲣⷫ
ߩ߁ߜ 3 ੱߪޔ10 ઍߩ㗃ޟሶߤ߽ၮ㊄ߩޠᓙߦࠃ
ࠅߎߩࡦ࠲ߢ㙃ߦෳട ߒߡ߹ߔޕ

࠽ࠫࡖ㧔31 ᱦ㧕ࠧࡔᏒ
 ߪ⑳ޟ10 ᱦߩᤨߦ↲⁁⣼ߩᚻⴚࠍฃߌ߹ߒߚߘ ޕ
ߩߎࠈࡒࡦࠬࠢߩ∛㒮ߪሶߤ߽ߩᖚ⠪ߢ߰ࠇߡ
߹ߒߚޕᒰᤨߪ 1 ᣣߦ 4ޔ5 ੱߩሶߤ߽߇ᚻ ⴚࠍฃ
ߌߡ߹ߒߚߩࠎߐߊߚߦߥࠎߘޕᖚ⠪߇ߚߎߣ
߇ޔᕁ߁ߣᕟࠈߒߢߔߩߘޕᒰᤨᚻⴚࠍฃߌߚ
ሶߤ߽ߪ⑳߽ߡߥࠎߺޔ
ᄢ߈ߥ் 〔߇ᱷࠅ߹ߒߚޕ7
ᐕᓟߦォ⒖߇ߺߟ߆ߞߚᤨޔ
ࡌ࡞ࠪߢߪᚻⴚ߇ߢ߈ߥ
 ߣ⸒ࠊࠇޔᘏༀ࿅ߩេ
ഥߦࠃࠅࠗ࠲ࠕߢᚻⴚࠍฃ
ߌ߹ߒߚ⥄ޕಽߣ 17 ੱߩࡌ
࡞ࠪߩሶߤ߽߇৻✜ߦࠗ
࠲ࠕߢᚻⴚࠍฃߌ߹ߒߚޕ
⥄ಽߩઍߩ↲⁁⣼ᖚ ⠪ߪޔ

࠴㧵㧕
䚚䬄Ꮧᦸ 21䬅䬽ᣉ⸳ౝ䬺䬾䫺ᣣᧄ䬽㔡ἴ䬽᭽ሶ䭡વ䬗䭚
ᚻ䭙䬽ᣂ⡞䬷䫺ሶ䬸䭑ၮ㊄䬽ᡰេ䬺ኻ䬨䭚䬙␞䬽ᚻ⚕
䬛ឝ␜䬤䭛䬵䬓䭍䬦䬮䫻
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䬌✬㓸ㇱᵈ䰩એਅ䬽ේⓂ䬾 3 䬽ၮ㊄䮒䮬䯃䮀↪䬺ᦠ䬓䬵
䬓 䬮䬯䬓䬮䭑䬽䬶䬨䬛䫺೨࿁䬾✬㓸䬽ㇺว䫺ભタ䬦䭍䬦䬮䫻
䫺ፉේ⊒㔡ἴ䭡ฃ䬠䬵ᣣᧄ䬽ડᬺ䭑䭗䬕䭓䬞䫺䭼䮥䯃䮆
䭫䮧ዉ䬺Ⓧᭂᆫ䭡䭎䬪䬵䬓䭍䬨䫻㐳ᐕข䭙⚵䭢䬶䬜䬵䬓
䭚䮯䯃䮴䮊䮘䭡ᄢ䬓䬺⠌䬲䬵䭊䬦䬓䫺䬷ᕁ䬓䭍䬨䫻䬦䬚䬦䫺ේ
Ⓜ䭡⺒䭏䬷䚆䚆
٠
㧟ߦߞߡ߽߹ߛ㔐ߩᱷࠆࡒࡦࠬࠢߢߔ߇ޔ
ߘࠇߥࠅߦ᳇߽᷷ะ߈ޔ᥍ࠇ㑆ߩᐢ߇ࠆᣣ߽Ⴧ߃
ߡ߈߹ߒߚޕࠃࠅ߽ᤐߩㄭߎߣࠍᗵߓ ߐߖࠆ
ߩߪߩߟޔ㑆ߦ߆㓐ಽߣᣣ߇㐳ߊߥߞߡ߈ߚߎߣ
ߢߔޕ᳇᷷ߩߢߪ߹ߛ߹ߛ౻߳ߩ ㅒᚯࠅ߇ߞ
ߡ߽ޔᤤ㑆ߩᤨ㑆ߪ⏕ታߦᲤᣣޔዋߒߕߟ㐳ߊߥߞ
ߡࠆߩߢߔ⌀ޕ౻ߦߪඦᓟ 㧠ᤨบߢ⌀ߞᥧߦߥ
ߞߡߚߩ߇ߪߢޔࠍ⚳߃ߡᏫቛߔࠆ㧢ᤨบ
ߢ߽߹ߛቢోߦᥧߊߪ ࠅ߹ߖࠎࠅߪ߿ޕࠆ
ߣߣߥߊᓧࠍߒߡࠆࠃ߁ߦᗵߓࠄࠇ߽ᦺߚ߹ޔ
⋡ࠍⷡ߹ߔᤨ㑆 ߦᥧߩߣࠆߩߣߢߪ᳇ಽ߇
ߛ߱㆑߹ߔޕ㧟ߩᦨ⚳ᣣᦐߦߪޔ10 ᦨ⚳ㅳ
߆ࠄඨᐕ ⛯ߚ౻ᤨ㑆߇⚳ੌߒޔᄐᤨ㑆㧔ࠨࡑ
࠲ࠗࡓ㧕߇ᆎ߹ࠅ߹ߔߩ⸘ᤨޕ㊎ࠍ৻ᤨ㑆ㅴࠆߎ
ߣߢ ޔᣣᴚ߇৻ᤨ㑆ޟㆃߊ৻ޔࠅߥޠ᳇ߦᣣ߇㐳
ߊߥࠆߣ߁⸶ߢߔ㧔ߘߩಽߩᦺޔᣣߩ߽৻ᤨ㑆
ㆃߊߥࠅ߹ߔ㧕ޕ
٠
Ფᐕޔቄ▵ߩᦧࠍᒝߊᗧ⼂ߐߖࠆߎߩᤨ⸘ ߩ
㊎ࠍ⋥ߔᑼߢߔ߇ޔ2011 ᐕߩ㧟ߢޔ౻ᤨ㑆ߪ᳗
㆙ߦ⚳ੌߣߥࠆ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ߅ޔ߽ߩ ߁ߣޕ
㓞ߩࡠࠪࠕߢߪޔ࿁ࠍᦨᓟߦޔᓟߪ౻ᤨ㑆ߦ⒖
ࠄߥߎߣ߇ᣢߦት⸒ߐࠇߚ߆ࠄ ߢߔߩߎޕቯ
ࠍฃߌߡޔ߽ߢࠪ࡞ࡌߣ࠽ࠗࠢ࠙ޔ౻ᤨ㑆ᑄ
ᱛߩᤚ㕖ࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣ ߦߥࠅ߹ߒߚޕᱜ⏕ߦߪ
ޟ౻ᤨ㑆ߪߩ߽߁ߣޠήߊࡓࠗ࠲ࡑࠨ ޔએᄖ
ߩㅢᏱߩᤨᦼࠍߎ߁ࠎߢࠆ߹ߢߢޟޔ౻ᤨ㑆ߩ
ᑄᱛ߫ࠇߺߡ ߞ⸒ޔߪߣޠᓟߪߎߩቄ▵㒢ቯ
߇ᐕਛ⛯ߊޕߔߢߩߥߣߎ߁ߣޔ
ߘ߽ߘ߽ࠨࡑ࠲ࠗࡓߪޔᤤߩ㐳ቄ▵ߦ㔚 ജ
ߥߤߩࠛࡀ࡞ࠡࠍ▵⚂ߔࠆߎߣࠍਥߥ⋡⊛ߣߒߚ
߽ߩߢߩߡోߪߢࡄ࠶ࡠ࡛ޔ࿖߇ណ↪ ߒߡ߅ࠅޔ
ࡠࠪࠕ߿ࡌ࡞߽ࠪᲤᐕޔ᰷Ꮊ⻉࿖ߣหߓᣣߦᤨ
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⸘ߩ㊎ࠍ⋥ߒ߹ߔᤨޕᏅ߷ߌߦ߽✼߇ߥ⑳ߩࠃ߁
ߥੱ㑆ߦߪ․ߦᡰ㓚ߪߥߩ ߢߔ߇ᤨ৻ޔ㑆ߩᤨ
ೞᄌᦝߢޔஜᐽ⁁ᘒߦᷓೞߥᓇ㗀ߩࠆ႐ว߽ࠅ
߹ߔޕᲤᐕᄐ㧔߹ߚߪ ౻㧕ᤨ㑆߳ߩ⒖ⴕᓟߦߪޔ
ᓴⅣེ♽ߩ∔ᖚߦ߁ᢇᕆゞߩേ࿁ᢙ߇Ⴧᄢߔࠆ
߶߆߇ ⾰ߩ⌁⌧ޔૐਅߒ⚿ޔᨐߣߒߡᱫ₸߇
ߔࠆߩߛߘ߁ߢߔߦ․ޕ㧟ߩ౻ᤨ㑆߆ࠄᄐᤨ㑆
ߦ⒖ࠆ႐ วߦߪޔᄛਛߦᤨ⸘ߩ㊎߇ㅴߚ৻ޔ
ᤨ㑆ኢࠆᤨ㑆߇ዋߥߊߥࠅ߹ߔޕᓇ㗀ࠍዋߥߊߔࠆ
ߚ ߦߪޔ㧝߆એ೨߆ࠄᣧኢᣧ߈ࠍᔃដߌ
ߡࠍᘠࠄߒߡߊߩ߇ࠃߘ߁ߢߔޕ
٠
߹ߚޔ⢄ᔃߩ⋭ࠛࡀലᨐߦߟߡ߽ޔታߪ ࠅ
ήߩߛߣ߁ᗧ߇ᦨㄭߪਥᵹߢߔޔ߽ࠅࠃࠇߘޕ
ᐕߦ㧞࿁ᤨߩ⸘ᤨߩߡోޔೞࠍ⋥ߔᚻ 㑆ߩᣇ߇ᒝ
⺞ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߹ߔޕᣣᧄߢ߽ ⋭ࠛࡀല
ᨐ߿ࠆᤨ㑆ࠍ↪ߒߡᥜࠍᭉߒߺޔ᥊᳇ᵴᕈ
ൻߦ߽ߟߥ߇ࠆࠃ߁ߦߣ߁ ⋡⊛ߢࠗ࠲ࡑࠨޔ
ࡓዉ߇⼏⺰ߐࠇߡࠆߘ߁ߢߔ߇ޔᣣᧄੱߩ႐วޔ
ߩ㐿ᆎ߇ᣧߊ ߥߞߡ߽⚿ዪᄖ߇ࠆ㑆ߪᱷ
ᬺࠍߒߡߒ߹߁ߛߣ߆ޔᣧߊኅߦᏫࠆߣߘࠇߛߌฦ
ኅᐸߢߩࠛ ࠕࠦࡦ↪߇Ⴧ߃ࠄ߇ߥߟߦࡀࠛ⋭ޔ
ߥߩߤߥޔᗧ߇ࠅ߹ߔޕනߦりߩ࿁ࠅߩᤨ⸘
ࠍ⋥ ߔ㕙ୟߐߛߌߢߪߥߊߪߢޔ㌁ⴕขᒁ߿
ㅢᯏ㑐ߩㆇⴕߥߤࠆࠁࠄߣࠅޔ႐㕙ߢ⸳ቯߐ
ࠇߚᤨೞߩಾࠅᦧ߃ࠍߔࠆᔅⷐ߇ࠅ⥄ߩߘޔേ
ᓮⵝ⟎ࠍዉߔࠆࠦࠬ࠻߽⋧ᒰߢޔᷙੂ߽ ᔃ㈩ߐ
ࠇࠆߩ⑳ޕߔߢ⸶߁ߣޔ႐วᤨޔ㑆ߩᄌࠊࠆᣣߩ
ᄛਛߦࡆ࠺ࠝߩ࠲ࠗࡑ㍳↹ࠍߔࠆ ߩߦ߁ߤޔ
࠶࠻ߔࠇ߫ߩ߆ߟ߽ᖠߺ߁ࠀߜߞࠂߒޔᄬᢌ
ߒߡߚ⸥ᙘ߇ࠅ߹ߔޕ
࿐ࠍߺࠆ㒢ࠅ ޔᲤᐕߩߎߣߥߩߦߟ߆ࠄᤨ
㑆߇ಾࠅᦧࠊࠆߩ߆ᛠីߒߡߥੱ߇ᄙߊ ޔੑ
ߟࠆ៤Ꮺߩ߁ߜߥߡߒ⋥ޔᣇߩᤨ㑆ࠍߡᄢ
ߥ⚂᧤ߦㆃೞߒߚߣ߁ੱ߽߹ߒߚࠬߩᦺ ޕ
࠲࠻߇ㆃߩࡌ࡞ࠪੱߦߪ߇ᦺޔᥧߊߡ߽ᣣ
ᴚᤨೞ߇ㆃߊߥࠆᣇ߇ߩ߆߽ߒ ࠇ߹ߖࠎᦨޕ
ᓟߪߟ߽ߩ৻ߩ࡞࠷ޟჿߢޠ߹ࠆࠃ߁ߥ᳇߇ߔ
ࠆߩߢߔ߇ޕࠄ߿ߣ ߎߔ߹ࠅߥ߁ߤޔ
⧎↰ሶ㧦ࡒࡦࠬࠢ

