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エバーグリーン８年の歩みエバーグリーン８年の歩みエバーグリーン８年の歩みエバーグリーン８年の歩み                                                 静岡県 橋本 純 

１、はじめに 

今年の２月４日（土）に「エバーグリーン第８回 豊田直巳講演会写真展」を行った。  

 参加者は１３０人。毎回楽しみにしてくれているリピ

ーターも多い。昨年３．１１の震災後の企画とあって、

前年の８月に講師はすぐに決まった。地元静岡川根の出

身、事務局長Ｙ教諭の勤務する地元Ｓ高校の卒業生、豊

田直己氏だ。S 高校の同窓会にも働きかけると乗り気に

なり、講演会前の一週間、S 高校で校内写真展も実現で

きた。 

当日は朝から写真展準備。豊田氏の迫力ある写真だけ

でなく、エバーグリーン活動報告も展示した。書籍販売、

フェアトレード商品販売のブースも置き、放射線測定器

を展示して解説者がついた。講師の迎えや受付も高校生

だ。 

オープニングは、地元若者たちが作った「第五福竜丸」

朗読劇の上演。高校生や卒業生が司会を務め、実行委員

長としてあいさつしたのは、高校時代から実行委員とし

てかかわっている大学生Ｉくんだ。ジャーナリストとし

て原発をとめることができなかった責任を感じていると

いう豊田直巳氏の講演は、鬼気迫るものだった。 

講演後は書籍販売とサイン会。豊田さんを交え、太巻

き寿司を作りながらの夕食会で感想を述べあった。 

 

２、エバーグリーンとは 

 静岡県中部の高等学校１５校の高教組の教研活動として８年前に始めた。それ以前の地区教研は教師の実

践報告と分析、市民を含めた教育問題討論会などを行っていた。それらと並行する形で、２００４年から地

区教研のひとつとして、市民、高校生を交えた実行委員会を立ち上げ、講演会を実施することにした。今で

は地区教研といえばこのエバーグリーンの活動をさすことになっている。 
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３、高校生、卒業生に活動の場を提供したい 

教研活動をこのような形にしたのは、教師だけで教育を語ることに疑問が生じたからだ。教師として力量

をつけることも必要だが、教育をどうするか、学校をどうするかについては、当事者である生徒の参加が必

要だ。また、市民の学校・地域の学校であるためには教育研究も開かれたものであるべきだと意見が一致し

た。 

また、教育研究というよりも教育運動として、教師と生徒、親や市民がともに企画を作り上げる場がほし

い。とくに高校生を学校から地域や社会に引きずり出し、自ら主催者になることで、民主主義を支える底力

をつけ、学ぶことの意味を体感する機会を保障したいと考えた。 

中心となる実行委員は、高校教師数名、市民活動をする主婦、看護師、そして高校教師の勤務校の高校生

と卒業生。「エバーグリーン」という名称も、第一回目の企画に参加した高校生が命名した。夏休み明けこ

ろから実行委員会を立ち上げ、月一回の会議で、テーマ・講師を選定し、学習会を開き、チラシ・ポスター・

チケットを製作し、役割分担や進行の打ち合わせをして、広報の作戦を立ててきた。 

 

２００４年 長倉洋海写真展講演会 

 ２００５年 高遠菜穂子講演会 

 ２００６年 広河隆一写真展講演会 

 ２００７年 堤未果講演会 森住卓写真展 

 ２００８年 山本敏晴講演会 

 ２００９年 四之宮浩講演会映画会 

 ２０１０年 足立力也講演会写真展 

 ２０１１年 豊田直巳写真展講演会 

 

 事務局長 Ｙ教諭   ７年目のエバーグリーン、基地問題・軍隊・平和のこと                           

 昨年７月、エバーグリーンのメンバーで京都にある立命館平和ミュージアムを訪れた。一昨年の長野県上

田市にある無言館への旅に続くピースツアー第２弾である。  

 日帰り弾丸ツアー「行き当たりバッ旅の京都行き」は途中、何度かの渋滞、道に迷うことにも遭遇しなが

らも、何とか昼前にミュージアムに到着。充実した展示をボランティアの方の説明を伺いながら見せていた

だいた。 

 そして８月、その訪問記を、藤枝市生涯学習センター開催された「藤枝平和展」で発表した。具体的には

「道中訪問記」「戦争に抵抗した人々」「反戦の川柳作家、鶴あきら」「平和とは」という内容。嬉しいこと

に多くの方々が足をとめ見入ってくれた。その後に続いた藤枝北高校演劇部生徒による「ぞうのトンキー」

朗読、ピースメーカーによる「在日コリアン」を扱った寸劇、空耳子ども会の９条勾玉作り、佐治さんの「さ

だ子と千羽鶴」の紙芝居、美帆シボさんのお話等々、メンバーはそんな素敵な人たちに出会うことができ、

京都で見てきたものを更に深く考えることができた・・・。 

  ９・１１が起こり、イラク戦争が引き起こされ、日本もその協力が求められていくなかで、市民の一人と

して何とかしたい、このままでは、イラクの、日本の、そしてアメリカの多くの若者やこどもたちの命が失

われていく、そんな危機感から、2004 年に市民グループ「エバーグリーン」が誕生した。 

当時の実行委員である高校生らが命名したこの「エバーグリーン（常緑樹）」は、高校生、看護師、教員

という一般の市民からなり、講演会の企画運営やピースツアーをその主な活動として、これまでやってきた。

（実行委員会が開かれる度に、みんなでお餅をついたり、お蕎麦を打って食べたりというのも大きな活動の

一つではあるのだが） 

  2005 年に第一回として、写真家の長倉洋海さんをお招きしたのを初めとして、翌 06 年には高遠菜穂子さ

ん、07 年には広河隆一さん、08 年には堤未果さん、09 年にはＮＰＯ法人「宇宙船地球号」の山本敏晴さん、
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そして昨年はフィリピンの子ども達をずっと追ってきた四ノ宮浩監の講演会と映画上映を行い、多くの方々

と平和や環境について考えることができた。 

 そして７年目を迎えた今年度はどなたをお呼びしようかと議論を重ねた。その結果、多くの候補の方々か

ら、足立力也さんに皆さんの意見が集まった。折から沖縄の基地問題があり、どこに基地を移すのかという

話より前に考えることはないのだろうか、そんな話し合いの中で、「軍隊を捨てた国」コスタリカが話題に

上った。「果たして、軍隊が無くて平和は維持できるのか」、「いやそもそも軍隊があるからこそ、戦争は起

きてしまうのではないか」、「軍隊がないなんて理想だ、他国に侵略されたら誰が国を守るのか」等々、議論

は熱くなるが、それらはこれまでの講演会の中でも基調となって繰り返された「人が幸せに生きるのには何

が必要か」というテーマに通じるものだった。 

 ７年目の今回はコスタリカから「平和・環境・生存権」を考えてみようと皆の意見が一致した。 

 

