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目標達成の見通しが立ってきました（新座） 

受任者のみなさま 

｢１人２０筆｣を目標に 
最後の追い込みをかけましょう！ 

＜署名数の現状と見通し＞ 

新座では 1/1現在、集約できている署名数は、受任者からと街頭から

と合わせて 1029筆です。条例の請求に必要な署名は 2600筆ですが、１

割程度が無効になる可能性があるので、3000筆以上を回収目標と考えて

います。まだ、その３分の１です。今後の見通しですが、 

◆受任者からの署名 受任者はちょうど 100人です。1人が 20筆を集め

れば 2000筆になります。「100筆集めた」｢50筆集めた」の報告も何人か

からいただいていますので、平均して 1人 20筆は可能と考えています。 

◆街頭(スーパー)での署名 これまでの実績では 1人 1時間で 7～10筆

です。多くの方が 1時間でも多く街頭に立ってくださいますよう。 

◆他団体の署名 生活クラブ生協、医療生協、民主商工会、埼玉土建が

全県で署名を集めています。新座の有権者からの署名が以上に加わります。 

◆チラシのポスティングと｢原発しゃべり場｣ 県民投票運動を広く知っ

ていただくことが目的で、署名数にどこまで結びつくかは未知です。 

 埼玉県全体での署名数 12/26日現在、集約された署名は、目標の 12

万筆に対して 1万 5000筆です。「東京新聞」の報道で知って、がっかり

された方もいらっしゃると思います。 

しかし、県の準備会も、各地の受任者も、決してあきらめていません。

条例請求を成功させ、新たな運動をつくりだす決意を新たにしています。 

残り期間はわずかですが、最後の追い込みで、1筆でも多くの署名を集め

られますよう、呼びかけさせていただきます。 
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       <こんな思いで集めています>  

まず 100筆を目指しました 

瀬下 温子（栗原） 

外出するとき、署名グッズを持ち歩きます。 

友人・知人のお宅に立ち寄ったり、顔見知り

の人に話して、1 筆 1 筆、集めました。 

恐縮してお願いするのですが、逆に感謝され

たり、ご自分だけでなく、ご近所に声をかけて

くださったり、嬉しくなることがあるんです。 

なによりの収穫は、 

①いままで原発などについて話ができなか

った人と話すことができたこと。 

②原発をいやだと思っていても、何をしてい

いかわからない、たくさんの人と出会えたこと。 

③一人ひとりの生きかた、考えかたが世論を

動かす原動力になることを、多くの人と確認で

きた、ことです。 

100 筆を達成したいま、残り少ない日々を、

次の目標に向けて頑張ります。 

 

｢脱原発のためなら｣と 

清水 照代（石神） 

「脱原発を実現するためなら何でもしたい」

と参加しました。 

知人宅を訪ねて書いていただき、50 筆ほど集

めました。もう、ほとんどの知人宅を回りまし

た。 

県民投票の中間報告会の様子を伝える『東京

新聞』の記事を読んで、署名数のあまりの少な

さに驚きましたが、自分の署名数を考え、「や

っぱり」という気持ちもありました!! 

若い時のように短期間でわっと動くのはき

ついし、家のなかのこと、ボランティア活動、

趣味のサークルの活動も、中断したくありませ 

ん。やはり自分流で集めるしかないです。 

毎日、スーパーでの署名集めに頑張っていら

っしゃる方がたには頭が下がります。くれぐれ

もお体に気をつけてくださいね。 

 

仲間づくり・人とのつながり 

里見 勉（新座） 

署名集めの後半戦で、スーパー５ヵ所を回り

ました…。ちょ～っと署名活動にこなれてきた

(？)自分もいるんかなあと思っています…。(笑) 

年始はできる限りスーパーでの署名活動に

取り組み、地道に筆数を集めてくことが、自分

のデキルコト…。 

署名活動をしてるなかで、「もし埼玉県に原

発が設置されるなら署名するよ！」とか、「ち

ょっとわからないので！」などの口実でその場

を回避していく人たちにも、実際に多く出くわ 

しました。 

でも、果たしてそんな問題で片付けちゃって

いーの？ なんてこの活動を通じて僕自身も

疑問には思うよーになりました…。 

きっと、そーゆー人は日々の生活に追われす

ぎていて無関心を装うよーにしてるんだと思

います。（たぶん僕もこの運動に参加してなか

ったら、こーゆー受け取り方をしてたとは思い

ますが） 

そーゆー1 人 1 人の無関心さが募って、物事

って風化してくんだろーとあらためて身につ

まされてるところです…。 

今回の住民運動に関わらせてもらい、一番に

良かったことは「仲間づくり」／「人と人のつ

ながり」ができたことです…。 

残り 10 日間ですが、おんなじ体験を仲間た

ちと分かち合いながら、「やったぞ感」を味わ 

いたいですよね…！ 



 

 

無関心な人たちとの対話 

林 幸子（片山） 

寒い日々、原発で被害を受けた方々は、もっ

と寒い日々を体験されていることでしょう。 

今回「原発の是非を問う住民投票条例を制定

するため」の署名運動に参加しました。 

原発問題は今の日本で最重要課題ですのに、 

先日の総選挙の結果で見られた、他人事のよ

うな趨勢は、どうしてなのか？ どうしたら自

分自身の問題として皆に受け止めてもらえる

か？ 私なりに少し考えてみました。 

原発の怖さ、不必要性の周知、政府と企業の

ずるさの暴露、原発に賛成する側との対話、

等々ありますが、署名に限って言えば、無関心

な人たちとの対話の必要性を感じました。 

そして、企業や政府への提言、行動力が重要

になってきます。まず国民運動として原発問題

を徹底させなければ、日本は壊れるでしょう。 

怖くて悲しい事を許してはならないと思い、

署名を集めています。 

 