ྵעẦỤỉኡ

߽ᒙߊߥࠅࠄߐޔ
ߦಣℂߦෳടߒߚ
3/11 䈱㔡ἴ䊶ේ⊒䈱ᓟ䇮䊔䊤䊦䊷䉲䈫䉡䉪䊤䉟䊅
ੱ߇ޘஜᐽࠍኂߒߡ߹ ߔ㧔ࠆੱߪߊߥࠅޔ
䈱ੱ䇱䈎䉌䇮ᄙ䈒䈱䈍⥰䈇䈱ᚻ⚕䈏ዯ䈇䈩䈇䉁䈜
ࠆੱߪ㓚߇ࠍ⽶ߞߡ߹ߔ㧕ޕේሶജἴኂߪޔ
ߣߡ߽ᕟࠈߒ߽ߩ ߢߔⵍߩߘߦߋߔ߃ߣߚޕኂ
߇ᗵߓࠄࠇߥߊߣ߽ߩߘࠄ߆ߣޔᱜࠍߔߩߢ
ἓỹἽἠἨỶἼ܇Ễờؕểૅੲᎍỉႏಮồ
ߔޔߪ⑳ޕᣣ ᧄߩੱߩޘാ᳇ߣ಄㕒ߐߦᔃേ߆ߐ
Ꮒᄢ㔡ޔᵤᵄߦࠃࠆᖤ⊛ߥઙ߅ࠃ߮ ޔ
ࠇߡ߹ߔߡߒߘޕᣣᧄߢ߈ߡࠆ৻ㅪߩ߇ޔ
ፉ╙৻ේ⊒ߩ⊒↢߆ࠄ߶߷ 2 ㅳ㑆߇⚻ㆊߒ߹ߒ
⑳ߚߜ ߩ࿖ߩ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗߩࠃ߁ߦߥࠄߥߎ
ߚߦࡆ࠹ޕᤋߒߐࠇࠆߎߩᖤߩᤋ ߦ⑳ޔ
ߣࠍᔃ߆ࠄ㗿ߞߡ߹ߔޔߪ⑳ޕᣣᧄߩᐭߦߪ⥄
ߚߜߪᄢᄌ࡚ࠪ࠶ࠢࠍฃߌ߹ߒߚޕᲤᣣޔᶡߒߡᣣ
ಽߩ࿖᳃ࠍࠆࠃ߁᳇ࠍ㈩ࠆߎߣࠍಾߦ߅㗿ߒߚ
ᧄߢߩߩ⁁ᴫࠍ᳇ߦߒߥ߇ࠄ⊝ ޔ᭽ߦኻߒߡ
ߣᕁ߹ߔޕ
߅ࠅߒߡ߹ߔޕ
ᣣᧄߪߣߡ߽ዊߐߊߒ⟤߽ߡߣޔ࿖ߢߔ⊝ ޕ
ᐔⓏߥੱ↢ߩޘᵴ߇৻ޔ⍍ߦߒߡᕟᔺ߿⧰ߒ ߺޔ
ߐࠎߩࠄߔߘߩ߆ߌ߇߃ߩߥޟ⇇߇ޠේሶജ
ᱫ߳ߣᄌࠊߞߡߒ߹߁߽ߩ߆ߣାߓࠆߎߣ߇ߢ߈߹
߿ߘࠇࠍേ߆ߔ⺕߆ߩ᰼ߦࠃߞߡ៊ߥࠊ ࠇߡߒ߹
ߖࠎޔߚ߹ޕፉ╙৻ේ⊒ߩ⊒߽ ߎߩἴኂ
߁ߩߪޔోߡߩ⠪ߦߣߞߡㅜᣇ߽ߥ༚ᄬߢ
ߩⷙᮨࠍ᷹ࠅ⍮ࠆߎߣ߽ߢ߈߹ߖࠎ߅ߢࠎ⻯ ޕ
ߔޕᣣᧄߩੱ⥄ޔߪޘりߩ⍮ᕺߣ ⁛ഃᕈߩߘޔൕ
⥰↳ߒߍ߹ߔޕ
ീߐࠍ⇇ਛߦߞߡ߹ߔޔࠄ߆ߔߢޕᣣᧄߩ
ᣣᧄੱߩാᢓߐߣᒝߐߦߪᢘᗧࠍߒ߹ߔ ޕᢙ
ੱߪߦޘᤚ㕖ߣ߽ᦨ߽ోߥ ᣇᴺߢࠛࡀ࡞ࠡࠍ
ජࠠࡠ㔌ࠇߡ߹ߔ߇ߩߚ߇ߚߥ߽ߟޔறߦ
ᓧࠆᣇᴺࠍ⠨߃ߒߡ߽ࠄࠊߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ
ࠆߎߣࠍᔓࠇߥߢߊߛߐޕᏱߦߥ ߚ߇ߚࠍ
ߤ߁߆ ߦߐߒ⟤ߩߘޔḷࠇߚࠍߐ⊝ߡߒߘޔ
ᕁ৻ޕߔ߹ߡߒࠅ߅ޔᣣߢ߽ᣧߊోߡ߇᧤
ࠎߩሶߤ߽ߚߜࠍߞߡਅߐ㧍
ߔࠆߎߣࠍ᭽ߦߞߡ߹ߔޔߛߚ ޕ⡺ⷫ߿ㄭ
ⷫ⠪ࠍᄬߞߚੱߩޘᔃ߇ߔߋߦ≹ߐࠇࠆߎߣߪߥ
࠙ࠢࠗ࠽ࠠࠛࡈᏒ ࠗࡦ࠽㧿
߆ߣᕁ߹ߔޕ
䯴䚚䭫䮺䮑䬾 15 ᐕ೨䬺↲⁁⣼䭳䮺䬽ᚻⴚ䭡ⴕ䬲 䬮䫻2008 ᐕ
⑳ߚߜߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔේ⊒ߢⵍኂࠍ ฃ
䬺ήᅚఽ䭡↥䫻Უሶ䬷䭑䬺ஜᐽ⁁ᘒ䬺䬾ᵈᗧ䬛ᔅⷐ䯵
ߌߚሶߤ߽ߚߜ߳ߩߏᡰេߦߟߡޔᔃࠃࠅᗵ⻢ߒ
ߡ߹ߔޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕᣣޔᣣᧄߢ ߎߞߡ
࠼ඕᨙɟբƕǦǯȩǤȊǑǓѱᇘɨ
ࠆߎߣߦߟߡޔή㑐ᔃߢߪࠄࠇ߹ߖࠎ߁ߤޕ
ߙ㗎ᒛߞߡߊߛߐߚ߇ߚߥߦߨ ߟߪߜߚ⑳ޕ
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗሶߤ߽ၮ㊄ߩഃ┙⠪ߢ㘈 
ߣ৻✜ߢߔ㧍
ߩᐢᴡ㓉৻㧔ࡈࠜ࠻ࠫࡖ࠽ࠬ࠻ޔDAYS JA PAN
ࡌ࡞ࠪ ఽ┬ஜᐽ࿁ᓳࡦ࠲ޟᏗᦸ 21 ޠᚲ
✬㓸㐳㧕߇࠙ࠢࠗ࠽ᄢ⛔㗔ࠃࠅൟ┨ࠍਈߐࠇ߹
㐳 ࡑࠢࠪࡦࠬࠠ㨂
ߒߚޕൟ┨ߪޔ㐳ᐕߩ࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗ ᡰេᵴേߦ
2011 ᐕ 3  24 ᣣ
ኻߒߡਈߐࠇ߹ߒߚޕ
******************
ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޟේሶജ⊒㔚ᚲߩಣℂᬺ
߳ߩఝࠇߚੱ⊛ߥ⽸₂ޔ࿖㓙ੱࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ
ଐஜỉႏಮồ
ታᣉޔ㐳ᐕ㑆␠ળ⊛ᵴേߩߚᐢᴡ㓉৻᭽ ߦഞഭ
࠙ࠢࠗ࠽ో࿖ߩੱ߇ޘᣣᧄߢߩ᧪ࠍ࿕ ໜ
ൟ┨㧔3 ╬)ࠍਈߔࠆޠ
ࠍ๘ࠎߢߞߡ߹ߔߡߒߘޕᣣᧄߩ⊝ߐࠎߩߎ
࠙ࠢࠗ࠽ᄢ⛔㗔 ࡧࠖࠢ࠻࡞ࡗࠦࡧࠖ࠴
ߣࠍᘷߩߘޔᖤߒߺߣ⧰ߒߺ߇߆ࠅ߆߫ ߆ޔ
2011 ᐕ 4  26 ᣣ
ߣᕁ⥌ߒߡ߹ߔߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕࠍ㛎
ߒߚ⑳ߚߜߪޔේሶജ⊒㔚ᚲߩ ߇ߤߩࠃ߁ߥ
̪㚢ᣣ࠙ࠢࠗ࠽ᄢ㙚ࠃࠅⵍ ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔ
߽ߩ߆ࠍߊࠃ߽ߡߣޔℂ⸃ߒߡ߹ߔߦߢߔޕ