 事務局長 Ｙ教諭 あの大震災からもう直ぐ 1 年、「私たちは皆、今もなお、第五福竜丸に乗っている」 

 昨年 3 月 11 日の東日本大震災、大津波、そしてそれに続く福島原発の爆発、あれからもう直ぐ一年が経

とうとしている。全国からのボランティア、募金、行政等の努力が続き、復興作業は確かに進んだ部分もあ

るが、見えない放射能が今なお、復興、被災者の帰郷を大きく妨げている。 

 震災発生当時、固唾を飲んで報道を見る中で、震災直後から被災地に入り、自分の声で現状を伝えてくれ

る人達がいた。「今回の福島を止められなかったのは一人のジャーナリストとして大変な責任を感じている。

自分は静岡の出身なのですが、浜岡はなんとかしなければと考えている」と報告する豊田だった。8 年目を

迎えたエバーグリーンの講演会に豊田さんをお呼びすることは満場一致で直ぐに決まった。 

 日本に原発が導入されて以後、原発は、米軍基地同様に、（万一、事故になっても影響の少ない）「地方」

に作られ続けてきた。「それほど必要なら米軍基地も原発も、東京に作れば良いのではないか」、「そもそも

原子力は人間にはコントロールできるものなのか」「でも、原発が無くて、果たしてわたしたちの生活は維

持できるのか」、「核、原発技術は戦争に利用される危険性を持っているのでは」等、準備会の議論は熱く続

づくが、それらの根底にあるのは、これまでの講演会の中でも基調となって繰り返された「人が幸せに生き

るのには何が必要か」というテーマだった。 

 昨年７月、エバーグリーンのメンバーで伊豆市の妙蔵寺を訪れた。一昨年の長野「無言館」への旅、昨年

の京都「立命館平和ミュージアム」に続くピースツアー第３弾である。 日帰り弾丸ツアー「行き当たりバ

ッ旅の伊豆行き」は途中、何度か、道に迷うこともありながらも、昼前に妙蔵寺に到着、佐治麻希さんから

「平和紙芝居」を本堂で聴かせていただいた。広島に落とされた原爆の後遺症で白血病になり、短い一生を

閉じた佐々木禎子さんが千羽鶴に寄せた思いに、胸を打たれるとともに、戦争のむごさ、悲惨さをあらため

て思った。また、核兵器をこの世界から一日も早く無くそうと国内外で上演を続ける若き佐治さんの姿に深

く共感した。 

 広島、長崎に続く原爆被災である焼津第五福竜丸事件は、皮肉にも、その後、原子力の平和活用という形

で、日本に原子力発電を導入するきっかけを作ることとなった。しかし、残念なことに、今回の福島原発の

爆発はあらためて、わたしたちが核の脅威の中に生きていることを自覚させた。今もイラク、アフガニスタ

ンで使われた劣化ウラン弾により、多くの子どもや米軍帰還兵の命が奪われ続けている。詩人アーサービナ

ードがいみじくも言うように「我々は皆、今もなお、第五福竜丸に乗っている」のだ。ひとが幸せに生きる

には何が必要か・・・世界を巡り、戦争や紛争、人間の作り出した狂気の兵器で苦しむ人たちを取材し続け

る豊田直巳さんの声に耳を澄ませたい。 

 

実行委員長  Ｉくん 大学１年 

豊田直巳さんは静岡県生まれのフォトジャーナリストです。 

豊田さんは民族・難民問題、イラク戦争、そして日本の今を撮影してきました。 
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今回豊田さんが写した世界は、現在日本が、私たちが背負っている問題の中で最も重いもののひとつ、“フ

クシマ”。 

豊田さんの「目」が写した“フクシマ”は、日々の日常を謳歌する私たちの「目」にどう映るのでしょう

か。テレビや新聞だけではわからない、生で自らの「目」に焼き付けた方の声を聞くことで、私たちの“フ

クシマ”を見る視界が大きく広がると確信しています。 

これまでエバーグリーンが主催してきた講演会を振り返ってみると、例えばイラクの人々やツバルやシエ

ラレオネの子どもたち、フィリピンのゴミ捨て場の子どもたちも、軍隊を捨てた国コスタリカで生活する

人々も、利益を独占しようとした人たちや国家による被害を受けてきましたし、今も受け続けています。そ

の中で彼らは一生懸命生き、自らの意志で将来を作ろうとしていることを私たちは学んできました。そして

今、この日本で“フクシマ”の人たちも必死に生きています。原発の利権、そして私たちの「便利さ」「豊

かさ」の代償としてのリスクを受けている人たちが目の前にいるのに、他人事のように切り捨てることなど

できません。“ヒロシマ”“ナガサキ””ビキニ“そして“フクシマ”を、平和の「代償」、現代人の営みの「象

徴」などにしてしまってはいけないと私は考えます。 

 

実行委員 Ｏくん  高校３年生 

今回、豊田直巳さんの講演会に参加させてもらいました。わたしは現在高校生ですが、高校生で原発の問

題に危機感を持っていて、反対運動をしようという人は少ないと思います。しかし、エネルギー問題、とく

に原子力の問題は何世代にもわたって影響を及ぼしかねないもので、誰もが避けて通ることのできない問題

です。また、静岡は浜岡原発という世界一危険な原発を持ち、３．１１以来、論争が続いています。原発安

全神話が崩れ去った現在、浜岡原発を永久廃炉にし、持続可能な社会に切り替えていくチャンスでもありま

す。そんなことにわたしが少しでも役に立てればうれしく思います。 

 

４、平和の旅 

 年一回の講演会のための準備だけで高校生たちが十分に成

長できるのか。２月から８月の間が抜けてしまう。もっと学習

の機会を保障したいと考えていた。８月の「藤枝市平和展」の

展示の一部に参画していたのだが、２００９年からは夏に平和

の旅も企画し、その旅行記を展示する形で参画することにした。 

２００９年には、無言館に日帰り訪問。 

 ２０１０年  京都立命館大学平和ミュージアムへ行こう 

 ２０１１年  佐治麻希さんに会いに行こう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は、高知の幡多ゼミナールと合流して、韓国平和の旅に参加しようと企画している。 
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５、まとめにかえて  パンフレット、まとめ集原稿から 

