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名古屋 第四回口頭弁論 

９月４日（金）１３時３０分より名古屋

地方裁判所にて第４回口頭弁論が行われ

ました。いつもの様に平日の昼間にも関

わらず、たくさんの傍聴人の方が参列し

て下さいました、本当にありがたいこと

です。傍聴席には、賛助会員の方々の顔

や共に戦っている正会員さんの顔が見ら

れとても心強いです。 

一歩一歩ですが決着の時は近づいている

と感じています。これから当事者への陳

述書の作成に入ります、辛い思いを思い

出すことになるので、また精神的に不安

定になるのではと不安になっています。

それでも前に進みますのでどうか皆さん

応援宜しくお願いします。         

（副代表 岡本早苗） 

第五回口頭弁論 １２月１１日（金）に行

われ、次回は 2016年 3月 4日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県内の図書館に手記を置かせて                                                              

頂けるように働きかけています。                                                                                                     

もしかしたらお家の近くの図書館にもあるかも?? 

スポーツ部定期連載第３弾 ※部員募集中    2016/3/13 ウイメンズマラソン挑戦予定！ 

７月８月と暑さが続きなかなか練習が出来ませんでしたが 

ついに！９/２６（土）アクトスリレーマラソン、あゆみ R.P.Net スポーツ部初のマラソン大会（≧∇≦） 

ナゴヤドームをみんなで代わりばんこ走り抜けました‼ 

朝早くから初めての方とも和気あいあい、男性陣に支えられながら（笑）制限時間 6 時間のところ 4 時間 11

分？くらいでフィニッシュ‼ 

子供達のパワーにも本当に驚かせられ、新たな発見もたくさん（≧∇≦） 

応援という名の託児をしに来てくれた大鋸さん♡助かりました（≧∇≦） 

会場では会員さんの息子さんが吹奏楽の演奏でエールを送ってくれて♡ 

みんなに支えられてマラソンできてるなぁーと実感♡ 

そして、終わって間もなく、みんなで“よし‼来年も頑張るぞ‼”なんて話も（≧∇≦） 

みんなで走り終わった顔は爽快で自然と笑顔（≧∇≦） 

1 番のお楽しみの打ち上げも、井川真一さんのお知り合いの方のお店でバブリーなお話から次回のマラソンのお話

までみんなで美味しいお酒とお食事をいただきながら、子供達と楽しい時間を過ごさせていただきました^_^ 

次回は大府市で行われるリレーマラソンに出場予定です（≧∇≦） 

皆様のご参加&応援お待ちしてまーす‼（≧∇≦）         岡本早苗 

 

お問い合わせは事務局までお願いします。 

・正会員（年会費無料） 

 賛助会員（年会費１口 1000円お願いしております） 

 会員についてのお問い合わせやお申し込み                  

・ご意見やお子さんのイラストなどの郵送  

・手記を読んでいただいた感想について                              

・イベントのお問い合わせ（フェイスブックでも随時発信しております。）など    

〒466-0053名古屋市昭和区滝子町２８番１０号 司法書士法人よつ葉合同事務所  

                 あゆみ R.P.Net 事務局 江里 二郎 宛 

E-mail jimu@ayumi-rpn.com   TEL 080-3076-8005   FAX 052-883-2013 

・手記の購入希望の方は 070−5259−1842 岡本まで（15時〜20時にお願いします） 

 

ＡＲＰＮのフェイスブックとホームページ 

FB： https://www.facebook.com/ARPN210 

ＨＰ： http://www.ayumi-rpn.com/ 

手記 絶賛発売中  

 
 

原発事故損害賠償訴訟 編集後記 

ご無沙汰しております。10月発行の予定でしたが、編集作業が間に合わ

ず、この年の瀬に発行となりました。大変お待たせいたしました！ 

 

会報内容は夏がメインですが、先日は当会のクリスマス会に参加しまし

た。たくさんの子どもたちの笑い声。時々しか参加できない我が家の娘

ですが、それでも仲良しのお友達ができ、とてもうれしそうに遊んでい

ました。 

クリスマス会の途中で大人だけの話し合いの時間もありました。今後の

住宅支援の打ち切りに関して、意見交換しつつ、あゆみ R.P.NETとして

働きかけることを考えるものでした。こういった話を各自が本音を出し

て話せるこの会は本当に良いなぁと今さらながら感じました。住宅支援

の件はまた改めてお知らせがあると思います。協力可能な方はぜひお願

いいたします。 

 

間もなく 2016年に入ります。5年が来ます。カレンダーを見て今度の 3

月 11日が金曜日と気が付き、それだけで気持ちが沈む自分がいます。あ

ゆみ RPNetは 3月 6日にシンポジウムを行います。シンポジウムに向け

て準備が進んでいます。今も高い放射線量の地域への帰還が進み、住宅

支援は打ち切られ、検査体制は縮小されようとし、今も家族が離れ離れ

であったり、落ち着かない生活の中で生きる私たち。一人一人違う問題

があり、苦しさがあります。世間の風化を吹き飛ばすために、そして前

に進むために、お力をお貸しください。          編集委員 いくママ 
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  ０人でした。講義の時間になって席