ኂ⠪߳ߩᢇេᵴേߦኻߒࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޟሶߤ߽ၮ
߆ࠄᄙߊߩᱦ߇ㆊ߉߹ߒ ߚ߇ⵍߩߘޔኂߪߢ
㊄ޟ߳ޠᗵ⻢⁁࠽ࠗࠢ࠙ߚ߹ޔ߇ޠ㕖 Ᏹᘒᄢ
߽⛯ߡ߹ߔޕᄙߊߩሶߤ߽ߚߜ߇∛᳇ߦߥࠅ
⤿ࠃࠅࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔሶߤ߽ၮ㊄ോዪ㐳
㧔↲⁁⣼ࠟࡦߛߌߢߥ ߊ㧕ޔⅣႺ߇⎕უߐࠇޔ
⌀ᧁޘℂߦޟฬᓆ⁁߇ޠਈߐࠇ߹ߒߚޕ
᳃ో㧔․ߦሶߤ߽ߚߜ㧕ߩ∛᳇߳ߩᛶ᛫ജ߇ߣߡ
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ߘߩਛߢ߽ޔࠃࠅශ⽎ᷓߩ߇࡚ࠪ ࡑࠨޔ
࡞ߣߩળߛޟߪߣ࡞࡚ࠪࡑࠨޕりൎᚻߥੱߚ
ࡇࡇࡇޕ㤛⦡ࠟࠗࠟࠞ࠙ࡦ࠲㧔
ߜࠍޠᗧߔࠆ⸒⪲ߢޔ᧪ᧄޔዬ ࠍߓࠄࠇߡ
✢㊂᷹ቯེ㧕 ࠍ〝⣁ߩ⨲ේߦ߆ߑߔߣߚߚߌޔ
ࠆ 30 ࠠࡠౝߦޔήᢿߢࠎߢࠆੱߚߜߩߎ
߹ߒ㖸ࠍߍߚߩ⋡ޕ೨ߦߪࠆ⨃ ↢߇ᧁ⨲ޔ
ߣߛ߇ߜߚ⑳ޕળߞߚߩߪ ޔ⢻ߦᳪᨴߐࠇ
ᄢ߇⛯ߡࠆߛߌߛߩߎޟޕవߩ✢㊂߇ෂ
ߚၞߦߩࠅߣ߭ޔ⠧ᅚߛߞߚޕᷓߒࠊࠍೞ
㒾ߛߣ⸒߁ว࿑ߢߔޕߒߡࠄߥߢ ߊߛߐ
ࠎߛ㗻ߪࠍߜߚ⑳ޔḩ㕙 ߩ╉ߺߢㄫ߃ߚޕㇱደߩ
ߨߩ࠼ࠗࠟޕޠ᷆ޔߦ⸒‛ߚߒߣޘㅒߦኙ᳇ࠍⷡ
ਛߪ⧎ߥࠇ߈ޔᨩߢᓀࠄࠇߡࠆߢੱ৻ޕࠎߢ
߃ߡߚޕ
ࠆߣ߁ߦߎߎޔߗ ߥޟޕࠎߢࠆ߆ߞߡ㧫
⑳ߪޔᄢቇߩੱߣߦޔ2010 ᐕ 10 ᧃߦ࠙ ࠢ
ߎߎ߇⑳ߩ↢߹ࠇ⢒ߞߚߣߎࠈߛࠃޕߩ߇ᒰߚ
ࠗ࠽࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗࠍ⸰ࠇߚⵍޔߪ⑳ޕਃ
ࠅ೨ߓ߾ߥ ߆ޕᔺ߽ࠎ߆ߩⵣޔߪ⑳ޕߢណ
ߢࠆޕᲣ߇㐳ፒߢⵍߒߚޕᐜዋᦼ ߦߘߩߎ
ࠇߚࠢ࡞ࡒ߽߽ࠦࡁࠠޔ㘩ߴߡࠆࠃޕቊ߇ㆆ߮ߦ
ߣࠍ⡞߆ߐࠇߡએ᧪ޔේߩ㗴ߦ⥝ࠍᜬߜ⛯ߌ
᧪ߚ ߣ߈ߦߪޔᕷሶᄦᇚ߿ቊ߽৻✜ߦ㘩ߴߡࠆޕ
ߡߚޕᄢቇ↢ߦߥߞߡ߆ࠄ߽ ޔ㐳ፒߢⵍ⠪ߦ
ߘࠇߢ߽ᄢਂᄦߐ߁ߘޕޠജᒝߊߔߩߣߪⵣ⣻
ળߞߡ⡞ߚߎߣࠍ࡞ࡐ࡞࠲ࠫࡘߦ߹ߣߚߘޕ
ߦߔޔว㑆ߦޔᕷࠍᢛ߃ߡࠆޕᔃ⤳߇
߁ߒߡޔ⢻ߩᕟࠈߒߐ ࠍࠊ߆ࠆߦߟࠇߡੱޔ
ᖡߘ߁ߢ߽ߢޔ㚂ㇺࠠࠛࡈ߳ߩᬌ⸻ ߇ᰳ߆
ߣේሶജࠛࡀ࡞ࠡߣߪᨐߚߒߡሽน⢻ߥ߽ߩߥ
ߩ߆ޔේ⊒ߩ㗴ߦ ߟߡ߽⠨߃ߡߺߚߊߥߞߚࠍޕߥߖ ޕ⡞߈ߥ߇ࠄ᧰ੇߢࠞ࠶ࠜ࠙ߪߜߚ⑳ޔ
ࠍߒߚ৻ޕ᳇ߦ࠙ࠜ࠶ࠞࠍᵹߒ ㄟߣޔ⢷ߣ⣻߇
ߘߩ㓙ߦߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴߽ߡߒ߁ߤޔᄖߖߥ߽
ߓࠊߓࠊߣᾲߊߥࠆᦨޕᓟߦߪ⸥ᔨ౮⌀߽ߞߚޕ
ߩߛߣ⠨߃ ࠆࠃ߁ߦߥߞߡߞߚޕ
߭ߗޟㅍߞߡߊߛߐߚ ߹ޕㆆ߮ߦ߈ߡߨᦨޕޠ
࠴ࠚ࡞ࡁࡉࠗේ⊒ޕ1986 ᐕ 4  26 ᣣߦ 
ᓟ߹ߢޔ⠧ᅚߪḩ㕙ߩ╉ߺߢ⑳ߚߜࠍㅍߞߡ
߈ߚผᦨᖡߩේ⊒ߛߩߘޔߢࠎ⺒ࠍߤߥᧄޕ
ߚ㨯㨯㨯ޕ
ⵍኂߩᷓೞߐޔ⢻ߩᔺߐߦߟߡߪࠊ ߆ߞߡ
Ꮻ〝ߦࡈࠛࠠޔะ߆߁ゞਛߢߪ⑳ޔ⠨߃ߡ ߚޕ
ࠆߟ߽ࠅߢߚޔߒ߆ߒޕౝᔃޟ20 ᐕએ߽⚻ߞ
ߡࠆߩߛ߆ࠄޔ⢻ߦᳪᨴߐࠇ ߡࠆၞߪߥ߃ߪߦ⋡ ޔ⢻ߩᕟᔺޔᳪᨴߐࠇߚᄢߢ╉
㗻ࠍᝄࠅ߹ߊੱߩޘੱߩߘޔޘ߇ࠫ ࡢࠫࡢߣⲁ
ߏߊߏߊ㒢ࠄࠇߚ߽ߩߦߥߞߡࠆࠎߓ߾ߥߛࠈ
߹ࠇߡߊᱷ㉃ߐ㨯㨯㨯ޕ30 ࠠࡠౝࠍ࿁ߞߡߚߎ
߁߆ߣޠ㜞ࠍߊߊߞߡߚޕ
ߣޔ⡞ߚߎߣ߇߽ߟߊޔ㗡 ߩਛߢ࿁ࠅᆎߚޕ
ࡇࡇࡇ⋧ޕᄌࠊࠄߕ㡆ࠅ㗀ߊ㖸߇⑳ ޔ
ේ⊒ߪ⏕߆ߦଢߛߩߘޔ߽ߜߚ⑳ޕᕲᕺߦߕ߆
ߩߘߩ৻❞ߩᦸߺࠍήᱷߦ߽ᛂߜ⎈ߚߩ⋡ޕ೨ߦ
ߞߡࠆ ৻ޔߒ߆ߒޕᐲޔࠍߎߖ߫ޔᄢ
ߪ ޕࠆߡߞ⨃↢߇ᧁ⨲ߣ߁ߘߞ߁ޔᅏߦᐢ߇
ࠍੱߩߥߦߒߡߒ߹߁ߩޘੱޕࠍⲁࠎ
ࠆᐔ㊁ߦߪࠆߡߞߦ߈ࠎߩޔ㣮߇ޔዋߒߛߌ
߃ߚޕᤐߦߥࠇ߫ߩߎޔᄢࠍ⧎߇ 㘼ࠆߩߛࠈ߁߁߹ߒߢ ޕ㨯㨯㨯ߩߡో߹ޔߦ߆ ⏕ޕේ⊒ࠍᱛࠆߎ
ߣߥߤߢ߈ߥߩ߆߽ߒࠇߥࠄ߆ࠇߎޔߒ߆ߒޕ
ߛߌࠇߤ߽⨲ߪߜߚ⑳ޔේߦ⿷ࠍ〯ߺࠇࠆߎߣߪ
ߩࠛࡀ࡞ ࠡߩࠅᣇࠍ߽ߘ߽ߘޔ㔚᳇ࠍᶉ⾌ߒ
ߢ߈ߥߢࠆ߹ޕㅢߖࠎဌ ࠍߔࠆ߆ߩࠃ߁ߦޔ
ዧߊߒߡࠆ↢ᵴߘߩ߽ߩࠍ⠨߃⋥ߐߥߊߡߪߌ
✢ᳪᨴၞࠍ␜ߔ㤛⦡ᮡ⼂߇ߡߞ߇ߐ߰ߜ┙ޔ
ߥ ߩߢߪߥ߆ߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕ⢻ߦ߅
ߚ߆ࠄޕ
߆ߐࠇߚᄢ߇⇼ߩߘޔࠍᛩߍ߆ߌߡࠆࠃ ߁
20 ᐕએ೨ߦ߈ߚߦ߽㑐ࠊࠄߕߛ ߹ޔ
ߥ᳇߇ߒߚޕゞߩᄖߪ߽߁ᄛޕ㆙ߊߦߪߩࡈࠛࠠޔ
