今すぐ終わらせよう！ 戦争を つくりだそう！ 平和な世界を
国 際 連 帯 で 基 地もカジノも原 発もなくそう！

2022 ZENKO in 大 阪
WEB ▶ ZENKO -PE ACE .COM/2022ZENKO

オンライン参加
できます！

7.23sat 24sun

FOLLOW US
@zenkooﬃcial

メイン会場

※会場参加と明記したゲスト
以外はオンラインでの参加と
なります。最新情報はWeb
サイトにてご確認ください。

東京会場

第１部

7/22 プレ企画
Fri ワンデーアクション
大阪府庁・市庁
への要請・抗議行動、
関電前行動、
デモなど

7/23
Sat

13:30-16:30

メイン集会

第２部

7/23
（土）メイン集会

オープニング

18:00-20:00

コンサート

@剣先公園

プログラム

「私たちが社会を変える」

奥間政則さん（沖縄ドローンプロジェクト）

「沖縄を戦場にするな！
メイン会場にて 辺野古・南西諸島の軍事要塞化を止める」
参加予定
韓国

ユ・ミヒさん（対案文化連帯）

「72年は長すぎる！
今こそ朝鮮戦争を終わらせよう」
アメリカ DSA（アメリカ民主主義的社会主義者）

7/24
Sun

「（仮）東アジアの市民と連帯し、
米国の軍事化を止めよう！」
9:30-12:00

分科会

平和反戦・労働運動・市民自治など
多分野にわたるテーマで議論します

（分科会一覧参照）

13:30-15:00

総括集会

2日間の討議報告を受け、
みんなでZENKO決議を
採決します

フィリピン 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と家族））

「独裁政権と闘い地域変革運動を進める」
イラク

サミール・アディルさん

（イラク労働者共産党）

「戦争を終わらせる世界の市民の連帯を」
続々
参加決定

国内外から
多彩なゲスト招請中！

会場にて参加予定（会場未定）

ティンウィンさん

（ミャンマー民主化
運動活動家）

分科会一覧

ZHA P

世界で広がる反戦・平和の闘い
沖縄

7/24（日）午前

（ZENKO辺野古反基地プロジェクト）

基調・決議案提案／連帯の挨拶

ZENKO
決議提
案

エル・おおさか
池上会館ほか

最新情報は
特設ページ
SNSで！

村田 弘さん

（福島原発かながわ訴訟原告団団長）
■第6分科会に参加予定

海勢頭豊さん
（ジュゴン保護キャンペーンセンター）
■第11分科会に参加

朝鮮半島終戦平和キャンペーン

大阪のカジノを止める
─ 住民投票を実現しよう
政府の地方自治破壊許さず、
命と人権をまもる自治体を

あきらめない！つながり声を上げ、
不安定雇用撤廃へ！
国は福島原発事故の責任を取れ
原発廃炉
子ども・子育て・子育て支援を
考える

分断をこえ、ともに生きる教育を
─ 子どもの声・現場の声に学ぶ
介護保険制度は破綻している
公的介護保障へ転換を

海を越えてフィリピン民衆とともに
─戦争でなく命とくらしを守ろう！
子どもたちに教育と栄養を！

玉城デニー知事の設計変更不承認
を支え、沖縄ジュゴン保護・全ての
埋め立て工事の中止を実現しよう

ウクライナ危機を口実にした開発
援助大綱見直し、軍拡と結ぶODA
拡充に反対し、ODA廃止をめざす
NO! リニア・新幹線
生活路線と安全守るため
今すぐ鉄道再国有化を

