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【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円
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〒 606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
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市民研に集う人々の顔ぶれがこの 3 年間で大きく変
わったが、室内の本棚に並ぶ本のジャンルも大いに様
変わりである。それまでは水問題や農業農薬問題、公
害を論じた書籍が本棚の中心を占拠していた。原発・
核関連の書籍は以前からそれなりに並んでいたが、
3.11 以降はあっと言う間に本棚一段が原発関連で占め
られ、毎日のように増えていく。

それに加えて福本さんが作成してくれる講演会やテ

レビ番組を収録した DVD がさらに一段を占め、多くの
人々が順次借り出している。中央の机の上にはこの数日
話題を集めている「美味しんぼう」が掲載されている漫
画雑誌が積まれている。ボードに貼られたビラも原発関
係が多数である。

水曜日には原子力問題研究会が夜おそくまで議論を続
けている。０の付く日の午後には「放射能なんでも相談
室」が開催され、難しい核分裂の理論から食べ物の放射
能汚染までの勉強をしている。市民研の事務局が企画し
たものではなく、いずれも自発的な勉強会である。その
横で、発送などの作業がある他団体の事務局員が作業を
続けている。多重の活動と、多様な情報が交差する市民
研ができつつある。

ぜひ皆さんが課題と活動を携えて市民研を訪ねてくだ
さるのをお待ちしています。市民研の経済状態も少しだ
け健全になってきましたが、まだまだお寒い状況なので、
こちらの方のご支援もお願いします。

新しい市民研が
生まれつつある

石田紀郎

３年の月日が過ぎたのかと反省を
込めて過ごした 2014 年 3 月 11 日
だった。

３年前の 3.11、当日から次の日
は琵琶湖の調査に出かけていた。帰
宅後はひたすらテレビ画面を見続
け、津波はもとより、原発の崩壊進
行に震えていた。数日後に、中央ア
ジア・カザフスタン共和国のアラル
海での植林活動のために出立した。
1960 年代にソ連邦政府が開始した

「沙漠を緑に」政策の下、アラル海
に流入する２本の河川流域で大規模
灌漑農地の開拓が始まり、大量の水
が取水された。そしてアラル海まで
に到達する流水が激減し、アラル海
は干上がり、当初の湖面積の 10 分
の１になり、九州ほどの旧湖底沙漠
が出現した。これがアラル海の悲劇
と言われ、1990 年からこの悲劇の
実態を調査し、世界に発信してきた。

この環境破壊を「アラルの４つの

死」と私は表現してきた。１番目は
「水量減少による湖の死」であり、
２番目は「そこに生きている生き物
の死」で、３番目の死は「湖ととも
に生きてきた漁村と地域社会の死」
である。そして、今は４番目の死「世
界から忘れ去られる死」がやってき
た。世界でも日本でも取り上げられ
ることは極めて少なくなり、この地
球にそんな大きな湖があったという
ことさえ忘れられつつある。二十数
年間、アラル海を見てきた者として、
そこから去ることはできず、塩類が
集積する旧湖底沙漠での植林に細々
と挑戦し続け、アラル海問題を発信
している。

今はまさに４番目の死の時代であ
る。湖がなくなり、生業の漁業が壊
滅し、漁村が崩壊しても補償などな
く湖を追われた漁民は、沙漠の牧民
となってラクダ牧畜で生きようとも
がいている。多くの人々は、「やっ
ぱりソ連のやることだから」という。
そのように納得できるときもあっ

た。しかし、3.11 以降の３年間の
日本を見ていると、ソ連邦を嘲笑で
きるだろうかと思う。究極の公害と
筆者は表現しているが、「家屋敷、 
田畠山林、墓までも奪われた」十数
万の人々が今日もいることを日本社
会は忘れていないだろうか。アラル
海よりもひどい状況ではないだろう
かと思う。

市民環境研究所として、３年経過
した今、二つの課題に取り組みたい
と思っている。ひとつは脱原発社会
の実現に向けての取り組みであり、
もうひとつは京都や関西に避難して
こられている人々への支援である。
京都に住む京都市民としてなにをし
なければならないかを考え、がんば
っている人々との連携を深めたい。
これらの動きを通して、福島を忘れ
去ろうとする日本社会への闘いを続
けねばと思う。皆様の参加と支援を
お願いしたい。

石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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『環境学〜２１世紀の教養』
京都大学で環境学を考える
研究者たち編（朝倉書店）