仮設にて 

          詩：藤島 昌治 

       補作詞・曲 ：枝璃 貴子 

 

 だれかここから出してくれませんか 

 あとどの位いればいいのですか 

 ボクはもう年をとりました 

 

１.とてつもなく長い  

耐えがたい日々が過ぎて 

３度目の冬が訪れた 

絶望とあきらめのなかで  

眠れぬ夜が繰り返される 

この苦しさを この悲しみを 

伝える術が ボクにはない 

 

２.歌えるわけじゃないし  

絵を描けるわけじゃないし 

心を揺さぶる言葉もない 

それでも僕は何かを  

言わずにはいられない 

この悔しさを この憤りを 

伝える術を ボクは欲しい 

 

テレビで除夜の鐘を聴きながら 

年越しそばをすする 

多分 元旦は 遅い朝で 

寝巻のままで 雑煮を食べる 

 

新しいはずの年は 

去年の引き続きのままで 

とてつもなく長い 

耐え難い始まりのようでもある 

 

３.また明日 また明日  

呪文のようにとなえる 

仮設の暗闇の中で  

北から南からの 日本中のエールが届く 

負けてたまるか 負けてなるものか 

ボクは自分に エールを送る  

 エールを送る 

 

南相馬の仮設住宅で自治会長をして

いらっしゃる藤島昌治さんの詩集『仮

設にて』を、シンガーソングライター

の枝璃貴子(えり・たかこ)さんが歌に

しました。 

枝璃さんの、被災者の方々と歌で交

流するボランティア活動を支援して

いる、新座市の受任者、K さんが教え

てくださいました。 

やり場のない苦しさ、悲しみ、悔

しさ、憤り、｢負けてたまるか｣の思

いをかかえて、今は４度目の冬です。 



 

 

＜１/１０までの行動予定＞

  ●スーパーでの署名集め● 
１月 10 日まで、ほぼ毎日、スーパーで署名を集めま

す。熊谷はすべてに参加する予定ですが、その他の参

加者は、いまのところ、それぞれ 1 人か 2 人です。 

当然ですが、参加者が増えれば集まる署名も増えま

す。お忙しいとは思いますが、お時間をつくって 30 分

でも 1 時間でも参加してくださるようお願いします。 

参加可能な方は事前に熊谷までお知らせ下さい。（当

日の連絡は下記の方の携帯電話に） 

 ℡ 里見 090-5553-9159／宮本 090-3348-2124 

＜スケジュール＞ 

1/1(木) 10:00〜16:00 大和田氷川神社 

（新座団地入り口徒歩６～７分） ℡里見 

1/3(土)10:30～ 志木駅イオン or たいらや 

13:00～16:00 コープみらい幸町  ℡里見 

1/4(日)10:30～ 志木駅イオン or たいらや ℡里見 

13:00～16:00 コープみらい幸町 ℡里見 

1/5(月)16:00～17:00 新座駅フードコート or 西友℡里見 

1/6(火)15:00～16:00 新座駅フードコート or 西友℡里見 

1/7(水)15:00～16:00 新座駅フードコート or 西友℡里見 

1/8(木)16:00～17:00 新座駅フードコート or 西友℡里見 

1/9(金)10:30～ 志木駅イオン or たいらや ℡宮本 

13:00～16:00 コープみらい幸町 ℡宮本  

1/10(土)10:30～ 志木駅イオン or たいらや ℡宮本 

13:00～16:00 コープみらい幸町 ℡宮本 

  

署名簿のチェックと送付のお願い 

◆署名は 1/10 までの日付が有効です。 

1/20 に選挙管理委員会に提出しますので、10

筆埋まった署名簿はできるだけ早く熊谷までお

送り下さい。（他の市区町村のかたの署名も熊谷

がまとめて県の準備会に送りますので、熊谷ま

でお送りください）。 

◆署名に間違いがある場合、二重線を引いて、

署名者に訂正印を押していただきます。 

有効か無効か不明の場合は、削除せずにお送

り下さい。対処が可能なケースもあります。 

 

「原発しゃべり場」 

署名期間中、ほっとぷらざ５Ｆフリ

ースペース(志木駅南口から直結)で、

｢原発しゃべり場」を開きます。４人が

けテーブル 1 つを予約してあります。 

原発について思っていることを話し

あったり、署名についてのご相談に応

じたりできる場にしたいと思っていま

す。原発に関する本やパンフレットも

用意しています。 

署名簿のチェックなどの作業もあり

ます。大矢はすべてに参加する予定で

す。お時間をつくってお顔を見せてく

ださるようお待ちしています。 

開催日時:１/４日(日)13-15 時 

１/６日(火)18-20 時 

１/８日(木)10-12 時 

１/11 日(日)13-15 時 

年末年始に、三つ折りチラシと新座

チラシとを組み合わせ、4000組を志木

駅周辺（東北・北野・東・大和田）に

ポスティングしました。 

 街頭宣伝の機会がない今回の運動な

ので、宣伝と署名の受け皿と考えてい

ます。       （文責・大矢） 
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