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満はほんとうは日本で一齢の

染色エになりたくて勉強し
ていた︒

和歌山の学校に通う道すが
らみかんの木や柿の実を写
生山いつかそれをきれいな
布の上に描くんだとキラキ
ラした眼で語っていた︒

そんな荊がいつからか絵の話
者あまりしなくなった︒

染色の話もし戦くなった︒

戦争へゆく運命を知ってのこ
とだったのか︑別の理由だっ
たのかそれはわからないけれ
ど︑あんなに好きだった写生

もあまりしなくなって名古
屋の軍需エ場でたぜ黙々と
働いていた︒

フィリピンからの手紙に

﹁もう内地も収穐の拳扉皿み

かんと柿の出盛りですね︒

す﹂

仲間と故郷の話をしていま
そんなことが普いてあった︒
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③巻蝋時﹁タイ己ゆきなかすみお

回緊急群穂雌悠の棉島原発那故柳田典

③特察１憲法溺条実現に向けて

山浦服明

社会保障を支える公疋な税制を白川典澄
貧馴の現場からさんきゅうハウス吉川和雄

ＴＰＰの背慨と問題点

③特集２ＴＰＰは雄のため

食柵安金保旅と食の安全が仙峻安田節子

回板垣雄三氏誰演・ナイルの市民決起淵橋武智
︑意見広告運励

天野祐吉きんをお鍋きして野瀞備一

﹁意兄広侍を考える﹂学判会報告

馴務局から臓後のお願いです橋本保彦
間蘭・大阪でも意見広涛迎動星川洋史
①運動の現場から

﹁則・鉛通進﹂７年目のⅧい渡辺厚子

市民主椛と荷長︑雛会︑市民の行方井奥雅樹
商江・やんぱるの悲鴫が聞こえますか垣内成子

Ⅲ日間のハンガーストライキ小林忠雁
︒文化

本の紹介﹃胤商六郎・私の識法体験﹂捕揃節男

辿減エッセイ鯵人工と胤然鈴木一碓
反収交友録⑤坪井隆良さん吉川勇一

マンガふしぎの国のありか⑳まつだたえこ

映面の紺介﹁天井桟敬の人皇木野錐雄
ｅ柄報
琳務局だより

インフ非メーション狐会計報告・諦然後記

伽締武判
瑛没画学些二祈りの絵﹂壕Ⅱ巣﹄

︵窪烏滅一郎茸垂巴鮒を訪掘て

諸談詮刊よ﹄

齢考懇談会の報告瓢統者のおたより

今カット村裳司今題字安西礎誠
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･テーマ「消擬者運動からみた大腰災後の日本社会ｊ山浦願明さん（本誌Ｐ１０郭輝営〉

タイコ
ゆきなかすみお
まだ入学前のおさなどたちがハッピ姿でバチを振る︒
耐卜耐卜耐卜飛ｒｗ卜耐卜添卜耐卜耐トツ！

うちよせる大波のような︑
ドドドドドドドドドツー．

疾駆する群馬のような︑

ドドドドドドドドドツ！
しだいにたかまって︑
ドドンー ９

２
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瞬間の静寂︒

声もなく静まって︑やがて沸きおこる拍手！手拍子！
ドドドドドドドドドツ！
ドドンコ︑ドドンコ！
ドドンコ︑ドン！

マメできるからイヤや・・・
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』妻￨撫噸卿鰯鵬評加

忠や芝するとウマい､ﾉ麺の万ﾉｰ絶品〃

手︑痛いやんか・・・
はじめは嫌がっていたタイコ︒

好きな子だけでも先生はニコニコして続けたタイコ︒

揃わんでもええ︑ドン︑ドン︑ドン︑
無茶苦茶でもええ︑ドドン︑ドドン︑ドン︑
年もせんうちに大きい組のみんなが叩くようになっていた︒

エエ︑そうですやろ︑下ばっかり向いていた子が笑うてますやろ！
ケンカばっかりしてた子もみんなと仲ようなってくれてねえＩ・・・
園長せんせい︑嬉しそう！

ドドドンー．ドドドン︑ドドドンドン！

ドドドンドン！
運動会がすんでも聞こえる元気なタイコ流
二階で本を読んでいる僕に

ええ詩︑書かなあかんぞ！ドドドンドンー
︵﹃ねこまたぎｗ﹂２０１０．１０より︑カットも作哩者︶

大正ｕ︶

年４月塑日︑

︵かまい．きよし︶

霊井溝

▽表紙絵の作者△

１９２２︵

和歌山市で八男一女の長男として生

まれる︒父は小学校教師だった︒和

歌山国民学校卒業後︑１９３７︵昭

和翌年︑布地染色図案家をめざし

修業のかたわら︑和歌山国民職業

機械工補導所に通学︒１９４１︵昭

和肥︶年︑三菱工業名古屋航空製

作所に徴用される︒１９４３︵昭

和旧︶年２月躯日︑応召︒比烏派

進威一七六三五部隊吉住隊に所属︒

１９４５︵昭和卯︶年６月叩日︑フィ

リピン・ルソン島リサール州サンタ

イネスにて戦死︒享年鴎歳︒
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３

︽政一肘︑︽東一電は宮城

か？ひとことでいって︑後手︑後手であり︑

をとどめて全国各地へ散るのを減らせと提言︒

は市民に必要な情報．逃げ方などの緊急学習

信しつづける︒Ｅメールで１日２回発信︒第３

﹁冷やすこと﹂であり︑そのための電源確保

会を連続して開く︒第４は︑運転中の全原発

第２は︑市民に必要な情報．逃げ方などを発

だ︒全電源喪失という事態は最悪というのが

をすぐに停止することを政府と電力業界に要

無能︵京大・小出裕章氏︶だ︒原発事故の対策で

原発事故での共通認識である︒ところが彼ら
は原発事故を甘くみており︑いざという時の

を追求する︒そして原発廃止へ︒

一番大切なのは﹁放射能漏れ﹂を防ぐために

ために設置されていた﹁非常用ジーゼル発電

︵やなぎだ．まこと︑たんぽぽ舎・共同代表／２０

一恐の一編一局一原難窒争

機過機がすべて動かない﹂という︒理由は公

１１年３月陥日深夜記︶

唖故の一貢任をとれ
柳田真

ら︑もっと高い階へ置いておくべきだった︒

表されていないが︑もし津波にやられたのな

ますと︒ベトナムへの原発売り込みの時にも

いつも一言っていた︒原発は最強地震に耐えられ

電力会社と政府︵経産省・原子力安全保安室︶は

因は何か﹂を指摘したい︒責任は誰がとるのか︒

に電力を送れないのか？東日本は釦サイク

電力の余力・余裕が十分あるのに︑なぜ東日本

災地支援への支障などが出ている︒西日本では

多くの混乱と不便︑日常生活へのマイナス︑被

東日本では電力不足による﹁計画停電﹂で

ないためだ︒これが６００万脚位あれば︑今
の６倍の電力を東日本に送ることでほとんど

たんぽぽ舎では﹁地震と原発事故情報﹂を

ｌ電子メールを送ります

今後も日本列島で地震の心配・可能性があ
ります︒現在稼働中の全原発︵訂機︶を停止
しても︑休止中の火力設備を動かし節電すれ
ば西日本は大丈夫です︒特に東海地震の発生
が予測されている静岡・浜岡原発は極めて危
険です．︾

