
9.6 老朽原発うごかすな！大集会inおおさか

本集会は，1004（8/31現在）という，かつてなかったほど幅広い領域の市民団体，労働団体，
政党および団体，個人の皆さまの賛同に支えられて開催に至りました。「コロナ禍の下，老朽

原発うごかすな！の闘いをどう進めるか」については，実行委員会として真剣な議論をして

「報告とお願い」（8/16 付）を発表しています。その提起にもとづき，危険すぎる老朽原発う

ごかすな！の圧倒的な市民の声を，今日こそ関西電力，政府につきつけましょう。

本集会は，新型コロナウイルスが広がっている下で開催されます。感染防止の取り組みに

ご協力ください。また，本集会では，団体等の組織的参加は，各団体の自主判断にゆだねる

こととしています。その結果，この集会，デモには参加していない皆さまにより，裾野の広

い取り組みが本集会に前後して同時並行で進められていること（裏面参照）も，お互いに確認

しましょう。

●プログラム

13：00 開 会

( 1 )司会あいさつ………二木洋子（反原発自治体議員・市民連盟 関西ブロック）

( 2 )主催者あいさつ……中嶌哲演（福井県小浜市 明通寺住職）

( 3 )老朽原発廃炉を突破口に原発全廃を勝ち取ろう……木原壯林

( 4 )「関電の原発マネー還流を告発する会」より………末田一秀

( 5 )「老朽原発40年廃炉名古屋訴訟市民の会」より……草地妙子

( 6 )福井原発訴訟［滋賀］より……井戸謙一（弁護団長）

( 7 )老朽原発の地元から…福井県高浜町住民

福井県美浜町住民

東海第二原発周辺の住民

( 8 )カンパの訴え……橋田秀美

( 9 )アメーバデモ，リレーデモで聞いた地元の声……木戸惠子（若狭の原発を考える会）

(10)原発賠償関西訴訟原告団より……佐藤勝十志

(11)全国から…全国各地で脱原発をたたかう仲間の自己紹介

(12)関西の市民団体から…滋賀/原発のない社会へ 2020びわこ集会実行委員会，京都/使い捨て時代を考
える会，大阪/原発ゼロの会・大阪，大阪/ストップ・ザ・もんじゅ，兵庫/脱

