
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・卓　話　山田恭暉様�

【会長報告】

　２０１１．１１．１１（金）冷たい雨の中、２３名でゴルフ

（飯能ＧＣ）。優勝、田辺会員。駿河台大学留学生

スピーチコンテストはＣＤにしてＩＭで発表。

【幹事報告】

・１２／７（水）１１：３０～第７回役員会�

・１１／２０（日）地区大会　９：００飯能駅南口�

・週報：入間、入間南ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１２／１９（月）振替休会１２／１７（土）家族同伴忘年会�

・１２／２６（月）振替休会１／８（日）新年会�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　ゴルフ大会は雨の中ご協力有難うございま

した。Ｘマス家族会申込用紙にはご家族の氏

名をどこかにご記入下さい。１２／７〆切。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　雨間君

『友』１１月号紹介。横組Ｐ４「ロータリーの効

用」についてお読み下さい。Ｐ４４「ポリオ撲滅

推進計画」、Ｐ４６にその成果が載っています。

◎飯能商工会議所　　　　　　　  矢島（巌）君

　１１／２６（土）１０時より北本で第９回Ｂ級ご当

地グルメ王決定戦。「飯能すいーとん」は前回、

羽生では準優勝。是非１票を。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】
１１／１１（ゴルフ）吉島君、吉田（健）君、大崎君、新井君、
　　田辺君、吉田（行）君、塩野君、矢島（高）君、神田（敬）
　　　君、山川君、半田君、中山君、細田（吉）君、小久保
　　君、丸山君、中里（忠）君、矢島（巌）君、中里（昌）君、
　　藤原君、吉澤君、大木君、杉田君、馬場君
１１／１４（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・山田恭暉様、大久保様、出水様、本日は有難
　うございます。卓話よろしくお願い致します。
　　　　　　市川（洋）君、神田（敬）君、前島君�
・お陰様で金婚式を迎える事が出来ました。これか
　らもよろしくお願い申し上げます。　細田（吉）君�
・結婚記念日および妻の誕生日お花有難うご
　ざいました。　　　　　　　　　　馬場君�
・雨の中親睦ゴルフ大会ご参加頂きまして有
　難うございました。　　　　　  中里（忠）君�
・先日の親睦ゴルフ大会で優勝しました。田辺君�
・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�
・早退（公務）　　　　　　　　　　　大野君�
本日計４１，０００円、累計額５８７，１１２円。
◎７日例会当番は細田（伴）会員、橋本会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　  市川（洋）プログラム委員長
　福島第一原発災害をきっかけに再び暴発する事無く
収束に向ける作業を６０才以上の人間が将来のある若
者の肩代わりを目的に４月に「福島原発暴発阻止行動隊」
を立ち上げ２，０００人余を組織。７２才。東京大学理科Ⅰ類

入学。６０年安保当時、社会主義学生同盟副委員長。住友
金属工業(株)に入社し製鋼、廃棄物処理、プラント・エン
ジニアリング等担当。８９年、５０才で退社。９０年、プリント
ショップフランチャイズ主宰。０２年、小企業の業務改善
コンサルタント。０６年、ＮＧＯで海外ボランティア。０８年、
超小型水力発電設備建設。９／３０現在、行動隊６１８名、
賛助会員１，５３０人、寄附１１，７００，２６２円。　