ｌムエ原発の即時運転停止を求めます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

求中︒第５は原発惨事の責任者︵電力蕊累と政府︶

福島原発事故は日がたつにつれて悪化して
きている︒チェルノブイリ原発事故並みの最

﹁日本の原発は地震に強いから﹂が売り込みの

ル︑西日本が釦サイクル︒西日本から東日本

●彊鰯原発事故は人災

悪事態にならないことを祈りつつ︑﹁事故の原

による原発事故で日本壊滅の心配Ⅱ原発震災﹂

口上だった︒石橋克彦さんは哩年前に﹁地震

へ送るためにこれを変換する静岡県内の３つ
の施設を合計しても︑わずか１００万剛しか

の停電を防げた可能性が高い︒それを何十年

を訴えてきた︒原発反対派・たんぽぽ舎も﹁地

に原発から撤退を！﹂と訴えてきた︒その声

一日２回︑パソコンＥメールで無料発信してい

震大国日本に原発の適地はない﹂﹁大惨事の前

を聞かないで原発を増設し続けて今回の福島

も指摘されながらも︑費用を惜しんできた電

ます︒受信希望者はｇ呂弄のの＠房目ご呂吊冨

国里宛にＥメールアドレスを送ってください︒

力業界と政府の怠慢が今の停電を生んでいる︒

Ｂ５版銘ページ︑４００円十送料︶を希望者

﹃原発事故の防災対策Ⅱ逃げ方﹄︵槌田敦著︑

ｌ原発防災の小冊子を頒布します
まりがんばる方針である︒第１は︑放射能漏

へ送ります︒

れを防ぐこと︒もし大撞に漏れたら上空から
大量の水で下へ落とし︑半径５ｍ内に放射能

たんぽぽ舎は﹁逃げない﹂で東京にとど

●市民にできることは

原発惨事を招いた原因と責任は︑電力会社と
政府と御用学者たちにある︒その御用学者た
ちはいまだにテレビ︑新聞で無責任な発言を
しており︑怒りを感じる︒安全だといって原
発を推進してきた責任をとってもらいたい︒

●後手︑後手︑無能の原発事故対応
福島原発事故への東電と政府の対応はどう

４
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銅憲法妬条実現に向けて

を焦点とする﹁社会保障と税の一体改革﹂案

菅政権は６月までに︑消費税率の引き上げ

護の仕事に就いていない人も多い︒介護分野

職率がひじょうに高く︑資格を持ちながら介

牡会爆障壱支える
公正蟻増税を

を決めると言っている︒だが︑支持率加％で

の人材を増やすためには︑低く抑えられてき
た介護報酬の思い切った引き上げがまず必要

真澄

明日をも知れぬ政権が︑重要な事柄を決めら

医療の分野でも︑救急医療や小児科・産科

となる︒

の動きを越えて︑﹁社会保障と税の一体改革﹂

れるとは誰も信じていない︒しかし︑政局
が避けて通れない大きな課題であることは間

が医師や看誰師の不足から相次いで縮小・廃
止されてきた．厚労省の予測では︑このまま

いう常識を壊して︑私たちの椛想を準備する

違いない︒増税といえば消没税の引き上げと
必要がある︒

が急増しているが︑特養ホームに入所できな

高齢化の進行に伴って介護を要する澗齢者

つつある︒

を受けることができる国民皆保険制度が崩れ

年皮︶を切り︑誰もがいつでも医撤サービス

では妬年には渚誰師が加万人も不足するｂま
た︑ワーキングプアが急増したため︑国民健
康保険料を支払えず病気になっても医者にか
かれない人が増えている︒納付率は９割耐

い待機者は錫万人︵的年末︶に上り︑大都市

社会保障の拡充催待ったなしの課題

では３〜５年待ちが当たり前︒介護サービス

わらず月で 男 性 瓢 ・ ４ 万 円 ︑ 女 性 四 ・ ４ 万 円 ︵ 福

介護労働者の賃金は︑ハードな仕事にもかか

を提供する人材がひどく不足しているからだ︒

所得保障も鵬が抜けている︒正社員で伽
いていた男性が月平均 万円の厚生年金を
受け取る反而︑国民年金加入者は満額で月
６万６千円︑５割の人が平均４万６千円しか
受け取っていない︒とても生活できる金額
ではない︒国民年金保険料を支払えず将来

