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あなたも

10/22 ～ 23
★市民の共同、さらに大きく

全国の平和の願いもちよる大会

７月の参院選挙では、
「戦争法廃止、憲法守れ」で、市民
と野党が力を合わせ、東北５県・沖縄はじめ１１選挙区で統
一候補が勝利しました。憲法壊し、海外で戦争する国づくり
を進める安倍政権の暴走
を止める大きな一歩です。
この流れを広げましょう！

★自衛隊を戦場に送るな！戦争法廃止！
参院選挙後、安倍首相は「海外で戦争できる国」めざす憲法改悪
と、戦争法発動の準備を強めています。１１月に南スーダンに派遣さ
れる青森など陸上自衛隊東北方面隊などに、その任務が付与される
危険が高まっています。自衛隊を海外の戦場に送るな！戦争法廃止、
憲法９条守れ！の運動を交流する大会です。

広がる戦争法反対の運動

沖縄と全国で基地はもういらないの運動が

★「安保」じゃなく「憲法」で平和を
憲法壊す動きの根っこにあるのが日米軍事同盟の世界規模への拡大です。日
米安保条約をなくしてこそ、憲法の輝く平和な日本とアジアをつくれる――フィ
リピンの代表も招き、その展望を学び、討論します。

★学習、体験、交流の多彩な企画が
基地調査、大交流会、分科会・シンポ、パレード
世界への出撃基地・三沢基地の異常な実態をその目で見、全体集会・分科会
でたっぷり学び、交流します。そして最後は、平和の思いをアピールするパレー
ドへ。あなたも、ぜひご参加を！

がんばる青森県実行委員会のみなさん

●日本平和大会とは…
1986年以来、ほぼ毎年開催さ

NO
WA
R

NO
BASE

青森県三沢市
土
日
10月22日○～
23日○

戦争法
NO

10 月 22 日（土）
12:00~
三沢基地調査
15:30~18:00 開会集会 ( 三沢市公会堂大ホール )
18:30~20:00 青年集会 ( 三沢市公会堂小ホール )
10 月 23 日（日）
分科会・シンポ・動く分科会
9:00~12:30
13:30~14:30

★沖縄と連帯し米軍基地のない日本を
またも沖縄で起きた元米海兵隊員による女性殺人事件。県民の怒
りが爆発し、海兵隊の撤退、新基地建設反対、米軍基地撤去、日米
地位協定の抜本改定を求めています。沖縄と結び、全国の米軍基地
強化に反対する運動を交流する大会です。

なくそう！
日米軍事同盟・米軍基地

「憲法守れ、基地はいらない」
の声もちよろう 日本平和大会in三沢へ

日本平和大会 三沢

●海外への出撃拠点・米軍三沢基地（青森県三沢市）へ

in

2016

( 三沢市内 )

閉会集会・パレード

（三沢市中央公園から出発）

ストップ！戦争への道
憲法守れ！自衛隊を戦場に送るな!
沖縄・三沢・全国に米軍基地はいらない!

れ、平和を脅かす根源にある日米
軍事同盟と米軍基地をなくすこと
をめざす大会です。広範な労組、平
和・民主団体でつくる実行委員会が
主催。国際連帯も広げます。
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戦争の拠点

三沢基地を見つめ、学び、交流し、語り合いましょう
語り合い

三沢市公会堂第11集会室

被災地の現状と原発、ＴＰＰ、安保を考える

5

三沢市公会堂第8集会室

沖縄と連帯し、米軍基地撤去、
日米軍事一体化反対の運動
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三沢市公会堂第9集会室

