
●「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)

●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
●地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ1,200m
●JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

米英仏のシリアへの軍事攻撃を止めよう！
　日本の攻撃支持とアジアへの軍事支援反対！
　放射能健康被害を明らかにし、帰還政策に反対・避難者要求の実現！
　　原発再稼働・輸出を阻止しよう！
　　　ヒバクシャ国際署名で核兵器廃絶を実現しよう！
　　「働かせ方大改悪」法案廃止！
　　　非正規労働をなくし安定雇用を実現しよう！
　　　大企業と富裕層への課税強化と軍事費5兆円を社会保障へ！
　　　　格差・貧困をなくそう！
　　　　安倍政権、維新の新自由主義路線と対決し、
　　　　　地域から99％の市民の民主的な社会をつくろう！

第４８回　平和と民主主義をめざす全国交歓会

その他、青年ユニオンから１人、希望連帯労組から５人参加予定

ゲスト

アクセス ▷ エル・大阪（メイン会場）
▷ 剣先公園（コンサート会場）

料金
賛同

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

当真   まり子さん
てぃだぬふぁ　

島の子の平和な未来をつくる会

当真   まり子さん
てぃだぬふぁ　

島の子の平和な未来をつくる会

海勢頭  豊さん
ジュゴン保護キャンペーンセンター/代表

海勢頭  豊さん
ジュゴン保護キャンペーンセンター/代表

イ・サンホンさん
慶州環境運動連合/事務局長
イ・サンホンさん
慶州環境運動連合/事務局長

ユ・ミヒさんユ・ミヒさん
代案文化連帯(軍縮反戦平和行動)代案文化連帯(軍縮反戦平和行動)

ビョン・ヒョンジュさんビョン・ヒョンジュさん

キム・ヨンミンさん
青年ユニオン/事務所長
キム・ヨンミンさん
青年ユニオン/事務所長

カン・ヒョウウクさん
円仏教星州聖地守護
非常対策委員会教務

カン・ヒョウウクさん
円仏教星州聖地守護
非常対策委員会教務

シム・ミョンスクさん
希望連帯労組

茶山コールセンター支部

シム・ミョンスクさん
希望連帯労組

茶山コールセンター支部

沖  縄

沖  縄

佐藤  八郎さん
飯館村みんなの会

/福島県飯館村村会議員

佐藤  八郎さん
飯館村みんなの会

/福島県飯館村村会議員

福永  正明さん
岐阜女子大学南アジア研究センター

/センター長補佐

福永  正明さん
岐阜女子大学南アジア研究センター

/センター長補佐

反原発

韓  国

　　趣旨にご賛同してくださる皆様、ご協力をお願いします

　ゆうちょ銀行・振替口座　口座番号：00150－9－672489／全交
※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場合
　店名008（ゼロゼロハチ）店／普通／1208041　平和と民主主義をめざす全国交歓会

　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

2018 ZENKO in 大阪 実行委員会

２，０００円

１，２００円

※当日券は２００円アップ

一　般 学生・障がい者
非正規・無職
１，２００円

７００円

２日券

１日券

Web：http://www.zenko-peace.com
E-mail：zenkoweb@gmail.com

７.27（Fri）にワンデーアクションも実施

▷   個人 1 口 2,000 円　　▷   団体 1 口 5,000 円▷   個人 1 口 2,000 円　　▷   団体 1 口 5,000 円

東日本の方はこちらへ東日本の方はこちらへ

西日本の方はこちらへ西日本の方はこちらへ

「戦争ではなく対話で東アジアの平和・非核化の実現を」
　　　　～安倍政権は退陣！９条改憲を阻止しよう～

in大阪

森友・加計など国家の私物化を許さず、
　民主主義を取り戻す闘いを全国に広げよう！
　　安倍政権を今すぐ打倒しよう！
　改憲NO!3000万署名の力で9条改憲を阻止しよう！
　　韓国民衆と連帯し、朝鮮半島の非核化を実現しよう！
　　　対話で朝米の平和協定締結・国交樹立、日朝の国交正常化を！
　　　日米韓の軍事演習中止！在韓米軍を撤退させよう！
　　　　星州THAADミサイル、済州島軍事基地を撤去しよう！
　　　　沖縄・辺野古新基地建設阻止！日米軍事一体化に反対、
　　　　　すべての米軍基地撤去を！
　　　　　　オスプレイはどこにもいらない！
　　　　　奄美・沖縄・宮古・石垣・与那国への自衛隊配備・強化に反対しよう！
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検索ＺＥＮＫＯ