祉施設︑〃年︶と︑全産業平均の賃金よりも
それぞれ吃万円︑３万円低い︒そのため︑雌

一特集①憲法塞崇実現に向けて

は無年金にな為人も蛸大︵納付率は

％︑肥年

度︶︒雇附の非正規化で貧困に陥る若者も急

増︒生活保護世帯も鱒えてきたが︑﹁最低生
活没﹂を下回る所得しかない７０５万世帯の

うち︑受給しているのは脂・４％にすぎない︒

改革︵税による最低保障年金に蕊打ちされた所得

鎧低所得保障の仕組みを︑年金制度の抜本的

比例年金への一元化︶や生活保護の無条件の適

用︑さらにベーシックインカムの導入という

形で確立する必要がある︒

社会保障給付費の増大にどう対応すべきか

介護・医療や年金などは公共サービスとし

て提供されねばならないが︑それを拡充しよ

うとすれば︑社会保障給付澱は当然にも増え

へと傭増した︒内訳は年金が弱％︑医療が

る︒それは︑高齢化の進展に伴ってすでに卯
年度の灯・２兆円から蛇年度には弱・７兆円

瓢％︑福祉その他が恥％︵うち介護が７％︶と︑

年金と医療に大きく偏っている︒給付饗の財

瀦％︑地方９鮎︶および強産収入から成ってい

源は︑社会保険料︵豹％︶と税翁％︑うち国

る︵鵬年度︶︒これに伴い政府予算のなかの社

会保障関係費も︑卯年度のｕ・６兆円︵一般

へと増加︒そして︑将来の社会保障給付識は︑

歳出の認％︶から肥年度の迦・８兆円︵妬迩

厚労省の推計で婚年度には１１６兆円︑妬年

度には１４１兆円にまで膨らむ︒現在︵肥年度︶
なる︒

からそれぞれ加兆門︑蛎兆円も増えることに

ト
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皇

牽条実現に向けて
では︑社会保障給付費の噛大にどう対応す

から排除されてしまうことは︑火を見るより

だが︑その対国民所得比は︑帖年度で準９％︑

社会保障給付没の膨張が目の敵にされがち

納付燕まぜ低下させている︒介護保険料も︑サ

で月平均２万６千円になり︑負担の重さから

は︑年収４百万円の夫婦と子ども２人の世帯

者や非正規労働者が加入する国民健康保険料

妬年度でも泌・１％である︒イギリス泌・９％︑

時の２．１〜１．４惜の負担増となっている︒

ラリーマンは全国平均で月４３４２円︑師歳
以上は月４１６０円ｎ年度︶と︑制度導入

も明らかだ︒

ドイツ銘・８％︑スウェーデン似・５％︵伽

ればよいのか︒借金︵国俄発行︶に頼り統け
務が９００兆円︵ＧＤＰの１．８倍︶に膨らん

年度︶に比べると︑いちじるしく低い︒日本

ることは︑すでに国と地方を合わせた長期償
でいる下では︑もはや不可能だ︒とすると︑
選択肢は二つ︒社会保障給付饗を削減するか︑

を下回るのは︑公的なサービスが貧弱な米国

日本の国民負担率︵税と社会保険料の負担の

の増大以外 の 方 法 で 調 達 す る か で あ る ︒

それとも給付斑の増大に対応する財源を借金

公的なサービスとして提供することを減らし︑

する方法としては︑三つが考えられる︒︵１︶

社会保障給付強の増犬に見合う財源を調達

ていない︒しかし︑社会保険料の負担率だけ

的には低い水準にあり︑ここ加年近く上昇し

対国民所得比︶は︑謁・９％耐年度︶と国際

個々人に自己負担・自己資任で市場から買わ

は︑帥年のｕ・３％から晦・９％に上昇して
いる︒税とちがって社会保険料には定額室

の〃・１％ぐらいだ︒

せようとする︒新自由主義者は︑﹁安易な公

堺税せずに︑税のムダ使いをなくして財源を
捻出する︒︵２︶社会保険料をさらに引き上

前者は︑腹搬・介護・子育て・年金などを

澱︵税金︶投入﹄によって医療や介護や保育

︵１︶の 方 法 は ︑ 民 主 党 政 椛 が 公 約 と し て

下から３位︶︑絡差是正がきちんと行なわれて

得再分配効果が低く６ＥＣＤ幻力圃のなかで

律︶部分があるため︑逆進性が生じる︒その
ため︑社会保険料負担の大きい脚本では︑所

掲 げ た が ︑ 事業仕分け泰 通 じ て 得 ら れ た 財 源

いない︒公平性の観点から見て︑社会保険料

げる︒︵３ ︶ 税 負 担 を 大 幅 に 引 き 上 げ る ︒

つまり﹁待機問題を引き起こしてい為﹂と言

は１兆円にも満たなかった︒最大のムダであ
る軍事賀をなくし公共訓業費を削れば︑どう

をさらに引き上げる選択はすべきではない︒

者の弓コスト感党﹂を狂わせ﹂︑﹁過剰な需要﹂︑

う︵鈴木直 面 政 危 機 と 社 会 係 陳 一 ︶ ︒ ﹁ 胤 己 負 担

か︒だが︑銀事費は４．８兆円にすぎず︑公

などの﹁料金ディスカウント﹂が生じ︑利用

率が低﹂すぎることが問題だから︑税投入を

度のｕ・９兆円から岨年度の６．７兆円ご・これ

共事業識はすでに大幅に削られてきた弱年

どの税を増やすべきか

い人びとが医療・介護・保育などのサービス

減らし︑社会保障給付費を削減すべきだと主
張する︒しかし︑自己負担分が増えれば貧し

る社会保障の拡充のためには︑税負担を大幅

したがって︑生存権と生活の安心を保障す
らを削減しても︑応年度まででも鋤兆円とい
う社会保障給付徴の伸びを埋め合わせること

に増やす方法しかない︒日本の税のあり方に

自由主義の考え方悪済成長のためには減税が

は︑二つの大きな問題性がある︒一つは︑新
︵２︶の方法は︑社会保険料が低所得者に

必婆︶に立つ減税政紫が税収の減少を招いて

だが︶︒

重い負担となっている現状からすると︑閲

ていないことである︒

きたことだ︒もう一つは︑公平性が確保され

はとうてい不可能である︵災謡劉はなくすべき

雄だ．定額の国民年金保険料︵１万５１００円

ここ加年間︑歳悩の増加にもかかわらず税

ｎ年度︶は︑ワーキングプアや失業者が増え
たため納付が困難な人を急増させた︒自営業

６
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収入が落ち込んだことにある︒対照的に消費

く拡大した︒その原因は︑所得税と法人税の

収が減る傾向にあり可財政赤字がとてつもな

を維持しながら優遇措世をなくして課税ベー

そして法人税率を引き上げる︑あるいは税率

み入れて累進税率を課す︑相続税を強化する︑

遇税制をやめて金融所得は総合課税方式に組

的年度︶が︑主たる原因である︒

きたこと︵法人税を納めている企業は全体の鋤帖︑

度によって法人税の課税ベースを狭くして

下げ︑租税特別措慨や赤字の繰り延べ控除制

所得減税政簸を採ったこと︑法人税率を引き

税収に穴を空けた︒日本の法人税率︵地方税

も︑ドイツやイギリスのように税率引き下げ

法人税率の５％引き下げに踏み切った︒しか

内投資を拡大する必要﹂︵政府税遡を理由に︑

強化と外資系企業の立地を促進し︑雇用と国

ところが︑菅政権は︑﹁企業の国際競争力

墜

たとえば消磯税率が帥％と命る

低所語得で釧蝿賀支出１５０万円の入は︑マイ

にな為が︑２００万円の人は差し剃堅宮ゼロにな

額卵万円Ｉ控除額加万円︶の消錐税を払うこと

める筆消費支出が５００万円の人は釦万円︵税

釦万円︵消那鐸支出２００万円×税率皿賄︶と

と︑すべての人に対して誠嶋斌税の 税額控除を

匪蒋利になふ︒

かとめ決めるから︑ 課税額の小さい低所得者に

１労９千円の減税にしか藤らない︒税額控除方
式は︑課税額から控除される税額を一律にあら

が︑税率５％の低所得者は犯万円×０．幅Ⅱ

Ｌ 二

ナス５万円︵賜万円−鋤万円︶となり︑これが

券への投資や売買で儲けているのだが︑株式

の平均水準である︒また︑日本の企業は有利
な投黄先を見出せず︑２００兆円もの預貯金

ＤＰ比は９．３％︵

年︶と︑ＯＥＣＤ諸国

負担︵法人税と社会保険料の事業主負担︶の対Ｇ

経済界は主張してきた︒しかし︑企業の公的

菅政権も自民党も︑社会保障財源としてす
ぐに消費税率の引き上げを持ち出す︒消費税

済への転換を急ぐべきだ︒

至上目的とする発想から脱却し︑脱成長の経

る必要がある︒そして︑国際競争力の向上を

人税率の引き下げ競争に国際的な規制をかけ

にまで税率を引き下げて企業を呼び込みなが
ら破産に見舞われた︒これを教訓として︑法

現金で通付される．給付付き税額控除である︒

の配当や譲渡益への課税は分離課税とされて
定率の卯％にすぎず︑それも昭年以降はｎ％

を貯め込んでいる︒したがって︑法人税率引
き下げは投資と雇用の拡大につながらず︑企

４％にすぎない︒

が大きく︑実際に納めているのは該当者の０．

の軽減税率であ患︒また相続税は基礎控除額

ここから言えることは︑満額所得者とグ

は税率１％で２．５兆円と安定した税収が得

費すれば課税される︶︑世代間の公平性が確保

られる︑課税ベースが広い︵所得のない者も消

世界的に法人税率の引き下げ競争が展開さ

できるといった点で︑政府にとっては魅力的

れるべきだということだ︒具体的には︑所得
税の最高税率を引き上・げる︑・所得控除方式を

れているが︑たとえばアイルランドは廻・５％

声っ︒

業の内部留保を蛸やすことになるだけである

決

ローバル企業への課税を強化する政策が採ら

や中国︵坊・０淵︶︑イギリス︵鴻・０％︶やド

所拶控除方式は︑
年
収
か
ら
各
独
の
控
除を
差し引いて課税する額を決め愚︒
控除で

税収は︑ｎ兆円前後で安定している︒所得税

は︑銘万円ｘ０．２Ⅱ７万６千円の減禰になる

あれば子ども１人につき銘万円が控除される
が︑累進税率の下では税率鋤％の商額所綿者

減税政策︑とくに高額所得者とグローバ
ル企業への減税は︑税負担の公平性を失わ

を含めた実効税率︶如・７％は︑韓国︵型・２％︶

法人税率引き下げと消費税率引き上げの
セットはとんでもない間違い

スを広げる︑といったことが必要である︒

と法人税は紫気の変動に作用されやすく︑経
済成長の停滞が税収の減少を招いたように見
える︒だが︑現実には所得税の累進性を緩和

せ︑所得梅分配効果を弱めてきた︒所得税の

し︵般櫛税率の引き下げ︶︑景気回復のための

累進性の緩和以外にも︑所得控除方式が儲額
所得者に有利な仕組みになっている︒さらに︑

コスト負担を高め国際競争力を弱めていると︑

イツ︵豹・８％︶などに比べて高く︑企業の

と一体のはずの課税ベースの拡大も行なわず︑

１兆円を越えるような高額所得者は株など証

〆 蓉

やめて税額控除方式に変える︵注︶︑証券優

一特集①憲法率秦実現に向けて一
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７

注

る
･
６

霊案実現に向けて
な税である︒しかし︑逆進性という重大な欠
雌剛ゼもっている︵年収２５７万円以下の人の負担
率は３％を越えるが︑７５９万円以上の人のそれは
１．５％である︶ｄ