もんじゅ西村。
真相究明から原発廃炉へ！

なかまや若者たちと協同して地域
の民主的拠点となる協同組合事業
をめざそう！

軍拡・改憲・カジノの自公維新を倒そう！ 新自由主義路線からの転換を！

ロシア・ウクライナは即時停戦！ NATO・日本政府は戦争支援・経済制裁するな！ 市民の命を守ろう！
■私たちはウクライナ・ロシアの即時停戦、ロシ

■岸田政権や自公維新は、中国、朝鮮の脅威を煽

承認」を支持し、県知事選を勝利しましょう。そ

ア軍の撤退を要求します。2月24日、ロシアによ

ることで、核共有や敵基地攻撃能力の保有、軍事

してZHAP（ZENKO辺野古反基地プロジェクト）

るウクライナ侵攻以降、戦争は膠着状態となり、

費２倍化、そして憲法９条改憲を狙っています。

賛同運動を加速させ、DSA（アメリカ民主主義的

市民の犠牲だけが増え続けています。また、グ

憲法は、主権者である市民が国家権力をしばるも

社会主義者）とともに国際連帯の力で辺野古新基

ローバル資本や軍需産業は“ウクライナ支援”の名

のであり、９条は政府により二度と悲惨な戦争を

地建設を断念させましょう。

目で利益を拡大し、戦争長期化を進めています。

起こさせない「戦争禁止指令」です。９条改憲は、

■また南西諸島への軍事要塞化が進められてい

日本政府も武器援助や輸送支援で戦争協力を続

軍産複合体や海外権益を狙うグローバル資本の

ます。与那国島には駐屯地やレーダー基地がすで

けています。しかし、いま必要なのは戦争継続の

ために武力行使と侵略を行う戦争国家への道で

に配備され、宮古島には弾薬が搬入され、石垣島

支援ではなく、即時停戦の実現です。

す。７月の参院選では新型コロナや物価高騰から

でも自衛隊のミサイル基地建設が進められてい

市民生活を守り、改憲阻止・立憲主

ます。奄美大島では既に市民の反対を押し切り、

義を取り戻す候補者を支援し、改憲

ミサイル部隊が配備されています。また馬毛島で

勢力３分の２を阻止しましょう。

も市民に説明もないまま空母艦載機の離発着訓

■2022年は沖縄が日本に復帰して

練基地が造られようとしています。

50年という節目の年です。９月に

■東アジアで米中による軍事的対立が強まって

は沖縄県知事選が行われ、辺野古新

います。
「台湾有事」となれば沖縄・南西諸島が戦

基地建設阻止にとって重要な年とな

場となることが想定されています。これを止める

危険な原発は停止・廃炉へ！ 被害者・被災者の
支援を！ 核兵器禁止条約討議への参加・批准を！

ります。軟弱地盤などの問題点によ

のは市民の闘いです。韓国でも朝鮮半島終戦平和

り、辺野古新基地は完成を見通せま

キャンペーンが取り組まれています。東アジアを

最低賃金1500円に！ 不安定雇用を無くそう！
誰もが当たり前に生きられる社会を！

せん。辺野古の設計変更「不承認」を

戦場にさせない市民の闘いと、米国・韓国・フィ

めぐり県と国の主張は平行線のま

リピン・イラクなど平和を求める国際的な反戦

軍事費削って、大企業・富裕層への課税を強化しよう！
医療・福祉の拡充と大学までの教育無償化の実現を！

ま、今後、新たな法廷闘争に発展す

運動を結び、東アジアの平和の展望をつくりだし

る見通しです。玉城デニー知事の「不

ましょう。

辺野古新基地・南西諸島の軍事要塞化をとめよう！
DSA・アメリカ市民と共にZHAP運動を成功させよう！
市民弾圧の土地規制法は廃止に！
東アジアの平和を！
朝鮮半島終戦平和キャンペーンを成功させよう！
新型コロナ危機から命と生活を守ろう！
自宅放置を許さない！ 健康被害・生活の補償を！

Ticket チケット

当日券200円アップ
※その他…学生・障がい者・非正規職・無職

（大阪）

一 般 2,000円
その他※ 1,200円

一 般 1,200円
その他※ 700円

東京会場

1,200円

700円

オンライン参加

1,200円

700円

メイン会場

事前の手続きは不要です。当日受付でチケットを提示下さい。

オンライン参加

下記URLもしくはQRコードから
【フォーム】
へアクセスし、
オンライン登録をお願いします。 https://onl.sc/tTcpaxb

ZENKOの口座へお振込ください。
振込先
ゆうちょ銀行・振替口座番号：00970-0-305703 ／ ZENKO
ご来場の場合

オンライン参加

東京会場
7/23
Sat

オンライン参加

オンライン参加の方と書かれたチケット（1日券もしくは2日券）
からご希望のチケットをお選びいただき、ご購入ください。

購入が完了するとPassMarketから「購入完了メール」が届きます。大切に保管してください。

チケット購入方法 オンライン参加は事前登録必須！ 申込期限 7/22㊎17:00まで
※当日のオンライン参加方法は 7/22㊎の夜にメールにてご案内いたします。
※申込期限を過ぎますと、オンライン参加受付はいたしかねます。
登録済にもかかわらず、7/23㊏朝になってもメールが届かない方は、zenkoweb@gmail.comへご連絡ください。

