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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》
2017 年国民平和大行進が大阪通過、大阪府下は 6/30～7/7 ８日間
平和大行進・大阪府幹線コースは、例年通り 6 月 30 日（金）～7 月 7（金）日の 8 日間
でした。大阪労山からは 22 会 99 名、連日暑い中、長い距離をがんばって歩きました。7
月７日には、労山旗と「労山平和行進連絡ノート」を兵庫労山に引き継がれました。以下、
「ＯＷＡＦのメーリング」からから心に残ったメモを紹介します。
【6 月 30 日（金）】本日から平和行進が始まりました。 初日の労山参加者は 19 名、雨
雲を吹き飛ばして好スタートを切りました。11 時 45 分、スタート集会があり 12 時 15 分
行進スタート。労山の関係者は 19 人、「平和と登山」の幟が２本、八尾山の会の旗も並ん
で出発、時々ピアニカ伴奏のうたごえも聞こえる楽しい行進でした。…行進速報の追加情
報をお知らせします。大阪原水協発行平和行進ニュース№11（6 月 30 日）より、①大阪出
発集会に 312 名が参加しました。②大阪府内行進者は 14 人の多数です。大阪ファミリーの
麻野京子さんも 10 回目の府内行進に挑戦しています。③海外の参加者としてフィリピンの
青年２人が参加しています。④松原市長からメッセージが寄せられ歓声と拍手がわきまし
た。8 年間、メッセージを拒否していた数少ない都市でした。④富田林市の議長、藤井寺
市の市長は核兵器禁止条約成立の期待を表明しました。（佐々木）
【7 月 1 日（土）
】本日は 8 名の参加でした。ふぃちぴんのミンダナオから一人の参加があ
り、盛り上りました。[核兵器廃絶][核兵器の無い世界]の実現を目指して、声を枯らして、
シュプレヒコールを叫び続けてきました。皆様大変お疲れ様でした。
（西岡）
【7 月 2 日（日）
】泉佐野～忠岡まで行進しました。浅野さん、中郵の中井さんと私の 3
人でした。今年もスピーチ回ってきましたので、私は高石市内で署名集めていますが必ず
NPT について話をしています。共謀罪に反対しない人にもお願いしています、とスピー
チしました。先頭の宣伝カー以外のシュプレヒコールなどは核兵器禁止以外のことを言い
過ぎと感じています。
【7 月 3 日（月）】本日（7 月 3 日）の平和行進、労山から 6 名でした。行進のスタート
からの担当は山中崇さん（ニコニコ）にお願いし、浜寺公園で大西が引き継ぎました。今
日も暑かったのですが時々浜風が吹いて気持ちのいいコースもありました。午後 5 時に堺
市役所に到着、そのあと今回は泉州労山２名で王将で恒例の反省会。以前に会を辞められ
た方も 2 名参加があり、その後もこのような平和運動に関心をもっておられ、行進への参
加にであって嬉しくおもいました。明日は台風接近で天気予報はあまりよくありあません
が、平和行進がうまくとりくめますよう期待しております。（大西）
【7 月 4 日（火）】今日の平和行進、労山から 9 名でした。台風 3 号が九州北部に上陸、
梅雨前線の活発化で午後から大雨が予想された中、住吉区役所を出発９：００、午前中は
一時にわか雨があったが、その後はほとんど雨もなく８名が大阪城に向かった。午後の出
発時１３：２０頃から予想通り雨脚が強くなり、断続的、本格的に降り出す。それでも「平
和と登山」の２本の幟（全国、大阪）は、最後まで歩き通した。午後の後半は雨も上がり
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明るくなってきたが、旭区役所について、解散集会をしている間に再び降り出す。
（入澤）
【7 月 7 日（金）】

行進大阪最終日（豊中～池田～川西・兵庫）の報告です。
労山関係者の参加は１８人でした。
前日までの延べ参加者は７４人でしたので９２人になりました。
但し例年通り、他府県コース参加者も加算しますので、最終
報告は後日とします。
こもれび
５人
箕面
１人
豊中
３人
安治川
３人
きたろう
１人
吹田
１人
ぽっぽ
１人
八尾
１人
くまごろう
１人
おおさかファミリー １人
おおさかファミリーの麻野さんは府下通し行進を１０回
やり切りました。 凄い！花束のプレゼント
ぽっぽ会・村崎さん、くまごろう・浜田さん、安治川・入澤さんが
参加人数の加算に貢献してくれました。
一時雨の予想でしたが降りませんでした
良かった。
豊中の出発は１８８人、池田の歓迎団は７２人、
池田の出発は２０８人とカウンター趣味の方が言っていました。
池田到着時、歓迎のうたごえ隊が「青い空は」で迎えてくれましいた。
労山リレーノートは今日までに１９ページ記録されています。
大阪６ページ、静岡県４ページでした。
この記録の修正、追加、他府県の行進参加がありましたら「OWAF」に流して
下さい。
注）６月２３日、京都・乙訓コース ぽっぽ・村崎さん参加確認済み
以上。
国連で核兵器禁止決議がなされようとしています。注目！
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2017 年 国民平和大行進参加者一覧表
月日
6 月 30 日

コース
柏原市→東大阪市

人数

19

累計

19

参加団体
ファミリー：1 ぽっぽ：1 八尾：9 志峰会：4
こもれび：1 くまごろう：1 安治川：2

7月1日

河内長野市→松原市

8

27

ファミリー：1 泉州：1 ポッポ：1 淀屋橋：1
ＣＯＷＡＣ：2 くまごろう：1

高槻：1

7月2日

泉佐野市→和泉市

3

30

ファミリー：1 泉州：1 中郵：1

7月3日

和泉市→堺市

6

36

ファミリー：1 ニコニコ：2 泉州：2 てんの会：1

7月4日

住吉区→旭区

10

46

ファミリー1

安治川 1

ハイジ：2

ＣＯＷＡＣ：1

くまごろう：1 ぽっぽ：1 てんの会：1 泉州：1
ＭＯＮＴＥＳ：1
7月5日

守口市→枚方市

14

60

ファミリー：1 きたろう：4 くまごろう：1
このはな：1 てんの会：1 安治川：2 ハイジ：2
大阪スキー：1 エルフ：1

7月6日

高槻市→吹田市

15

75

7 月７日

豊中市→川西市

18

93

ファミリー：1 きたろう：3 吹田：5
くまごろう：1 安治川：2 高槻：2 ぽっぽ：1
ファミリー：1 ぽっぽ：1 こもれび：5 豊中：3
安治川：3 きたろう：1 吹田：1 箕面：1
くまごろう：1 八尾：1

7月8日

兵庫

2

95

きたろう：1 ぽっぽ：1

7月9日

兵庫

2

97

きたろう：2

＊6 月 23 日京都コース、7 月 11 日兵庫コースに大阪ぽっぽ会から 2 名参加されています。
＊2017 年の平和大行進の参加者は累計 99 名となりました。
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7.3 午後 出発前の集会（浜寺公園）

堺市石津の旧街道をゆく「平和と登山」の幟

4

八尾山の会のを参加者は、
本田、浅田、横田、中路
定井夫妻、吉田、志村、柏木の
9 人です。よろしくお願いします。
八尾山の会

中路 尚子

*************************************
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澤村秋則 大阪労山 自然保護委員長
高石市 綾園 ４－５－１－５０７
sawadesu@ares.eonet.ne.jp
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