自らが編集した本を紹介するのは
タブーなのかもしれないが、お声か
けいただき、お言葉に甘えることに
した。というのも、大半の内容は、私
には書き得ない各分野の専門家によ
るものであり、私自身、本書の編集
過程において、改めて俯瞰的に学ぶ
機会となった。この面白さ、目覚めを、
多くの方に知ってもらえればと思う。

そもそも、「環境学」なるものが構
築されているのか？　と思われる方
もおられるだろう。胸を張って「Yes」
とは言えないが、その構築の一歩に

つなげたいとの意気込みを持って取
り組んだ。まだまだかもしれないが、
ぜひ、忌憚なきご意見・ご感想をい
ただきたい。

本書は大きく 6 つのパーツに分か
れている。各節は、そのテーマの概
要と事例から構成されているが、そ
れぞれ 2 〜 4 ページ程度に収めらて
おり、かなり効率的に各テーマのポ
イントを押さえることができる。ま
た、多くのテーマ間のつながりも見
出しやすい。地球科学、水環境、資源・
エネルギー、農業、環境経済・政策
等といったように、従来から環境問
題を語る上で取り上げられてきたテ
ーマに加え、注目して頂きたいのは

「宇宙」や「人間健康」等のテーマで
ある。基本的な知識から始まり、気
がつくと、人間の存在はどうあるべ

きか？　個々人の生き方は？　とい
う深い問いかけに導かれている。

大学のテキストとして使うことも
念頭に作られているため、字がやや
小さいが、ぜひ若いころに戻った気
持ちで、手にとっていただきたい。

浅利美鈴（京都大学環境科学センター）
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市民研に課せられた課題

「4番目の死」の時代

3.11を忘れてはならない
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な話を聞かせていただきました。
最初は娘を守るため、と思って

避難をしてきたのですが、水俣支
援の方のお話をお聞きして、私が
生きている間には終わらない、子
どもにバトンタッチしなければな
らない。市民研にいらっしゃる先
生との勉強会で核実験時代からの
汚染の歴史をお聞きし、福島原発
事故以前から、世界中の汚染がま
だまだいろんな形で、残っている
し、日本にも影響を与えている。

福島事故前から多くの人の活動
があって、もっとたくさん作る予
定だった原発が何とか 54 基となっ
て、その止められなかった 54 基の
うちの１基が事故を起こした。だ
から活動してきた人たちの悔しい
思いがあるなど、市民研にいらっ
しゃる方々から、知らなかったた
くさんの話を聞くことができて、
3.11 の震災後のことばかり、食材
の汚染のことばかり考えていたの
が、いろんな角度から原発汚染を
考えることができました。とても
大切なことだと思い、ありがたい
ことです。被害者でもあり、加害
者でもある私。福島の現実で知ら
ないこともたくさんあります。

また、福島を考えることは日本
の社会や世界を考えることである
という視点がまだまだ足りません。
この原稿を依頼されてからも、韓
国船沈没事故、トルコの炭鉱事故、
いろんなことが起こり、すべてが
経営者の利益のためのコストダウ
ンによる人災です。犠牲になって
いるのはみんな弱い立場の人です。

これから何をしていけばいいの
か？　まだまだいろんな方の話を
聞いて、疲れたらちょっとお休み
しても、考え続けていかなければ
なりません。こんな時代を生きて
いることに自覚と覚悟をもたなけ
ればなりません。

ごめんなさい、どこが「がんば
れ市民研」だったかな……。でも
私にとって市民研は “京都のオア
シス” です。

市民研——市民環境研究所。あ
らためて「環境」を思えば、いの
ちの循環であり、大きな自然につ
ながる。いや、「大きい」とは人工
物に使う言葉で、自然は大きさで
測れるものではないだろう。とも
あれ、測れないほどの土壌に生き
て、人ひとりは小さい。そう矮小
化すれば、自分のいのちにつなが
る大きな人工物（最たる一つが福
島原発問題）に、無関心でもいら
れる。しかし、誰も、無関心では
いられない。

最たる環境問題に取り組む市民
研の活動をおいて、他に新しい提
案ができるだろうか。ゆったりし
た寄り合いの気配が漂う市民研（こ
れが好き）だからこそ、さらに福
島の当事者と交流し、共有できる
手立てはないか。相談会でも出た
ように、出会いの広がりを思うの
だが、ああ思いばかり。今んとこ、
体がついてこん。