分科会の会場はウェブサイトをご確認ください

池上会館（大田区池上1丁目32-8）

・東急池上線
「池上駅」
徒歩約7分

池上
本門寺

池上会館

・JR京浜東北線
「大森駅」
西口から

・JR京浜東北線
「蒲田駅」
から徒歩10分

・JR東急多摩川線/池上線
「蒲田駅」
から
徒歩10分

大田区消費者
生活センター

西口

・JR
「蒲田駅」
東口から
徒歩5分

東口

蒲田駅

（大田区蒲田五丁目13番
26-101）

池上駅

カムカム
新蒲田

牧田総合
病院

富士通

大田
区役所

アロマスクエア

PassMarket
チケットページ
▼

来場者用チケットからご希望のチケット
（1日券もしくは2日券/大阪会場もしくは東京会場）
をお選びいただき、ご購入ください。

エル・おおさか

7/24 カムカム新蒲田
Sun （大田区新蒲田1-1８-１６）

下記URLもしくはQRコードから
「PassMarket」にて
ご希望の参加方法のチケットを購入ください。
購入と同時に、参加方法の登録も完了します。
ご来場の場合

天満橋

土佐堀通

下車徒歩約5分

ご来場、オンライン参加、いずれの場合も
【フォーム】
から参加方法の登録をお願いします。
下記URLもしくはQRコードから
【フォーム】
へアクセスできます。
https://onl.sc/tTcpaxb

https://onl.sc/TynvFe9

〒

公園

コンビニ

京阪電鉄

OMM

池上方面行きバスで
「本門寺前バス停」

【フォーム】への記入・送信が完了すると申込内容のコピーがメールで届きます。大切に保管して下さい。

クレジット
PayPay

京阪シティ
モール

▶京橋駅

ご来場の場合

北浜

大川

谷町線

ご案内しているフォームやPassMarketのページは2022 ZENKO in 大阪の特設ページ
zenko-peace.com/2022zenko からアクセスできます。

※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／当座0305703 ／ ZENKO

フォーム
▼

なにわ橋

※公表可否、団体は名刺広告の有無をお知らせ下さい。

スタッフからチケットを購入してください。

・Osaka Metro堺筋線・京阪電鉄
「北浜駅」
より東へ500m

第二京阪
国道

銀行振込

趣旨に賛同してくださるみなさま、
ご協力をお願いいたします。

エル・おおさか（大阪市中央区北浜東3-14）

・Osaka Metro谷町線・京阪電鉄
「天満橋駅」
より西へ300m

松屋町筋

フォーム▼

２日
とも

堺筋線

現 金

1,000円

◀淀屋橋駅

チケット購入方法

個人・団体ともに１口

コンサートは
剣先公園♬

メイン会場

天神橋

１ 日券

Access 交通アクセス

阪神高速環状線

２日券

Donate 賛 同

大田区民ホール
アプリコ
環状八号線

大田区立消費者
生活センター

〒

蒲田東
特別出張所

第52回平和と民主主義をめざす全国交歓会
主催

2022 ZENKO 実行委員会

最新情報は▷z e n k o - p e a c e . c o m / 2 0 2 2 z e n k o
E-mail zenkoweb@gmail.com
［東京］
東京都足立区千住関屋町8‑8 2階
［大阪］
大阪市城東区蒲生1‑6‑21 LAGセンター内
■ 連絡先 ■
・大阪
090-8162-3004（川島） ・広島
・東京
090-1771-4150（河辺） ・沖縄
・北海道 090-1237-9712（地脇）

■新型コロナ感染症の拡大により会場等の変更が行われる可能性があります。最新の情報はウェブサイトをご確認下さい。 エル・おおさか申込団体

090-8602-4232（日南田）
090-9788-3660（新垣）

なかまユニオン TEL06-6242-8130