2018.2018.7.28（SatSat）～ 29（SunSun）
@エルおおさか@エルおおさか

中之島剣先公園（コンサート会場）中之島剣先公園（コンサート会場）

（メイン会場）（メイン会場）

フィリピン

ポール・ガランさん
ＡＢＡＫＡＤＡ

戦争と貧困に反対する市民連合

ポール・ガランさん
ＡＢＡＫＡＤＡ

戦争と貧困に反対する市民連合

イラク

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



2018ZENKO in 大阪に参加し、

　国際的な市民の連帯で東アジア
の平和をつくろう！2018ZENKO in 大阪に参加し、2018ZENKO in 大阪に参加し、

　国際的な市民の連帯で東アジア
の平和をつくろう！国際的な市民の連帯で東アジアの
平和をつくろう！

・『安倍はクビ！』日韓連帯100人大合唱＆ダンシング
　＊韓国ろうそく集会の歌「これが国か」の日本語Ver．
・基調・決議案提案
・構成詩「安倍退陣！朝鮮戦争終結！東アジアの平和をつくろう！」

・『安倍はクビ！』日韓連帯100人大合唱＆ダンシング

・基調・決議案提案
・構成詩「安倍退陣！朝鮮戦争終結！東アジアの平和をつくろう！」

・『安倍はクビ！』日韓連帯100人大合唱＆ダンシング
　＊韓国ろうそく集会の歌「これが国か」の日本語Ver．
・基調・決議案提案
・構成詩「安倍退陣！朝鮮戦争終結！東アジアの平和をつくろう！」

・各地域の自治体への要請行動
・自民党府連前、大阪市役所前、大阪府庁前、
  関西電力前などでの抗議行動　　　　など
・自民党府連前、大阪市役所前、大阪府庁前、
  関西電力前などでの抗議行動　　　　など

・各地域の自治体への要請行動
・自民党府連前、大阪市役所前、大阪府庁前、
  関西電力前などでの抗議行動　　　　など

『国際的な市民の連帯！世界の平和は私たちがつくる！　歌おう・踊ろう・心ひとつに！』『国際的な市民の連帯！世界の平和は私たちがつくる！　歌おう・踊ろう・心ひとつに！』

『今こそ市民の手で戦争のない核のない平和な社会を作ろう！』『今こそ市民の手で戦争のない核のない平和な社会を作ろう！』『今こそ市民の手で戦争のない核のない平和な社会を作ろう！』