 豊田直巳さん講演会に参加して 

■「私たちは今「行動」しなければならない」 実行委員長 Ｉ（静岡   大学） 

 地震、地震と騒がれてきた東海地区ではなく、東北に。そして事故が起きたのが浜岡ではなく福島原発だ

ったことは奇跡です。奇跡といっても残念ながら良い意味ではありません。悪い例えですが、刑が執行され

るのを待っている罪人のような心持です。東日本大震災では助ける側であった私たちが逆の立場になった時、

東北の人々はどう思うでしょうか。「今の」日本（政府だけでなく）が、私たち自身が誰かを、自分を守れ

るでしょうか。今の福島や東北の復興の有様を見ると、「私たちが」果たして復興できるのか現時点では非

常に怪しいと思わざるを得ません。 

私たちが豊田さんの話を聞いて「改心」したとすれば、私たちも東北の人々も「救済」されるはずなのです。

必ず訪れるその日に自分が涙を流している時、それを拭いてくれる誰がいると心から信じられる日が来るよ

うに、私たちは今「行動」しなければならないと思います。  

 

■「あらためて原発や戦争について」 Ｍ （静岡  大学） 

 今回の写真展講演会では、会場の準備や朗読劇、講演会の司会をやらせてもらい、とてもいい経験になり

ました。大勢の人が来てくれたので、劇や司会はとても緊張しましたが大きな失敗もなくて良かったです。

この写真展と講演会であらためて原発や戦争について考えさせられました。東日本大震災による被害はとて

も深刻なもので、復興のためには日本全体が一つになることがとても大切だと思いました。 

 今回の活動により、たくさんの人が原発について考えていることがわかりました。そうした活動に参加で

きて本当に良かったと思いました。 

 

■「人々の気持ちや想い」  Ａ（静岡  大学） 

 実際に講演会に参加してみて、豊田さんの話を通して福島や原発の現状・実態だけでなく、人々の気持ち

や想い、原発についての考え方とそれぞれの考えの違いなどを知ることができました。知らなかったことを

知ることができ、またこれまで興味がなかったことにも興味がわきました。 

 今回講演会に参加することができて本当に良かったと思います。これからもこのような機会があれば、積

極的に参加していきたいと思います。 

 

■「あまり変わらない状況」  Ｓ（    専門学校） 

 今回豊田さんの貴重なお話を聞かせてもらって感じたことは、震災から約一年経ちましたが震災直後とあ

まり変わらない状況にあること、そして今も原子力発電所の近辺はほとんど立ち入ることができず、政府の

発表したことはあまり信用できないということ、などです。 

 今回豊田さんのお話は、私にとって原子力発電に対して自分の考えを考え直す良い機会になりました。こ

のお話を聞くことができて良かったです。 

 

■「学校で豊田さんの写真展を見て」  Ｗ（静岡県立  高校 3年） 

 今回、Ｙ先生に勧められて、この講演会に参加しました。私は将来、国際関係について学ぼうとしていま

す。3 月 11 日のショックは私の中でとても大きかったですが、受験勉強でいっぱいいっぱいになっていたの

で、福島のことを最近あまり意識しなくなっていました。学校で豊田さんの写真展を見たり、今回の講演を

聴いたことによって、意識していなくなってきたことを恥ずかしく思いました。 

 原発の事故による放射能被曝で苦しんでいる人は今も沢山いるし、決して過去のことにしてはいけない、

忘れてはいけないと思いました。 

 講演会に参加することによって、日本がこれから国際関係の中で何をしていかなくてはならないかという
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関心も高まって、参加して本当に良かったと思います。 

 

■「皆さん、有り難うございました！！」  Ｏ（静岡県立  高校 3年） 

 講演会の中で一番心に残ったのは、原発の影響で牛を飼育することができなくなり、自殺してしまった農

家の方の報道です。正直、原発に対する知識が薄かったのと、ほんの少しテレビニュースで見た現状しか知

らなかったので、衝撃的でした。 

 今の自分の生活を考えてみると、とても幸せなんだなあと改めて実感しました。こういった活動に参加す

るのは初めてだったので、どんな感じなのかなあととても楽しみにしていました。当日、とても充実した一

日になりました。エバーグリーンの皆さん、有り難うございました！！ 

 

■「大切な事は自分の目で感じること」   Ｎ（県立  高校 3年） 

 今回、私はエバーグリーンの活動に初めて参加しました。エバーグリーンという名前を初めて聞き、最初

は何も考えずに何か自分が役に立つことができればいいなと思っていました。 

 豊田直巳さんは川根出身ということで、こんな身近に平和や原発、戦争について真剣に考えている大人が

いるんだなあと思い驚きました。私の家もお茶農家ですが、放射能汚染の影響があると聞きショックでした。

福島からこんな離れた町にも影響があると知り、改めて恐ろしいと思ったし目には見えないから自分たちに

はどうもできないと感じてしまいました。 

 ニュースや新聞では、たくさんの記事が報道されていますが、大切な事は自分の目で感じることだと今回

豊田さんのお話を聴き思いました。そして前よりも放射能に関心を持ち、自分は関係ないという考えではい

られないなと思いました。 

 またエバーグリーンの活動に参加して、いろんな考えを持った人と関わりたいです。 

 

■「募金だけしに来てくれた人 」       Ａ（県立  高校 ３年） 

 今回私が参加したのは本当に直前に決まったことでしたが、参加できて良かったと思います。受付をやっ

た時、募金だけしに来てくれた人や署名活動をしている人のお話も聴けました。写真は展示作業の時に拝見

しましたが、テレビや新聞で見るようなものではなく、現地のリアルな情景を映していて、少し怖かったで

す。講演会の話も踏まえて以前から聞いていて分かったように事態を静観していたことが、失礼なことだっ

たのではと考え直すきっかけとなりました。 

 エバーグリーンのことも、また機会があったら関わりたいと思います。展示のこと等、これから先、自分

が学びたいものに近い体験ができたし、豊田さんとも直接お話が出来たし、参加できて良かったです。 

 

 豊田直巳Ｓ高校校内写真展感想 

・東北での地震でたくさんの死者が出たのは知っていたが、軽い気持ちでしか受け止めてなかったので現実

を見て地震の怖さがわかった。 

・ありままの現状を伝えられていて、あまり実感のなかった地震の恐ろしさが伝わってくる内容だったので、

自分の心が成長できる写真だった。 

・怖かった。鳥肌がたちました。写真だけでも怖いのに、実際にその場に行って写真を撮っている豊田さん

はすごいと思った。 

・正直言って外国の写真は怖くてほとんど見ることができなかった。廊下を通るだけで背筋が凍りつくよう

だった。震災の写真は、現地の人々の表情を見ることができ、つらい気持ちが伝わってきた。ニュースでは

放送されないような場面もあって、被災地の様子がよりわかった。 

・現地の事がよくわかってよかった。希望のある写真があり、勇気をもらえた。 

・同じ日本なのに、こんなにひどい状況だと思わなかった。テレビで放送されているのは、津波の被害ばか
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りで海から数ｋｍ離れたところでは被害はないと思っていたが、また別の影響を受けていることを知って驚

