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英国で逮捕されたときの様子を説明する
田崎昇さん（右）と豊島耕一さん（中
央）

【PR】「釣りビジョン」J:COM 福岡TVデジタルに新登場！

世界の核軍縮の契機に　英国で核装備更新反対運動に参加　
被爆者ら長崎で帰国会見
　英国の海軍ファスレーン基地近くで核装備更新に反
対する運動に参加した長崎市の被爆者らが３日、長崎
市役所で帰国会見し「核兵器廃絶を訴えている長崎か
ら参加し、核兵器の悲惨さを英国民に伝えてきた」と
活動を振り返った。

　長崎の被爆者４人を含む１２人の日本人グループは
英国に渡り、７月２５日にファスレーン基地前の道路
に折り鶴を並べたり、原爆の写真パネルを並べたりす
るなど抗議活動を展開。手をつないで基地の出入り口
を封鎖しようとした長崎市の被爆者で市民団体「長崎
証言の会」運営委員の森口正彦さん（６８）など４人が逮捕された。森口さんは同日中
に、３人は２４時間後に釈放されたという。

　抗議活動に参加した被爆者で昨年１０月の地球市民集会ナガサキの実行委員、田崎昇さ
ん（６３）＝長与町高田郷＝は「英国の反対運動が世界の核軍縮のきっかけになってほし
い」と話し、森口さんとともに逮捕された佐賀大理工学部の豊島耕一教授（５９）＝福岡
県久留米市＝は「署名するだけでなく、体を張って核兵器に抗議することに意味がある」
と訴えた。

＝2007/08/04付 西日本新聞朝刊＝
2007年08月04日11時24分
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あの有名焼肉店のお肉が超特価！
夏のスタミナ源はやっぱり焼肉！大阪の超人気焼肉
店「亀山社中」の華咲きカルビ・華咲きハラミをご
家庭までお届けします。そのボリュームなんと合計
４kg！なのに価格は驚きの・・・
焼肉が食べたい！！→→
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素敵な街並み教えて　景観デザイン賞　選考対象募集　佐世保市（08/28）
九十九島の世界遺産登録　ＨＴＢにカジノの誘致を　商議所が３年ぶりに要望　佐世保市
と関係修復へ（08/28）
違法「社宅化」３０年間続く　企業との「利害」一致　西海市の市営住宅　借地に建設　
負担軽く（08/28）
佐世保の施設職員着服問題　「徹底監査を進める」　会見で金子知事が謝罪（08/28）
「世界との溝埋めたい」　８万人署名国連へ　平和大使が帰国報告　長崎市（08/28）
温泉水でおから再利用　新処理法を開発、特許出願　費用格安　豆腐づくりに朗報　島原
農高食品加工部（08/28）
佐世保・ＨＴＢカジノ構想　市長がマカオ視察へ　行政支援打ち出す構え（08/28）
２８日に３佐宅など一斉捜索　神奈川県警と海自警務隊　（08/28）
幕末　創建時の姿伝える　大浦天主堂の設計図　側面、平面図、パリに現存　長崎総科大
調査（08/27）
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長崎のバックナンバー

札幌で国連軍縮会議が開催　核兵器ない世界実現目指す（08/27）
３佐が資料持ち出しに関与　イージス情報流出事件（08/27）
８月最後の日曜、９人死亡　全国の海・山事故（08/27）
イラクの「被ばく」訴え　劣化ウラン弾廃絶を　学生らパネル展など開く　ＪＲ長崎駅前
（08/27）
インド洋派遣　「はまな」佐世保帰港　海自補給艦５カ月ぶりに（08/27）
楽しい雰囲気　参加者と対局　女流棋士・万波初段（08/27）
小浜囲碁大会が閉幕　右寺さん島原がＡ組準Ｖ（08/27）
ＨＴＢ杯ヨット　九州勢がＶ独占　大村湾で１４１艇競う（08/27）
補給艦が佐世保基地に帰港　テロ特措法でインド洋派遣（08/26）
浴衣姿で熱戦展開　雲仙市　小浜囲碁大会が開幕（08/26）
街にとどろく太鼓の音　雲仙市　サンセットビート響始まる（08/26）
佐世保の身障者施設　男性主任が２０００万円着服　懲戒免職　入所者３９人被害
（08/26）
路面電車と接触　車の５人がけが　長崎（08/26）
回転木馬で振動、女性けが　長崎のハウステンボスで（08/25）
来週、幹部宅など一斉捜索　イージス艦情報流出事件（08/25）
大村保険金殺人　父、詐欺容疑で再逮捕へ　長崎県警　保険金だまし取る（08/25）
郷土史体験講座で制作　アイデアいっぱいの５５点　小中学生の土器展示（08/25）
旧石器時代の削器出土　「福井洞窟」を再調査　佐世保市教委　地層の年代解明へ
（08/25）
「あなたは訴えられてる。連絡を」　「架空請求はがき」急増　佐世保で数十万円の被害
（08/25）
対馬・下島のツシマヤマネコ　５カ月ぶり撮影に成功　環境省と県　定住の可能性高い
（08/25）
１３０年の歴史伝える５００点　十八銀行が創立記念展　開業免状や発行紙幣など　県美
術館（08/25）
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