原発はりまアクション，奈良/原発ゼロ・被災者支援奈良の集い実行委員会

(13)労働組合から…フォーラム平和・人権・環境

全労連近畿ブロック

おおさかユニオンネットワーク

(14)集会決議の提案と採択

(15)デモについて

14：30 閉 会 14：30 デモのスタート

(16)全国の諸団体からのリレートーク…すべての参加者がデモにスタートするまでの間



●賛同団体:212
I(アイ)女性会議･京都 I(アイ)女性会議･兵庫 アジア共同行動･

京都 アジア共同行動日本連絡会議 アジェンダ･プロジェクト京

都 アスネット高槻 かんなま勝手連･しが 伊方から原発をなく

す会 生駒革新懇 (医療法人共和会)茨木診療所 ウチら困ってん

ねん＠京都 海人商会 AWC 山口 原発さようなら千葉 (有)近

江産地直送センター 大阪教育合同労働組合 大阪全労協 大阪の

海と空を戦争に使わせない会 大阪民主医療機関連合会 おおさか

･ユニオンネットワーク 大間原発反対現地集会実行委員会 核燃

料廃棄物搬入阻止実行委員会 風をおこす女の会 カルメル会修道

院 (株)川西産直センター 関西共同行動 関西合同労組 関西

合同労組大阪支部 関西よつ葉連絡会 管理職ユニオン･関西 ｢技

術と社会｣資料館 (株)北近畿産直センター 9 条改憲阻止共同行
動 9 条ネット･滋賀 九条の会･宍粟 京都脱原発原告団 京都

地方労働組合総評議会 京都･水と緑を守る連絡会 京都南地域個

人加盟労働組合ユニオン南の風 きょうとユニオン グリーン･ア

クション 経産省前テントひろば けんこう舎 建交労西日本鉄道

本部 原子力規制委員会毎水曜昼休み抗議行動 (NPO 法人)原子
力資料情報室 原子力発電に反対する福井県民会議 原子力民間規

制委員会･東京 現代を問う会 原発いらない！ちば 原発いらな

い福島の女たち 原発いらん！山口ネットワーク 原発住民運動福

井･嶺南センター 原発震災を考える堺の会 原発設置反対小浜市

民の会 原発ゼロ･被災者支援奈良の集い実行委員会 原発ゼロへ･

生駒の会 原発ゼロをめざす京都ネットワーク 原発なくし自然エ

ネルギーを推進する兵庫の会 原発なしでくらしたい宮津の会 原

発の危険性を考える宝塚の会 原発の電気はいらない署名＠関西

原発のない社会へびわこ集会実行委員会 原発問題住民運動福井県

連絡会 原発を考えるびわ湖の会 原発を知る滋賀連絡会 原発を

なくし自然エネルギーを推進する大阪連絡会(原発ゼロの会･大阪)