についていたのは会場に一緒に来

た正会員３人と子供達だけで、学生

や一般の方の参加は０人でした。恥

ずかしながら、僕は少なくても５人く

らいは来てくれると見込んでいまし

た。しかし実際の一般参加は０人で

した。                                       

サマーセミナーは誰でも講師になれ

る市民参加型のセミナーで、当会は

僕が講師として参加しました。       

講義は「原発避難訓練」というタイト

ルで内容は東海地方で原発事故を

想定し、自分ならどう行動するかを

各々考えてもらう事で、福島原発事

故で何が起きたのかを考えてもらう

という趣旨でした。あれこれ、試行錯

誤して準備しました。                          

何故、参加が得られなかったのでし

ょうか。タイトルの「原発事故避難訓

練」というタイトルがわかりにくく、学

生や一般の方の興味を引くものでは

なかった。会場のアクセスが悪かっ

た。宣伝広告が不十分だった。等々

考えられますが、では、僕が見込ん

でいた「少なくても５人」の参加が得

られるには、どんなタイトルと内容

で、どれほどアクセス良好な会場

で、どれだけの宣伝があればよかっ

たでしょうか。もしくは、知り合い５人

に声をかけて来てもらえばよかった

でしょうか。                                           

さて、話は変わりますが、その正会

員だけの教室で僕は講義を始めた

のですが、僕は話す声が出なくなっ

てしまいました。心が身体に影響し

て動けなくなる話は知っていました

が、これほどまでに実感したのは初

めてでした。話そうと思っても、気力

が出ないというか、だんだん声が小

さくなって、言葉がでなくなってしまい

ました。                                          

見かねた井川代表が、校舎にいた

学生を連れてきてくれたので、僕は

水を得た魚のように講義を再開でき

ました。なんとも苦しかった胸の呼吸

のつっかえがすっと消えたようでし

た。きっとエラ呼吸していたのでしょ

う。                                               

声を聞いてもらうには声を出さなきゃ

いけないけれど、声を出すには、声

を聞いてくれる人がいないといけな

い。伝える手法をあれこれ考えるの

も大切ですが、もっとシンプルに話を

聞いてもらうという事がとても大切な

事だと実感しました。 

                              猪腰広明 

 

 

 

  

ARPN 会員数（12/15 現在）  

正会員  59 名 

賛助会員 160 名 

 

7/20 愛知サマーセミナー 

2016.03.06 シンポジウム企画中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員のみなさま、お元気で暮らされていますか？                                     

賛助会員の皆さま、いつも温かい心をありがとうございます。 

今回のキーワードは「5 年」です。                                                                         

そう、あの事故から 5 年…。原発事故は過去のこと…？                                   

――いいえ、過去どころか、今も続いていること。 

あの日想像した 5 年後と現実の今。                                                                        

想像した未来にあなたは立っていますか？ 

世間では風化が進み、どんどん過去のことになっています。           

でも当事者の私たちは何一つ進んでいないことを知っています。 

今回のシンポジウム、今一度、皆さんの声をたくさんの方に届ける

場所になればと思います。 

まずはみなさんお声を届けるために、生活の合間にできる範囲でか

まいませんので、どうかご協力お願いいたします。 
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玉野さんのストレッチヨガ                       
人生で初めてヨーガ体験しました。身体を捻っ