ߦ 30 ࠠࡠౝߪޔዬߪ߅ࠈ߆߃ߐࠅߜ┙ޔ
↸ߩࠠࠠߣノߊࡀࠝࡦ߇߃ߣ ࠅ߿ࠎ߷ޔᆎ
㒢ߐࠇߡࠆ ߥࠎߘޔߒ߆ߒޕ30 ࠠࡠౝ ߢ⑳ޔ
ߡߚޕ
ίɶ ܖٻځ3 ࠰ K ὸ
ߚߜߪᄙߊߩੱߣળߞߚޕࠍߎߒߚ 4 ภἹ
ઃㄭࠍࠫࡖࡦࡄ1 ᨎߛߌ⠀❱ߞߡ ᱠߊᬺຬޕᄁ
䯴䚚K 䬤䭢䬾ᤓᐕ 10 䫺䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱ሶ䬸䭑ၮ㊄䬽ႎ๔ ળ
ᐫߢޔᬺຬߦ╉㗻ࠍᝄࠅ߹߈ߥ߇ࠄޔᾍ⨲ࠍᄁࠆ
䬺ෳട䬦䫺䬬䬽ᓟ䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱ේ⊒䭡⸰䬤䭛䭍䬦䬮䯵
ᐫຬޕౝߦߪޔᄙߊߩ₀ ߽ߚੱࠄߚ߿ޕᙬߞ
ߎޕ
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䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉*䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉
䯾䰄䫺䰅 ᣣ╳ᵄᄢቇ䬶ⴕ䭞䭛䬮䬄䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱౮⌀ዷ䬅᧪
႐⠪䬽ჿ䬈╳ᵄᄢቇቇ↢ᡰេ䮞䮴䭿䭮䭶䮏 T-ACT ਥ䫺䮴
䭾䭩⺆䭡ቇ䭅ቇ↢䬮䬰䬛ਥ䬷䬹䭙ડ↹䬉
䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉*䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉
䦟ක≮䬺䬚䬚䭞䭚ੱ㑆䬷䬦䬵⧯䬓䬛ᄬ䭞䭛䬵 䬓䬞䬢䬷䬺䬷䬵
䭑䭾䮮䮊䭶䭡ฃ䬠䬮䫻⥄ಽ䬺䬛䬶䬜䭚䬚⠨䬗䬵䭎䬮䬓䬷ᕁ䬕䫻
䯴කቇ㘃 3 ᐕ䯵 䦟ේሶജ⊒㔚䬛ઁ䬽⊒㔚䬺Ყ䬦䬵䫺㕖Ᏹ
䬺ല₸⊛䬶ⅣႺ⊛䬶䬑䭚䬷⡞䬓䬵䬓䬮䬛䫺ෂ㒾䬷㓞䭙 ว䭞䬪
䬶䬑䭚䬢䬷䭡ᗵ䬧䬮䫻25 ᐕ䭡⚻䬵䭑⢻䬾ᶖ䬗䬩䫺䬬䭛એ
ᓟ↢䭍䭛䬵䬞䭚ሶ䬸䭑䬮䬰 䬺ุᔕ䬹䬞ⵍኂ䭡ਈ䬗䬵䬓䭚䫻
䯴ᄢቇ㒮䯂ᢎ⢒⎇ⓥ⑼ 1 ᐕ䯵
䦟ᢎ⑼ᦠ䬺䬵䬓䬮䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱䬽ⵍኂ䬾䫺 䭊䭢䬽䯽䫺䯾ⴕ
䬽⺑䬽䭎䬶䫺䬢䬕䬓䬕ታ䭡⥄ಽ䬾䭍䬶ో䬞⍮䭘䬩䬺䬓䭍
䬦䬮䫻ⵍኂ䬛䬸 䬽䬞䭘䬓⛯䬓䬵䬓䬞䬽䬚ᒰ䭑䬳䬜䭍䬪䭢䫻⑳䬮
䬰䬾ේሶജ⊒㔚ᚲ䬽䬙䬚䬡䬶ᔟㆡ䬹↢ᵴ䭡 ㅍ䬲䬵䬓䭍䬨
䬛䫺䬬䬽↢ᵴ䬛ᄢᄌෂ䬕䬓䭑䬽䬽䬕䬗䬺ᚑ┙䬦䬵䬓䭚䬽䬯䬷∩
ᗵ䬦䭍䬦䬮䫻
(␠ળቇ㘃 1 ᐕ)
䦟ේ⊒䬛 25 ᐕ䭑೨䬽䬢䬷䬶䬑䭙䬹䬛䭘䫺 䬶䭑‶†⠪
䬛䬵䬙䭙䫺⧰䬦䭢䬶䬓䭚ੱ䬮䬰䬛䬓䭚䬢䬷䭡䬢䬢䬶ೋ䭐䬵⍮䭙
䭍䬦䬮䫻䬽் 〔䬽ᷓ䬤䭡⍮䭚䬷䬷䭑䬺䫺ේ⊒䭡䭙⛯䬠䬵
䬓䭚ᣣᧄ䬺䬷䬲䬵䭑ઁੱ䬷ᕁ䬗䬹䬓䫻⠧ൻ䬽ㅴ 䭢䬯䬶䫺
චሼ᨞䭡∩䭍䬦䬓ᖱ䬶ᛴ䬞⠧ੱ䬽౮⌀䬛ශ⽎⊛䬶䬑䬲䬮䫻
(‛ℂቇ㘃 1 ᐕ)
䦟౮⌀ዷ䭡䬵䬷䬵䭑ⴣ᠄䭡ฃ䬠䭍䬦䬮䫻౮⌀ 䬽ะ䬢䬕䬽
ੱ䫽䬽ᆫ䬾䫺ᱧผ䬺䬾䬹䬲䬵䬓䬹䬓䫻ᧂ䬯䫺䬩䬲䬷⧰䬦䭢䬶䬓
䭚䫻ᓐ䭘䭡ᢇᷣ䬨䭚䬢 䬷䫺䬬䬦䬵➅䭙䬤䬹䬓䭗䬕䬺䬨䭚䬢䬷䫻䬢
䭛䬾⛘ኻ䬺䬦䬹䬠䭛䬿䬓䬠䬹䬓䬢䬷䬯䬷ᕁ䬲䬮䫻 (Ყᢥ 3 ᐕ)
䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉*䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉
䰀䯽䰀䱊䯾䰂 ᣧⒷ↰ᄺ䮀䭺䮊䮏䮢䯃䮲䭵䮪䮰䮱䯃
䬄䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱䯂䮜䭶䭾䮥౮⌀ዷ䬅᧪႐⠪䬽ჿ
䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉*䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉
䦟౮⌀䬽㊀䬤䭡ᗵ䬧䭍䬦䬮䫻䭓䬾䭙ੱ㑆䬺䬾ᩭ䫺ේሶ ജ䬹䬸
ᛒ䬓䬜䭛䬹䬓䬽䬾⊕䬯䫻䬽ᧂ᧪䭡⠨䬗䭚䬹䭘⥄ὼ䬷䬽
᛬䭙ว䬓䬽䬷䭛䬮ᣇᴺ䭡ត䬦䬵䬓䬚䬹䬞䬵 䬾䬹䭘䬹䬓䫻
䯴50 ઍ ᅚᕈ䯵
䦟ᧄᣣ䬾᧪䬵ᧄᒰ䬺⦟䬚䬲䬮䫻⸒⪲䭡䬢䬗䬵䬺䭁䭂 䬜䭍䬦
䬮䫻䬚䬹䬦䭎䬷ᔶ䭙䬷䫺䬬䬦䬵ാ᳇䭡䬓䬮䬯䬜䭍䬦䬮䫻ේ⊒ NO!䬷
⸒䬓⛯䬠䭚ാ᳇䭡䫻䯴50 ઍ ᅚᕈ䯵
䦟⥄ಽ䭑ᝥ䬵䬵䬜䬮䬽䬯䚆䬷∩䭎䬛䭙䭍䬨䫻ፉ 䬶⌀
䬺䬹䭙䭍䬦䬮䫻䬢䭛䬚䭘䬢䬸䭑㆐䬽ᧂ᧪䬽䬮䭐䬺ੑᐲ䬷䬑䬲䬵
䬾䬹䭘䬹䬓䬢䬷䬷ᕁ䬓䭍䬨䫻䯴60 ઍ ᅚᕈ䯵