いた。人間は自然の力にはかなわないと思った。 

 

豊田さんのお話を聞いて（Ｓ高校学年集会のお話から）  

・戦争の辛さを知っているから、震災の辛さもわかるのだと思いました。私も他の人のことを１番に考えら

れる人になりたいと思いました。 

・原子力のおそろしさを改めて感じた。心に伝わってきた。真剣に考えなくてはならないと思った。 

・あれほど謝ることはないと思います。謝るべき東電や政府は何も反省していないと思います。豊田さんの

ように正義感のある人はそうはいないと思いました。今この災害の復興への道のりは険しいと思うけど、被

災地の人には頑張ってほしいと思いました。豊田さんの写真が僕に伝えてきたことは、これからずっと心に

残ると思います。 

・原発事故は自分の責任ではないのに、大人全員の責任だと言って謝罪をしたところにすごく責任感を感じ

た。同時に電力会社の人達が、普段からもっと責任感を持っていれば操作ミスはなかったと思うし、政府の

人達が豊田さんのように責任感を持っている人達ならもっと日本は良い国になるだろうと思った。私も豊田

さんのように責任感のある人になれたらと思いました。 

・私たちのことをこんなにも思っていてくれる人がいるなんて思ってもみなかった。 

 

■「ひとりひとりの主権者意識」  Ｔ（藤枝市在住 高校教師）   

  「目に見えない戦場で戦っているみたい。」この言葉をはじめ「目で見ることのできない放射能と戦って

いる。」という意味でとらえた。しかし、豊田さんの話を聞き終えた後、実は今私たちが生きている世界こ

そが、「目に見えない戦場」なのだということに気づかされた。しかもその敵は、実は自分達の側、日本の

中にこそいるのだ。 

 福島震災後に、静岡で小出裕章氏（京都大学原子炉実験所）の講演を聴き終えた後「未だに江戸時代だ。

民衆は、虫けら扱いされる。」と感じたのを思い出した。 

 広島に原爆を落とした人物に、日本が最初の勲章を与えたり、核を保持したいがために原子力の安全利用

を唱え、第五福竜丸の問題があったのに、原子力発電所を増設したりと本当によくわからないことが続いて

いる。基地の問題も含めやはり、それは日米の関係のあり方を問うものであろう。 

 先日「黒こげの水筒」（ジェリー・イエリン著・三修社）という静岡市の空襲を扱った小説を読む機会を

得た。静岡空襲の際、２０００名近くの市民が亡くなったが、Ｂ２９が空中衝突し墜落して２３名のアメリ

カ兵も亡くなったという。そのアメリカ兵を、伊藤福松という人が荼毘に付し、賤機山の市民の共同墓地の

隣に埋葬し、追悼碑をたてたそうだ。そのことを知った菅野医師が１９７２年来毎年６月２０日に最も近い

土曜日に独りで追悼式を行っていた。それがその後、２００６年にはアメリカ兵の遺族も参列し式典が催さ

れることになったという事実に基づいた小説だ。 

 この事実は、私たちに大きな勇気を与えてくれる。アメリカは、などとひとからげにしてしまうことこそ

が、間違いなのだ。誰にも大切な人が存在して、その人との関わりを大切にしてささやかな、けれど最も大

きな幸せを感じながら生きている。人と人はそこをひとつにしてつながっていくことができるのだ。その力

こそがこれからの世の中を変えうる力となるだろう。あるいは、昔から変え続けてきているのだろう。 

 今回、豊田さんの講演は、福島の方々の本当の思いを伝えてくださった。新聞、ＴＶだけでは伝わらない

福島の事実を知ることができた。「ジャーナリストの目」をもって世界を見つめなければと改めて感じた。

今後直接豊田さんとお会いして、何かを実行する機会はないかもしれないが、同じ日本にいて誰もが幸せに

暮らせるよう思いを共有し続けていければと思う。 

 個人的にお話した折に「平成の大合併の時、もっと若い人たちの意見を採り入れてみるとよかった。」と

おっしゃった豊田さんを前に「大井川と焼津は海があって似ているから。藤枝は、ちょっと違うし。」ぐら
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いのおおざっぱな考えしか持っていなかった自身の主権者意識が恥ずかしかった。この地域が豊かな地域と

なるか否かは、ひとりひとりの意識に関わっているのだ。国などというものはどこにも存在しない。 

 

「平和をつくる」ってどういうことだろう。                高校教師 橋本 純 

まずは中学生・高校生向けの問題から。 

１、大きくて重い鏃（やじり）と小さくて軽い鏃とでは、どちらが縄文時代でどちらが弥生時代のものでし

ょうか。 

２、「国」という字の意味は？「國」は？ 

３、「帝国主義」を次の言葉を使って説明してください。 

産業革命 大量生産 生産過剰 不景気 商品市場 軍事力 植民地 

４、軍隊によって殺された人は、自国民が多いか他国民が多いか、どちらでしょうか。 

 