て止めでも呼吸は止めない、けど止めちゃうっ

ていうもどかしさ。                                          

身体も頭も固い僕は先生の玉野さんの様に柔ら

かい人になりたいと思いました。ありがとうご

ざいました。                      猪腰広明     

チャリティーカット報告 

私が勤務する美容院で、７月 21 日にチャリティカットイベント

が開催されました。                                                                                              

今回は、会社からのご厚意で広範囲のスペースを貸してくださ

り、パネル展示もさせて頂きました。                                                      

朝の準備からスタッフのみなさんに手伝って頂き、本当に助か

りました。                                                                                                                  

スタッフ皆、東日本大震災や ARPN に強い想いを持ってくださ

っている方々ばかりなので、カットが終わった後には必ず当会

のブースをご覧頂けるようにお客様にご案内してくださりまし

た。その甲斐あって、物販もたくさんの方に手にとって頂くこ

とができました。                                                                                                                            

当会の正会員の子どもたちも髪の毛を切りに遊びにきました。

カット後には、編み込みやヘアアレンジをしてもらいました。 

スタッフが緊張している子どもたちに優しく接してくれ、キラ

キラした笑顔はお姫様のようでした。                                                      

外では、真夏の暑い中、ARPN の子供たちと同じ目線で、びちょ

ぬれになって子どものように遊んでくれるスタッフの笑顔がと

っても素敵でした。                                                                                              

有限会社おり紙様よりチャリティカット代金 32000 円のご寄付

をいただきました。                                                                                              

想いを継続して共に活動してくださるスタッフみなさんのお気

持ちを大切に、私たちも精一杯がんばってゆきます。                                   

有限会社おり紙の皆様、いつも本当にありがとうございます。          

代表 井川景子 

お泊り会 
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お盆を実家で過ごされた思い 

１年ぶりにふるさとである福島のいわきに帰りました。ふるさ

とへ帰った安堵感。しかし、その後にやってきたのは精神的な

疲れでした。久々のふるさとで、親戚や近所の方とお話をする

機会がありましたが、”福島の野菜を食べないの？””いつ帰っ

て来るの？”そんな問いをたくさんの人に投げかけられ、私の

思いとはどこか温度差を感じてしまいました。                                       

放射能の話をする人はほとんど居ません。                                                              

そんな中でも私の救いだったのはいわきに居ても食べ物に気を

付けている言う方と話が出来たことです。                                                  

私は帰省中に体調が悪くなってしまい、お医者さんにかかりま

した。いわきにはなかなか呼吸器科の専門医が居らず、なんと

か見て下さるお医者さんを見つけて診察を受けました。そこ

で、何げなく先生に”いわきにも呼吸器専門の先生が居たら帰

れるんです”と話した所、”名古屋の方が専門医が多いからまだ

しばらくは帰らない方がいいですよ”と言われました。私はお

医者さんにまで放射能が怖くて帰れないという自分の素直な思

いを話すことは出来なかったのです。                                                      

せっかく自分の家に帰っても私は外には出られず、娘に庭の草

むしりをしてもらいました。手袋とマスクをして・・・。懐か

しさの向こうには寂しさが残る帰省になりました。                                                                

（正会員根本さんのお母様 文字起こし:岡本）

 

御坊夏祭り 

平成 27 年 8 月 22 日、23 日の 2 日間、真宗
大谷派名古屋別院（東別院）境内にて開催さ
れた「御坊夏まつり」に出店団体として参加させてい
ただきました。 

 「御坊夏祭まつり」の催し物としては、盆踊りやス
テージイベント、飲食物販模擬店ブース、無料で遊
べるキッズ・福祉ブース、なやばし夜市、東日本支
援コーナーなどがあり、昨年と違い今年は天候にも
恵まれ、大勢の人々が集い大変盛り上がりました。 

 私達は、このような素晴らしい環境の中、東日本
支援コーナーの一角にて“あゆみ R.P.Net”のブース
を開設させていただきました。私達のブースでは、原
発被害者の皆さまで色付けしたキャンドル、ARPN
オリジナル缶バッジ、ARPN オリジナル T シャツ、
ARPN オリジナル絵葉書などの販売、ARPN の活
動内容を網羅したパネルの展示、甲状腺検査支
援の募金活動を行いました。 

 境内の入り口すぐにテントを張らせていただいたお
陰もあり、有り難いことに多くの皆さまに足を止めて
いただきました。足を止めるだけでなく、私達の想い
に関心を示して下さる方々も多く、募金にも積極
的に協力していただけました。老若男女問わず、原
発被害者に対しての関心の高さを思い知ることがで

き、私自身とても嬉しく、心強く思いました。有難く
て涙が出そうになりました。 

 しかしながら、一方で残念ながら「風化」を同時に
感じずにはいられませんでした。原発事故から４年
半が経ち、私たちの活動に理解を示して下さる人
達とそうではない人達の意識のギャップを強く感じま
した。冷たい視線を投げかける人も多くいらっしゃい
ました。 

 私達の敵は「風化」であるとはっきりと認識いたしま
した。政府も東京電力も経済界もこの過酷事故を
無かったことにしたい、原発被害者を認めたくない、
そのような空気が雰囲気として意図的に作り出さ
れ、何となく世の中に広がってきていることを感じずに
はいられません。 

「風化」をどのように考えるのか？どのように捉えるの
か？私達原発被害者が本格的にそれぞれが向き
合わなければなりません。 

「御坊夏まつり」。楽しくもあり、原発事故の意味を
深く考える機会をいただける場でもありました。 

このように貴重な場をいただけたことに大変感謝して
おります。（福島県伊達市 岡本 誠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重自殺対策研修会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県で開催された自殺対策研修会
にて当会の活動報告をしてまいりま
した。 

研修会では、樹海などの自殺の多い
場所を管理したり見回りをしている
方々のお話をお聞きさせて頂きまし
た。 

当会として自殺対策活動というもの
はできていませんが、なによりいち
ばん大切なのはひとりひとりが孤独
にならないように、しっかりと繋が
り続けて、震災関連死の自殺を出さ
ないことだと思っています。 

私にできることは多くはありません
が、せっかく出会えた大切なひとた
ちが、切ない想いの中で「孤独」と
いう感情が芽生えないように、これ
からも大切に繋がっていきます。 

 

当事者同士で、これからもいろいろ
な事を話せたらいいなといつも思っ
ています。 

いつもは手伝ってもらってばかりの
賛助会員さんと、時間を気にせず、
リラックスモードでいろいろな事を
ゆっくりと話せたいい機会でした。 

井川景子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