〔スライド併用〕私は元技術屋。そういう関係からいろ
んな議論をしている中で、どうしてもこの問題は若い人
に任せておくわけには行くまいという事で４月から呼
びかけ、少しずつ形が出来つつあるというところ。細野
環境大臣は「冷温停止間近」という話をしているが実は
今、１００度以下になったというのは圧力容器の底の温度。
実際に燃料自体が何度になっているか誰も知らない。「も
うじき冷温停止」と言った途端「再臨界じゃないか」と
いう話が出て来る。誰も炉の状態を知っている人は居
ないという事実。いつ何が起こってもおかしくない状
態で、しかも冷却を続けなければいけない。同時に、放
射性物質が環境に出るのを防ぐのも大事。「汚染水処理」
は言い換えれば「非常に濃度の高い放射性物質を含む
廃棄物が沢山出来て来ている」という事。これをどう処
理して保管したら良いのか全く決まっていない。セシ
ウムの半減期が３０数年。８分の１になるまで少なくとも
１００年間の安全な保管を保証する処理方法を考えな
ければいけないというのが今の問題。「ロードマップ」
のステップ「２」に入った事になっているが、ここまで
の仕事というのは全部、応急設備。１２日に報道が現地に
入り、翌１３日朝刊にも異口同音に書かれていた。「廃炉
まで３０年以上」と言われるが、廃炉作業にかかるまで
１０年間安定して冷却する設備を造るのはなまじの仕
事ではない。瓦礫処理が終わったのは道路とその周辺
だけ。建屋の周りは瓦礫の山。無人のショベル等を使っ
て片付けているが隅の物を手で全部どけて初めてきれ
いになる。水の循環もちゃんとしようと思うとかなり
汚染の激しい所で仕事をしないといけない。ホースで
１０年持たせる馬鹿は居ない。これを「こんな風な設備に」
という報告が９月に東電からあった。中の燃料を取り
出せないので「埋める」と言っているのだが、水がどこ
から漏っているか分からないで、どうやって埋めるのか。
３、４月の時点では１日３，０００人位が現場に居たのだが、
今は１，０００人。次に何をしたら良いか分からない状態
で次の仕事が出来ない。今、国内５４基の原子炉のうち、
動いているのは１１基だけ。定期点検の仕事が無くなり、
メーカー（日立、東芝、三菱）では人が余って困って首切
りに入っている。原子炉で働く人間が減って来ている。
例えば東電工業は福島に２００人程の技術者が居るが、
毎日働いているのは５０人。１５０人は余っている。首を
切るわけにもいかず悩んでいるとの事。実際は今後、
たいへんな仕事があるのにも関わらず、そういう状況
だというのが大きな問題です。
　今後、被曝の激しい条件下で大勢の人が仕事をしな
ければならないが、それを若い人にやらせてしまうわ
けには行くまい。高齢者は細胞分裂が少なく、放射能の
被害は少ない。たとえ被害を受けたとしても平均余命
でガンが出るより死ぬ方が先になるだろうし今さら子
どもをつくる事も無いだろう。少しでも我々が仕事を
やるべきだというのが「呼びかけ」の基本。特に、現場で
技術・技能を身に付けた我々が中心になってやりたい。
　その「呼びかけ」に応えたのかどうか分かりませんが、
東電８月の資料で、被曝限界は一時２５０ミリに上げて
いたのが、年間１００ミリを超えないよう管理する事に
なった。また、被曝して仕事を辞めた後、その人がどこ
に行ったか雇用主には分からなくなっていたがトレー

ス出来るようにしようとある。
「被曝」の実態。３、４月に年
１００～２００ミリの被曝があっ
たが、それ以降は減っている。
ところが８月、月間１０～２０ミ
リが２１人。年間１００ミリ被曝
すると５年間仕事をしてはい
けないというのが日本の基準。
こういうレベルの被曝がまだ
起こっている。大企業の契約
形態は元請け、下請け、孫請け