公平鋤性の観点から︑まず所得税︑法人税︑

金融課税︑相続税などの増税が行なわれる必
要がある︒その上で︑不足分を淵賀税率の引

貧困の現場から
さんきゅうハウスの試み

吉田和雄

わずか３００枚のチラシをつくっただけな

は昨年廻月から東京・立川市のアパートの一

りましたが︑肌寒い日がつづきます︒私たち

桜の開花だよりが聞こえはじめる季節にな・

けして蹄っ て し ま う 人 も い ま す ︒

敷に妬Ｉ別名︑路上に伽〜別名のホームレス
の人たちがいるようですが︑多いときは一日

く間に伝わったようです︒立川市内には河川

トワークはすごいもので︑１ヶ月程でまたた

もらえるか不安でしたが︑口コミによるネッ

ので︑路上の皆さんにはたして何人利用して

を解消するために食料品など生活必需品に対

室で﹁だれでも利用できる入浴サービスさ
んきゅうハウス﹂を始めました︒路上や多摩
川の河川敷で寝泊まりを余儀なくされている
人たちに入ってもらい︑体の汚れを落として
温まってもらおうという試みです．
そこにはマンガ喫茶やネットカフェで渡泊
りしている若者は訪れません︒派世切りに

風 呂 だ け 入 っ て休憩して帰ってくだ

＠だれもが入れるお風呂のサ１ビス

する軽率減税︑あるいは給付付き税櫛控除を

巡って住む場所を失った人たちは︑東京都条
例によって運転免許証などの身分証明を求め
られるので︑ネットカフェにも泊まることが

うわけにもいかず︑お金をやりくりしてお腹

き上げでカバーすべきだ︒その場合︑逆進性

導入することが前提になる︒

できないからです︒きんきゅうハウスを利用

になりました︒

を満たせる程度のささやかな昼食も出すよう

集長︒１９４２年生まれ︒脱成喪と公正な社会につ

︵しらかわ・ますみ︑﹃季刊ビープルズ・プラン﹄編

︒然議﹂することが鍵となる︒

のは︑政治への不信からだ︒社会保障と税の
あり方を与野党間ではなく︑人びとのなかで

る︒にもかかわらず︑増税への抵抗感が強い

くなっても仕方ないと老える人は︑蝋えてい

社会保障の財源を確保するために税金が高

いては︑﹁何が論点か−脱成長の経済をめぐって﹂

するのはホームレスの人たち︑そこから脱出
私たちがホームレスの人たちに入浴サービ

的は︑ホームレス状態にある人の生活保護受

﹁さんきゅうハウス﹂設立のもう一つの目

黄﹄いし一．い

んでしたが︑ 来 る 人 は 空 腹 の 人 が 大 半半
でで
︑︑ お

﹁食事の提供﹂は当初全く予定し て い ま せ

スを訪ねてきても﹁風邪を引いている﹂とか
理閥をつけてなかなか風呂に入らず︑食事だ

なかにはつわものがいて︑さんきゅうハウ

加入程が利用されています︒

︵票手刊ピープルズ・プラン﹂ 詔 号 ︶ 参 照 ︒ ︶

した人たちです︒

スを提供しようと思ったきっかけは︑長期間

給の申請に同行したりして︑屋根のある家に
安心して居住でき︑働ける人には側いて収入

することです︒

を得ることができるようになることを手助け

ホームレス状態にある人たちには入浴券︵東
京都の場合は入浴料金４５０円分︶を渡しても︑

銭湯では風呂場が汚れるとほかの客に迷惑が
かかるというので入浴を断られるからです︒

§
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した︒蝋を失い住む所を追われた人たちが健

行政の仕組みでは解決できない困難がありま

しかし︑ここにはいくつもの問題や︑今の

の人﹂と呼んでいますが︑こういう人たちに

除されている人もいます︒私たちは﹁ボーダー

読み書きができなくて行政のサービスから排

ルコール依存症の人︑簡単にモノを臨む人︑

いるので一％パチンコ・ギャンブル依存︑ア

てもインスタントラーメンすら作れない人も

により家庭環境が破壊され︑一人燕らしをし

立川郵便局の足元の職場の実態です︒

に同僚によって﹁発見﹂されました︒これが

分の吐しゃ物に顔を埋めた状態で死後４日目

１年間働き続けた別代の男性は︑控え室で自

円〜５００円︵蕊雌祁の雌岬瞥幕薩８２１円︶で︑

立川郵便局で消掃の仕事に就き︑時給４００

︑ボーダーの人びと

聡万円程度の生活保護磯を受給しアパート藤

康で帥歳以下の働ける年齢なら︑東京都では

に人工透析を受けねばならない状態でした︒

で肝臓を壊し救急車で搬送されたもののすで

もう一人の鋤代の仲間は︑路上生活から脱
出しサウナの徹梗勤務の仕事に就き︑耐血圧

は見守りや継続的なかかわりが欠かせません侭

③就労の呪縛からの解放を

らしが可能になり︑自活し速やかに職を得て
自立生活を営んでいけるものだと思っていま
るのです︒

した︒ところがそうはいかない人が何人もい

の手取りが千円ほどにしかならない超搾取の

︵よしだ・かずお︑さんきゅうハウス剛代表︶

同封のチラシをご覧ください︶

読者の皆様のカンパ︑ご支援をお願いします︒

すが︑何とかして存続させていきたいのです︒

営してきました︒３月で助成が打ち切られま

これまで︑さんきゅうハウスは助成金で迩

なす﹁就労﹂の呪縛から解放されたいものです︒

﹁就労﹂しているかどうかで人かどうかをみ

かなくてもいいのではないでしょうか︒人を

働いても体を壊し︑過労死するのなら︑働

はけっしてないということです︒

文化的な生活を営む権利﹂を保障するもので

て︑惣法妬条がうたう個人の鯨厳︑﹁健康で

フティーネットは︑﹁就労支援﹂が基本であっ

て強く感じ為のは︑日本の福祉︑社会保障制
度による生活保障︑住宅撚金貸付などのセー

私がこのような生活閲雌者の現状を見てい

飯場に今も仲間が行っています．

青椎市では︑日当８千円で募集しながら１日

１Ｌ４鳩﹂

卜
,
ー

三つ目の問題は︑低賃金の仕事を続け為人

１1

が命を縮め為ほどの大病をしたり︑命を失っ

F函

一つの問題は︑生活保護Ⅱアパートでの独

二 一

てしまうという深刻な実態ですｐ昨年廻月︑

■

居生活ではなく︑貧困ビジネスと社会問題に

料
■

なっている﹁低額料金宿泊所﹂に入居す為と
いうケースが多いためです︒ここは個室では
なく２段ベッドや擬の部屋で４〜６人がとも
に寝起きする集団生活で︑就寝時間︑朝・夕