䦟ፉ䬛䬜䬲䬚䬠䬶ේሶജ䬺⥝䭡ᜬ䬰䭍䬦䬮䬛䫺ᦨ ᖡ䬽
ੱἴ䬽น⢻ᕈ䬛䬑䭚䭑䬽䭡䱌ో䱍䬷䬓䬕᧲㔚䫺࿖䬺ኻ䬦䬵䬷
䬵䭑ਇḩ䬶䬨䫻ᣧ䬞ᵿጟේ⊒䭡䬷䭐䬹䬓䬷 એᄢᄌ䬹䬢䬷
䬛䬢䭚䬷ᕁ䬓䭍䬦䬮䫻䯴20 ઍ ↵ᕈ䯵
䦟ፉේ⊒䯴2011.3.11)䫺ᣣᧄፉ 3 ᐲ⋡䫺ᐢፉ䫺 㐳ፒ䬺
ᰴ䬓䬶䬷䭑ᱷᔨ䬹䬢䬷䫻䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱䫺䮀䮱䯃 䮥䭫䮲䬽⚻㛎䬛
䬑䬲䬮䬽䬺䭑᜔䭘䬩䫺䱌ᗐቯᄖ䱍䭡ᒝ⺞䬨䭚ੱ䫽䬾ᓟ䬸䬕䬨
䭚䬳䭑䭙䬹䬽䬶䬦䭖䬕䰋㔡ፉ䬽 ᣣᧄ䬺䬾䬓䬚䬹䭚⑼ቇᛛ
ⴚ䭡䭑䬲䬵䬦䬵䭑ේ⊒䬾䮧䮱䫻⥄ὼ䭯䮔䮲䭵䯃䬽䭡ត䭚એᄖ
䬺䬾䚆䬪䭐䬵䮈䭮䮲䮕 䮝䭫䮱䬾䬸䬕䬯䬲䬮䬽䬚⍮䭙䬮䬞䬵ෳ䭙䭍䬦䬮䫻
䯴70 ઍ ᅚᕈ䯵
䦟䬢䬽౮⌀ዷ㐿䭡᧲㔚䫺㒮䫺ਈౄ䭡䬾䬧䭐䬷䬦 䬮
ᴦኅ䬺䭎䬪䭚䭈䬜䬶䬨䯯䭍䬮䬓䭜䬓䭜䬷༆䬲䬵䭚ቇ⠪䬺䭑䫻
䯴40 ઍ䯵
䦟䭍䬶䮈䭮䮲䮕䮝䭫䮱䬽㗴䫺ේ⊒䬽㗴䬺ኻ䬦䬵 䬑䭍䭙ᗧ
⼂䬦䬵䬙䭙䭍䬪䭢䬶䬦䬮䫻䬦䬚䬦ፉ䬶䬙䬜䬵䬦䭍䬲䬮䬢䬷䭡
䬵ᧄᒰ䬺䭾䮮䮊䭶䭡ฃ䬠䬵䬓䬓䭍䬨䫻 ㆱ㔍䬤䬪䭘䭛䬵䬓䭚ᣇ䫽
䬾䬸䬕䬹䭚䬽䬚䫺ේ⊒ㄝ䬽䬾䬸䬕䬹䭚䬽䬚䫺ේ⊒⥄
䭡䬸䬕䬨䭚䬽䬚䫺᧲㔚 䬽㔚᳇䭡䬲䬵䬓䭚⑳䬾ടኂ⠪䬶䬨䫻
ፉ䭡ዋ䬦䬶䭑ⵍኂ䭡㘩䬓ᱛ䭐䭚䬮䭐䬛䬶䬜䭚䬶䬦䭖䬕䬚䚆
䯴30 ઍ ↵ᕈ䯵
䦟┙䬰䭙ᱛ䬽ၞ䬺⥄ਥ⊛䬺䭢䬶䬓䭚ੱ䫽䬛 ශ⽎
⊛䬶䬦䬮䫻ෂ㒾䬯䬷ಽ䬚䬲䬵䬓䬵䭑䫺ਇ䭡ᛴ䬜䬹䬛䭘䭎䬹
䭛䬮䬺䭘䬨䬢䬷䭡ᦸ䭏ੱ䫽䫻䮜䭶䭾䮥 ⋵᳃䬽ᣇ䫽䭑䬜䬲䬷
䬬䬕䬯䬷ᕁ䬓䭍䬨䫻ᐢᴡ䬤䭢䬽ඨ↢䭡䬚䬠䬮౮⌀䬮䬰䬛䫺䬷䬵䭑
⾆㊀䬹䭑䬽䬺ᗵ䬧䭍䬦䬮䫻䬢 䭛䬚䭘䭑䭙⛯䬠䬵䬓䬮䬯䬜䬮䬓䬦䫺
䬪䬵䬓䬮䬯䬞⑳䬮䬰䭑䭑䬲䬷䭼䮤䯃䮏䬦䬵䬓䬠䬮䭘䬷ᕁ䬓䭍䬨䫻
䬑䭙䬛䬷䬕 䬣䬥䬓䭍䬦䬮䫻䯴20 ઍ ᅚᕈ䯵
䦟䭍䬶䬑䭍䭙䭗䬞⠨䬗䬩䬺䬜䬮䬽䬶䫺↳䬦⸶䬹䬓᳇ᜬ 䬰䬶䬓
䬲䭀䬓䬶䬨䫻ේሶജ䬽㗴䭡⥄ಽ䬽㗴䬷䬦䬵⠨䬗䬵䬓䬢䬕䬷
ᕁ䬓䭍䬨䫻⑳䬺䭑 4 ᱦ䬽ሶ䬛䬓䭚䬽䬶㕖 Ᏹ䬺䬳䭘䬓䬶䬨䫻䯴40
ઍ䯵
䦟౮⌀䭡䬵䬓䭚䬕䬰䬺ፉ䬽౮⌀䬛䬵䬜䬵㛳䬞䬷䬷 䭑䬺䮈
䭮䮲䮕䮝䭫䮱౮⌀䬷ਗ䭢䬶䬓䭚䬢䬷䬺ኻ䬨䭚㆑ᗵ䬽䬹䬤䬺䮅䮊
䬷䬦䭍䬦䬮䫻ᣧᕆ䬹ሶ䬸䭑䬮䬰䬽ㆱ㔍䭡ಾ 䬺㗿䬓䭍䬨䫻ዷ␜
䬑䭙䬛䬷䬕䬣䬥䬓䭍䬦䬮䫻
䯴20 ઍ ↵ᕈ䯵
䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉䰉*䰉䰉䰉
4.23 ▦╒᳃䮢䯃䮲䬶ⴕ䭞䭛䬮䬄ᐢᴡ
㓉 ৻⻠Ṷળ䯳䮈䮪䮱䮍䭪䭺䮺䭼䯃䮏䬅ળ
႐䬶䬽 䭩䮺䭸䯃䮏䬾 3 䮡䯃䭿䭡䬣ⷩ䬞䬯䬤
䬓䫻 ౮⌀ዷ䬽䭩䮺䭸䯃䮏䫺4.23 䭫䮠䮺䮏䬽
䭩䮺䭸䯃䮏䬺ోᢥ䬾䫺ᒰၮ㊄䬽
䭼䭫䮏䬺ឝタ䬦䬵䬓䭍䬨䫻
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Ԙሶߤ߽ߪᚑੱࠃࠅ߽ޔ✢ߦࠃࠆᓇ㗀߇ᄢ߈
ߩߢߔޕሶߤ߽ߩ✢ߦኻߔࠆᗵฃᕈߪᚑੱ
ߩ⚂㧝㧜ߢߔߩߘޕℂ↱ߪ⚦ޔ⢩ಽⵚ߇⋓ࠎߢ
ࠆߎߣߦ․ޕ⢝ఽߔߢࠎ⋓ߦఽޔ㧔ᕆㅦߦᚑ
㐳ߔࠆ߆ࠄߢߔ㧕ޕᰴߦ↢ޔሽᦼᓙᐕᢙ߇㐳ߎ
ߣߢߔޔߚ߹ޕᅚఽߪ↵ఽࠃࠅᗵฃᕈ߇㜞ߘޕ
ߩℂ↱ߪޔෆᲣ⚦⢩ࠍ↢߹ࠇߚᤨ߆ࠄᜬߞߡࠆ
߆ࠄߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕԙᄖㇱⵍ߫ߊ✢㊂߇ห
ߓߢࠆ႐วޔᚑੱࠃࠅሶߤ߽ߩᣇ߇⊹ޔਅ⚵❱
ߥߤ߇ዋߥߊޔౝㇱ⤳ེߦ㆐ߔࠆ✢㊂߇㜞ߊߘޔ
ߩ⤳ེߩๆ✢㊂߇ᄙߊߥࠅ߹ߔޕԚߘߩ⚿ᨐޔ
✢ߦࠃࠆ↢‛ቇ⊛ᓇ㗀߇ޔሶߤ߽ߩᣇ߇ᄢ߈
ߩߢߔ‛↢ޕቇ⊛ᓇ㗀㧔ᄌൻ㧕ߣߪ⚦ޔ⢩ᯏ⢻
ߩૐਅ⚦ޔ⢩ಽⵚߩㆃᑧޔᨴ⦡ߩ⇣Ᏹ⚦ޔ⢩ߩ
ᱫߥߤߢߔޕ
≕≑ ࣇ્ݧዴ↝∐⇟⇕
ᓸ㊂✢ߢ߽ޔߣࠎ߇⊒ߩེ⤳ߩߡߴߔޔᯏ⢻
ߩ⇣Ᏹࠍᒁ߈ߎߒ߹ߔ߇ޔᯏ⢻ߩ⇣Ᏹߪᒻᘒߩ
⇣Ᏹࠍ߁⊒߇ࠎߩࠃ߁ߦޔᢙ୯⊛ߦߣࠄ߃ߦߊ
ߩߢޔ✢ⵍ߫ߊߦࠃࠆኂߥᓇ㗀ߩ⊒↢⏕
₸㧔㗫ᐲ㧕ࠍߡߒߡߒߣࠢࠬߩࠎ߇⊒ޔ
߹ߔ∛ߩ⑳ޕේⅣႺ⺰߆ࠄ⸒߁ߣޔߪ₸⏕ߩߎޔ
ⅣႺⷐ࿃ߦࠃߞߡᏀฝߐࠇ߹ߔޕ