二つ目は、先に大変な時代がや
ってくると騒がれる「高齢化社会」
の問題だ。政権やマスコミは年金
や介護など老人の処遇問題として
取り上げる。企業や医療界は健康
長寿を産業の標的にする勢いであ
る。個々には先の見えない不安を
抱えつつ楽しい老後を探す。とい
う現状の中、市民研のメンバーも
高齢化してきた。そこでいっそ、
老人をチャンスにできないか。ナ
ルクという全国組織の活動も聞き、
市民研では一歩進んだ「縮小社会
研究会」の活動があり、五木寛之
は（突然ですが）「老人階級」とし
ての独立を提唱するが、市民研の
発信として老人のスキル、大きな
人工物に立ち向かう手法、互いに
助け合いを請け合う手引きなど、
入り口を探す私たち老人の交差点
として、なにか手を結ぶ具体的な

つながりの糸はあるか。
三つ目もまた、素人ゆえに思い

つく乱暴な願いなのだが、日本人
の生活スタイルも考え方も長らく
成長気分のままだという気がする。
なによりもまず、科学者や知識人
や技術者が成長発展の中に囲いこ
まれてしまったのではないか。極
端に言って手なずけられた（莫大
な公金で）。文句を言わせない装置
が進み、安定した学者の従属と物
言う学者の冷遇。分断化のゆくえ
が暗い。そういう現場をもちこた
えてこられた研究者も多い市民研
だからこそ、1 ミリでも通う地下
水脈の掘り起こしを夢見る。

日頃の不精がたたって、はてさ
て自問はできても、一周も二周も
遅れている自分に自答は見つから
ない。それでも総じていえば結論
は「人間は度しがたい」というこ
とであろう。

敷居をまたぐという意味合いの
言葉で閾

いき
値
ち

と呼ばれるものがある。
これは要するに毒性が臓器に障害
を与えるもので一定の許容量を超
えると発病するであろう境界を指
すことのようである。

しかし、放射線による癌や遺伝
病を発症させる許容量にはその閾
値が判明できないという。これも
疑問である。未知の値など当然だ
ろうと思うのと、何とむごいこと
なんだとも思う。どちらにせよ原
発学者の科学というのはこういう
ものなのだ。放射線による癌や遺
伝病は何年も後世代が犠牲になら
なければならない。

金、金にまみれて、科学技術の
善し悪しの判断のできない多くの
国民を翻弄し、あたかも幸せな生
活に寄与しているように思わせて
いる。「想定外」をよく耳にする。
地球の現象に想定外とか何とか、
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市民研が動きだしてから 11 年。
3・11 以降、市民研の様相はずい
ぶん変わってきている。それまで
は事務所運営のお金もなく、利用
する人もそれほど多くはなかった
が、今は毎日昼間に人が集まり、
自分たちに何ができるかを話し合
っている。フクシマを機にできた
いくつかの団体が活動の拠点にし、
そしてそこからつながる人たちが、
次から次へとまた新しい問題を持
ち込んでくる。事務所の一角には
放射能測定器が鎮座し、毎日フル
稼働している。事務所運営を会計
面で協力してくれる団体もできた。

市民研は、今のこの動きのため
に、この 10 年間維持してきたのだ
と思うくらいである。

フクシマは大変な被害をもたら
したが、昼間に事務所に人がいる
おかげで、事務所の空気は活気づ

き、ものは整理され、たくさんの
情報が行き交う。市民研にとって
は、とてもとてもありがたい状況
ではあるが、同時にこんなに皮肉
なことはないという思いが募る。

問題解決にはほど遠いが、集ま
る人たちがつながりをつくってい
く、「人をつなぐ場」として、今後
もたくさんの人に利用してもらい
たい。そして日頃事務所はあまり
利用しなくても会員として支えて
くれる人たちに、もっと市民研の
動きを発信していく形を考えてい
かねばと思う。

市民研とは 2012 年末の石田先
生のお話会に参加させてもらって
からのお付き合いになるのですが、
先生は「震災後は市民研が賑やか
になった……」とよくおっしゃい
ます。私は震災前の市民研を知り
ませんので、その程度がわからな

いのですが……。そうですね、私
も何かあると押しかけているほう
なんでしょうね。

先生は、今後、京都で何ができ
るのか、避難者が京都に来てよか
ったと思って生活してもらうには
どうしたらいいのか、真剣に考え
ていらっしゃいます。震災から３
年がたち、私が把握しているのは、
福島からの避難者が300世帯弱（こ
れは震災当初に比べたら半分ちか
く減ったのではないでしょうか）、
その他の被災 3 県と言われるとこ
ろから 200 世帯ぐらいで、東京を
含めた関東圏を入れると 1000 人
以上の避難・移住者が今、京都で
生活していることです。

