
2018年 7月 18日 

全国の皆さまへ 

 
 

きれいな水といのちを守る第 35回全国集会 in 岩手  

岩手県実行委員会 委員長 小西 和子  

全国実行委員会 事務局長 辻谷 貴文  
 

 

「きれいな水といのちを守る第 35回全国集会 in 岩手」のご案内 
 

 1974年に東京で開催された全国集会からすでに 40年以上を経過しました。この間、多くの人々の取組

により、合成洗剤にともなう直接の人体・環境への被害は減少しました。 

しかし一方、便利さ快適さを標榜し化学物質を多用した製品が氾濫する下で、｢香害｣問題が象徴する

ような新たな被害の事実が顕在化しています。マイクロプラスチックによる海洋汚染、放射性物質、農

薬等による水質汚染への懸念も高まっています。先に制定された水循環基本法の理念を、流域や生活圏

において具体化し、持続可能な社会の基盤をなす水・環境政策の充実が求められています。 

 このような中、“きれいな水といのちを守ろう！ 銀河の国からほとばしる 清き流れを未来まで”をス

ローガンに、第 35回全国集会をみちのく盛岡の地で開催します。合成洗剤はじめ有害化学物質の削減、

いのちの水と水循環、自然環境の保全、東日本大震災からの復興の取り組み等に学び合い、私たちの運

動の新たな一歩を共に記したいと考えているところです。全国から多くの皆さまにご参加いただけます

ようご案内申し上げます。 

 

【集 会 概 要】 

 

日  時  ２０１８年１０月１３日（土）13:30開会（12:30受付） 

～１４日（日）13:00閉会 

会  場  １日目 全体集会    岩手教育会館 

      ２日目 分科会    エスポワールいわて / 岩手県公会堂 /岩手教育会館 

          総括集会   岩手教育会館 

(住 所)  岩手教育会館      〒020-0022 岩手県盛岡市大通一丁目 1-16    ℡:019-623-3301 

      エスポワールいわて   〒020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目 1-38  ℡:019-623-6251 

      岩手県公会堂      〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11-2          ℡:019-623-4681 

 

参 加 費  ２，０００円（資料集代含む） 

 

申込締切  ９月１４日（金） 

以上 

連絡・問い合わせ先 

 

 ◆ 全国実行委員会 : きれいな水といのちを守る全国連絡会 

   〒113-0033 東京都文京区本郷 1-4-1 全水道会館 2Ｆ 全水道労組 気付け 

            TEL 03-3816-4132 FAX 03-3818-1430    （担当 / 湊、川島、辻谷） 

                    E-mail  zenkokuren@gosen-tuihou.gr.jp   

  

 ◆ 岩手県実行委員会：盛岡水道労働組合 気付け 

   〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町 6-8  

          TEL : FAX 019-624-4599    (担当 / 阿部、小笠原) 

                    Ｅ-mail  morisui@abelia.ocn.ne.jp 

 

tel:03-3816-4132
mailto:morisui@abelia.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催要項 
 

日  時 2018 年 10月 13 日(土)13:30開会(12:30受付)～14日(日) 13:00 閉会 

会  場 岩手教育会館    〒020-0022 岩手県盛岡市大通一丁目 1-16    ℡:019-623-3301 

     エスポワールいわて 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目 1-38  ℡:019-623-6251 

     岩手県公会堂    〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11-2          ℡:019-623-4681 

交通案内 【盛岡駅から】徒歩：15～20分 タクシー：5～10分 バス：岩手県交通でんで 

んむし左回り(16 番乗り場より乗車約 6分「盛岡城跡公園」下車し徒歩 0分。 
     （詳しくは岩手教育会館ＨＰをご参照下さい。） 

参 加 費 2,000 円（資料集含む） 
        ※交流会、フィールドワーク参加費は、別紙申込み案内をご参照ください。 

 

日程と会場 
日 時 進行計画 内  容 会  場 

【10月 13日(土)】全体集会／交流会 

12:30 

13:30 

 

16:00 

16:20 

開場・受付 

全体集会開会 

 

全体集会終了 

全国連第 29回総会 

(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ登録確認) 

挨拶・基調報告 

講演・特別報告 

事務連絡 

(17:20終了) 

岩手教育会館 2階多目的ホール 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

18:15 

18:30 

20:30 

交流会受付 

開会 

閉会 

 エスポワール 2階大ホール 

  〃 

  〃 

 