Ｌ

h錘
刑

食時間も決められています︒そのため︑集剛
生活にはなじめない人が価年もの厳しい路上

唾

、

１
１

生活の末にやっと入居したのに︑２〜３日で

Ｊ１

Ｆ
Ｐ

「

蕊１
Ｆ

ブイっと出てしまうというケースがあるので
︷もいったん寮から出てしまった人は生活保
護の再順請は断られてしまうので︑この人た
ちが再び住居を確保するのは容易ではありま
せん︒

二つ目の問題は︑アパート暮らしができた
人でも︑就労できない人がいます︒さんきゅ
うハウスを訪れる人に限らず︑ホームレスの
状態にある人は中卒の人が６割以上︒人に言
えない虐待︑母子家庭︑貧困︑家庭不和など

特集①憲法空際嘆硯に向けて一

Ｉ
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ルールなどを廉り込み︑２国間または地域内

ＴＰＰの背景と問題点

菅首相は２０１０年皿月国会での施政方針

山浦康明

演説で︑突如︑ＴＰＰ︵環太平洋経済巡拠協定︶

に韓国に輸出しようとしています︒

米国の参加で加速するＴＰＰ

２００６年ｎ月︑ニュージーランド︑シン
ガポール︑チリ︑ブルネイの４カ国によっ

てＴＰＰが発効しました︒当初は中国など

の影響化に置かれることを避けたい小国に

２００９年ｕ月シンガポールＡＰＥＣで米国

よる経済連携協定にすぎなかったのですが︑

がＴＰＰへの参加を表明して以来︑米・豪・

ペルー・ベトナムの参加が議題になりカナダ

マレーシアも加わりました︒２０１０年ｎ月

も参加を換討しています︒２０１０年６月第
２回ＴＰＰ交渉︑如月第３回ＴＰＰ交渉には︑

済統合︶のロードマップではＦＴＡＡＰ︵アジ

でのみ貿易自由化を推し進めようとするもの
です︒ＴＰＰとはこのＦＴＡ／ＥＰＡの一種

ＷＴＯは世界の貿易ルールを確立するため︑
建前として公平で平等な世界のルールを作る
という原則があり︑﹁最恵国待遇﹂画税引き

ア太平洋自由貿易圏﹃ＡＳＥＡＮ＋３︵日中蝋︶︑

への参加を主張し︑政府としても︑２０１１

下げを決めた国はすべての貿易糊手国に同一のルー

ＡＳＥＡＮ＋６︵印豪ニュージーランド日中韓︶︑

する特徴をもっています︒

ルを適用することなど︶︑﹁内国民待遇﹂︵国内で

で︑極端な貿易目曲化ルールを確立しようと

Ｐに乗り遅れ潟な﹂と一方的な情報を流して
います︒没民団体は２０１０年秋から反対の

活動する外国企業も国内企難と同一条件で活動する

そしてＴＰＰの締結が挙げられました︒そし
てＴＰＰは２０１０年廻月第４回︑ｎ年２月

フォーラム﹂を開いたりして参加へ﹁前のめ

動きを見せ︑また︑多くの地方自治体や地方

ことを認め愚ことなど︶を認めています︒しか

いますｂ

に第５回交渉が行われ関税交渉も開始されて

世界貿易機関︵ＷＴｇの﹁ドーハ開発ラ

ではメキシコ政府が作った環境雑準をめぐり︑

自由貿易協定︵ＮＡＦＴＡⅡ米︑加︑メキシコ︶

手国に押し付けられてきました︒例えば北米

このＴＰＰの問題点の第１は︑ＴＰＰはＦ

ジョン﹂の中でも︑﹁緊密な共同体﹂︵地域経

の日本が談長国となったＡＰＥＣの﹁横浜ビ

議会が﹁ＴＰＰに反対﹂もしくは﹁慎重に﹂
という決議を挙げています︒今世論を二分す

しＦＴＡやＥＰＡはいわば弱肉強食のルール

ウンド﹂と呼ばれる交渉が行き詰まりをみせ

米国企業から輸出上幅筆画を被ったとしてメキ

げる最恵国待遇や内国民待遇といった無差別
原則とは対立する当事国だけの貿易ルールを

当事者間の差別的弱肉強食ルール

ている中︑各国は自由貿易協定︵ＦＴＡ︶や

ＴＡでは米国は補助金を付けた農産物を大量

結んだＦＴＡでは農家が影響を被り︑韓米Ｆ

シコ政府が訴えられました︒郷国がこれまで

ＴＡの一種であり︑ＷＴＯと比較しても差別
的な貿易ルールであることですやＷＴＯが掲

極端な貿易自由化ルｉル

り﹂となっています．またマスコミは﹁ＴＰ

るこのＴＰＰとは何なのかを考えてみます︒

がまかりとおり︑諭国の輸出企業の論理が相

年６月に参加表明をしたいとして﹁開国

■■■■旧■守瓜■Ｆ１■ｌｌｐＤ旬︑恥

め

継済連携協定︵ＥＰＡ︶の締結をさかんに行
うようになってきました︒ＦＴＡは物品の関
税を引き下げることを中心に︑またＥＰＡは
サービス貿易︑人の移動などの自由化︑投資

Ⅱ
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た

税を例外なくゼロにしなければなりません︒

は農産物︑工業製品︑金融サービスなどの関

決め︑当事国間でも力の強弱がその協定内容
を差別的なものとします︒そしてこのＴＰＰ
療保険制度が自由診療化され︑本来︑非営利
の医療の基本が損なわれる︒／共済保険制度
が生協活動から切り離されたが︑さらに市場
原理に巻き込まれてしま乳／規制緩和によ

綴済的効率性に撒き換えられてしまう︒／医

共・安全・公平﹂といった分野が︑ＴＰＰの

心が損なわれる︒／国家が本来関わるべき﹁公

危機は食料自給率の低下だけではない︒それ

し出すだけのもの︒ＴＰＰが日本にもたらす

対の声を挙げました︒京大の巾野剛志さんは︑

人もの腿民︑労働者︑市民が集まりＴＰＰ反

は生きられないＩ座談くごが開かれ︑４００

ね な い も の だ ﹂ ︑ と明快に批判しましたａ

な る 従 属 な ど ︑ 日本経済の根紳を揺るがしか

かし︑ＴＰＰの実態は日本の市場を米国に差

出し﹃平成の開国をＩ﹄と官一伝している︒し

﹁民主党政権はＴＰＰ参加の方針を突如打ち

魁％に低下すると予測されています︒水山や

り弁護士業の商業化がさらに進み米国の弁護

はデフレの深刻化︑雇用の悪化︑米国への更

これにより日本農業への悪影誹が懸念されま
︑魂農水省の試算でも日本の食料自給率は
畑︑果樹などの営農が成り立たなくなること
士も参入してくる︑などです︒

２月調日には明治大学において﹁ＴＰＰで

により︑地域社会の崩壊︑環境への悪影響が
懸念されます︒

各産業を考えてみても強い輸出型産業だけ
が利益を得︑弱い国内産業が犠牲となります︒

隷凱

ＦＴＡにおいては常に米国の言い分だけがま

また︑韓国農民会総迩盟の郭吉子政策局長
が︑韓国の人びとにとってＦＴＡがいかに被

は環境破壊︑農民の貧困をもたらすことにな
ります．投盗の拡大は途上国の憤務問題を悪
化させます︒

市民運動の広がり
これに対して２月恥日に︑参議院議員会館
において﹁消溌瀞が閲フＴＰＰⅡ食の安全が
危ない﹂と題して院内集会がひらかれました︒

主催したの は ︑ 反 農 薬 東 京 グ ル ー プ ︑ 食 政 紫
センタービジョン瓢と日本消識者巡服など鋤
の呼びかけ団体で︑議員を含め１６０名が参
加し︑問題点を討議し︑様々な分野から次の
ような懸念が表明されました︒