そんな私も小学生の娘と２人で
避難してきた一人です。市民放射
能測定所のスタッフをしていたの
で、測定で分からないことがある
と、市民研に相談に伺うようにな
りました。相談以上にここには市
民活動の歴史が詰まっていて、震
災だけではなく、その背景にある
もの、汚染の歴史などなどいろん

2 3

｢がんばれ」「がんばろう」市民研
　昨年の定期総会は、実は市民研が誕生して満 10
年を迎えた記念総会であった。それに気づかなかっ
たのは、市民研らしいというよりは、時代の状況が
「それどころではない」ということだったのだろう。

とはいえ、今が一つの節目であることも事実である。
遅まきながら、市民研理事と、市民研と協働してく
ださっている方々から寄稿してもらい、今後の活動
について考えるよすがとした。

人と人を
つなぐ場として
和泉賀津子（理事）

市民研は
京都のオアシス

島田真理子

地下水脈の
掘り起こしを！
高橋幸子（理事）

人間は度しがたい

田中眞澄（副代表理事）

福島県の子どもたちの甲状腺検査
は、約 33 万人のうち、約 25 万人の
検査結果が公表され、検査は継続中だ。
2 月 7 日の検討委員会で、悪性（癌）
と悪性の疑いが合わせて 75 人と発表
され、そのうち悪性確定が 32 人、良
性が 1 人と発表された。福島県立医大
の医師らは事故との因果関係を否定し
ている。県民健康管理調査検討委員会
の前に秘密会を開催していたことが発

覚。「がん発生と原発事故の因果関係は
ない」と口裏を合わせ、尿検査を回避
し、SPEEDI の話しを避け、話題をそ
らすようにも求めていた。

また、県民には、「安全だから安定ヨ
ウ素剤を服用するな」と言っていたが、
医大の医師と関係者は服用し、口止め
していた。山下俊一氏が「ヨウ素剤は
不要」と強調したからだ。講演でも「子
どもは外で遊んでいても問題ない」と
話していた。今回、郡山の医師が情報
公開請求をして明らかになった。（当
時、三春町だけが独自判断で、ヨウ素
剤を服用した）

健康被害は甲状腺だけではなく、子
どもも大人も、様々な症状で現れる可
能性がある。支援法の理念に基づき、
予防原則にたった健康管理体制を実施
すべきだ。

歴史的には、原発事故の実態と被害
は過小評価され、隠され、嘘の情報が
流され続けている。そして、心配しす
ぎる人としない人の対立にさせられ、
ものが言えない雰囲気が作られ、不安
や苦しみを抱え、押し黙るようにし向
けられている。

科学とは？　医学とは？　命や自然
環境を守るためではないのか？

コラム
科学とは、医学とは
なにか？

地脇美和（福島原発告訴団）
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さも計り知ったような思い上がり
はこれこそ「度しがたい」のである。
地球は人類のために存在している
のではない。

何か光明は？　子どもたちに望
みをつなぎたい。ターニングポイ
ントは過ぎた（もっと突っ込むべ
き瞬間をだらしなく過ごしてしま
った）が「生」という教育であろう。

東寺に「不二の桜」がある。こ
れは「理智不二」を表している。
また、有吉佐和子の『複合汚染』
を考えざるを得ない。

子どもたちが心の成長にしっか
りと原発 N

ノー
O はもちろんだが、命

の環境を捉えることであろう。
山寺に子どもたちが環境学習に

やってくる。周囲をゆっくり見て
なにが大切か、緑・水・空気と人
間は？　そして科学万能の是非な
ど、子どものころから少しずつ認
識を高めることであろう。「Think 
globally, act localy」であろう。
という自分も「度し難い人間」の
一人であっても、京に市民研あり！
　もっと輪を広めよう。

市民研は突然に現れたわけでは
なく、そこにいたる流れや前史が
ありました。「市民講座」であり、「原
爆の図展」であり、「きょうと・市
民のネットワーク」であり、それ
ぞれの運動を担った人々の出会い
と交流であったり、といった具合
です。今も、その流れは通ってい
ると思います。