憲法の改悪に反対する元教職員ひょうごネット 憲法を生かす京

都の会 国民救援会京都府本部 護憲･原水禁滋賀県民会議 コー

プしが労働組合 コラボ玉造 こわすな憲法！いのちとくらし！市

民デモ HYOGO 再稼働阻止全国ネットワーク さいなら原発尼

崎住民の会 さいなら原発･びわこネットワーク 笹島日雇労働組

合 狭山再審を求める市民の会こうべ さようなら柏崎刈羽原発プ

ロジェクト さようなら原発 1000 人集会(＠いたみホール)実行委
員会 さよなら原発･ぎふ さよなら原発神戸アクション さよな

ら原発なら県ネット サンチチョクソウセンター 三里塚関西実行

委員会 三里塚芝山連合空港反対同盟 三里塚闘争勝利尼崎･伊丹

実行委員会 志賀原発を廃炉に！訴訟原告団 滋賀県民平和･人権

運動センター 市民環境研究所 社会民主党大阪府連合 社会民主

党兵庫県連合 社民党滋賀県連合 熟年者ユニオン 出版労連･原

発問題委員会 出版労連･出版情報関連ユニオン京都支部 自立労

働組合連合 新空港反対東灘区住民の会 新社会党大阪府本部 新

社会党京都府本部 新社会党滋賀県本部準備会 新社会党兵庫県本

部 STOP原子力★関電包囲行動 ストップ･ザ･もんじゅ 生活協

同組合コープ自然派おおさか 生活協同組合コープ自然派京都 生

活協同組合コープ自然派奈良 生活協同組合コープ自然派兵庫 生

活クラブ京都エル･コープ 全交･関電前プロジェクト 全国金属機

械労働組合港合同 全国金属機械労働組合港合同アート･アド分会

全国金属機械労働組合港合同サンコー分会 全国金属機械労働組

合港合同南労会支部 戦争をさせない 1000人委員会･しが 川内原

発建設反対連絡協議会 全日建連帯労組近畿地区トラック支部 全

日建連帯労組近畿地方本部 全日建連帯労組ゼネラル支部 全日本

建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 全日本港湾労働組合関

西地方大阪支部 全労連近畿ブロック 高槻退職教職員 9条の会
斗う市民への連帯基金 脱原発明石･たこの会 ｢脱原発｣桜井の会

脱原発･滋賀☆アクション 脱原発市民ウォーク in 滋賀実行委員
会 脱原発川内テント･蓬莱塾 脱原発でいこう･茨木 脱原発はり

まアクション 脱原発へ！関電株主行動の会 脱原発わかやま 脱

原発をめざす東びわこ市民の会 たんぽぽ舎 地域に生きる川西市

民の会 チェルノブイリ･ヒバクシャ救援関西 地球救出アクショ

ン 97 中電本店前反原発あいち市民の会 使い捨て時代を考える

会 綴喜･京田辺原発ゼロプログラムの会 つなぐ神戸市会議員団

電力兵庫の会 電力労働運動近畿センター 天六ユニオン と

めよう原発!!関西ネットワーク とめよう戦争！兵庫･阪神連絡会

共に闘う郵政労働者の会 奈良原水協 奈良県労働組合連合会

(有)奈良産地直送センター (株)日機輸工事 日本共産党神戸市会

議員団 日本共産党奈良市会議員団 日本共産党兵庫県委員会 日

本キリスト教団･京都教区｢教会と社会｣特設委員会 日本キリスト

教団京都教区滋賀地区社会委員会 日本自由メソヂスト布施源氏ケ

丘教会 日本消費者連盟関西グループ ノーニュークス･アジアフ

ォーラム･ジャパン NoBase!沖縄とつながる京都の会 バイバイ

原発山中比叡平 浜岡原発を考える静岡ネットワーク 反原発歩こ

う会 反原発運動全国連絡会 反原発･かごしまネット 反原発自

治体議員･市民連盟 反原発自治体議員･市民連盟関西ブロック 反

原労(反原発労働者行動実行委員会) 阪神社会運動情報資料センタ

ー 反戦タイガース兵庫 反戦老人クラブ･京都 (株)阪和産直セ

ンター 東大阪産地直送センター 彦根･愛知･犬上原発のない社会

をつくる会 被災地雇用と生活要求者組合 兵庫県職員労働組合東

播支部 兵庫県民主医療機関連合会 ひょうたん島研究会 ふぇみ

ん婦人民主クラブ ふぇみん婦人民主クラブ･京都 ふぇみん婦人

民主クラブ･大阪 ふぇみん婦人民主クラブ滋賀支部 福井原発訴

訟(滋賀)を支える会 福井県平和環境人権センター ふしみ｢原発

0 ｣パレードの会 部落解放同盟全国連合会 ふるさとを守る高浜･

おおいの会 米軍Ｘバンドレーダー基地反対･京都連絡会 平和と

民主主義をめざす全国交歓会 辺野古に基地を作らせない東大阪の