シンポ／
三沢基地撤去の世論と運動をどうつくるか

3
2
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午後6時30分～8時
三沢市公会堂小ホール

三沢市公会堂小ホール

テーマ

会場

メイン会場

閉会集会後、市内を
全国の参加者の平和
の思いを表現してパ
レードします。

★「基地の町」三沢市内で平和をアピール

10月23日

午後1時30分～2時30分
三沢市中央公園集合

閉会集会・ピースパレード

多彩なテーマでシンポ・分科会
自衛隊を戦場に送るな！
戦争法廃止・憲法守れの運動

国際交流センター和室研修室

3

シンポ／
三沢基地撤去の世論と運動をどうつくるか

三沢市公会堂第9集会室

4

沖縄と連帯し、米軍基地撤去、
日米軍事一体化反対の運動

三沢市公会堂第8集会室

5

被災地の現状と原発、ＴＰＰ、安保を考える

三沢市公会堂第11集会室

米軍三沢基地は、Ｆ16 戦闘機 36 機が配備され、
今も中東での「対テロ戦争」の空爆に参加している、
海外への出撃基地です。Ｂ61 核爆弾の搭載も可能で
す。また、自衛隊も最新鋭のＦ35Ａ戦闘機配備が計
画され、米軍・自衛隊が一体になって戦争する体制
が強化されています。周辺住民は、爆音被害で故郷
を追われ、集団移転を余儀なくされてきました。そ
の基地の実態を目で見て学びます。

昨年のピース・パレード

メイン会場

子どもたち、青年に迫る戦争
― 教育・自衛隊募集問題

三沢市公会堂第10集会室

7

被爆者とともに核兵器廃絶、核基地撤去を

ホテル・シティ

8

入門編 三沢基地って何やってるんですか？
～トコトン疑問に答えます

国際交流センター研修室1

9

映画「ザ・思いやり」上映と
バクレー監督と語る集い

ホテル・グランヒル

三沢市公会堂

三沢市公会堂

三沢空港

米軍三沢基地

6

★中東で空爆、核持ち込み疑惑、
爆音でふるさと奪う基地

10月22日

正午～午後1時出発

チト・サンタ・ロマナさん

全国の平和のとりくみを交流
（写真は昨年の平和大会）

三沢市公会堂

昨年のピース・パレード

午前９時～12時30分
三沢市各会場
2

正面ゲート

（青森県三沢市桜町1-6-35）
※三沢空港、青い森鉄道三沢駅
から車で各10分

★自衛隊を戦場に送るな！
憲法守れ！ 米軍基地強化 NO!
全国の運動を大交流

10月23日

三沢市公会堂小ホール

三沢市中央公園
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午後3時30分～6時
三沢市公会堂大ホール

国際交流シンポ／憲法をいかし、
アジアの平和をどうつくるか？

（青森県三沢市桜町1-6-35）
※三沢空港、青い森鉄道三沢駅
から車で各10分

三沢空港

三沢市公会堂

国際交流センター和室研修室

★疑問も悩みも出し合い、学び交流

青年集会・ピースシャウト

正面ゲート

三沢基地調査

さん

会場

国際交流シンポ／憲法をいかし、
アジアの平和をどうつくるか？

動く分科会

閉会集会後、市内を
全国の参加者の平和
の思いを表現してパ
レードします。

開会集会では、三沢基地とはどんな基地なの
かを、映画『ザ・思いやり』の監督バクレーさ
んが現地取材し、映像でレポート。東日本大震災・
原発事故の被災者の訴えや元自衛隊員や隊員家
族の「隊員を戦場に送るな」の訴え。憲法守れ、
沖縄・全国に基地はいらないの各地の活動など、
多彩な運動を交流。米軍基地を撤去させた経験
を持つフィリピンの代表のスピーチも。東北の
うたごえのみなさんや、津軽三味線、ねぶた踊
りなど、地元青森の文化もお楽しみに！

自衛隊を戦場に送るな！
戦争法廃止・憲法守れの運動

■ 分科会のテーマ ( 第 1 次案 )

★「基地の町」三沢市内で平和をアピール

1
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★戦争への道ストップ！
未来を考え、交流しよう

三沢市中央公園

米軍三沢基地
フィリピンから（交渉中）
エミー賞受賞 ABC ニュース元北京支局長

こんな方も
登場します

三沢市公会堂第10集会室
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― 教育・自衛隊募集問題
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中東に出撃し空爆をくりかえす F16 戦闘機

国民の情報も探知するとされる通信施設群
( 元沖縄・宜野湾市長 )

午前９時～12時30分
三沢市各会場

→

伊波洋一

さん

閉会集会・ピースパレード
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中東に出撃し空爆をくりかえす F16 戦闘機

10月22日
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映画「ザ・思いやり」上映と
バクレー監督と語る集い
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至八戸

こんな方も
登場します

参議院議員
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東北はじめ全国の青年が三
沢基地について、憲法にもと
づく平和な未来について、本
音で交流！
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