それぞれの運動を担う人々は、
自分たちの関わる課題が、同じ時
代や社会の多くの問題とつながっ
ていて、それに取り組む多様な運
動があることを知っています。そ
して、それらの人々や運動がつな
がって、一層強い力となって展開
していくことができるような「場」
や「核」や「装置」を求めていま

した。福島原発の事故後、また現
在の政治・社会状況に向き合い、
この求めはさらに強まっています。
市民研は「求める」立場に留まらず、
これに「応える」ことを模索する
段階ではないでしょうか。

この役割は従来、政党が担うも
のとされてきました。政党の奮起
を願わないではありませんが、奮
起はしても、達成できるとは期待
できません。政党は与・野党の立
場や思惑に拘束され、自らに囲い
込もうとするものだからです。だ
から、政党を敵視する必要はあり
ませんが、権力にも政党にも自立
的に対峙できる、政治的に成熟し
た市民セクターは必要だと思いま
す。その志向性を共有する動きは
各地にあるでしょう。その渦の中
で京都の市民研はどう進んでいく
べきか。その議論を深めましょう。

「長生きはしたくないな」とは
友人の言である。世相はますます
重苦しく、政治は危険な坂道をこ
ろがり落ちているからである。し
かし、このような世を作ってきた
世代責任を自覚すると、つらい思
いに沈むと言って済ますわけにも
いかない。

「カネだけ、今だけ、自分だけ」
の世、金主主義的工業文明に、資源・
環境の両面から限界が見え始めて
いる。自覚的反省のないままに、
その限界を利己的・刹那的にのり
こえようとする理不尽がアベノミ
クスなのである。縮小するパイを
強者が独占する理不尽は悲劇への
道である。社会的弱者に悲惨のし
わ寄せとなることを許してはなら
ないのだが……。

それにしても、国、自民党政治
は無責任だ。原発推進の半世紀を
反省することのないままに、今、
再稼働に前のめりである。事故炉

の実態にも、被災住民の苦渋にも
目を向けず、原子力ムラの権益至
上の極悪犯罪が続く。アジア・太
平洋戦争においても、国は戦争責
任の自覚もなければ、償いをしよ
うとはしなかった。権力には謝罪
と賠償の責任観念が欠如したまま、
現在の無恥・理不尽につながって
いる。

「原子力　明るい未来のエネル
ギー」、その幻想から醒めた今、国・
財界の理不尽を愚痴るだけでは希
望はない。くらしの足元から、簡
素な日常生活を大切にしたい。

そのためにも、改憲ならぬ「壊
憲」、「集団的自衛権」を阻止しな
ければならない。時代は「貧すれ
ば鈍す」の危機にある。「小異を尊
重して大同を願う」、互助共生の冷
静さを願いつつ、一歩ずつである。

私は、しばしば、言っているこ
とが複雑すぎる、プレゼンテーシ
ョンが下手だ、と言われることが
ある。このような批判は、もちろん、
謙虚に受け止めなければならない
と思いつつも、いささか心外であ
るという思いを抱くときもある。

個人的な経験で言えば、海外の
ある地域の近現代史に関する研究
事業の中間報告を命じられたのは
いいが、与えられた時間はわずか
5 分。しかも、オーディエンスが
どの事業が興味深いか、投票し、
最も票を得たプロジェクトについ
て、次年度の予算が上積みされる
という、荒唐無稽な催しであった。
一体、5 分で、太平洋戦争を含む
近現代の調査結果について何をし

ゃべれというのか。
こういうことが、近年、増えて

いると思う。学問であれ政治であ
れ、短い時間で相手に強いインパ
クトを与えるような言い分がもて
はやされる。みんなで共有できる、
思想的・学的・政治的な枠組みが
ますます解体していくなかで、か
くも問題を単純化した話ばかりが
跋
ばっ

扈
こ

するという逆説にこそ、私た
ちは立ち向かわねばならない。

いまだからこそ必要なのは、何
が本当に大事なのかを、時間をか
けて話したり、考えたりすること
ではないのだろうか。迂遠ではあ
るが、そして時流とは逆を行く話
にもなるのだが、そういう場を作
る努力を重ねることが、軸足のし
っかりした集まりを作っていくた
めに最も必要なことだろうと思う。

1970 年ぐらいまでは公害とい
う言葉を使っていた。どうして「公」
害なのだろう。水俣病の加害者は
チッソという会社であり、「私」害
である。それを公害といって、加
害責任をうやむやにしてきた。そ
れに、多くの御用学者が加担した。
しかし、被害者の側に立つ学者は
ほとんどいなかった。その後、公
害は環境という言葉に変えられ、
さも自然現象であるかのように装
っている。環境になると、加害者
はいなくなる。福島原発事故にお
いて、未曾有の被害を出している
が、責任はうやむやで、誰も罪に
問われていない。原発事故もその
うちに電気を使っていた皆の責任
であるといわれるだろう。道路に

