
アメリカ沖　縄 韓　国

上間  芳子さん
（ 沖縄平和市民連絡会 ）
上間  芳子さん

（ 沖縄平和市民連絡会 ）

田村  順玄さん
（ 元岩国市議会議員/
田村  順玄さん

（ 元岩国市議会議員/
米軍監視団体「リムピース」 ）

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

ポール・ガランさん
（ マパラドカ 

戦争と貧困に反対する市民連合 ）

ポール・ガランさん
（ マパラドカ 

戦争と貧困に反対する市民連合 ）

海勢頭  豊さん
（ ジュゴン保護

キャンペーンセンター ）

海勢頭  豊さん
（ ジュゴン保護

キャンペーンセンター ）

ビル・イェイツさん
（ DSA:アメリカ民主主義的

社会主義者 ）

ビル・イェイツさん
（ DSA:アメリカ民主主義的

社会主義者 ）

ユ・ミヒさん
（ 対案文化連帯 ）
ユ・ミヒさん

（ 対案文化連帯 ）
チェ・オスさん
（ 希望連帯労組 ）
チェ・オスさん
（ 希望連帯労組 ）

楚南  有香子さん
( てぃだぬふぁ 

島の子の平和な未来をつくる会 )

楚南  有香子さん
( てぃだぬふぁ 

島の子の平和な未来をつくる会 )

岩　国 イ ラ ク フィリピン

永井  友昭さん［予定］
（ 京丹後市議会議員/

米軍基地建設を憂う宇川有志の会 ）

永井  友昭さん［予定］
（ 京丹後市議会議員/

米軍基地建設を憂う宇川有志の会 ）

京　都

村田  弘さん
（ 福島原発

かながわ訴訟原告団 ）

村田  弘さん
（ 福島原発

かながわ訴訟原告団 ）

神奈川

※注）海外ゲストはオンラインでの参加です

個人・団体　１口１，０００円
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2020ZENKO in 大阪

安倍・維新・トランプを倒そう！

　新自由主義・排外主義・分断を
乗り越えた連帯を

2020.7.25（土）～26（日）
　エル・おおさか
＊7．24（金）にもデモ、集会を企画

ネット参加も可能！

沖沖 縄縄

Guest

Access

Ticket

個人 団体 １口

賛　同

▶  新大阪から地下鉄御堂筋線で「淀屋橋」、
    京阪電車に乗り換え「天満橋」にて下車
・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

▶  東京駅からＪＲ京浜東北線(快速)で「蒲田」まで
　東急池上線(普通)に乗り換え「池上」にて下車
・東急池上線「池上駅」より徒歩約7分

東京会場　池上会館［予定］
　　　　　　　　（東京都大田区池上一丁目32－8）

　・大阪　　090-8162-3004（川島）
　　［住所］大阪市城東区蒲生1-6-21　LAGセンター内
　・東京　　090-1771-4150（河辺）
　　［住所］東京都足立区千住関屋町8-8　パラマウント２F

　・大阪　　090-8162-3004（川島）
　　［住所］大阪市城東区蒲生1-6-21　LAGセンター内
　・東京　　090-1771-4150（河辺）
　　［住所］東京都足立区千住関屋町8-8　パラマウント２F

　・北海道　090-1237-9712（地脇）
　・広島　　090-8602-4232（日南田）
　・沖縄　　090-9788-3660（新垣）

　・北海道　090-1237-9712（地脇）
　・広島　　090-8602-4232（日南田）
　・沖縄　　090-9788-3660（新垣）

新型コロナウイルスの対策として下記のすべてのプログラムにネット上から参加が可能です。全国、全世界のどこ
からでも2020ZENKOに参加できます。詳細はリーフレット内面やホームページをご覧ください。
また会場では席の間隔を空け、換気、手指消毒等を行うなど感染対策を徹底しております。

のすべて下記の

２日券
1,200円
2,000円

700円
1,200円

700円
1,200円

一般

メイン会場（大阪） 東京会場
ZOOM参加その他

学生・障がい者・非正規職・無職

１日券

メイン会場　エル・大阪
　　　　　　　　（大阪市中央区北浜東３－１４）

ゆうちょ銀行・振替口座
　口座番号：00970－0－305703／ZENKO
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場合
　店名:099(ゼロキュウキュウ）店／0305703／ZENKO

趣旨にご賛同してくださる皆様、
ご協力をお願いします。※当日券は２００円アップ

　新自
・コロナ危機から命と暮らしを守ろう！検査を、治療を、個人補償を
  ・改憲阻止！緊急事態条項NO！韓国・沖縄・世界の反戦運動の力で東アジア・中東の戦争を止めよう
    ・東京オリンピック、大阪「都」構想、カジノ撤回！大規模開発ではなく、市民生活を充実させよう
      ・全ての原発廃炉へ！福島原発事故被害者、被災者への支援を強めよう
　    ・安心して働ける社会を！最低賃金１５００円の実現、長時間労働・非正規労働をなくそう
　　  ・貧困・格差を是正し、子どもたちに教育を受ける権利を！持続可能な社会を！
　　      消費税を廃止！軍事費削って、大企業・富裕層への課税を強化しよう