≖≑ႆⅻ⇂↝∐⇟⇕
Ԙሶߤ߽ߪ⊒߇ࠎߩࠬࠢ߇ᄢ߈㧔೨ㅀߩℂ↱
߆ࠄ㧕ߩᤨߚߒߊ߫ⵍߡߒߘޕᐕ㦂߇ૐ⒟ᄢ߈
ߊߥࠅ߹ߔ㧔ห㧕ޕ⢝ఽ߇ⵍ߫ߊߒߚ႐วߪⵍޔ
߫ߊᓟ㧝ᐕએౝߦ⁁↲ޔ∛ⴊ⊕ޔ⣼߇ࠎࠍߪߓ
ߣߔࠆฦ⒳ߩ߇ࠎ߇ࠇ߹ߔޕᐜఽᦼߩ⊕ⴊ∛
ߣ߇ࠎߪ㧟ᐕએౝ߆ࠄᆎ߹ࠅ߹ߔߴߔޔߒߛߚޕ
ߡߩሶߤ߽ߢߪߥߊߦ⊛₸⏕ޔ߹ߔޕԙߔߴߡ
ߩ⤳ེߩ߇ࠎ߇✢ߦࠃࠅ⺃⊒ߐࠇࠆน⢻ᕈ߇
ࠅ߹ߔޕԚᚑੱߩ⢗ޔ⢖⚿ޔ⣺ߩ߇ࠎߪⴊ⊕ޔ
∛ߩ⊒↢ࠃࠅࠬࠢ߇㜞ߊߪࠎ߇ޔૐޕᚑੱ
ߩ߇ࠎߪ㧝㧜ᐕᓟ߆ࠄჇ߃ᆎ߹ߔ߇ߪ∛ⴊ⊕ޔ
ᚑੱߢ߽ⵍ߫ߊᓟ㧟ᐕߢࠇᆎ߹ߔޕ
≗≑β၃↝ˁኵ↮
✢ߦࠃࠆኂߪࠍࡦࠪࠠࠝࠗ࠳ޔᆎߔߴߡߩ
⊒߇ࠎ‛⾰ߣหߓߢࠅޔౝߩ⚦⢩ߩᨴ⦡ࠍ
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ߓߡߡୃࠍࠇߘޔᓳߔࠆ
∉ߩࠪࠬ࠹ࡓ߇ࠅ߹ߔ߆ࠄޔᄢㇱಽߪୃᓳߐࠇ
ࠆ߆⚦ߚ߈ߢߦߕࠇߐޔ⢩ߪࡦࡄߦࠃߞߡ⎕
უߐࠇ߹ߔ߇߇ࠇߘޔᄙᢙࠆ߆ୃޔᓳ߿⎕უߩ
∉ߩࠪࠬ࠹ࡓ߇߆ߥߣ㑆㆑ߩࠆ⚦⢩߇
↢߈ᱷࠅߦࠎ߇⊒ޔઍߐࠇࠆஜᐽߩ㗴߇↢
ߓ߹ߔߩ∉ޕ߈ࠍૐਅߐߖࠆߩ߇ޔઍߢߪ
ਥߦⅣႺⷐ࿃․ߦࠬ࠻ࠬߣ⸒ࠊࠇߡ߹ߔߛޕ
߆ࠄ␠ߪ₸⏕ࠆߔ↢⊒ޔળ⊛ᒙ⠪߿ࠬ࠻ࠬߩᄙ
ੱߦ㜞ߊߥࠅ߹ߔࠎ߇ޟߪࠎ߇ޕᕈᩰ߁ߣޠ
ᧄߦࠃࠆߣߣߞߓޔᚒᘟߒߡࠆੱ߇ߥࠅ߿ߔߊޔ
ߊࠃߊࠃߒߥੱߦߥࠅߦߊߣ⸒߹ߔޕࠆ
ߊᭉߒߊੱ↢ࠍㆊߏߒ߹ߒࠂ߁ޔߕࠄߥߦ⾰⚻ޕ
ߒ߆ߒߣࠎߜ߈ޔ㒐ᓮߒ߹ߒࠂ߁ޕ
≘≑્ݧዴ↞↖ⅼ↺ↀෘ↢↙ⅳ
ߢ߈ࠆߛߌᶎ߮ߥࠎߖ߹ࠅߪߣߎߚߒߦޔ
߇ޔ㧟ේೣߪᤨޟ㑆㧔⍴ߊ㧕〒ޟޠ㔌㧔㆙ߊ
߳㧕ޟޠㆤ⭁㧔ᳪᨴߩ㒐ᱛ㧕ޕߔߢޠᄖㇱⵍ߫ߊ
ߪޔ᳓ߢᵞᵹߒ߹ߔޕౝㇱⵍ߫ߊߪޔᳪᨴߐࠇ
ߚ㘩ຠ㘃ࠍ៨ࠄߥߎߣߢߔޕ
≙≑̾ʴ↚↷↹ࢨ᪪↞ီ↙↺
ේⵍ⠪ߢ߽ߛ߹ޔర᳇ߦ↢߈ߡࠆੱ߇߹
ߔ⚻ߩࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕ㛎ߢߪޔሶߤ߽ߪୟ⊛
ߦ␠ળ⊛ᒙ⠪ߦᄙߊޔ㜞㦂⠪ߪォ߽ࠬ࠻ࠬߦ
ߥࠅ߹ߔޕౝㇱⵍ߫ߊߒߡ߽⥄ޔὼߦᄖ߳ឃᴭ
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6・11 アクション 広島原爆ドーム前で
福島原発震災が起きて 3 か月が経ち
ました。
この 3 か月、全ての人が、ひとりひ
とり、懸命に生きてきました。
目を凝らしましょう。
見えない放射能に。4 月 5 日までに
放出された放射性物質は 77 万テラ
ベクレル。チェルノブイリ事故の 3
分の１、広島原爆約 200 個分の放射
性物質が環境中に解き放たれてしま
いました。そして毎日、空へ、海へ、
大地へ、大量の放射能が流れ出てい
ます。それは生き物に入り込み、蓄
積しています。
目を凝らしましょう。
今、生命を削りながら必死の作業を
続けている人たちがいます。年間被
曝限度はこれまでの 5 倍に引き上げ
られました。線量計も足りず、内部
被曝の検査もされず、大量の被曝を
強いられ、恐怖と疲労の中で、私た
ち社会の命運を賭けて働く人たち。
愛する息子が今日も原発復旧作業の
ために家を出て行くのを、たまらな
い気持ちで見送る母親がいます。
目を凝らしましょう。
今、たくさんの人々が、被曝を強い
られて生活しています。 チェルノ
ブイリ事故後、強制避難区域となっ
た地域と同じレベルの汚染地域で、
人々が普通の暮らしをするようにと
求められています。赤ん坊も、子ど
もたちも、放射線を浴び、放射性物
質を吸い、飲み込み、暮らしていま
す。学校に子どもを送り出した後、
罪の意識にさいなまれ、涙を流す母
親がいます。大人たちは、子どもた
ちを守るための方法を必死に探して
います。年間 20 ミリシーベルトと
いう途方もない値。親達は教育委員
会にも行き、県にも市町村にも、そ
して厚労省にも行き、不安を訴え、
子ども達が被曝から守られることを