ごみを捨てると、逮捕されるのに。
現在の市民環境研究所は、原発

問題などで、多くの人の集まる場
であり、事務局として機能してい
る。何をするにも場があるという
のは重要である。大学のような研
究はできないが、行政や環境学者
のうそを見抜き、本当のことを発
信するだけでも、今の日本におい
ては価値がある。それが市民環境
研のひとつの役割である。ちなみ
に、ドイツの環境関係の NPO は、
何万人という会員をかかえ、会員
は年に数万円の会費を払っている。
それで、研究所を持ち、研究者を
雇って、行政に対抗する調査や提
言をしている。市民環境研にとっ
ては夢のような話である。

いわゆる「環境」にかかわる活
動は、公害系／自然系／生活系／
エネルギー等の技術系　等々、そ
の間口は広い。市民研は「環境」
にこだわらず、「福祉」や「教育」
など多様な市民運動の「ポータル
サイト」——交流の場を提供して
いる NPO だと認識している。なぜ、
それが可能かというと、ここに集
まる人々の胸の奥には、通奏低音
のように流れる、共通するものが
あるからだ。

それは、たぶん、「民主主義」な
んだと思う。もっといえば、弱い
者に対する温かいまなざし（と、
強大な力に対する反骨心）。

その民主主義が、戦後、今ほど
危ういときはないと、最近ひしひ
しと感じる。

主
ぬし

である民の声を代弁すべき代
表としての議員にも、ジャーナリ
ズムにも期待できず、ワンクリッ
クで無記名の意見を世界に発信す
ると標榜するネットの世界にもう
さんくささを感じる中で、生身の
人と人が交流する市民研という場

は、民主主義の最後の砦なんだろ
うと思う。

市民研リーフレットの、ごあい
さつ冒頭で石田代表は、こう述べ
ています。" 解決しなければならな
い社会・環境問題が山積している
今、誰と、どのように協同して、
問題解決の道筋を模索する場とし
て、この市民環境研究所を開設し
た……" と。 まさに、この決意を
越え、年ごとに知の集まりと、数
多の実践の増殖（！）していくあ
りように目を見はる思いです。と
同時に、その影響力と頼り甲斐の
ある市民研が、ますます " たまり
場 " として存在を増しているのを
感じます。裏返せば、常に社会に
は課題が山積し続けているという
証左でもあります。

特に、３・11 以降、確かな情報
と支える仕組みのないなか、被災
者たちの不安が日々募っているの
を感じます。忘れられていく、と
いう怖さかもしれない。巡る季節
中で、春を待って野草をつみ、味
わい、筍を掘り、料理を楽しむこ
ともできず、今年もまた、田植え
のできないつらさに、私たちは寄
り添えているか？　子どもを産み
育てるという、いのちのつながり
さえ憚る若い人たちに向き合って
いるか？　市民研は、いつも様々
な声を受け止め、真摯に向き合い
続け、闘い続ける稀有な存在です。

滋賀では今、知事選挙を前に、
日本のおぞましい政治状況を生み
出してしまっていることに対し "
草の根自治滋賀 " 実現のために、
政策集団「チームしが」を立ち上
げました。市民環境研究所の知と
実践の様々なセクターの人々の "
たまり場 " がモデルです。

羅針盤的存在の市民研のさらな
る進化・深化に期待しています。

時間をかけて
考え、話し合う場
原山浩介（理事）

市民環境研究所の行方

松久　寛（理事）

民主主義の
最後の砦だと思う
水口　保（理事）

たまり場であり
羅針盤でもある

藤井絢子

簡素な生活を
大切にしたい
槌田　劭（理事）

お詫びと訂正■第 18 号 P2、佐伯
昌和さんの記事中誤植がありまし
た。お詫びするとともに、下記の通
り訂正します。（誤）日本原燃→（正）
日本原電、（誤）原子力委員会→（正）
原子力規制委員会

政党に代わる
市民セクターとして

角替　豊

市民研ブログ発信中！
市民研の日々の活動、新着情報など
をブログで発信中です。ご愛読と、
活発な書き込みをお願いします。
http://shiminken.blog50.fc2.
com/


