平和と登山のページ（2017 年 7 月）
平和と登山委員会

文責：大西清見（泉州勤労者山岳会）

国民平和大行進
被爆地・広島、長崎をめざす 2017 年原水爆禁止国民平和大行進（同実行委員会主催）が
5 月 6 日、全 11 幹線コースの先頭を切って東京－広島コースが始まりました。この日の出
発地は東京・夢の島公園、出発前の集会には 700 人が参加、
「核兵器をなくそう」
「条約つ
くれ！」とピースコールをしながら、今年も盛大な平和大行進のスタートであったと報告
がありました。大行進はその後、神奈川県（川崎市）に入り、労山旗も順次、大阪を経て
広島に向けてリレーされていきます。
近畿の通過は滋賀 6/16-21、京都 6/21-26、奈良 6/26-30、兵庫 7/7-16 となっています。
大阪到着は、例年通り 6 月 30（金）
、柏原市で奈良県連から労山旗を引き継ぎ、7 月 7 日（金）
川西市で兵庫県連に引き渡します。大阪労山も 8 日間、各山岳会・クラブと連携しながら
頑張って歩いていきたいと思います。
昨年は延べ 102 名の平和大行進の参加がありましたが、今年も大勢の参加を目指してい
きたいと思います。大阪労山の各会でも日程を工夫しながら、積極的に参加して平和大行
進を盛り上げていきましょう。
（大西）

2017 年度平和大行進日程表

（集合/出発～到着/解散）

コース
6 月 30 日
（金）

担当

柏原市役所 11：45/12：15～八尾市役所 14:20/14：35～若江岩田駅（東

佐々木

大阪市）15：50～東大阪市役所 16：45/17:00
7 月 1 日（土）

河内長野市役所 8：30/8:45～富田林市役所 10:15/10:45～羽曳野市役

浜田

所 13:00/14:30～藤井寺市役所 15:15/15:40～松原市役所 16:45/17:00
7 月 2 日（日）

泉佐野市役所 8：30/8:50～貝塚市役所 11:25/11:40～岸和田市役所

澤村

12:50/13:50～忠岡町役場 15:30/15:50～和泉市役所 17：00
7 月 3 日（月）

7 月 4 日（火）

和泉市役所 8:40/9:00～泉大津市役所 10:00/10:25～高石市役所

大西

11:40/11:55～浜寺公園 13:00/14:20～石津太神社 15:10/15:25～

（ニコニ

堺市役所 17：00

コ・山中）

住吉区役所 8:30/9:00～天王寺公園 10:40/10:55～大阪城教育塔前

入澤

12:25/13:20～中の島公会堂前 14:05/14/20～南森町～都島区役所
15:05/15:25～都島本通 15：50～赤川 16：30～旭区役所 17：00
7 月 5 日（水）

守口市役所 8:30/9:00～門真市役所 9:45/10:00～土呂岐公園 11:20/

石野

11:35～寝屋川市役所 12:20/13:30～成田山不動尊 14:10/14:30～
香里団地 15:15/15/35～枚方市役所 16：50
7 月 6 日（木）