「縄文時代にはシカやイノシシを獲るには軽く、速く、遠くへ飛ぶ鏃で充分有効であった。縄文の初めから

弥生前期まで一貫して大多数が 2 グラム未満、1- 3 センチメートルの範囲に収まっている。弥生時代に入っ

ても初めのうちは軽い鏃を使っていたが、紀元前 1 世紀から 1 世紀ごろの近畿地方から香川県にかけての地

域では、形が大きく重さも重くなり、深く突き刺さる鏃が現れるようになった。狩猟具である弓矢が武器に

変質し、戦争が行われたと考えられる。（Wikipedia）」。生産力が向上し蓄えが可能になると、それを独占す

る階層が武力で人民を支配するために「国家」をつくったと考えられます。 

「国」は、文字通り王の権力の及ぶ範囲。國は、「戈」は矛で武力、「一」は土地、「口」は人民、つまり、「武

力によって人民を支配する領域」。 

帝国主義とは、産業革命によって大量生産がおこなわれるようになり、生産過剰になると不景気（恐慌）が

おこるので、売れ残った商品の市場として軍事力で植民地を広げようとする仕組みのこと。 

２０世紀には、国家間の戦争ではなく、国家と自国民との間の戦争（クーデターや内戦）による死者、特に

非戦闘員の死者（民殺による死者）が圧倒的に多いという。ランメルの統計によると、「戦争による戦死者

は３４００万人に対し、独裁的な政府による死者は１億６９２０万人である。」と。 

やっぱり、「国家」とは「暴力装置」のことでした。自衛隊が「暴力装置」だと言って非難されていた政治

家がいましたが、的を射た言葉だったのです。 

だから、コスタリカは「軍隊を捨てた」国。コスタリカでは国母と呼ばれるカレン・オルセン・デ・フィゲ

ーレスさんの言葉。「平和とは、終わりなきたたかいです」。と 

 足立力也さんも、「平和をつくる第一歩は、以下の問いを毎日１回自問自答することです。すなわち、『ど

んな社会が望ましいと思うか？』『どんな人間が望ましいと思うか？』です」。「ほかの人の意見に惑わされ

ず、自分自身で答えを出さねばなりません。あなた自身は、あなた自身でよいのです。その「あなた自身」

を、毎日考えなおし、それを表明し、そしてあなたがよいと思ったことを行動に移す。それを他人の考えや

行動と突き合わせることで、ひとつひとつ「へいわ」が作られていきます。」「平和とは、ある状態を指すと

いうよりは、私たちの行動を指すのではないでしょうか。」 

 私流に言わせれば、「めんどうくささを引き受け楽しむ」「主権者は主催者から」「楽しませてもらうので

はなく、楽しませる側に」。なんでも人任せにしておけば楽ちん。政治でも、地域でも、学校でも、ＨＲで

も、どんなイベントでも、人任せにするのではなく、自分が主催者の側になること。めんどうくさいし、責

任は重いし、時にはゆううつになるけれども、実はほんとうの楽しさ、豊かさは、そのあたりにあったりす

る。平和も民主主義も、実はとてもめんどうくさいことなのですね。 

 エバーグリーンに集う若者たちが、主催者になることで平和と民主主義をつくる主権者になることを期待

しています。 
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 足立力也さんの「平和のつくり方」とは「めんどうくささを楽しみ方」だった。   橋本 純 

 

コスタリカでは子どもたちも「お祭り騒ぎのような」選挙に参加するという。選挙権はないが、投票権は

あるということだそうだ。いわゆる「模擬選挙」ではあるが、国民の意見のひとつとして政治家もその票を

意識し、政治に反映するらしい。子どもたちを「よき市民」「共同体の継承者」として育てようという仕掛

けなのだろう。 

学校の教科の中にも民主主義を学ぶ機会が保障され、学ぶ権利はもとより、遊ぶ権利、愛される権利、食

事をする権利、安全に暮らす権利など、「子どもの権利条約」を生活の一部として身につけている。 

さらに、「民主主義だけでは雨漏りしてしまう。ハンディのある人やスタートラインがはじめから違う人た

ちに格差ができてしまうから、人権という屋根をかぶせているのだ」と５年生に教えられたと足立さんは言

う。 

教育が金儲けや立身出世、格差の合理化の手段ではない。つまり自分のためではなく共同体の存続のため

の教育の成果として「私の幸せがみんなの幸せに結びつき」、「そこそこの生活で、それなりにみんなが安心

して暮らせる社会」をつくろうという意識が作られているのだろう。 

 

足立さんのお話を聞きながら私は日本の教育の行く末に不安と不満を抱いていた。 

権利の前に義務を果たせ、責任を果たした者に自由が認められる、自分の将来のための勉強、即効性のある

手段・・・。学校から学びあいと自治がなくなり、自由や楽しさは教育には無縁であるかのような管理と競

争がじわじわと学校と教育を蝕んでいる。 

子どもたちや高校生から市民意識や自治の力を奪ったのはだれだ。それで得をするのはいったい誰だ。 

 

「総合的な学習が真の学力を保障する」「図書館を使った調べ学習が…」を合言葉にしてきたが、最近、「福

祉学習が学力を保障する」という言葉に出会ってうれしい思いをした。 

何度も書いてきたが、私流に言わせれば、「めんどうくささを引き受け楽しむ」「主権者は主催者から」「楽

しませてもらうのではなく、楽しませる側に」。 

なんでも人任せにしておけば楽ちんだ。政治でも、地域でも、学校でも、ＨＲでも、どんなイベントでも、

人任せにするのではなく、自分が主催者の側になること。めんどうくさいし、責任は重いし、時にはゆうう

つになるかもしれない。平和も民主主義も、実はとてもめんどうくさいことなのだ。しかし、実はほんとう

の楽しさ、豊かさは、そのあたりにあったりする。 

 

 

ジャーマリストの目                           高校教師 橋本 純 

わたしはだいたいいつもカメラを持ち歩いている。カメラマンを自称し、子どもたちや生徒や行事や景色

を撮りまくっている。めずらしい事象、おもしろい行動、きれいな景色があればすぐに写真に収めている。

全体を何気なく写すのではなく、ファインダーをのぞきながら被写対象とテーマを絞りこむ。 

そういうつもりでいると不思議に、写してくれと言わんばかりにいろいろな光景が目に飛び込んでくるよう

な気がする。おもしろい、美しいと思うから写そうと思うのではなく、写そうと思っているから美しくおも

しろく見えるのかもしれない。 

わたしたちの社会へのかかわり方も同じではないか。世の中のほんとうのことを知ったから何とかしよう

と思うようになるのではなく、何とかしたいと思うからほんとうのことが見えてくる。ジャーナリストやメ

ディアが伝えてくれるからほんとうのことがわかるのではなく、ほんとうのことをわかろうとするから真の

ジャーナリズムやメディアのあり方が見えてくる。メディアやジャーナリストの責任は大きい。しかしそれ

以上に、私たち自身が真のジャーナリストになろうとしていなければならないのではないか。情報も他人任
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せにしていてはいけない。 

今回の豊田直巳さんから、イラクやフクシマで起きている真実を知りたいと思う。しかしそれ以上に、私

は真のジャーナリストのものの見方、受け止め方、そして生き方を学びたい。 

「めんどうくささを引き受け楽しむ」「主権者は主催者から」「楽しませてもらうのではなく、楽しませる

側に」が私の目標。なんでも人任せにしておけば楽ちん。政治でも、地域でも、学校でも、ＨＲでも、どん

なイベントでも、そして情報も、誰かがやってくれるだろうと人任せにするのではなく、自分が主催者・発

信者の側になること。めんどうくさいし、責任は重いし、時にはゆううつになるけれども、実はほんとうの

楽しさ、豊かさは、そのあたりにあったりする。平和も民主主義も、そして真実を知ることも、実はとても

めんどうくさいことなのだろう。エバーグリーンに集う若者たちが、主催者になることで平和と民主主義を

つくる主権者になることを期待している。 

 