会 放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会 (有)北摂共同農場

北摂･高槻生活協同組合 北摂反戦民主政治連盟 緑の党グリーン

ズ京都 美浜･大飯･高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会) やさ

い村 山口被爆二世の会 ユニオンネットワーク･京都 ヨーソ剤

を配ってよ＠京都 よつ葉ホームデリバリー大阪 よつ葉ホームデ

リバリー京滋 (株)淀川産地直送センター 洛南労組連 連帯労組

･やまぐち 老朽原発 40年廃炉訴訟市民の会 労働組合武庫川ユニ

オン滋賀支部 若狭の原発を案じる守口市民の会 若狭の原発を考

える会 若狭連帯行動ネットワーク

●賛同された方々:792
相川直美 相原敦子 アイリーン･スミス 青田勝彦 青山晴江

赤塚弘美 赤羽佳世子 赤松純平 秋野恭子 浅石紘爾 浅田正

文 浅田眞理子 浅野佐理 朝広由美子 芦原康江 安部栄子

阿部功志 安部哲多 安部晴代 阿部正文 阿部美代子 天辰哲

也 天野恵一 天谷昇道 綾部多美 綾部正弘 荒井康裕 粟井

敏広 淡川典子 安藤眞一 安楽知子 伊形順子 池田高巌 池

田裕 池松綾子 池村奈津子 伊佐恒範 李相泰 石打謹也 石

川清一 石川孝 石川豊子 石川怜子 石田勝啓 石田加代 石

田隆子 石田富三 石田紀郎 伊地知久凱 石塚健 石鍋誠 石

原良次 和泉健一 礒田俊郎 一ノ木勝 伊藤順子 伊東眞一

（792個人。五十音順，敬称略，8月31日現在）

（最新情報は「老朽原発うごかすな！大集会inおおさか」実行委Blogにて）

（212団体。五十音順，敬称略，8月31日現在）

（最新情報は「老朽原発うごかすな！大集会inおおさか」実行委Blogにて）



伊藤俊郎 伊東正子 伊藤美子 井戸謙一 井土洋子 稲岡了三

居永正 稲田みどり 稲月愛乃 稲月大惺 稲月琉惺 稲村守

井上甲 井上淳 井上力 井上浩 井上陽子 井上和歌 井隼

冬樹 井原洋子 今関信子 入江まり子 いわくにひでこ 岩﨑

晶子 岩野政樹 上里恵子 植田恵子 上田誉志美 上野邦一

碓井善成 打越紀子 内田典子 内富一 宇野田陽子 梅林光生

梅村久基 梅本美智子 浦口るみ子 江渡績 江戸喜世子 江

戸信夫 江夏五郎 エノキナオコ 榎本恭一郎 LAG 遠藤久仁

子 仰木明 大井哲郎 大澤忠夫 大島秀夫 大島美智子 大杉

紀美子 太田俊孝 太田陽子 大津定美 大月厚生 大西和典

大西豊 大貫淑子 大野和興 大野圭子 大野建 大野ひろ子

大橋孝子 大橋喜彦 大畑喜一郎 大畠稔 大道克躬 大森和子

大森正子 大湾みどり 大湾宗則 岡澤健彦 小笠原順子 尾

形慶子 岡武美千子 岡田啓子 岡田尚子 岡田雅宏 岡戸絹代

岡部修子 岡本琴代 岡本敏雄 小川久美子 小川正治 小川

まち江 奥坂賢司 オクダイラジュンコ 奥出春行 小熊ひと美

奥村剛子 奥森祥陽 桶谷隆 尾崎美代子 長田満江 小澤由希

小関俊夫 小多基実夫 小田切恵美子 落合静香 小野寺恭子

小野寺建一 小野英喜 小野文珖 小日向茂子 折口恵子 折

口晴夫 恩田君代 恩田怜 梶原義行 片岡英夫 勝浦幸子 勝

連夕子 加藤薫 加堂妙子 加藤信夫 加藤正子 門東美知子

金谷邦夫 兼崎正英 小畑勝彦 加辺美智子 蒲牟田桂子 蒲牟

田宏 河合成一 川井康郎 川口健次 川口浩一 川口真由美

川越啓子 川越俊己 川越義夫 川嵜憲雄 川崎松男 川嶋澄夫

川添文子 河田昌東 川野俊子 川端春枝 川村望 河本文江

岸園正俊 岸田典子 岸野静江 岸本淳子 北尾利晴 北川昭

二 北川敏雄 北田もゆ子 北野進 北林岳彦 北村栄 北村信

二 キツタカチアキ 木戸惠子 木戸恵祐 木戸さおり 木戸進

次 木下達雄 木下俊子 木原和子 木原壯林 金治明 木村理

恵 木村喜久夫 木村真 木村雅英 木村幸雄 清野隆史 桐谷

敏弘 久貝登美子 草地妙子 國枝敏孝 國重阿夜子 久能啓補

久保清隆 久保新一 くまがいマキ 熊坂兌子 黒石昌朗 黒

田静代 桑原正史 けしば誠一 小泉小枝 小泉ゆうすけ 郷田

みほ 黄之瀬健志 河野正子 郡徳子 粉川修一 小島卓 小島

さつき 小島典子 小平良 児玉朋子 巨知満 小西晴也 小西

敏代 小西弘泰 小林晶子 小林明 小林直哉 小林ひろ子 小