【10月 14日(日)】分科会／フィールドワーク／総括集会／オプショナルツアー 

8:30 

9:00 

 

 

8:30 

分科会受付 

開会 

 

 

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ出発 

第 1｢石けんと合成洗剤｣ 

第 2｢化学物質と私たちの暮ら

し～広がる香害｣ 

第 3｢水といのちを守るために｣ 

第 4｢盛岡の水を訪ねて｣ 

エスポワール 2階大ホール 

岩手県公会堂 2階 26号 

 

岩手教育会館 2階会議室 

岩手教育会館前集合 

11:45 分科会終了 総括集会会場へ各自移動  

12:15 

13:00 

総括集会開会 

 〃  閉会 

分科会集約、集会総括 

集会アピール採択 

岩手教育会館 2階多目的ホール 

〃 

13:30 オプショナルツアー  岩手教育会館前出発 

 

 

きれいな水といのちを守る第 35回全国集会 in 岩手 
 

スローガン 
 

きれいな水といのちを守ろう！ 

銀河の国からほとばしる 清き流れを未来まで 

 
 



集会概要 
 

全体集会 10月 13日(土)                     会場 岩手教育会館 2階多目的ホール 

 

■ 講 演  ｢森と水の盛岡から｣   

講師 盛岡市上下水道局特別参与 平野 耕一郎さん 

 

■ 特別報告 ｢豊かな三陸の海を守るために｣  

 

 

 

分科会 / フィールドワーク 10月 14日(日)                                  
■ 第１分科会：「入門講座-合成洗剤と石けん-」  会場 エスポワールいわて 2階大ホール 

   

講演 「あなたは何を使って洗っていますか？」 

                講師 洗剤・環境科学研究所 代表 長谷川 治さん 

 

                                                                                           

■ 第２分科会：「化学物質と私たちの暮らし        会場 岩手県公会堂 2階 26号 

                     ～広がる香害」 

 

  講 演 ｢化学物質過敏症からの警告－内側から蝕
むしば

まれる社会｣ 

           講師 化学物質過敏症支援センター 理事長 広田 しのぶさん 

  報 告 

   １．紙芝居 「香りのエチケット」 

         合成洗剤をやめていのちと自然を守る埼玉連絡会 入江 映子さん 

２．ＣＳセンターに寄せられた石けんに関する相談 

           きれいな水といのちを守る東日本連絡会 高柳 久子さん 

３．香害 110番から見えてきたもの 

                  日本消費者連盟 洗剤部会 田中 輝子さん 

 

■ 第３分科会：｢水といのちを守るために｣        会場 岩手教育会館２階会議室 

 

  報 告 

   １．東日本大震災からの復興の体験(災害現場からの復興) 

                         自治労岩手県本部 

   ２．福島原発事故被害の現状(水道現場から) 

                                            全水道福島県支部 

   ３．岩手県内(盛岡市)の学校における川等の水質を守る活動 

                         岩手県教職員組合 

                                       



■ 第４分科会(フィールドワーク)：「盛岡の水を訪ねて」 

 

講師 盛岡市上下水道局特別参与 平野 耕一郎さん 

 

行程 / 定員 40名 参加費 2,000円 

8:15 岩手教育会館前集合 バス乗車    9:45 米内浄水場(緩速沈殿池・濾過池 

8:30 出発                                水道記念館) 

8:45 青龍水(湧き水)        11:00 もりおか歴史文化館   

  新庄配水場・浄水場        

9:20 岩山展望台(市内 4河川俯瞰)  12:00 岩手教育会館・解散 
 

   ＊定員になりしだい申込みを締め切ります。なお、参加登録できなかった方には、他の分科会に参加

されるよう事前に連絡いたします。 

 

全体交流会 10月 13日(土)             会場 エスポワールいわて 2階大ホール 
 

参加費  4，000円：事前申込み制(申込み案内参照) 

 

開 会  18:30  

     アトラクション(さんさ踊り) 

     全体集会・分科会講師紹介 

     参加者アピール・交流 等 

閉 会  20：30 

 

総括集会 10 月 14 日(日)                   会場 岩手教育会館 2階多目的ホール 

 

 開 会  12:15 

      分科会・フィールドワーク報告と集会集約 

      集会アピール採択 など 

 閉 会  13:00 

 

 