 

「これでいいのだ」でよいのか 

                           高校教師 橋本 純 

豊田直巳さんの講演会・写真展を主催するころからずっと考えているテーマがある。 

「知は力なり」と言われる。正確な情報を得れば、正しい行動ができる、と。しかし、原発の危険性もそう

だったが、危険性を知っているからと言って、やめる方向に向かうとは限らない。危険、悪であることを承

知で、利益の獲得か保身か、それを進める人たちがいるのだ。その人たちが情報を操作し、「正義」「やむを

得ない」「必要悪」など人々に思わせていく。侵略戦争もそうだった。 

きっと理屈や理論はあとづけなのだろう。正しいとわかったから行動するのではなく、ある行動をしたい人

たちがそれを正当化する理屈をあとからつけていくのだ。 

「人が人を殺さない」「自由」「平等」が絶対的な真理としてどこかにあるのではなく、人類はそういう文

化を作ってきた。それを作ったのは、それを求める弱い立場にある人たちだ。私の、私の家族の、私の友達

の、私の知り合いの命と生活を守りたいから、それを正当化する理屈を構築してきた。神の国、徳治、皇国、

理性、一般意思、絶対精神、共産主義、福祉社会…。「弱者」にも優しい社会をめざして。それを文化とい

うが、それらの理念も政治権力にも、反権力にも利用されてきた。その意味では「階級闘争」「政治権力闘

争」なのかもしれない。 

どちらかというと反権力にならざるを得ない私たちも、その理念を自分の利益や保身のために利用したい

誘惑に駆られることもある。何かの組織に所属したりある立場にたって、組織の論理で武装し、敵を攻撃し、

自己保身を図ったりもする。組合活動を自分の保身のためにしか利用できない人は、自分の身が守られれば

それで活動を停止する。 

組合に所属しているから、エバーグリーンで活動しているから、豊田直巳講演会を主催したから何かを成

し遂げた気になってはならない。豊田さんも講演の中で、「～をしたからよい」と満足してはならないと言

っていた。中越沖地震で原発の危険性を報道したが、同じことが福島でおこったことを深く自省していた。 

本気で何かを成し遂げたいと思う人は、常に自分を相対化しようとするのだろう。まだまだだ、と。 

もしかしたら、情報を得て「正義」に行くか「悪」に行くかの分かれ道は、論理矛盾だが常に自分を相対化

できる力なのかもしれない。「これでいいのだ」というのは「最大の敵」「無関心」なのかもしれない。 

それにしても、いつも「これでいいのか」と思い続けるのはしんどいが…。 
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エバーグリーン第８回企画                                                        2012/2/4 

                        豊田直巳写真展・講演会アンケート 

 

 本日は有り難うございました。次の質問にご回答ください。  

   回収数４６人（以下、意見は出来る限り原文どおりに記録しました） 

 

１ 該当するものを○で囲んでください。 

  1)性別 男性 20 女性 26 

    2)所属 高校生８、大学生１、社会人 19、教員 7、主婦 5、退職者 3 

 

２ 今回の講演会を何でお知りになりましたか？該当するものを○で囲んでください。 

  友人・知人 26、職場で 5、学校で 8、広報ふじえだ 4、チラシ 2、島田高校写真展１  

     

３ 豊田直巳さん講演会「フォトジャーナリストの見た世界とフクシマ」の御感想をお書きください。 

・3.11 の直後は反原発の機運が高まったのに、月日が経つうちに、その空気が薄くなってきたように思いま

す。メディアも余り取り上げないし、政府や大企業の意図も感じます。 

・現場取材に基づく大変分かりやすい講演でした。一般のニュースの裏の構造も分かって良かったです。ど

うにかしたいという豊田さんの情熱もとても伝わってきました。有り難うございました。 

・一番印象に残っているのは、「署名集めるだけでどうにかなるわけではない」という言葉でした。どうし

たらよいのか、もっと大きな勢力となれるよう、もっと広く意見を伝えていくこと、自分の未来と一致する

政治家を選ぶこと、不正を許さないこと。考えていきたい。 

・汚染の強いものは動かさない、科学的根拠はなるほどと思った。 

・講演会を聴いてやはり原発、原発事故は人の暮らし、思いを永遠に断ち切ってしまうものだから、なくさ

ないといけないと強く思った。 

・起きたことを風化させてはいけないと思った。 

・最近の日本は奇妙な明るさに包まれているなと感じてました。自分にとって都合の悪いことは忘れてしま

う、忘れてしまえる世界、本当の情報は自分で求めなければ決して手に入らないと思いました。有り難うご

ざいました。 

・人間社会の中で生きていくということは、つくづく大変だと思いました。賢くならないで無知のまま生き

た方がいっそ楽なのかもしれませんが、人間である以上、自分の頭で考えて生きていきたいので、権力や金

に狂った連中のウソと闘っていきたい。見えない戦争です、まさに。 

・自分の震災に対する認識の甘さを痛感しました。政府やマスコミなどが発信する情報を信じ切っていませ

んでしたが、豊田さんのお話を聴いて、この国に危機感を覚えました。多くの真実を聞くことが出来て良か

ったです。 

・とても興味深かったです。よく考えれば気づくようなことにも私たちは気づいていなかったのだと驚き、

自分たちの将来に不安を感じました。自分で知ろうとしなければならないと思いました。マスコミをそのま

ま信じないで現場の現実を知りたいと思いました。東海地震が発生したら私たちはどうなるのか、ぼんやり

と考えているだけではいけないと、はっきりした考えを持とうと思います。 

・知らないことばかりでした。でも知らないということは怖いことだなと思いました。政府から知らされる

ことはあまりにも信用できないことも。原発があまりにも危険なものであることを改めて感じさせられまし

た。自分で知る努力をしようと思いました。今の福島の現状や原発のことなどを。有り難うございました。 

・知らないことや知らされていないことがたくさんあるんだと思いました。報道されていることでも、事実

と異なっていたり、隠されていることもあるので、鵜呑みにしないよう気をつけたいと思った。 
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・講演を聴いてみて知らないことばかりだったと感じました。世の中で起きていることをただ傍観している

