
大阪　　大阪市城東区蒲生 1-6-21  TEL 090-8162-3004 ／ FAX 06-6934-8112
東京　　東京都足立区千住関屋町 8-8  2F TEL 090-4910-7694

主催　２０１６ＺＥＮＫＯ in 大阪 実行委員会　　連絡先：zenkoweb＠gmail.com
ＨＰ：http://www.zenko-peace.com/

あなたも一緒に 2016ZENKOをつくりませんか？
　　下記連絡先までお気軽にお問合せ下さいスタッフ募集中

ＺＥＮＫＯ

７月
３０日（土）
３１日（日）
エル・おおさか

クロード･コープランドさんクロード･コープランドさん
（IVAW・反戦イラク帰還兵の会）（IVAW・反戦イラク帰還兵の会）

サミール・アディルさんサミール・アディルさん
（イラク労働者共産党）（イラク労働者共産党）

クマール・スンダラームさんクマール・スンダラームさん
（インド核軍縮平和連合）（インド核軍縮平和連合）

ポール・ガランさんポール・ガランさん
（平和音楽活動家）（平和音楽活動家）

上間 芳子さん上間 芳子さん
（辺野古ゲート前リーダー）（辺野古ゲート前リーダー）

ノ・ヨンスさんノ・ヨンスさん
（希望連帯労組）（希望連帯労組）

パク・ジェボムさんパク・ジェボムさん
（希望連帯労組）（希望連帯労組）

北上田 毅さん北上田 毅さん
（平和市民連絡会）（平和市民連絡会）

沖縄 韓国

インドイラク アメリカ フィリピン

ゲスト紹介

チェ・ギェヨンさんチェ・ギェヨンさん
（同胞一つ）（同胞一つ）

キム・ミンスさんキム・ミンスさん
（青年ユニオン）（青年ユニオン）

＊その他、福島など反原発の運動家や韓国の「対案文化連帯」からゲストを予定

２日券
1,200 円 700 円
2,000 円

一　般

1,200 円
１日券

その他
学生・障がい者・非正規職・無職

料金（前売り）
※当日券は各 200 円増し

賛同のお願い

会場アクセス

　趣旨にご賛同してくださる皆様、ご協力をお願いします。
　　▷  個人 1口 2,000 円　　▷  団体 1口 5,000 円
　　　　　　　 　　　振　込　先
①ゆうちょ銀行・振替口座
　口座番号：00970－0－305703/ZENKO
②ゆうちょ銀行以外からの振込
　ゆうちょ銀行 /店番 099/ 当座預金 /口座番号 0305703

▷  京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m
▷  京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ 500m

▷  「新大阪駅」からは…地下鉄御堂筋線 ( 新大阪～淀屋橋 )→京阪電鉄 ( 淀屋橋～天満橋 )
▷ 「大阪駅」からは…地下鉄谷町線 ( 東梅田～天満橋 )
▷ 「難波駅」からは…地下鉄千日前線 ( 難波～谷町 9丁目 )→地下鉄谷町線 ( 谷町 9丁目～天満橋 )

2016ＺＥＮＫＯ2016ＺＥＮＫＯ inin 大阪大阪
「ＳＴＯＰ戦争・改憲！倒そう安倍・おおさか維新」
　９９％の世界をつくろう！　国際連帯の力で

第 46回　平和と民主主義をめざす全国交歓会



2016ZENKO in 大阪に参加しよう！

〔13:00～14:30　＠エル・おおさか/各会場〕

　ＺＥＮＫＯとは「平和と民主主義をめざす全国交歓会」の略称です。戦争、原発、貧困などの課題に対して、運動による地域
変革・社会変革に取り組んでいます。毎年、夏に誰もが参加することができる「ZENKO」集会を開催しています。
　『2016 ZENKO in 大阪』は、７月の参院選直後に行われます。戦争法廃止運動・2000万人署名、沖縄新基地建設阻止闘
争など市民の闘いが野党を動かし、安倍政権を追い詰めています。各選挙区で野党共闘が前進するなど、アベ政治を終わら
せる大きな運動へと発展しています。
　今こそ１％の富裕層ではなく、私たち９９％の市民のための政策実現が求められています。安倍政権の進める改憲・戦争・
原発・貧困を止めるため、すべての闘いを結集し、世界の人々と連帯し、平和と民主主義に貫かれた社会を創りだしましょう。

開会集会開会集会 〔10:30～12:00　＠エル・おおさか/ホール〕

ワンデイアクションワンデイアクション

改憲許すな

― 第１部　戦争・改憲止めよう！― 
　①ZENKO運動の報告　 
　②沖縄 『非暴力で新基地造らせない』    上間 芳子さん（辺野古ゲート前リーダー）
　③韓国 『日米韓軍事同盟に反対する青年世代の連帯を』 チェ・ギェヨンさん（同胞一つ）
　④イラク 『「テロとの戦い」口実に戦争するな』   サミール・アディルさん（イラク労働者共産党）
　⑤アメリカ 『戦争を止めるアメリカの若者』   クロード･コープランドさん（IVAW）

