オスプレイ NO!の声を
危険な基地」沖縄・普天間基地に配備する――この暴挙
に、沖縄県民が島ぐるみで反対しています。
また、全国の
低空飛行訓練計画に対しても、各地に怒りが広がってい
横田撤去

ます。
この声と運動を、首都
東京に集めるのが2012
年日本平和大会です。最
終日には、思いを一つに、
在日米軍司令部のある米
軍 横 田 基 地 へ ピース パ
レードも!

尖閣、竹島、改憲…

アジアの平和 どうつくる?

くらしと安保考える
原発ノー、ＴＰＰ参加反対、消費税増税やめろ――国
民 の 運 動 が日本 列 島 津々
浦々に広がっています。この
要求を実現し、国民のくらし
を守るためにも、日米安保か
らの脱却を――その展望を
示すのも平和大会です。
多 彩 な 企 画で 学 び、交 流
し、米軍基地も軍事同盟もな
い憲法の輝く日本をつくる力
を広げる、2012年日本平和大
毎週金曜、原発ゼロを求める
官邸前デモ

会in東京にあなたも!!
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横田基地調査行動
横須賀基地調査行動
19:00〜20:30 ●首都圏と全国の青年が楽しく交流
青年集会ピースシャウト 〈明治大学アカデミーコモン2Fビクトリーフロア〉

11月24日
（土）
9:30〜15:00 ●たっぷり、学び、体感、討論、交流
シンポジウム、分科会、
フィールドワーク 〈各会場〉
16:00〜19:00 ●どうする？日本のこれから 多彩に交流
全体交流集会 〈日比谷公会堂〉

11月25日
（日）
11:00〜13:00

●オスプレイNO!横田基地撤去の思いアピール

閉会集会と横田基地行動 〈福生市民会館前広場〉
※参加についての詳しいお問い合わせは、各県実行委員会まで
※大会翌日 11月26日
（月）
、各地の代表で防衛省、外務省要請行動を行います
明治大学アカデミーコモン
御茶ノ水駅
アカデミーコモン

JR 八高線
霞ヶ関駅

福生市民会館
日比谷公園

広場
日比谷公会堂

明治大学

地下鉄
神保町駅

駿河台下交差点

日比谷線
日比谷駅
千代田線

東口

牛浜駅
至福生

JR 青梅線

米軍基地も
軍事同盟もない
憲法の輝く日本を

首都から

米軍基地撤去を

東京で広がる横田基地撤去の運動

福生市民会館前広場

日比谷公会堂

沖縄と全国の欠陥機オスプレイ配備反対の運動が大集合（沖縄県民大会 =9 月 9 日）

五日市街道

原発、
ＴＰＰ、消費税…

●世界の異常 首都圏の米軍基地をその目で

有楽町

和への道――そのことを示す大会です。

〈明治大学アカデミーコモン2Fビクトリーフロア〉
13:00〜18:00

至銀座

ます。軍事同盟ではなく、憲法にもとづく平和外交こそ平
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国際シンポジウム
「アジア太平洋の平和をどうつくるか『抑止力』論をのりこえて」

至新橋

「アジア太平洋の平和をどうつくるか」を正面から議論し

●5カ国の代表が熱く討論

内幸町駅
三田線

大会は、アメリカ、フィリピン、韓国、グアムの代表らと、

13:00〜18:00

至東京

憲法9条改悪めざす動きも強まっています。今年の平和

11

フィリピン
米軍基地撤去
20周年に開催！

11月23日
（金・休）

明大通り

す。
これを利用して、
日米軍事同盟強化や自衛隊の増強、

〜 日
月 日

尖閣諸島や竹島の領有権をめぐり緊張が高まっていま

平和な日本とアジアめざす大きな流れを

首都から

墜落をくりかえす米軍の欠陥機オスプレイを、
「世界一

オスプレイ NO!

日本平和大会 東京へ

2012年

全国から首都へ横田へ…

至拝島

共に学び
考えあう
大会です

日米軍事同盟なくし、憲法輝く新しい未来へ
★平和なアジアどうしたらつくれるの？

★オスプレイ、ＴＰＰ、外交…多彩な人々が

★オスプレイ配備ノー! 横田基地撤去！

国際シンポジウム

全体交流集会

横田基地

11月23日 13時〜18時
明治大学アカデミーコモン 2Fビクトリーフロア

11月24日 16時〜19時

11月25日 11時〜13時 福生市民会館前広場

大型

ピースパレード

日比谷公会堂

毎月第 3 日曜の横田基地撤去座り込み行動

アメリカ、フィリピン、韓国、グアムの代表を
迎えて開かれる国際シンポジウムのテーマは「ア
ジア太平洋の平和をどうつくるか――『抑止力』
論をのりこえて」。日本のパネリストは川田忠明
氏（日本平和委員会常任理事）。
軍事力でなく、非軍事的手段でアジアの平和を
実現することはできるのか? ホットな関心にこた
えるシンポです。どなたでも参加でき、討論に加
われます。
ASEAN（東南アジア諸国連合）関係国政府代表
のレクチャーも要請中です。

【こんな海外代表が】

全体交流集会「第1部」は、リレートーク「こ
れでいいのか? 日米関係」。沖縄、農業、外交
の各分野の多彩なゲストが、思いを込めて訴えま
す。（下記にゲスト紹介）

オスプレイ、低空飛行訓練ノー!
沖縄―全国の運動が一堂に

フィリピン

アメリカ

「第2部」は、全国と世界の平和を求める運動の
交流の舞台です。特に、沖縄と全国のオスプレイ
配備ノー、低空飛行訓練反対の運動が大集合！
オスプレイ配備に反対する広範な自治体からの
メッセージも。米軍犯罪被害者の訴え、憲法守
れ、原発、ＴＰＰ、消費税増税反対など、多彩な
運動が合流。歴史の流れが見えてきます!