だけでなく、もっと問題意識を持って受け止めたいと思います。 

・テレビのニュースでの福島はほんの一部で、しかも本当に知りたいことは隠されているなと思いました。 

・凄く良かった。 

・本物のジャーナリストだと思った。戦争、不条理に正面から向き合っている人だと思った。 

・行動しなければと思いました。 

・フクシマの現実を知り、色々なことを考える良い機会となりました。 

・実に素晴らしい講演でした。かなり勉強しているつもりですが、知らないことも多くありました。（ただ、

時々、「モトイ！」「ウソです」の言葉が全体の印象を－重いテーマなのに－薄くしてしまう、軽くしてしま

う印象を与えるのが残念）しかし、「何故？」「どうして？」という問いかけ形式は良かった。グイグイと引

き込まれました。もっと彼方此方で講演の機会を得てください。今まで沢山きいた講演会で、一、二、三番

目くらいにインパクトがありました。具体的会社名を挙げるのは大したものです。 

・フクシマの事故はやはりひどりものだったと改めて思いました。ニュースやインターネットも情報を得る

ことはできるけど、実際に現場に行かれた方の話を聴く機会はほとんど無いので、今回の講演を聴くことが

できて良かったと思います。有り難うございました。 

・今、フクシマで日本で起きている事を知り、驚くとともに恐ろしさを強く感じた。「原発さえなければ」

と本当に思う。原発に反対する気持ちはありつつ、署名するくらいでいたこと、初めに言われたこと、その

通りだと思います。 

・とてもショッキングでした。多くの人に聴いていただきたかった。なぜこうなることを止められなかった

か、私も力不足異変をとても痛感しました。豊田さんの活動に感謝します。事実の報道を続けてください。 

・凄く分かりやすく、迫力があって良かった。 

・若い人がこういう企画をしている価値は大きいです。真実を知ることそれを知らせないようにする権力と

の戦いは永遠に続きますね。エネルギーを求め、支え合い、教え合い学びあうことで真実を広めていきまし

ょう。豊田さんの講演はその意味で大変エネルギッシュで素晴らしかったです。 

・農家の苦しみが画面を通してひしひしと伝わり、涙が流れて仕方がなかった。 

・命がけの取材活動に心から敬意を表します。知らないことは恐ろしいことです。 

・本当のところが良く分かった。特に原発問題はエネルギーの問題ではないことが分かって衝撃的だった。 

・沢山の隠された真実を分かりやすく説明してくれたので良かったです。 

・現場を見れて良かった。 

・原発が怖いというよりも、原発がなぜ存在し続けるのかを個人一人一人の生活から説得力のある論理、展

開で良かった。 

・原発の持つ真の目的が良く分かりました。それにしても政治家のごまかし、まやかしは酷い。自分たちの

生活と生命を守るために、裏の裏を見通す目を持たなければと思います。微力でも無力ではないと信じて活

動したいと思います。 

・実情がこんなにひどいとは思わなかった。自然の脅威で破壊されるのは仕方がないのかもしれないが、適

切な対応を心がけるべきだ。 

・実際の現場からの声がテレビと異なり心に響いた。 

・あまりにも自分が何も分かっていなかったと反省しました。新聞テレビの話が正しいのか分かりませんが、

政治の悪さしか感じられません。今の日本を変える方法は何なのか知りたい。 

・熱いお話、良かったです。私も自然界にも放射能があるという考え方は欺瞞だと思っていましたが、豊田

さんのお話でその思いを強くしました。原発事故後のフクシマの方々の状況を更に深く知ることができまし

た。 

・人間の手で解決できないものを作ったことに心が痛みます。自然を破壊して生きている私たちが子どもに
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残すものは何かを考えます。責任を感じます。 

・豊田さんの写真展は初めて参加しました。各新聞社などの記者の姿勢と比べ現実を告発する立場に感銘し

ました。例に出た読売新聞などあれはジャーナリストではないですね。 

・3/11 震災後、フクシマに入って詳しい報道をされた勇気に感動しました。 

・現場に行った生の声は驚きの連続。本物の話は胸を打った。聴いて良かった。しかし、現実を知ると、悲

しくなった。悔しくなった。伝えなくちゃならない。もっと勉強しなくちゃならない。 

・現地、フクシマの状況がよく分かった。フリージャーナリストだからこその取材で良かったと思います。

最後の長谷川さんの酪農家の話は聴く機会があったが両方からの話を合わせると 45 キロも離れている飯館

村の人々の状況の心配が良く分かった。 

・フクシマ原発事故について我々は無知であることが痛感させられた。つまり、真実は隠されていることが

理解できた。賛成派、中立派の世論を揺さぶるのが使命だとうい言葉に感銘を受けました。 

・福島出身の我が身にとって改めて新しい事実を知るに至りました。 

・新聞、テレビ等の表向きの報道の裏側にこのような現実が隠されていることを知り驚きました。 

・話し方にとても迫力がありました。写真や本よりもやはり本人の肉声です。湯川博士が原爆を製造してい

たなんて知りませんでした。柏崎原発の例も説得力がありました。牛、豚の話はショックでした。 

・震災からもうすぐ一年、報道（テレビ、新聞）に対して漫然と受け止めていたが、今日は現実のものとし

て受け止められました。 

・良い話参考になる話でしたが、時間の割には題材が多すぎた感じ。広島、長崎、第五福竜丸の本当の意味

での反省がなされていない体質が福島でも心配。 

 

４ 豊田直巳さん写真展「イラクそしてフクシマ」をご覧になって御感想をお書きください。 

・もっともっと多くの人達に見て貰いたい。 

・イラクの病院の写真が衝撃的でした。この写真が遠い国のことではなく身近にならないことを願わずには

いられません。またメディアがこのような海外のこと（日本の事も）をほとんんど報道しないから、多くの

人は知らないから、知らせて欲しいです。 

・写真から私が知らなかった風景や人々の様子を知ることができた。 

・子ども達が幸せになる世の中を作らなければならないと思った。 

・大手メディアや無料配布で見られる情報では、本当のことは分からない。知らせてもらえるのは凄く有り

難い、でも実際に見てしまうとがっかりさせられます。でもやっぱり何とか事実を知らせてなんとか解決し

たい。 

・自然の風景なのに、放射能に汚染させているというだけで、こんなにも絶望的にうつるのかと驚きました。

イラクの子どもたちの体の異常や津波によって崩された瓦礫からのぞいた足など、自分の心に突き刺さるよ

うなものばかりで考えさせられました。 

・衝撃を受けました。壁に残されたメッセージや死んでいる牛の写真は本当に涙が出そうになりました。イ

ラクの子ども達の写真は、もう彼らのほとんどが生きていないと思うと苦しいです。 

・今まで身近に感じなかったことが急に身近にあるものとして実感することができました。 

・普段見ることができない写真を見ることができて良かったです。 

・遠い世界の出来事としてしか受け止めていませんでしたが、こうして写真で解説つきで見てみると、現実

のことなんだと胸に迫ってくるものがありました。 

・権力と犠牲（常に弱者は強いられている） 

・危険を顧みず真実を伝えようとされていることに心から感謝したい。また、自分自身がやるべきことを見

詰めなければならない。 

・目で見て、現実の厳しさを実感して感じることができました。有り難うございました。 
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・言葉もありません。 