ＴＰＰが非関税障壁も問題にし︑食の安全
基準を引き下げる︒／国内の陛畜産業や食品
側巡産業がなりたたなくなり︑食の安全・安
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輸出競争はコスト引き下げ競争を産み︑労働

T
Ｆ

害を与えるかを訴えました︒すなわち﹁韓米

当た輸礁i師

条件が悪化します︒また︑輸出型挫業の拡大

鍵､

ＮＰＯ日本消競者連盟覗務局長︑写騨提供も錐巻︶

︵やまうら・やすあき︑明治大学法学部兼任識師︑

をして︑人々にＴＰＰの問題点を訴えました︒

の声を挙げ︑その後日本経団連までデモ行進

会場からも鋤人を超える人々がＴＰＰ反対

だ﹂と述べました︒

ＴＡに賛成した議員の落選運動をする予定

も犠牲になった︒これに対して郷国の農民は
反対運動を広げ︑市民はｎ年４月の遥挙でＦ

が課された︒練国の食料主権は脅かされ腿民

かりとおり︑米国の自動車産業に有利な条件

経団連に要望書を液そうとしたが拒否される健月２６日】
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１１特婁②ＴＰＰ隙誰のため

ＴＰＰで食糧安全保障と
食の安全が崩壊

す︒枇界中から食料を輸入する日本は輸出
国使用の添加物を認可しないと貿易障壁と
されるため︑指定はうなぎのぼり︒すでに

１５００品目もの食品添加物が指定されてい

よって︑政府自ら未指定幅品目の添加物リス

ます︒それでもまだ足りないと米国の要求に

経済問題を引き起こしてきたのです︒

む有様です︒米国はその審査をもっと早めよ︑

安田節子
ＴＰＰはこの椛造調整と同じく︑国内法よ
り上位の協定という強制力を使って︑徹底し

と要求しています︒

︵３︶ポストハーベスト︵ＰＨ︶農薬につい

トを作成し︑データ収集︑審盗・指定に取組

た関税撤廃︑規制撤廃で国民主椛を奪い取り︑

例外なき関税撤廃で食糧安全保障の崩壊
すでに日本は対米従属のもと︑農業を鐙も
開かされた世界燈火の腿産物純輪入国です︒
外資に明け渡すものです︒

ては︑驚くべき要求をしています︒米国が輸
出する柑橘類やさぐらんぼなど果物には防カ

農薬を使うことは認めていません︒それで︑

予想される対日要求項目

日本は米国の食料戦略の﹁標的﹂であり︑米
以外の穀物と飼料ですでに支配されています︒

日本は︑戦後一貫して日米同盟の名の下︑

日本政府は苦肉の錐としてこれらの殺菌剤を

雌後の砦である米の関税撤廃により日本の風
景から水田の多くが消えます．食文化の消失︑

米国の要求にほとんど従ってきました︒ＴＰ
Ｐは米国野心の総仕上げ︑食分野では以下の

保存のための食品添加物として認めるという

ビのためいくつもの殺菌剤がＰＨ農薬として
使用されています︒日本は農作物の収穫後に

地域社会や国土の荒廃︑そして食蝋安全保障
を完全に失って独立国家の体をなさなくな筋
しょ震恥

ような要求を丸呑みさせられることになるで

ちなみにエジプトは世界一の小麦輪入国です︒

状態に撒かれて高騰した食料が手に入らない
ことが怒りの爆発の引き金になったのです︒

独裁政権に対する民衆の反政府行動は︑貧困

だけが認可した人工ホルモン剤使用などいく

いる可能性や︑遺伝子組み換えの飼料や米国

み出す数多くのへたり牛にＢＳＥがまぎれて

く要求していま一も米国では工業的畜産が生

した︒現在米国は︑月齢規制も撤廃せよと強

は日本の全頭検査を撤廃させ︑月齢別ヵ月以
下︑危険部位の除去を条件に輸入再開させま

なります︒

れ︑国民の農薬摂取量は一届増大することに

薬残留値が設定されれば︑生育中にも適用さ

いからでしょ書２ＰＨ使用を許容する高い農

には表示義務があり︑農薬には表示義務がな

設定して認めよと要求・日本では食品添加物

戦前︑収穫後の区別なく歳大残留農薬基準を

︵１︶ＢＳＥ牛肉輸入規制について︑米国

でしよ︾Ｚ

近年食料価格は高騰し︑今年に入って過去

この状況に至る背景は︑米国主導のグローバ
リゼーションにあります○エジプトは国際通

つもの問題を抱えています︒そんな肉を日本

方便をとってきたのです︒それに対して米国
は今度は食品添加物ではなく農薬として︑収

貨基金︵ＩＭＦ︶の融資を受けて︑その返済

はずはありません︒

の安全規制を緩和して無制限に輸入してよい

催高のレベルになっていま︷もアルジェリア︑
チュニジア︑エジプト︑リビアなどに広がる

のために構造調盤プログラムを受託し︑金融
和などを迫られ︑結果︑貿易赤字や対外侭務

間を短縮・迅速化し指定増加を要求していま

︵２︶食品添加物については︑承認誹査時

基準で認めあよう要求︒ＰＨ使用を認めてい

しかし︑米国は０．Ⅸではなく︑輸出国︵米国︶

いては一律基準０．皿ｐｐｍが適用されます画

また︑脚本では残留基準設定外の農薬につ

や貿易の自由化︑国営企業の民営化︑規制緩
は増え続け︑失業や食料難︑貧困など深刻な
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薬は０．肌ｐｐｍが適用されますが︑米国基

る米国基準は概して大変緩いといえます︒例
えば大豆についてクロフェンセットという農
企業利用が認められましたが︑外盗の農地取

条例も危うくなります︒艇地法改正で農地の

ギーに依存して繰り広げられたグローバリズ

産の限界︶を越したと発表され︑石袖エネル

す︒

ルギーの自給度を篇めることが迫られていま

ムは終篤が近いので萩︒私たちは食料とエネ

害︑民主主義の制限につながる危険なメカニ

︵注︶輸出国における腿薬等の使用状況等に関す愚

洲査︵国立医薬品食品衛生研究所平成Ⅳ及び過年陛

このように﹁紛争解決﹂は︑国家主権の侵

得など︑国土の切り売りが始まるでしょう︒

準なら鋤・０なので３０００倍も緩くなるの
です︵注︶︒

こうした規制緩和要求が強制力をもって窪
現すれば︑日本の食品安全基準は崩れ去るこ

ＴＰＰの規制緩和型分野の﹁紛争解決﹂が︑

ｌ危険な﹁紛争解決﹂規定ｌ

︵４︶遺伝子組み換え食品表示もできない？

す︒知的所有権の強化によって知らずに撒い

子を特定しただけで特許を取ることができま

子のみならず︑普通の種子にも特徴ある遺伝

にくくなるでしよ︾１また米国は︑種子の特
許を幅広く認めています︒遺伝子組み換え種

埼玉大学非常勤識師︶

︵やすだ・せつこ︑食政紫センタービジョン型代表︑

訓盗︶

最も危険で目を留めるべきです︒外資が規制
得るのです︒

た種が特許侵害として訴えられることもあり

︵特許切れによって同じ成分で安価の薬︶は出回り

ズムなのです︒また︑米国はＴＰＰで知的所
有権の強化を求めています︒ジェネリック薬

によって利益の侵害を受けたと見なされると

とになります︒国民の健康は確実に損なわれ
ていくでしきＺ

政府を訴えることができるのですや米国は日
本の遺伝子組み換え食品表示の撤廃を求めて
て表示が不利︑差別的として政府を訴え賠償
や規制撤廃を求めることができるのです当紛
争解決﹂は １ ９ ９ ０ 年 代 半 ば 国 際 的 批 判 を 浴