世界で異例の首都におかれた米空軍横田基地。
爆音被害をもたらすとともに、在日米軍司令部が
おかれ、日米統合戦争司令部として強化されてい
ます。6月には航空自衛隊総隊司令部も移転。空
の司令部も一体化しました。住宅地の真ん中で危
険なパラシュート降下訓練も強行。オスプレイも
飛来する計画です。
この横田基地に向け、オスプレイ配備ノー、基地
撤去の全国の声を一つに、ピースパレードを行いま
す。あなたのメッセージももちよりましょう!

★首都圏と全国の青年集まれ！

青年集会ピースシャウト
11月23日 19時〜20時30分
明治大学アカデミーコモン２階ビクトリーフロア

リレートーク こんな方が発言します

ジョゼフ・ガーソンさん

ローランド・Ｇ・シンブランさん

フレンズ奉仕委員会

フィリピン大学教授

沖 縄 か ら

ＴＰＰノー！

外交官として

グアム

韓国
イ・テホさん

アントニー・ジュリアン・アグオンさん

参与連帯事務局長

グアム平和正義連合・弁護士

元宜野湾市長

東京大学大学院教授

元上海総領事

伊波洋一さん

鈴木宣弘さん

吉田重信さん

基地は本当になくせるのか? 返還してどんな
未来をつくるのか? フィリピンの経験も学びみ
んなで考えます。 脱原発運動にも参加する
ミュージシャンも参加!

「いま」を知り「明日」がみえる― 多彩なシンポ、分科会、フィールドワーク
テーマ

講師・パネリスト

会場

シンポジウム
シンポ

日米安保条約の廃棄で見えてくるアジアの平和と展望

笠井亮（衆院議員）、萩原伸次郎（横浜国立大学教授）、
伊波洋一（元宜野湾市長）

けんせつプラザ東京 ( 東京土建）ホール

分科会
①

オスプレイ配備ノー

小泉親司
（安保破棄実行委員会事務局次長）

新婦人会館 1 階ホール

②

３・１１後の自衛隊と憲法

米軍基地めぐる沖縄と本土のたたかい

半田滋
（東京新聞編集委員）
、
内藤功（日本平和委員会代表理事）

港区立勤労福祉会館

③

隠されつづけた米軍の異常な特権

末浪靖司（ジャーナリスト）

自治労連会議室

④

国民生活を脅かすＴＰＰ

⑤

大増税・社会保障大改悪を阻止しよう

⑥

坂口正明
（食健連事務局長）

全理連ビルＡＢ会議室

増田正人
（法政大学教授）
、相野谷安孝（中央社保協事務局長）

ラパスホール 7 階ホール

原発ゼロはこうすればできる

今野宏
（物理学者）

全労連会館ホール

⑦

核兵器のない世界と日本の役割

安井正和（日本原水協事務局長）

全労連会館ホール

⑧

子どもたちの未来に基地はいらない

布施祐仁
（平和新聞編集長）

エデュカス東京（全教会館）地下会議室

根底に安保が

⑨

とめよう ! 兵器の生産・輸出―平和は軍事力では守れない―

吉田敏浩
（ジャーナリスト）

エデュカス東京（全教会館）7 階ホール

⑩

入門分科会 安保ってなんだろう

林博史
（関東学院大学教授）

全理連ビル C 会議室

⑪

今日のマスコミと平和問題 ( 仮題 )

丸山重威（元共同通信社会部次長・関東学院大学教授）、
仲筑間卓蔵（元日本テレビプロデューサー）、岡本厚（元「世界」編集長）

文京区民センター

①

横須賀基地調査

原子力空母「母港」米海軍横須賀基地を海上から調査

②

都心・新宿の戦争と平和を訪ねる

軍都・新宿の戦跡、区役所平和モニュメント、高麗博物館など

都営地下鉄大江戸線「牛込柳町」改札口

③

東京大空襲、その傷痕と被災者の運動

東京大空襲資料センター、慰霊碑、都慰霊堂、言問橋など

東京大空襲・戦災資料センター

④

杉並の平和運動の歴史を訪ねる ― 小林多喜二、
ビキニの運動

原水爆禁止署名運動発祥の地記念碑、小林多喜二の足跡など

杉並区立産業商工会館

⑤

練馬・朝霞の自衛隊駐屯地調査

朝霞駐屯地、陸自広報センター、米軍跡地利用など

池袋西口公園

⑥

第五福竜丸展示館を訪ねる

東京大空襲資料センター、第五福竜丸展示館

東京大空襲・戦災資料センター

⑦

麻布ヘリ基地と平和を考える

麻布米軍ヘリポート、星条旗新聞社、解放運動無名戦士墓など

青山中学校

フィールドワーク（タイトルは予定）

みどころ

集合場所
ヴェルクよこすか

※フィールドワークは実費が必要なものもあります。会場等くわしくは実行委員会なでお問い合わせ下さい（実行委員会 HP 参照）。