連
絡
先 主催　2020ZENKO実行委員会 Web：http://www.zenko-peace.com

E-mail：zenkoweb@gmail.com 検索ＺＥＮＫＯ

平和と民主主義をめざす全国交歓会
50thAnniversary

＊東京会場の正式な場所は決まり次第ホームページにてお知
らせします。お電話やメールでもお気軽にお尋ねください。



「東京オリンピック、都構想・カジノなど大規模開発ではなく、コロナ対策に」
「財源は大企業と富裕層への課税を」と声を上げます。

第１部　コロナ危機を乗り越えて
　・基調・ZENKO決議案の提案
　・ZENKO５０年を振り返る
　・コロナ危機を乗り越える社会の展望を
　　▷ ビル・イェイツさん（アメリカ）
　　　▷ ユ・ミヒさん（韓国）
　　▷ サミール・アディルさん（イラク）
　　▷ ポール・ガランさん（フィリピン）
　・各地のZENKO運動紹介

第２部　戦争・原発なくし、命を守る
　　▷ 上間　芳子さん（沖縄）
　　　▷ 楚南　有香子さん（沖縄）
　　▷ 永井　友昭さん（京都）［予定］
　　▷ 村田　弘さん（神奈川）
　・大阪から安倍・維新政治と闘う

弘さん（神奈川）
安倍・維新政治と闘う

「月桃の花」歌舞団のエイサー

大阪市役所前40時間連続座り込み

昨年の総括集会

①ZENKOスタッフからチケットを購入
　して下さい。
②ネット参加の場合はお手数ですが
　ZENKOホームページの「チケット購入」
　から登録をお願いします。
　（URLは左と同じ）
③当日会場参加者はチケットを持って
　会場にお越しください。
　ネット参加者には開催前に、視聴用
　URLを送付します。

10時 13時半12時半 1６時半15時 18時 20時

コンサートコンサートメイン集会メイン集会

安倍・維新ヤメロ集会&デモ安倍・維新ヤメロ集会&デモ

分科会分科会分科会 総括集会総括集会総括集会

7/24(金)
7/25(土)

7/26(日)

新型コロナウイルス危機は、瞬く間に全世界に拡大した。感染者は全世界で６００万人に達しようとしており、死者は３６万人を超えている（５/３０
時点）。新型コロナにより社会が破壊されたのではない。グローバル資本の利益を最大化する巨大な物流ネットワークによりウイルスが拡散し、大企業・
富裕層への減税、民営化、非正規職労働、医療・介護の切り捨てなどにより貧富の差を広げ、自然環境を破壊するなど、すでに崩壊していた経済と社会の
真実の姿が、今回の新型コロナ危機により白日の下にさらされたのだ。

安倍政権のコロナ対策はでたらめだ。人権を制限する緊急事態宣言を発出し、移動等の私権の制限、休業要請（強制）を行うが、生活保障・休業補償
は行わない。医療体制がひっ迫しているにも関わらず、病床を整備・拡充するどころか、２０２５年までに１３万床の病床の削減計画を撤回しない。PCR
検査数も増加させず、感染の正確な実態は把握できていない。このような状況の中、なお安倍は自衛隊条項と緊急事態条項創設を狙う改憲発言を繰り
返し、沖縄の辺野古新基地建設や南西諸島への自衛隊配備など軍拡を進めようとしている。
市民の命と生活を守るためには休業や所得減に対する補償を行い、PCR検査・治療体制の拡充こそ必要である。今こそ軍事費削って、生活に充てるべ

きだ。世論調査では支持率２７％、不支持率６４％（毎日新聞５/２３）と安倍政権の支持率が急落している。「桜を見る会」、森友・加計問題、黒川検事
長の定年延長など、政治を私物化し、コロナ対策では命をないがしろにする安倍政権への怒りがある。安倍政権の足下は大きくぐらついている。

また大阪では維新がコロナ対策を宣伝しているが、実態は維新こそが保健所数も病院職員数も削減した張本人だ。小児・周産期医療の地域の拠点の
住吉市民病院を閉鎖しながら、十三市民病院では妊産婦を追い出した上でコロナの専門病院化するなど吉村知事と松井市長の独断により現場は混乱
に陥っている。大阪市廃止構想（都構想）、万博、カジノではなく、今こそ市民の命と生活を守ることにこそ予算を使うべきだ。