・真実を伝えてくれて衝撃的でした。 

・今後も是非お元気で精力的にご活躍ください。 

・メディアで報道されて皆知っているつもりでいる。しかし、報道されていない事実の方があまりにも多い

と思う。上からの情報、報道は信用できないとつくづく思う。 

・歴史の証明です。 

・イラクと今回の福島が繋がりました。 

・知らないことを知る、そして行動に繋げていくことが必要。 

・素晴らしいのひとことです。 

・岩波のブックレットを購入しました。周りの人に薦めたいです。 

・改めて戦争のひどさを思い知った。劣化ウラン弾の被害は凄まじいものがある。 

・事故後の写真、当時を思い出す。 

・岩波ブックレットで拝見して、どの写真集よりも優れていると思っていましたし、今回もそう思いました。 

・有り難うございました。大変嬉しかったです。故郷のフクシマの放射能汚染された状態を見ることができ

たことは感謝です。もっと真剣に考えたいです。 

・お話を伺うことができてとても良かったです。有り難うございました。 

・原発賛成の人への情報提供はその通りですね。私たちも廃炉署名の戸別訪問をしたらいろいろな人がいま

した。訪問して良かったです。 

・率直な感想はあまりの悲惨さにつらく落ち込むばかりで、では何をすべきかについて考えが及んでこない

ということです。怒りや悲しみをどのように行動として具体化していったら良いでしょうか。 

・細目にわたる写真を良く見せていただきました。 

・福島の自殺された方のメモはとてもショックでした。 

・線量計をつけた子どもの写真が印象に残りました。 

 

５ ﾋﾟｰｽﾒｰｶｰの朗読劇、エバーグリーンの活動展示への御感想をお書きください。 

・若い人達が真剣に演じてくれていてとても良かったです。 

・エバーグリーンの活動は食事メイン？と思わせる展示とマジメな活動が同居していて楽しめました。朗読

劇、進行役共に若い高校生、大学生が頑張っていて嬉しく思いました。 

・知らない人に対して知らせる活動をしていることは凄いなと思った。準備も大変だろうなと思った。 

・とても良いと思いました。これからも続けてください。朗読ですが、もう少し滑舌を練習して聞きやすく

してくれると有り難かったです。 

・内容は良かったです。もう少し感情を込めて読んで欲しかったです。 

・今までこのような活動をしている人達がいるということを知らなかったので良い機会でした。 

・いろんな人の声がして、臨場感があって良かったです。 

・良く練習しているが、やや迫力が・・・。 

・とても重要な活動をしていただいて感謝しています。 

・歴史が分かって良かった。 

・こういう具体的な行動をすることで、若者の力を生み出し、連帯へ力を育てます。継続、発展してくださ

い。 

・これからもずっと続けて欲しい。高校生の活躍する姿に心強さを感じます。 

・群読ならみんなで朗読した方が良い。少し声が小さい。 

・若いひとたちに期待します！ 

・どちらも分かりやすく良かったです。他のイベントに参加して思ったんですが、映画やライブ、音楽など
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楽しい事を少し前面に出すと、人は集まり易いと思います。今回フェアトレードのマーケットもあったので、

そういう一般の人（原発・戦争反対派のグレーゾーンの人）を集めやすい。企画もポスターなどに書いてお

くと良いと思いました。聴いてみたい人はジャーナリストの田中優さん。超多忙だとは思いますが、小さな

カフェにも来てくれので、聴いてみたい一人です。apbank の一人です。あまり社会的問題に関心が無い若

い子達を呼び込める勢いのある人だと思いました。 

・いつも企画がとても良いです。高校生たち、若い人達が積極的にやっているので心強い。 

・若い人が周りの若者に呼びかけて広げてください。政治家やマスコミのウソを見抜く目を育ててください。 

・朗読劇はとっても心に入った。 

・一生懸命に取り組む若い人達がいることを嬉しく思いました。 

・大変良かったです。知らなかったことで凄く勉強になりました。 

・大変良かったです。 

・若い人たちの「平和への願い」が感じられて頼もしく思いました。 

・企画は良いので、もう少し練習して臨むとなお良かった。 

・良い試みだけど、もっと練習量が欲しい。 

・毎年良く頑張っていますね。更に継続、発展を！ 

 

 

６ エバーグリーンへの応援メッセージ、今後聞いてみたい講演者、参加してみたい企画など、 

  ご記入下さい。 

・沼津高専の渡辺先生の話をもう一度、特に若い人達に聴いて欲しいです。 

・この前向きな姿勢と生き方が若い人の中にどんどん広がっていってくれるといいなと思います。 

・脱原発の世論がどんどん大きくなって欲しい。そのための運動にはできるだけ参加したいと思っています。 

・これからも願羽ってください。というか、共に頑張りましょう！ 

・若い方々が頑張って嬉しいです。 

・毎年、良い勉強となっています。今後とも頑張ってください。 

・これからも時流をとらえた企画を続けてください。 

・塀を考えるうえでとても良い団体だと思います。平和を作るというのは大きな理想で実現するのは厳しい

ことかもしれませんが、活動を続けてほしいです。個人では情報が集めにくい国や地域の戦地や環境被害を

取り上げて欲しいと思います。 

・これからも頑張ってください。 

・今後も頑張ってください。期待しています。 

・高校生が主体となって運営しているのに感心しました。 

・とにかく関心を持って永くこの活動を続けてください。応援しています。鎌仲ひとみさん。 

・小出浩章さん（京都大学原子力研究所） 

・エバーグリーンについてはもっともっと広く大きくなって欲しい。 

・イラク検証ネットの報告（シドレイ&高遠の話）イラクと福島 

・高校生、大学生が活動の中心となていること、年寄りが後ろ盾になって次の世代が頑張る、そのような形

こそ一番大切な形と思います。このような活動が全国で広がれば、日本の未来は明るい。どうか活動を広げ

てください。 

・お友達をお誘いしてきました。ちなみに一万円をカンパしてくれました。大切な活動資金にしてください。 

・三回目くらいですが、毎年、楽しみにしています。頑張ってください。 

・高校生、大学生等、若い力による運営に感心しました。 

・今後も頑張ってください。（多数） 