うのさえこ(福島ハイロアクション)

求めました。自ら放射線量を測り、
校庭や園庭を除染しました。防護の
ための勉強会を開きました。給食は
安全なのか、プール掃除は、夏の暑
さ対策は、これまでの内部被曝量
は・・・考え付く限りのことをやっ
ています。子どもを疎開させた親も
います。情報が錯綜する中、家族の
中に、地域の中に、衝突や不和が生
じています。
耳を澄ましましょう。
赤ん坊の寝息、こどもたちの笑い声
に。この世界を信頼し、裸で産まれ
てくる赤ちゃん、世界の全てを吸収
して日々成長する子どもたち。私た
ち大人はそれにどう応えるのでしょ
うか。
耳を澄ましましょう。
木々のざわめき、かぐわしい花に集
まる虫たち、海を泳ぐ魚たち、山や
森に暮らす動物たち・・・生きとし
生けるもの全ての声に。
耳を澄ましましょう。
まだ生まれぬ生命たちのささやきに。
私たちの生命が希望を託すこの小さ
な声たちがなんと言っているのか、
聞き取れるでしょうか。
耳を澄ましましょう。
生きている地球の鼓動に。私たちは、
動く大地のうえに街を建て、一瞬の
生命をつないで生きてきました。次
の巨大地震はいつ、どこに来るので
しょうか。
耳を澄ましましょう。
自分の心の声に。
私たちの故郷は汚されました。
もう二度と、３月１１日以前に戻る
ことはありません。海にも空にも大
地にも、放射能は降り注ぎました。
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私たちは涙を止めることはありませ
ん。こんなに悲しいことが起きたの
ですから。心から泣き、嘆き、悔や
み、悼みます。
私たちは涙を恐れません。
私たちが恐れるのは、嘘です。幻想
の上に街を再建することです。人々
が被曝し続けることです。そして声
なき無実の生命たちの未来が、失わ
れていくことです。
私たちは変化を恐れません。
恐れるのは、悲劇を直視せず、悲劇
を生み出した社会に固執し続けるこ
とです。大きなもの、効率、競争、
経済的利益、便利さ・・・そうした
ものを、私たちは問い直します。科
学も数字も全て、私たちの生命のた
めに奉仕するべきであって、逆では
ありません。
私たちは、別のあり方を求めます。
無数のいのちの網目の中で生きる、
私たち人間のいのちを守る、別の価
値観と社会を求めます。
私たちの中の「原発」に、私たちは
気づいています。私たちはそれを、
乗り越えていきます。
私たちは声をあげ続けます。
私たちは、行動し続けます。
人間性への深い信頼を抱き、限界な
く、つながり続けます。
再び、目を凝らしましょう。未来の
世界に。人々が放射能におびえるこ
となく、被曝を強いられることもな
く、地球という自然に調和しつつま
しく豊かに暮らす世界の姿に。
今日皆さんと歩む一歩一歩の先に、
そうした未来があると信じています。
2011 年 6 月 11 日
ハイロアクション福島原発 40 年
実行委員会 委員長
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事 務 局 か ら
■ボランティア募集
◎事務局では、毎月第 1･3 土曜日の午後 1 時半～5
時半、ボランティアの方に事務作業などを手伝って
いただいています。
◎ニュース発送作業（年 4 回：3・6・9・12 月）
次回 9/17（土）午後 1 時～4 時ごろまで 東京ボラ
ンティア市民活動センター（飯田橋駅ビル セントラ
ルプラザ 10 階）
。少しの時間でも歓迎です。
＊ボランティア参加希望の方は、日程が変更になる
場合もありますので前日までにご連絡ください。
【問い】
平日午前 10 時～午後 5 時半 留守の場合は
伝言をお願いします。T＆F 03-5228-2680
■「基金ニュース」について
募金をくださった方には、使途の報告を兼ねた“ニ
ュース”を原則１年間お送りしています。また、ニ
ュース購読費（2,000 円／年）も募っております。
印刷・発送などの経費の残金は、募金として使わせ
ていただきます。
★広河隆一著『暴走する原発』
小学館発行 1,365 円