曾由劉易至上主義︶は誰のためなのか︑そろ

資産を明け渡し︑産業秩序や働く人の懲らし
を破壊するものです︒グローバリゼーション

いますが︑ＴＰＰなら﹁紛争解決﹂規定を使っ

びて頓挫した﹁多国間投溌協定﹂︵ＭＡＩ︶の

このようにＴＰＰは食紐安全保障を剥ぎ取
り︑食の安全を踏み倒し︑外資に国土︑溌源︑

復活と指摘 さ れ て い ま す ︒ Ｍ Ａ Ｉ で は ﹁ 投 溌

食料は高い安いで生産したり止めたりする

そろ気付くべきです︒

の無差別化﹂の原則により︑進出企業に最恵
国待遇︑内国民待遇を義務付け︑絶対的自由

商品では困るのです︒必要な没︑生産し続け
られることが不可欠です︒だから国家の保護

鞄FFllXW塵野馬
江1里1川幅膿

．
９

を保障︒﹁投資の保護﹂の原則で︑外国人投

が必要だのです︒どの図も手厚い農業保護を
しています︒また食料はいのちを守る品質で

資家に柑手国政府を提訴できる損害賠縦請求
権を与えています︒課税から経済的規制︑安

なければなりません︒確かな規格︑規制が必
世界の原油生産量は２００６年︑ピーク︵蝋

要なので孝も

全︑環境のための社会的規制まで多くの規制
措置がその対象となり得ます℃北海道ニセコ
町が水源保護条例を定めましたが︑そうした

︲

一特婁②ＴＰＰは龍のため

h具Ｐ川旧畑
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﹄声

２０１１年革命にいたる歴史的経緯羽灘擁雛っ調灘鯉諺諌鯛

『

砧

ダンなどという籍目上の国籍は︑吹けば飛ぷ

ようなアイデンティティ意識でしかない︒

この中東地図の中央には︑最初から﹁ユダ

ていた︒日本での論評では︑イスラエルと︑

ヤ人国家建設予定地﹂という蒋板が掲げられ

背後からイスラエルを支える米国を許さない

というムスリムの強烈な意思を過小評価する
傾向が強い︒

欧米中心主義からの脱却を

イスラームの世界認識は当然のことながら︑
卯世紀の画分けよりはるか以前にさかのぼゐｃ

日本人が後追いする欧米中心主幾的な認識を

乗り越えないかぎり︑ムスリムの考え方を理

解することはできないだろう︒

たとえば社会契約論というと︑普通ホッブ
ズ︑ロック︑ルソーがつくりあげた思想と解

されていろが︑これは論外なとらえ方で︑実
はその数世紀前からムスリムの学者たちがね

りあげてきた政治理論を︑彼らが自分流に展

開したものにすぎない︒

日々実践されている﹁社会契約﹂

今日の事態でも︑節目としての﹁金脈礼拝﹂

がしきりに報じられたが︑この礼拝のなかで︑

３がない﹂という裁定が何週間もつづいて

﹁ムバラクにはリーダーとしての資質︵イマー

くだされた︒．それにしたがってムバラクは退
解である︒

陣せざるをえなかった︑というのが真実の理

１
４
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・エジプト人の抵抗はナポレオ．ン戦争時にさ︑ない画一

ｌｊｆ伽得ｒ

Ｊ一平和条約の年でもあるＩが画期だが︑直接今リム︵Ⅱイスラーム教徒︶には︑シリア・ヨル
ー

難癖雨の年であり︑またエジプト・イスラエルで︵ザンレモ会議︒日本もこれに加担した︶︑ムス

・航束の範囲で隣えば︑１９７９年︲ｌイラン艇ためも︑１９２０年︑英仏而国にょるもの

好色づいてい§ようだが︑現在の国名も︑その国境が画定さ

は︑これらの出来事の記憶が今もしっかり息へ波及するか﹂というような見方が一般的な

﹄〆要な舞台となったタハリール廓放︶広場に﹁チュニジアからエジプトへ︑次はどの国

．・岬鵬黙舗甑烈溌靴雛識幾無意味な﹁国分け﹂

＝ 弓
;
錨

■

市民概念のとらえなおし
かっての革命では流血の惨がつきものだっ
たが︑今度の赦命を通じ︑非暴力の﹁市民的
不服従﹂Ⅱ﹁現状への異議申し立て﹂が主役
を演じたといえよう︒こうした市民の登場は︑
イスラームのいう﹁タウヒード﹂︵多即一︑あ