高槻市役所 8：45/9:15～総持寺団地 10:40/10:50～茨木市役所 11:30/

西岡

12:50～摂津市役所 14:35/15:00～吹田市役所 16：45
7 月 7 日（金）

豊中市役所 8:30/9:00～池田市役所 11:15/11:30～川西市役所 12:10

＊担当は常任理事・平和と登山委員会
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佐々木

平和と登山・学習会

6 月 13 日（火）

6 月 13 日（火）午後 7 時～連盟事務所で平和と登山の学習会を開催しました。参加者は
7 会 10 名、今年も二つのテーマで報告、意見交換を行いました。①「福島原発関西訴訟の
現況」では、ピトンの会の菅野昭雄さんに報告していただきました。今年の３月には菅野
さんの浪江町で 15,000 人の居住地域（全町の 2 割）が解除されましたが、まだとても帰還
できる環境ではないようです。まだまだこれからも損害賠償集団訴訟が続きますが、今年
の夏も大阪地裁で公判が行われ労山からも誘い合って傍聴に出向きたいものです（6 月 1
日の公判は労山 5 名が傍聴）
。②「2017 年の平和大行進の取り組みについて」では、大阪
原水協事務局長の小松正明さんをお招きして、平和大行進の歴史や核兵器禁止条約の国連
会議の動向について話していただきました。今年も平和行進に参加して、核兵器のない世
界へ運動を進めていきたいと思います。
平和学習会のあとは、連盟事務所でささやかな交流会を行いました。今問題の共謀罪や
加計学園の獣医学部新設についても、議論をしてお互いに日本の未来をしっかり見つめて
いくことも大切です。今後もこのような平和学習に皆さんも是非ご参加ください。
ピトンの会・管野昭雄「原発関西訴訟の現状」を聞いて
原発訴訟原告団として頑張っている菅野さん、本当に大変でしょね！あの 3.13 がなかっ
たら！原発事故がなかったら！菅野さんは今、浪江町で普通の暮らしをして、私の記憶か
らも消えていたでしょう。しかしです、あの事故が発生し、国と東電が責任を放棄して逃
げ惑い、更に原発再稼働、海外に輸出するに至り、避難者は原告になり、私たちは
支援者になりました。故郷を追われた１万数千人が全国で裁判を起こし責任と賠償を求め
ています。また核兵器廃絶を求めて平和行進を取り組んできた大阪労山の一員として「原
発関西訴訟」を応援したいと思っています。次回（8 月 31 日・木）も大阪地裁に傍聴に行
きますよ。
（こもれび山の会・佐々木雅博）
みなさんが世界を動かしています
原水爆禁止大阪府協議会事務局長 小松正明
大阪労山のみなさん、毎年の国民平和大行進のご参加、本当にご苦労様です。大阪府内
の８日間の国民平和大行進の間、ずっと勤労者山岳連盟の「平和と登山」
」の旗が毎年ひる
がえり、全国通し行進者や国際青年リレーはじめ行進参加者や沿道の市民のみなさんを大
きく励ましています。この草の根の平和の力が、今世界を動かしています。国連では、初
めて「核兵器禁止条約」の国連会議第２回目がこの６月１５日から始まっています。５月
２２日、この国連会議の議長を務めるエレン・ホワイトさん（コスタリカ）が予想より早
く「核兵器禁止条約草案」を発表しました。この草案は、３月２７日～３１日までの第１
回目の国連会議の議論がまとめられ、ヒバクシャや核実験被害者が経験した核兵器の非人
道性に焦点が当てられています。また私たちが取り組んできた原水爆禁止運動などの市民
運動を評価し、ＮＧＯや市民運動とともに核兵器禁止条約をつくっていく条文となってい
ます。７月７日には、ホワイト議長は採択の決意を明らかにしています。この国連会議の
成功を願い、６月１５日には大阪代表団がニューヨーク国連本部に出発しました。
今年も燃えるような暑い中、世界でたった一つの１０万人が参加する世界最大のピース
マーチ、２０１７年国民平和大行進に参加し、
「核兵器のない世界」へさらに世界を大きく
動かしましょう！
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第 40 回戦跡ハイキング

京都府・丹後半島（京丹後市・伊根町）の旅
5 月 21 日（土）、総勢 9 名で京都府丹後半島へ。日本海が一望できる依遅ケ尾山（540
ｍ）の登山後、経ケ岬米軍レーダー基地へ。地元の三野みつるさんに説明をしていただき
ました。2014 年 12 月に米軍レーダーが本格稼働、24 時間騒音に米軍がらみの事故が多発
（33 件）と問題が山積とのこと。1 日目の泊りは京都府伊根町の筒川文化センター（旧小
学校跡）、夕食はたっぷりの海と山の幸で、登山や基地問題を振り返り交流会は盛り上が
りました。
22 日（日）、丹後半島東北端の伊根町新井に移動、千枚田（棚田）の田植え体験に参加。
京阪神から約 100 名の方が来られ、若狭湾を見下ろす棚田で楽しい田植えの作業でした。
昼食は地区広場で大バーベキュー、ススキ・タイ・マルゴなどの食べ放題のお造りが人気
でした。楽しい二日間、こんな戦跡ハイキングを今後も続けていきたいと思います。
（大西）
≪参加者≫きたろう（石野博、石野明、朝倉、松本）、泉州（辰巳、大西）、吹田（小林、河本）
原水（兵庫県連）
≪日程（記録：河本）≫