・沖縄、韓国、フィリピンなどのアーティスト、「月桃の花」歌舞団など歌や踊りを
通して国際交流をします。

・沖縄、韓国、フィリピンなどのアーティスト、「月桃の花」歌舞団など歌や踊りを
通して国際交流をします。

・沖縄、韓国、フィリピンなどのアーティスト、「月桃の花」歌舞団など歌や踊りを
通して国際交流をします。

・２日間の討議内容を全体化して共有します。
・朝鮮半島、東アジアの平和構築の今後について、国内外ゲストや参加者の発言から展望を

見出します。

・２日間の討議内容を全体化して共有します。
・朝鮮半島、東アジアの平和構築の今後について、国内外ゲストや参加者の発言から展望を

見出します。

・２日間の討議内容を全体化して共有します。
・朝鮮半島、東アジアの平和構築の今後について、国内外ゲストや参加者の発言から展望を

見出します。

『戦争と排外主義を乗り越え、東アジアの平和を市民の力で』
　①『安倍政権を打倒し、戦争・改憲政策を止める』  ＺＥＮＫＯ
　②沖縄  『辺野古新基地建設の現状と展望』  上間芳子さん
　③沖縄  『南西諸島への自衛隊配備反対の闘い』  当真まり子さん
　④韓国  『戦争の種をなくすTHAAD （米軍ミサイル）配備撤回の闘い』  カン・ヒョンウクさん
　⑤韓国  『戦争、原発反対でつながる日韓市民の連帯』  ユ・ミヒさん
　⑥フィリピン  『ドゥテルテ政権による戦争・虐殺を止める』  ポール・ガランさん
　⑦イラク  『中東でのグローバル資本による「対テロ戦争」との闘い』  サミール・アディルさん
―第２部　パネルディスカッション―
　『東アジアの平和構築のため国際的な市民の連帯をどうつくるのか』
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　④韓国  『戦争の種をなくすTHAAD （米軍ミサイル）配備撤回の闘い』  カン・ヒョンウクさん
　⑤韓国  『戦争、原発反対でつながる日韓市民の連帯』  ユ・ミヒさん
　⑥フィリピン  『ドゥテルテ政権による戦争・虐殺を止める』  ポール・ガランさん
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―第２部　パネルディスカッション―
　『東アジアの平和構築のため国際的な市民の連帯をどうつくるのか』

『戦争と排外主義を乗り越え、東アジアの平和を市民の力で』
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　④韓国  『戦争の種をなくすTHAAD （米軍ミサイル）配備撤回の闘い』  カン・ヒョンウクさん
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７

27（Fri）

７

28（Sat）

７

29（Sun）

＊詳細な内容、時間、場所等はホームページでご確認ください

プログラム

開会集会

分科会

メイン集会 コンサート

交流の
ひろば 全体集会 フェアウェル

パーティー

７/27金 ) 前日企画

1日目

2日目

9:30 10:30 12:00 13:00 15:0014:30 17:0018:00 20:00

７/28( 土 )

７/29( 日 )

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

ミュージカル「ガマ人間あらわる」全国交流会
～新生☆福島歌舞団がやってくる！
3千万署名運動の交流広場
署名をどうあつめたか？このつながりをどう生かすか、さらにどう集めるか？
改憲ＮＯ！憲法生かす地域変革運動で
市民派自治体議員をつくりだそう
歴史に学ぼう！戦争のための教育はいらない！
多様な子どもたちがともに育つ教育を市民の手にとりもどそう！

2019年選挙で、青年政策を前進させよう

第2部-福島・韓国と共に。
放射能被ばくと原発再稼働に反対する
韓国ろうそく革命に学ぶ－朴槿惠（パク・クネ）腐敗政権打倒から
朝鮮半島非核化・ＴＨＡＡＤ撤去の闘いへ

広島原爆被爆者の話を聞く集い

②

①

③

④

⑤

⑥

709

南館ホール
(南館5階)

南館ホール
(南館5階)

大会議室
(6階)

大会議室
(6階)

501

501

504

606

606

研修室5
(10階)

研修室1
(5階)

701

701

研修室2
(5階)

604

南館71

南館71

南館72

504

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

安倍内閣は退陣！憲法９条改悪を許さない！日韓市民の連帯で
朝鮮半島の非核化、日韓の軍縮・全基地撤去から東アジア平和地帯を実現しよう
工事を止めろ！沖縄島・辺野古、南西諸島・宮古島の新基地建設
平和な島を戦場にするな！海外派兵の基地はいらない
福島・韓国と共に。
放射能被ばくと原発再稼働に反対する
インドにもどこにも原発を売るな！
原発輸出と戦略ODAに反対する
日韓連帯で非正規職の権利実現！
長時間労働・セクハラ・パワハラNO！
国際連帯の力で貧困のない，一人一人が大切にされる平和な社会を！
フィリピン民衆とともに・・・安倍政権のアジアへの軍事支援にストップを！・・

歴史に学ぼう！戦争のための教育はいらない！
多様な子どもたちがともに育つ教育を市民の手にとりもどそう！
今こそ埋め立て承認撤回を！
国際連帯・ジュゴン訴訟で辺野古埋め立てを止めよう！
子ども・子育て・子育て支援を考える
～地域での子育て・居場所つくりを
99％が立ち向かう仕事づくり＆雇用拡大
－協同組合運動
尊厳ある暮らしを守り、
ニーズに応える介護を実現する
ＪＲ３１年、分割民営化後の現在（いま）を問う
～ローカル線・リニア・安全問題～
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ワンデーアクション