― 第２部　貧困・原発なくそう！― 
　「月桃の花」歌舞団によるパフォーマンス
　⑥韓国 『日韓連帯で青年政策要求の実現へ』   キム・ミンスさん（青年ユニオン）
　⑦福島 『福島の放射能被害の実態と取り組み』  福島からのゲスト（予定）
　⑧インド 『インドにもどこにも原発を売るな！日印原子力協定締結を阻止する』 クマール・スンダラームさん（インド核軍縮平和連合）
　質疑応答・交流・まとめ

放射能から命を守ろう

メイン集会メイン集会 「戦争・改憲進める安倍を倒そう！世界の“市民の力”で」
〔13:00～17:00　＠エル・おおさか/ホール〕

コンサートコンサート 「STOP！戦争・原発・貧困～私のいのちは私のものだ！」
〔18:00～20:30　＠剣先公園（予定）〕

戦争法は廃止

最低賃金1,500円に 給付型奨学金を

辺野古に新基地つくるな

全ての原発今すぐ廃炉に

野党は共闘

７/29（金）

７/30（土）

７/31（日）

ワンデイアクション

開会集会 メイン集会 コンサート

分野別討議 交流の
ひろば 全体集会 フェアウェル

パーティー

７/29( 金 ) 前日企画

1日目

2日目
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デモ

７/30( 土 )

７/31( 日 )
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戦争-改憲の安倍を打倒しよう

分野別討議①
　「戦争-改憲の安倍を打倒しよう」詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載いたします。

（住所：大阪市城東区蒲生1-6-21）

分野別討議②
　「沖縄新基地建設阻止の闘いが戦争を止める」

南ホール

沖縄新基地建設阻止の闘いが
戦争を止める 大会議

自衛隊の武力行使を許さない
－「対テロ戦争」を止めよう！ ５０１

放射能の健康被害を調べ、可視化し、
原発再稼働を止めよう ６０６

第3回
原発輸出反対国際連帯シンポジウム ７０９

最賃UP!セクハラ・パワハラNO！
日韓若者大行動 ７０８

尊厳ある暮らしを！
医療・介護の破壊を止める集い ７０１

自治体まるごと民間委託を許さず、
人権尊重する地域を 視聴覚室

非核の世界を国際連帯の力で・・・
フィリピン民衆とともに・・・ ５０４

沖縄ジュゴン保護・辺野古新基地中止の国際
世論を強めよう～第６回世界自然保護会議～ 研修２

99％が立ち向かう仕事づくり＆
雇用拡大－協同組合運動 研修３

―不登校は命の非常口―
地域で共に生きる居場所づくりをひろげよう！研修１

戦争のための教育支配を許さない！！「君が代」
強制、歴史歪曲、管理と競争の教育と闘おう！ 南７２

原発賠償訴訟の勝利をめざす
原告と支援団体の全国交流会 ６０４

タイトル番号 会場 タイトル番号 会場

タイトル番号 会場 タイトル番号 会場
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マブイ・シネコープ上映会
「学生はもう黙らない。奨学金という名のブラックローンに」ホール

オ・ソヨン監督新作上映
「낯 널_Ｎot Null-見慣れたオンニ達の不慣れな話」南ホール

子育て交流会 ６０４

ミュージカル「ガマ人間あらわる」を
全国に広げよう！ 研修２

西村もんじゅ裁判に勝利しよう！ 研修１

〔9:30～13:00　＠エル・おおさか/各会場〕

交流のひろば交流のひろば

分野別討議分野別討議

〔14:45～17:00　＠エル・おおさか/ホール〕

〔18:00～20:00　＠LAGセンター〕フェアウェルパーティーフェアウェルパーティー

全体集会全体集会

　戦争法廃止、沖縄連帯、脱原発、反貧困など、各地の闘いが報告されるともに、安
倍政権打倒に向けた展望を示します。
　７月の選挙の成果を、支援してきた護憲派議員と共有します。

＊上間芳子さん、チェ・ギェヨンさん参加予定 ＊北上田毅さん、クロード・コープランドさん参加予定

　３/4沖縄・辺野古訴訟は和解し、工事は一時中断
している。しかし、政府は辺野古が唯一の姿勢は変

政党（自民党・おおさか維新の会など）、原発関連企業（関西電力、三菱重工、日立、東芝）、
ブラック企業などへの要請行動を行います。

　ＺＥＮＫＯ運動は、安倍政権打倒の展望を示している。グローバル資本に対して闘っ
ている世界の活動家と交流することで、運動の展望をつかみ、国際連帯で戦争のな
い世界を創り出していく。

わらない。今こそ基地建設
計画を断念させる闘いが
求められている。沖縄辺野
古の闘いを全国、全世界に
広げていこう。

　戦争法廃止の闘いは２０００万人署名運動、地域
での野党共闘運動へと発展した。これまで運動に参
加したことない市民が立ち
上がり、地域版の市民連合
が発足している。７月の参
院選に勝利し、安倍政権を
打倒しよう。