5 月 20 日（土）～21 日（日）

5 月 20 日（土）晴れ
モンベル大阪駅前 6：30 発

阪神高速～名神

7：30 京都縦貫道-京丹波ＰＡできたろう車と合流

7：45 出発 京丹後大宮ＩＣ～依遅ヶ尾山登山口駐車場 9：00 着
10：25 山頂着、休憩

準備体操後 9：20 出発

下山 11：35、駐車場着 11：55 駐車場を出発

12：10 道の駅にて休憩

12：30 出発 13：00～13：50 米軍レーダー基地、真言宗清涼山九品寺参拝（三野みつるさん、ガイド
による）

13：55 出発

14：20 経ヶ岬パーキング

15：30 伊根町筒川文化センター着

5 月 21 日（日）
7：00 朝食

8：05 出発

8：15～9：30 新井崎港

9：30 伊根町新井集会所にて田植え体験受付
験

11：20 田植え終了

ハコ岩・経文岩・新井崎神社、散策

10：00 開会式

軽トラに乗って千枚田に移動、田植え体

11：30～12：45 バーベキューの昼食、終了後、解散

≪参加者の感想≫
小林佐智子（吹田労山）戦跡ハイキングに参加して
6 時半大阪を出発して、まず依遅ヶ尾山に登山した。しっかりした踏み後があり、登り
易い山でした。頂上からは日本海が見え、低山ですが楽しい山でした。午後は地元案内人
による米軍レーダー基地を見学しました。24 時間レーダーから出る低音ですが、暫くいる
だけでも頭が痛くなり住民の方々は大変だと思う。宿泊は小学校跡の文化センターです。
部屋はもちろん美しく台所の食器など衛生的で多人数使用可能です。食事をしながら大阪
労山や兵庫労山の方々と交流し学ぶことが沢山あって良かったです。また、大西さんの 90
歳のお母様、背筋がピーンと伸び、やさしい微笑みが印象的でした。水族館でしか見たこ
とのない魚の煮付、飛び魚の焼物等々本当に美味しかったです。20 日は島中ドライブし船
屋を見たり海を見たりして、千枚田にて田植えを体験後、大バーベキュー大会。新鮮な刺
身、魚介類で交流。ホッペが落ちそうでした。その後、半島中をドライブ、ハヤブサの鳥
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等も見られて有意義な二日間でした。皆様とご一緒させて下さいまして本当にありがとう
ございました。

5.20 依遅ケ尾山へ

5.21 伊根町新井千枚田で田植え体験

石野明子（きたろう） 京丹後米軍基地を訪ねて
美しい海、緑豊かな自然いっぱいの京丹後に米軍基地（日本で 133 番目といわれる）が
あるなんて知りませんでした。米軍基地の間に九品寺（穴文殊）があり、そこで米軍基地
建設を憂う会の三野みつるさんにお話を伺いました。そこに立っているだけでも基地の発
電機の騒音がして、気分の悪いものでした。33,000 ボルトを降圧する変電施設があり、電
磁波問題があるそうです。この経ケ岬米軍基地のレーダーは、アメリカの核ミサイル防衛
のレーダー施設で、日本海側にあって北朝鮮からの攻撃に備えているとみられています。
隣接の自衛隊基地にも拡張が進んでいて、刻一刻と危険な方向へ向かおうとする現在、有
意義な機会をしていただきありがとうございました。
原水章行（兵庫労山機関誌委員、西宮明昭山の会名誉会長）
丹後半島・戦跡ハイキングに参加して
「大阪労山ニュース」3 月号で『戦跡ハイク』シリーズを知り、これはエエなあ！ユニ
ークやなあ！と『兵庫労山』誌 6 月号に紹介させていただきました。同時に“百聞は一見
に如かず“とリーダーの大西清見さんにお願いして参加させていただきました。
久しぶりに訪れた経ヶ岬近くの山にはアメリカ軍のレーダーが作られ、その下の街には
大きな騒音を終日発している付属施設が広がっていました。1946 年、われわれ登山者にと
っては聖域、六甲山の最高峰にアメリカ空軍の巨大なパラポラアンテナが作られ、鉄条網
に厳重に囲まれ、47 年後の 1993 年にやっと開放されました。それまで見ることも出来な
かった一等三角点が半分埋もれながらも無事を確認した悪夢を思い出しました。
伊根町の新井崎神社の経文岩は、戦中、日本軍の探照灯（サーチライト）が配備されて
いた所でした。
『過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となる』……ワイツゼッカーの言葉を
思い出しました。
2 日間、大阪労山の皆さんにすっかりお世話になりながらも、楽しく交流できました。
ありがとうございました。
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