日本各地で世界で社会を変えようと多くの人々が立ち上がっている。沖縄の辺野古新基地建設反対、原発避難者訴訟、非正規労働撤廃、カジノ反対、
気候変動マーチなど様々な分野で資本主義により奪われたものを取り戻す闘いが行われている。また韓国でもソソンリ、済州、群山などで軍拡に反対す
る闘いが行われている。アメリカを始め世界中で黒人への差別反対に立ち上がっている。声をあげれば変えられる。休業補償も不十分ながら自営業、フ
リーランスにまで拡大され、一律１０万円を実現させた。Twitterデモにより検察庁法改正は断念に追い込まれ、黒川は賭けマージャンで辞職した。広島
の河井前法相夫妻は逮捕され公選法で立件も視野に入っている。秋田・山口へのイージスアショア配備計画を撤回させた。カジノでは米国大手のラスベ
ガスサンズが日本進出から撤退した。来年のオリンピックも開催の目途は立っていない。私たちも地域における戸別訪問、街頭の署名などで怒りの声を
集め、安倍政権を即時退陣させよう。そして第５０回を迎えるＺＥＮＫＯを国際連帯の力で一緒に成功させよう。

安倍政権は今すぐ退陣！平和と民主主義の貫かれた社会を今こそ市民の手で！安倍政権は今すぐ退陣！平和と民主主義の貫かれた社会を今こそ市民の手で！安倍政権は今すぐ退陣！平和と民主主義の貫かれた社会を今こそ市民の手で！

分科会（10:00～12:30）分科会（10:00～12:30）

総括集会（13:30～15:00）総括集会（13:30～15:00）

メイン集会（13:30～16:30）メイン集会（13:30～16:30）

コンサート（18:00～20:00）コンサート（18:00～20:00）

参加方法

１．ネット ２．チケット

１．ネット ZOOM ２．会場

コロナ危機下の反基地平和運動の展望
　━軍事費を福祉・医療・教育・暮らしに
コロナ危機から市民の命、
　生活と人権をまもる自治体へ
「維新」を倒そう！
大阪都構想・カジノを許さない！

労働組合の力で命と生活を守る

原発廃炉、被災者･避難者の生活保障、
裁判勝利をめざす分科会
無償化とともに待機児童解消、保育内容の充実を！
タブレットよりも学級定数の引き下げを！

尊厳ある介護ができるコロナ対策を

海を越えて　コロナ禍と闘う　フィリピン民衆とともに
～軍事費ではなく、命と暮らし教育を！～
設計変更申請却下へ！政府は辺野古埋め立て
工事を直ちに中止し、ジュゴンの調査を行え
コロナ後の国際協力のあり方を問う
～ ODAの廃止・変革に向けて
NO!リニア　守れ！路線と安全　
共有財産としての交通

もんじゅ西村裁判

労働者協同組合法案を成立させ、協同組合運動の
実践を通して社会的連帯経済を定着発展させよう！

エルシアター 研修室２

研修室１

７０１

５０４

５０１

研修室５

南７１

南ホール

大会議室

７０８

視聴覚

６０４

コロナ禍を越え、ともに生きる―――教育はいま・・・ ７０９

①

④

⑤

③

⑥

②

⑦

⑩

⑪

⑨

⑬

⑭

⑫

⑧

安倍・維新ヤメロ集会&デモ安倍・維新ヤメロ集会&デモ7/24（金）7/24（金）

7/25（土）7/25（土）

7/26（日）7/26（日）

※時間・場所等詳細はホームページをご覧ください。

申 込

参 加

①ZENKOホームページの「チケット購入」から
　申し込みをお願いします。
　http://www.zenko-peace.com/2020zenko/tickets
②その際、参加形態（ネット参加、会場参加）、
　参加日程（１日目、２日目）をご記入頂きます。
③振り込み先口座にチケット代金をお振り込みください。
④入金が確認されれば会場参加者にはチケットを
　ネット参加者には視聴用URLを送付します。

当日は「ZOOM」での配信を予定しています。
①前日までに登録されたアドレスに視聴用ページの
　URLを送付します。
②当日は視聴用のページにあるZOOMのURLを
　クリックすれば視聴開始されます。（初めての場合
　はソフトのダウンロードが始まることがあります）

①各会場の受付にチケットを提示し
　受付を行ってください。

※不明点等あればお気軽にお問い合わせください。

コロナ禍で真っ先に切り捨てられた音楽・映画・芸術など
表現活動の灯を消させない！
海外アーティストの歌も予定しています。

場所：剣先公園

２日間を通じて討議した決議案を最終確定し、
今後１年間の闘う方針を参加者全員で確認します。

⑪の分科会は9時半から開始します。
その他、時間、場所等の最新情報はホームページをご覧ください。