　今年のＺＥＮＫＯは東アジアから世界の平和をつくる大きな意義があります。朝鮮半島をめぐる激動の情勢の中で、東
アジアに平和、非核化が実現する歴史的な転換点が訪れています。朝鮮半島では４月27日に南北首脳会談が行われ、非核
化の実現や、年内に朝鮮戦争の終結、そして終戦協定から平和協定を締結するなどの「板門店宣言」が発表されました。そ
して６月１２日にシンガポールで史上初の米朝首脳会談が実現し、共同声明が合意されました。この急速な緊張緩和の背
景にはろうそく革命で文大統領を誕生させた韓国市民の労働運動、脱原発運動、ＴＨＡＡＤ配備反対などの平和運動な
どがあります。

　今年のＺＥＮＫＯは東アジアから世界の平和をつくる大きな意義があります。朝鮮半島をめぐる激動の情勢の中で、東
アジアに平和、非核化が実現する歴史的な転換点が訪れています。朝鮮半島では４月27日に南北首脳会談が行われ、非核
化の実現や、年内に朝鮮戦争の終結、そして終戦協定から平和協定を締結するなどの「板門店宣言」が発表されました。そ
して６月１２日にシンガポールで史上初の米朝首脳会談が実現し、共同声明が合意されました。この急速な緊張緩和の背
景にはろうそく革命で文大統領を誕生させた韓国市民の労働運動、脱原発運動、ＴＨＡＡＤ配備反対などの平和運動な
どがあります。

　その一方で安倍政権の圧力一辺倒の外交政策は国際的に孤立しています。トランプが米朝首脳会談の中止を発表した
際に、ただ１か国だけ支持したのが安倍政権です。軍事的圧力では何も生み出しません。対話こそ非核化、平和への確か
な道です。今こそ市民の連帯で東アジアの平和構築、そして安倍政権を追い詰め、辺野古の新基地、南西諸島への自衛隊
配備、９条改憲など戦争・改憲路線を転換させなければいけません。
　安倍退陣、９条改憲阻止の闘い、朝鮮半島の対話をつくり出した韓国の闘い、そして沖縄の辺野古の闘い、南西諸島へ
の自衛隊配備の闘い、フィリピンの軍事化反対の闘い、イラクのグローバル資本主義による戦争反対の闘いなどをむすび、
軍事的・経済的な包囲網ではなく、国際的な市民による平和の連帯をつくりましょう。

　その一方で安倍政権の圧力一辺倒の外交政策は国際的に孤立しています。トランプが米朝首脳会談の中止を発表した
際に、ただ１か国だけ支持したのが安倍政権です。軍事的圧力では何も生み出しません。対話こそ非核化、平和への確か
な道です。今こそ市民の連帯で東アジアの平和構築、そして安倍政権を追い詰め、辺野古の新基地、南西諸島への自衛隊
配備、９条改憲など戦争・改憲路線を転換させなければいけません。
　安倍退陣、９条改憲阻止の闘い、朝鮮半島の対話をつくり出した韓国の闘い、そして沖縄の辺野古の闘い、南西諸島へ
の自衛隊配備の闘い、フィリピンの軍事化反対の闘い、イラクのグローバル資本主義による戦争反対の闘いなどをむすび、
軍事的・経済的な包囲網ではなく、国際的な市民による平和の連帯をつくりましょう。

＊各分野に分かれて運動方針について議論します。
　詳細はホームページでご確認ください。

一緒に 2018ZENKO in 大阪をつくりませんか？
　　　関心のある方は下記連絡先までお気軽にお問合せください
　　大阪　　大阪市城東区蒲生 1-6-21  TEL 090-8162-3004 （川島）／ FAX 06-6931-0277

東京　　東京都足立区千住関屋町 8-8  2F TEL 090-3970-8772（西岡）
沖縄 　090-9788-3660（新垣）　　広島　  090-8602-4232（日南田）　　北海道　  090-1237-9712（地脇）

スタッフ募集中

沖縄・辺野古キャンプシュワブゲート前沖縄・辺野古キャンプシュワブゲート前 韓国・THAAD配備撤回行動韓国・THAAD配備撤回行動