があり、原発の場合、７次、８次（請け）まであるという
噂もある。東電には末端の労働者の管理は出来ず、被曝
をきちっと管理する事はとうていやれるものではない。
激しい被曝が予想される中で、この状態のまま長続き
するだろうかというのが非常に疑問だと思います。
　日本に原発が出来たのは６０年代後半。炉の寿命はほ
ぼ４０年。既に東海は９７年に廃炉が始まったが、汚染が
激しく炉から持ち出した鋼材が汚染されているかチェ
ック出来ないため作業が止まっている。２０３５年位まで
廃炉の数は増えて行く。廃炉の仕事は一年中で、定期点
検も考えると仕事は増えていく。これから原子炉の作
業者は福島第一を考えなくても非常にきつい条件にな
る。被曝を皆が分担していけば１０人で５年間持つが、
誰かに集中してしまうと１２人要る。日本中の原子炉を
対象に、下請け、孫請け等、全員を管理しローテーショ
ンをうまくやっていかないと人が足りなくなる可能性
が高い。この事について議論すると、２、３年後に間違
いなく逼迫する事は見えていると言うのだが誰もその
事は真面目にやらない。東芝、日立、三菱も今は人が余
っており、これから２、３年その人を抱えているわけに
いかないので、首切り、出向等が始まっている。数年で
たいへんな事が起こるのではないかと考え、我々は、現
場作業の出来る６０才以上の人に集まって頂いている。
　もう１つ、大きな問題。福島第一は廃炉まで３０年以上。
放射性廃棄物の管理を考えると１００年。これを東電に
やらせるのかという事。プラントを造る会社と動かす
会社とは経理体系も人間の体質も風土も全く違う。今、
東電が現場でやっているのは応急処置。長持ちするプ
ラントを造る仕事、中がどうなっているか分からない
状態で日々違う事が起こりうる仕事をやろうというの
に東電にやらせて良いのか。この問題は原子力安全委
員会の人はよく分かっています。しかし保安員も細野
大臣も分かっている様子はどうも無い。現場の東電の
人自身が「もう自分達には出来ない」と分かっている。
「政府に無理だって言いなさいよ」と言うと「責任上、
自分から言い出すわけにいかない。何とかして下さい」
と言う。プラントを造るエンジニアリング会社で働い
た人達は「とても見ちゃおれん」というのが今の現場の
仕事です。“１００年間、利益を生まない仕事を、利益を
追求する会社にやらせるのか”。そんな事から、今は
２０キロ圏内については国がやるという話が出始めた。
態勢の問題等を考えると直ぐに原発内で仕事が出来る
とは思いにくいので、周辺での活動を来月位から私共
も始めたいと考えています。いろんな組織と連帯し、
国への働きかけをやって行きたい。労務の統括、衛生
管理、総務をほぼ専任でやって頂ける人をご紹介頂き
たい。次の後継者を作っていく事も考えています。
　行動隊を支える理念にはいろいろな考え方がありま
す。隊自身は共通の理念を持つのではなく、一人一人
がいろんな考え方で、それぞれの生き方に従って仕事
をしようと考えています。哲学の世界では山折哲雄氏、
鶴見俊輔氏等に面白い議論があります。“理念を共有
しない運動体”“圧力団体でない運動体”として、技術
的にも幅の広い事をやり、結果として社会に、産業や
政治に影響を及ぼして行く運動が出来るのではないか
と期待しています。
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１０年持たせる馬鹿は居ない。これを「こんな風な設備に」
という報告が９月に東電からあった。中の燃料を取り
出せないので「埋める」と言っているのだが、水がどこ
から漏っているか分からないで、どうやって埋めるのか。
３、４月の時点では１日３，０００人位が現場に居たのだが、
今は１，０００人。次に何をしたら良いか分からない状態
で次の仕事が出来ない。今、国内５４基の原子炉のうち、
動いているのは１１基だけ。定期点検の仕事が無くなり、
メーカー（日立、東芝、三菱）では人が余って困って首切
りに入っている。原子炉で働く人間が減って来ている。
例えば東電工業は福島に２００人程の技術者が居るが、
毎日働いているのは５０人。１５０人は余っている。首を
切るわけにもいかず悩んでいるとの事。実際は今後、
たいへんな仕事があるのにも関わらず、そういう状況
だというのが大きな問題です。
　今後、被曝の激しい条件下で大勢の人が仕事をしな
ければならないが、それを若い人にやらせてしまうわ
けには行くまい。高齢者は細胞分裂が少なく、放射能の
被害は少ない。たとえ被害を受けたとしても平均余命
でガンが出るより死ぬ方が先になるだろうし今さら子
どもをつくる事も無いだろう。少しでも我々が仕事を
やるべきだというのが「呼びかけ」の基本。特に、現場で
技術・技能を身に付けた我々が中心になってやりたい。
　その「呼びかけ」に応えたのかどうか分かりませんが、
東電８月の資料で、被曝限界は一時２５０ミリに上げて
いたのが、年間１００ミリを超えないよう管理する事に
なった。また、被曝して仕事を辞めた後、その人がどこ
に行ったか雇用主には分からなくなっていたがトレー