オプショナルツアー 10月 14日(日)                    出発 岩手教育会館前 

 
 出発時間 13:30   

 
 ＊岩手県実行委員会による独自企画です。東日本大震災の被災地を訪ね、被災の体験をお聞き 

するとともに、復興の取り組みについて学びあいます。 

詳細と参加申込みについては、別紙ご案内をご参照ください。 

 

 

以上 



集会参加申込みのご案内 

 
１．参 加 費  全体集会・分科会(10月 13-14日)     ２，０００円（資料集代込み） 

        第４分科会/ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ(10月 14日)         ２，０００円（バス代実費として） 

         注)前日 13日に、受付ロビーにフィールドワーク参加者受付を設置します。 

申込み者は参加登録の最終確認と参加費のお支払いをお願いします。 

 

２．交流会費  ４，０００円  10月 13日(土) 18時 30分～20時 30分 

 

３．参加申込み方法 

 ① 同封〒振込用紙による事前参加申込みと参加費振込をお願いいたします。 

【郵便振込先 口座番号 00160－0－41779 加入者名：きれいな水といのちを守る全国連絡会】 

 ② 申込人数 3名までは、〒振込用紙に各人のお名前、希望分科会、交流会参加の有無及び代表 

者連絡先、電話番号を記入の上、合計金額をお振り込みください。あわせてご面倒ですが、 

同封申込 FAX用紙を利用し、同様に参加者全員のお名前、希望分科会、交流会参加の有無を 

事務局宛に FAXしてください。 

 ③ 申込人数が 4名以上の場合は、〒振込用紙に人数と代表者の連絡先、電話番号を記入の上、 

合計金額をお振り込みください。あわせてご面倒ですが、同封申込 FAX用紙をご利用し、参 

加者全員のお名前、希望分科会、交流会参加の有無を事務局まで FAXしてください。 

 ④ 申込内容は参加・受付名簿として登録させていただきますが、申込・登録後、集会まで事務 

局から特別な連絡はいたしません。別途領収書等必要な事項については、集会当日に受付に 

おいて対応させていただきます。 

 

４．第４分科会・フィールドワーク参加希望者について 

  定員 40名になりしだい申込みを締め切らせていただきます。参加登録できなかった方には、他

の分科会に参加されるよう事前に連絡させていただきます。なお、フィールドワークの参加費は、

集会初日の全体集会受付時に設置するフィールドワーク受付において対応させていただくことに

なりますのでご注意ください。 

 

５．オプショナルツアーのご案内 

  集会終了後、岩手県実行委員会によるオプショナルツアーが企画されています。東日本大震災

の被災と復興の取り組みに学び合うことを目的としたものです。皆様の積極的なご参加をお願い

いたします。なお、詳細および参加申込みについては、同封ご案内をご参照ください。 

 

６．石けん・資料類の展示・販売希望について 

  石けんや書籍等の販売、資料配付等は可能ですが、事前の連絡と確認が必要になります。希望 

される方は下記に必要事項を記載の上、事務局まで FAXまたはメールで連絡をお願いします。 

会社・団体名  代表者名  

希 望 内 容  １．販売  ２．展示  ３．資料配付 

 販売・展示・配布物の概要： 

 

 

 

【連絡先】 電話：03-3816-4132  FAX:03-3818-1430 
Ｅ-mail  zenkokuren@gosen-tuihou.gr.jp 

 

申込締め切り：９月１４日（金） 

mailto:zenkokuren@gosen-tuihou.gr.jp


きれいな水といのちを守る全国連絡会       担当：湊 川島 辻谷 

ＦＡＸ ０３－３８１８－１４３０ 
 

 参加申込み人数が４名以上の場合は、〒振替用紙には代表者の氏名・連絡先を記入し、その内訳

を下記に記載の上ＦＡＸしてください。なお、第４分科会：フィールドワークは先着４０名にて締

め切りとなります。 

きれいな水といのちを守る第 35回全国集会 in岩手 
団 体 名 代表者名 電話番号 

   

 

 
お名前 

参加費 

(資料集込) 

2,000円 

参加分科会 

(①②③④) 

交流会参加 

4,000円 
合計金額 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

合計金額  

  郵便振込年月日     月   日  申込締切日：２０１８年 9月 14日(金) 



第 35回岩手集会申込用 (10/13-14) 2日間 

参加費（資料代込み）2000円 交流会費 4000円 

名 前 参加分科会①②③④ 交流会参加(○) 

   

   

   
注)下記、ご依頼人欄に代表者名と電話番号をご記入ください。 

 