いまこの時期にこそ、多くの
みなさまに読んでいただきた
い本です。今回特別に送料込
の価格でおわけします。当基
金から購入いただくと代金の
一部が募金になります。
☆DVD 4・23 救援イベントより
広河隆一最新現地報告
約 50 分 頒布価格 800 円 送料 100 円
★テレビ番組の紹介
6/26(日) 深夜 1:20～
大阪毎日放送制作「映像 11～その日のあとで～」(仮題)
チェルノブイリ子ども基金の活動が紹介されます。
ベラルーシのサナトリウム「希望21」を取
材・撮影しています。関西方面の方は番
組を確認の上、ご覧ください。
未来に安心なエネルギーを！

すべての方に振込用紙を同封しております

事務作業の都合により、まことに勝手ながらすべて
の方に郵便払込用紙をお送りしております。すでに
通信費･寄付金を納入された方はどうぞご容赦くだ
さい。
住所変更の方はお知らせください

新旧両方の住所を、葉書・FAX・Ｅメールまたは払込
票の通信欄にてご連絡ください。また、通信が二重
に届いている場合、ご家族で連名による一通送付で
もよい場合なども同様にお知らせください。
払込取扱票のお名前・ご住所は
楷書でわかりやすくご記入ください

郵便局からは払込取扱票のコピーが届きます。文字
がかすれて判読しづらい場合がございますので、楷
書でわかりやすくご記入ください。
「受領確認の葉書」をご希望の方へ

通信費･寄付金を納入された方で、受領確認の連絡を
ご希望の方には、葉書(金額は記載せず)をお送り
します。振込用紙の該当欄に印をつけてください。
「領収証」が必要な方へ

郵便局払込取扱票の「払込受領証」は公に認めら
れる領収証です。大切に保管ください。別途領収
書がご入り用の際はお申し出ください。
●ご不明な点がございましたら問い合わせくださ
い。

第 5 期理事会 2011 年 4 月～2013 年 3 月
代表理事 向井雪子
理事 大戸清一 小寺隆幸 佐々木真理
齋藤武光 鈴村稔 中務俊之
監事 清水玲子 鈴木由利子
顧問 黒部信一 広河隆一
上記のような体制になりました。
＊・＊
福島原発震災が起き、チェルノブイリ支援活動は
今後どうするのか？当面は姉妹団体と協力しあい、
長年のチェルノブイリ支援活動を生かした、福島
の子どもたちへの支援を模索しながら進めていく
所存です。引き続きご支援をよろしくお願いいた
します。

●チェルノブイリ子ども基金 NEWS 年 4 回発行●
〒162-0816 東京都新宿区白銀町 25 メゾンド原 207 号室 Tel／Fax 03-5228-2680
ウェブサイト＝http://www.smn.co.jp/cherno/index.html e-mail: cherno1986@tokyo.email.ne.jp
事務局ブログ ◇神楽坂事務局だより http://blog.goo.ne.jp/cherno1986jimukyoku/
※当基金は任意団体のため、ご寄付は税金控除の対象とはなりません。ご了承ください。
チェルノブイリ関連情報、福島原発震災関連情報、随時ウェブ・ブログで更新中