林正明 小林まゆみ 小林三代子 小林幸夫 小林嘉直 小針修

子 五宝光基 駒井高之 小牧正子 小山高澄 小山敏夫 小山

広明 是永宙 木幡ますみ 権龍夫 近藤弘子 斉藤覚 斉藤幸

弘 斎藤善夫 左海延行 阪上和代 榊原義道 﨑田修平 佐々

木君江 佐々木伸良 佐々木佳継 里井邑介 佐藤明宏 佐藤大

介 佐藤徹 佐藤るみ子 佐橋弥生 佐橋正文 佐原勉 佐原若

子 更家周子 沢井清 沢津橋洋子 塩﨑良治 篠田美津代 柴

田勝司 嶋川まき子 島京子 島嵜明子 志摩潤一郎 嶋田千恵

子 志村洋子 下末かよ子 庄司修 白石治美 白石有 白石裕

白井美喜子 新開純也 新城せつこ 新谷弘 新保幸子 新村

恭 新谷宏 末田一秀 菅井益郎 菅沼祥三 菅野逸雄 杉かつ

とし 杉谷伸夫 杉田尋子 杉林聰美 鈴木くみ子 須藤瑛子

角浦節子 陶山喜代子 妹尾志津子 関俊子 宗博文 田井中昭

男 高木隆太 高崎庄二 高槻民枝 高月正清 高橋武三 髙橋

洋一 高橋亮也 高原康生 タカミモトヒロ 高谷二郎 高柳功

高鷲辰也 瀧川恵子 瀧川順朗 滝沢厚子 滝野忠 瀧秀樹

田口久夫 武市常雄 竹内正三 竹内宙 竹田雅博 武智邦代

竹原八郎 竹本修三 田澤仁 但馬けい子 舘明子 田中章子

田中彰治郎 田中恒子 田中徹 田中康夫 田中洋子 棚橋寿郎

谷川恭子 谷口良子 谷田昌弘 田畑ひろ子 田平康子 玉川

秀樹 玉木節子 田村寿満子 田村文子 田村幸康 溜口郁子

団孝 丹下雅美 旦保立子 千葉宣義 塚本泰史 辻川源一郎

辻正男 辻本紀枝 津田雄三 ツチヤマサキ 筒井哲郎 筒井由

雄 坪谷令子 手塚隆寛 寺尾光身 寺下眞治 堂下健一 徳井

和美 戸倉隆 殿谷未央 冨田寿一 冨塚元夫 富山裕美 鳥原

良子 名出真一 内藤洋次郎 直木清美 中井慎二 中井節子

永井友昭 中井福美 中井正子 永井正規 永井満 永江武雄

長尾強志 仲尾宏 長尾美代子 長尾由美子 中川加代子 中川

利夫 中川肇 中川正広 中川光子 中沢浩二 長澤民衣 仲路

たき 中嶌哲演 中島直子 仲宗根朝寿 長冨はつみ 中西智子

中西則雄 永野勇 中野佳子 永橋正伸 中濱美夜子 中原忠

雄 中原道子 中原令輔 永久睦子 中平清三 中平由紀子 中

道雅史 中村愛惠 中村光一 中村雅子 中村泰子 中村義彦

中村吉政 中本式子 永谷ゆき子 浪江巌 成山太志 難波勝子

西岡裕子 西尾隆子 西尾漠 西尾美和子 西川生子 西川和

男 西川恭子 西川潔 西澤雅子 西谷靖男 西塚一 西浜楢和

西原ちさと 西山佳子 西山智彦 西山直洋 西脇鈴代 仁杉

秀夫 沼田充廣 野口純子 野口宏 野口博文 野坂昭生 野島

美香 野々目良一 のばなし 野宮政子 野村貴 ハガセイコ

萩原節子 萩原富夫 橋田耕二 橋田秀美 橋田実 橋本昭 橋

本杉子 橋本ちとせ 橋本利昭 橋本典子 橋本博子 長谷川薫

長谷川長昭 長谷川正夫 畑明郎 畑章夫 秦左子 服部庸

服部良一 服部章代 服部恭子 馬場和子 浜田守彦 濱本英治

羽室浩子 林広員 林怜子 原強 東根順子 東山幸弘 疋田

真紀 樋口曜 比佐和美 披田信一郎 平石澄子 平井由美子

平川宗信 平田信活 平田義夫 平野功 平野かおる 平野美都

里 福井勝 福井稔 福井きよ子 福田章典 福田慎二 福山義

和 藤井隆子 藤井眞佐子 藤沢勇 藤沢和子 藤田春美 藤裕

明 藤丸隆裕 藤本明美 藤本郁子 藤本孝一郎 藤原節夫 二

木洋子 二俣和聖 船見研雄 船山幸子 船山良成 古橋雅夫

星川洋史 星野治子 星野博子 ホシヤマキョウコ 堀田美恵子

堀内雅代 堀口邦子 本庄綾子 本田次男 前野恭子 前野貞子

増野徹 桝山修 松井正 松尾彰 松尾和子 松尾哲郎 松尾

祐嗣 松尾玲子 松﨑佳代子 松崎五郎 松下千絵 松島洋介

松田耕典 松田妙子 松田武夫 松谷卓人 松永勝子 松野尾か

おる 松原康彦 松本百合 松本律子 真鍋裕子 馬庭京子 丸

山楠雄 馬渡雪子 三浦延栄 三浦翠 三上章道 三木鎌吾 水

木久美子 水島汐美 水野稔 水原和行 三角忠 溝内啓介 溝

川信子 溝川悠介 三ツ林安治 光平正 密山純子 水戸喜世子

南野真左闘 南守 峯本敦子 三牧建一 宮崎慈空 宮崎宗真

宮﨑庸人 宮﨑学 宮下正一 宮本法子 宮本博志 三輪力也

向井雪子 武藤聡 宗景眞利子 村上薫 村上周成 村上聖子