ス出来るようにしようとある。
「被曝」の実態。３、４月に年
１００～２００ミリの被曝があっ
たが、それ以降は減っている。
ところが８月、月間１０～２０ミ
リが２１人。年間１００ミリ被曝
すると５年間仕事をしてはい
けないというのが日本の基準。
こういうレベルの被曝がまだ
起こっている。大企業の契約
形態は元請け、下請け、孫請け

があり、原発の場合、７次、８次（請け）まであるという
噂もある。東電には末端の労働者の管理は出来ず、被曝
をきちっと管理する事はとうていやれるものではない。
激しい被曝が予想される中で、この状態のまま長続き
するだろうかというのが非常に疑問だと思います。
　日本に原発が出来たのは６０年代後半。炉の寿命はほ
ぼ４０年。既に東海は９７年に廃炉が始まったが、汚染が
激しく炉から持ち出した鋼材が汚染されているかチェ
ック出来ないため作業が止まっている。２０３５年位まで
廃炉の数は増えて行く。廃炉の仕事は一年中で、定期点
検も考えると仕事は増えていく。これから原子炉の作
業者は福島第一を考えなくても非常にきつい条件にな
る。被曝を皆が分担していけば１０人で５年間持つが、
誰かに集中してしまうと１２人要る。日本中の原子炉を
対象に、下請け、孫請け等、全員を管理しローテーショ
ンをうまくやっていかないと人が足りなくなる可能性
が高い。この事について議論すると、２、３年後に間違
いなく逼迫する事は見えていると言うのだが誰もその
事は真面目にやらない。東芝、日立、三菱も今は人が余
っており、これから２、３年その人を抱えているわけに
いかないので、首切り、出向等が始まっている。数年で
たいへんな事が起こるのではないかと考え、我々は、現
場作業の出来る６０才以上の人に集まって頂いている。
　もう１つ、大きな問題。福島第一は廃炉まで３０年以上。
放射性廃棄物の管理を考えると１００年。これを東電に
やらせるのかという事。プラントを造る会社と動かす
会社とは経理体系も人間の体質も風土も全く違う。今、
東電が現場でやっているのは応急処置。長持ちするプ
ラントを造る仕事、中がどうなっているか分からない
状態で日々違う事が起こりうる仕事をやろうというの
に東電にやらせて良いのか。この問題は原子力安全委
員会の人はよく分かっています。しかし保安員も細野
大臣も分かっている様子はどうも無い。現場の東電の
人自身が「もう自分達には出来ない」と分かっている。
「政府に無理だって言いなさいよ」と言うと「責任上、
自分から言い出すわけにいかない。何とかして下さい」
と言う。プラントを造るエンジニアリング会社で働い
た人達は「とても見ちゃおれん」というのが今の現場の
仕事です。“１００年間、利益を生まない仕事を、利益を
追求する会社にやらせるのか”。そんな事から、今は
２０キロ圏内については国がやるという話が出始めた。
態勢の問題等を考えると直ぐに原発内で仕事が出来る
とは思いにくいので、周辺での活動を来月位から私共
も始めたいと考えています。いろんな組織と連帯し、
国への働きかけをやって行きたい。労務の統括、衛生
管理、総務をほぼ専任でやって頂ける人をご紹介頂き
たい。次の後継者を作っていく事も考えています。
　行動隊を支える理念にはいろいろな考え方がありま
す。隊自身は共通の理念を持つのではなく、一人一人
がいろんな考え方で、それぞれの生き方に従って仕事
をしようと考えています。哲学の世界では山折哲雄氏、
鶴見俊輔氏等に面白い議論があります。“理念を共有
しない運動体”“圧力団体でない運動体”として、技術
的にも幅の広い事をやり、結果として社会に、産業や
政治に影響を及ぼして行く運動が出来るのではないか
と期待しています。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 馬場君、藤原君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

飯能ロータリークラブ会報

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

※次週の例会案内は省略。

山田恭暉    様

福島原発行動隊について

福島原発行動隊
理事長

一般社団法人
（やすてる）