村上敏明 村上ひとみ 村上美枝子 村上光子 村口偕子 村

崎政治 村西俊雄 村山敬子 室井正純 茂木康 元百合子 本

村和子 森田幸男 森本忠紀 森本宥紹 八木浩一 八木健彦

柳生剛志 矢島十三子 安井いずみ 安井冽 安井賢二 安富睦

安並詔男 弥永修 柳澤純子 柳田真 柳田寿美子 屋根川照

司 八尋きよ子 山岸康男 山口千春 山口孝雄 山口貴生 山

口美保子 山﨑節 山崎叔子 山崎憲成 山崎昌子 山下愛子

山下けいき 山下とも子 山下渡 山地政司 山田秋夫 山田悦

子 山田薫 山田和明 山田勝暉 山田耕作 山田晴美 山田裕

子 山田真 山田昌子 山根爽一 山根康彦 山本彰子 山本彰

山本幸造 山本健晴 山本晴代 山本浩 山本芙由子 山本由

美子 山脇孝子 柚木康子 由良緑 養安理恵 横山久恵 吉井

英勝 吉岡和美 芳川さと子 吉澤恵次 吉田昭 吉武仁貞 吉

田純子 吉田雅典 吉田松吉 吉田明生 吉永いち 吉永剛志

吉永美智子 吉野佳代子 吉野太郎 吉水律子 依田幸男 米澤

鐡志 米谷ふみ子 米盛晴江 米盛満男 漁野亨 若藤えい子

若山ミドリ 和久貞雄 和田孝雄 渡邊浩司 渡辺寿子 渡部英

機 渡邊眞知子 渡辺学 和田美登里 和田緑 非公開 70人
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デモは，第1グループから
スタート。続いて第2，第
3グループと出発。それぞ
れに宣伝カーがつきます。

●特別のお願い
・マスク着用をお願いします。咳エチケットの励行をお願いします。熱中症などの心配もありますので，

各自で適宜，ご判断ください

・消毒液を用意しますので，手指の消毒にお使いください。消毒液の配置場所は，アナウンスします。

トイレには，手洗いのできる水道があります。

●本集会に連帯する行動 （9/2までに連絡があったもの）

・ハガキでの申入れ，抗議行動…関電の原発が立地する自治体（福井県，高浜町，美浜町，おおい町）へ
の申入れハガキ，および関電への抗議ハガキを送る行動

・全国でのアピール行動，デモ行進（SAはスタンディングアピールの略）
≪福島県≫ 9/4（金）17：00～ 18：00，郡山駅前で SA
≪茨城県≫ 9/6（日）17：00～，牛久駅前で SA
≪東京都≫ 8/19（水）夕方，関電東京支社前で演説，SA，コール，抗議文提出
≪愛知県≫ 9/6（日）13：00 ～ 14：00，名古屋栄の三越前で SA。同時間帯に SNS デモ…「#0906 老朽原発

うごかすな」をつけ Twitter，Facebook，Instagramでの一斉投稿を呼びかけ
≪福井県≫ 9/4（金）13：00～ 14：00，高浜町役場前で SA。9/6（日）13：00～ 14：00，高浜原発前で SA。

9/6（日）13：30～ 14：30，福井駅西広場で街頭演説と SA
≪滋賀県≫ 9/6（日）11：00～ 12：00，彦根キャッスルロード京橋の交差点で SA。9/6（日）16：00～

17：00，堅田駅東口で SA。10/17（土）13：30 ～，脱原発市民ウォーク in 滋賀。10/24（土）
14：00～ 16：00，「老朽原発うごかすな！ 10 . 24滋賀講演会」（滋賀県教育会館）

≪奈良県≫ 8/21，8/28，9/4（各々金）18：30 ～，奈良駅前で 400回目，401 回目，402 回目の「脱原発奈
良でも行動」。9/11（金）15：10～ 17：00，「9 . 6おおさか大集会」の IWJビデオ視聴会，
18：00～ 18：30，奈良駅前で SA

≪大阪府≫ 9/6（日）15：00～ 17：00，「いらんわ原発！有志」が「老朽原発うごかすな★御堂筋 SA」。
9/7（月）17：00～ 18：00，堺筋本町で SA

≪兵庫県≫ 9/4（金）17：00～ 18：00，関電姫路支店前と姫路駅前で「関金行動」。9/11（金）17：00～
19：00，加古川駅前で SA。9/11（金）18：00～ 19：00，神戸大丸前でイレブンアクション

≪香川県≫ 8/30（日）16：00～ 17：00，高松市内デモ

●会場とデモの案内

9・6 老朽原発うごかすな！大集会inおおさか 実行委員会
連絡先：木原壯林（電話 090-1965-7102）
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