あぃは多元主義的普巡主謹の考え方にもとづ
じつこ性﹂をあわせもつようなネットワーク

くと同時に︑だれもが﹁まんなか俳匡と﹁は

的抵抗を撒く婆勢だったが︑これは現在中東

しつづけていると結論づけたい︒
︵なお︑この諦淡全文は一現代思想﹄

蓬

△・一班

︵蛾寅逼錘

匪 卓

縄'、

Ⅱパートナーシップ︵要するに︑人びとのつな

もともと中東の人びとは︑文明発祥の時代

がり︶を通じて可能になったものである︒

から︑遊牧民族をふくめ︑商人的であると同
時に都市的な存在︑つまり政治的な役割を渡
れをうかがって︑日本で今まで倫じられてきた市民

ずる﹁市民﹂だったことを想起すべきだ︒︵こ
撫念も︑所 詮 欧 米 起 源 の 近 代 的 市 民 を な ぞ あ も の
だったことが改めて反省され患︒︶

ガンジー主一議との接点
こういう新たな市民像に︑ガンジーのいう
けることができよ﹄兎ガンジーは南アフリカ

誌４月臨時蝋刊号に掲職されているの

﹁サティャーグラハ﹂︵真実の把握︶を結びつ

で主要にムスリムだったインド人と接し︑ま

で︑ご関心のおありの方は参照してく
だ弐一いｃ︶

ご 乱

蕊蕊
ｐ

︼

ｑ

︾
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1

ア諸宗教の思想を包括する視野において成立
︵たかはし．たけとも︑本誌編難委員︶

．■■

ｂ■

穂
上■夕

たインド独立運動でもムスリムと協同した︒
この経験を蹄まえた彼の非暴力主義は︑アジ
したのだといえる︒彼が追求したのは︑打た

︵写蕊はＷＥＢ公開啄典を蛎職︶

鷺

頭

れても倒されてもひるまず︑あくまで非蕊力

二 m

｡

蕊

ヅ

､
穏
亀
。

鍔

B

王

学習会﹁意見広告を毒える﹂報告

Ｉ

討珪一驚一
蹴

、陸

した︒すでにみんなが﹁大量にものを生産し

い﹂と実感しているのに︑経済の仕組みはあ

消斑することは生活を豊かにすることではな

まり変わらない︒総済の本来の目的は人間の

幸福なのに︑相変わらず成長︑成長と言って

長を追い求めるこの綴済システムが破綻に近

成長を自己目的化している︒がむしゃらに成
１月鯛日︵土︶︑﹁広告批評﹂元篭集長の天野祐

づけば近づくほど︑成長にしがみついてどう

にもこうにもならなくなってきている︒それ

が世の中を非常に酸素の薄い状態にし︑人と

人とのコミュニケーション状態も悪くし︑今

のひどい状態を生み出しているのではないか︑

待ったなしの社会システム転換

とその人は誉いている︒ぼくもそ乱思います︒

めました︶

を第一に考えながら︑８千万人規棋の社会に

ある方がいろいろな角度から試算して︑日

本の人口は８千万人が最適であり︑今後は衝

作り直していくことが最大且つ緊急の課題で
あると提言しています︒そうなると︑少子化

その頃から比べるとマスコミを使った政府広

れていないように見えるのです︒

全体が幸せに馨らせるような生活の質が問わ

まの少子化対策とは︑次世代の働く人と税金
を払う人の頭数ばかりを計算していて︑日本

対錐という議論はナンセンスとなります．い

報も随分減り︑同時に談論も雑談の中に埋も

懐古趣味ではありませんが︑・ぼくは昭和鋤

㈹ 年 代 頃 ま で が 良 い 時 代 だ った気がします︒

年代から卿年代前半︑１９５０年代後半から

いま﹁昭和を懐か しむ﹂みたいな変なブーム
それが大体釦年代の昭和です︒
がありますが︑そ

そんな中︑新聞のオピニオン棚で﹁いまの
ステムは完全に破綻している﹂というイギリ
スの学者のインタビュー記事を而白く読みま

大鹸生産・大撞消灘という卯世紀型の経済シ

た気がします︒

れて︑政治的意見と呼べるものも少なくなっ

税金を使って政府が自分の主張を広告するの
はおかしいと︑ずいぶん批判したものです︒

広告です︒お知らせ的な広報なら構わないが︑

家を守る自術隊を育てよう﹂とか︑その手の

﹃広告批評﹄を始めたごく初期の頃は︑政
府が﹁政府広報﹂という形の新聞広告をよく
出していました︒﹁北方領土問題﹂とか﹁国

︵写真大木晴子︑文章は編集部の賢任でまと

時間を超過して熱心な発言が続きました︒

いお話を伺うとともに︑約釦名の参加者から予定

やネットなど広告媒体の将来などについて興味深

社会的な役割︑目指すべき社会のありかた︑新聞

マとする学習会が開かれました．﹁意見広告﹂の

吉さんをお招きして︑初めて﹁意見広告﹂をテー

天野祐圭回さんを読招聾︶して
l皇孟３−口

服振

l窒窒言＝
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いた生活の質の良さを見直しながら︑新しく

らいだった気がします︒当時の日本が持って

れでも金まみれでもない時期が昭和鋤年代く

味で血まみれ状態︒ちょうどその間︑血まみ

押しなべて戦争のない年はなかったという意

戦前の日本にもいいところはありましたが︑

なるまでずっと戦争が続いていた︒もちろん

争状態になっていて︑ぼくが小学校６年生に

くが生まれた昭和８年には︑日本はすでに戦

に入って︑金まみれの社会になっていく︒ぼ

紳は強くあわた︒︑年代からは高度成長時代

その頃はまだ貧乏だったけれど︑人と人との

ければいけない︑というときに今は来ている

もう現実の問題としていやでも社会を変えな

建前や理想論として変えるというのではなく︑

くなってきている︒そういう要因が重なって︑

産︑大量消費という巨大な歯車がもう回らな

が完全に行き詰ったということです︒大量生

ギー革命がもたらした人間の欲望開放の時代

ばいけない外側からの圧力になっています︒
何より一番大きいのは︑釦世紀前半のエネル

問題も︑経済のシステムを大きく変えなけれ

てくれます︒石油の枯渇などエネルギー資源

今の環境問題は︑われわれにいい条件を与え

素を産出するのです︒待ったなしと言われる

見広告運動継続の是非は別にしても︑続ける
場合でも今のままでいいのかという問題はあ

るを得ないのではないでしょうか︒現在の意

もより効果的な方法を求めて大きく変わらざ

そういう意味で︑市民運動や意見広告活動

音を立てて変わっていくと思います︒

を持つ︒おそらくこの数年の間にガラガラと

で︑新しいパーソナルなウェブメディアが力

事を深く考えていく活字メディアが出てくる︒

は言っています︒新しいニュース報道は今や
電子メディアで十分ですから︑ひとつの出来

ん﹂が﹁新しい﹂から﹁深い﹂になるとぼく

とは︑今までより進んでいくと思います︒

い︒いずれにせよ︑市民の声を広告化するこ

促すようにこちらから働きかけてみるのもい

今から深い新聞向けの広告を試作し︑変化を

に良いメディアに生まれ変わるかも知れない︒

新聞よりはるかに高くなるから︑新聞は非常

深い新聞に掲載する意見広告の浸透率は今の

ディアとしては︑発行部数は減るだろうけど

は両方あって良いと思います︒そのためのメ

から︑小さな少数意見をしっかり発言し続け
ていく意味も非常に大きいと思います︒ぼく

勢を巻き込んでいく方法もあるでしょ需私逆
にそんなに大きな拡声器に乗せなくてもいい

化していますから︑大衆的な芸能も利用し大

釦世紀型のマスメディアがどんどん落ち込ん

経済システムをどう再構築していくか︒そう

ると思います︒例えば︑いま社会全体が芸能

これを促進した要因のひとつはウェプの発
達です︒このⅢ年間くらいの間にマスコミの
力は相対的に激減しています︒テレビで広告
さえすればものがいくらでも売れる時代が昔
はありました︒いまはそうはいきません︒新
聞広告もどんどん減るばかりで︑マスメディ
アの広告効果が認められなくなっている︒す
でにラジオや雑誌はお金の面で完全にウェブ
広告に抜かれ︑新聞がウェプ広告に抜かれる
のも時間の問題です︒長年１位の座にあった
テレビ広告もやがてウェブ広告に抜かれると
言われています︒新聞はたぶん数年以内には
今の形ではなくなるでしょう︒それは︑新聞
自体がなくなるのではなくて︑新聞の﹁し

メディアの興亡

と思います︒

いうグランドデザインをしないで︑この不況
を乗り越えるには成長以外にはないと政府は
言っている︒大きな転換が求められているの
に︑今までの経済成長路線の延長上でしか考
えていないと思えるわけです︒現実はそんな
に甘いものではないよ︑という意見もありま
す︒しかし︑実はあると思い込んでいるだけ
で︑そもそも現実などと一言うものはない︒現．

実とはみんなが作っていくものです︒そうい
う意味で︑今は新しいシステムを作る上で良
い条件が揃ってきている︑とぼくは思います︒

例えば環境問題です︒二酸化炭素を出す社
会から︑酸素を出す社会にしていかなければ

サートを聴きに行くというような文化の豊か

いけない︒酸素を出す社会とは︑例えばいい
芝居を見たり︑いい映画を見たり︑いいコン
な社会です︒文明は酸素を消費し︑文化は酸
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新しい口コミの台頭

で大きな役割
を果たしつつ

り取りの一部をご紹介します︒

たほうが良いよ︑とぼくは新聞社の人に会う

いといけないし︑新聞はそれを率先してやっ

やすためにも︑新聞の広告料金体系は変えな

ら︑一般の 人 た ち が 広 告 を 出 す チ ャ ン ス を 増 ．

全く進雪Ｚメーカー広告が今から減るのだか

小さな声を政治に届けるために出す広告とは

を売り利益を得るために出す広告と︑市民が

ムズでは︑商業目的の広告よりはるかに安い
値段で意見広皆を出せます．メーカーが商品

に高いことです︒例えばニューヨーク・タイ

まのメディア状況の巾で戻ってきている︒マ

の口コミ社会でしたが︑その口コミの力がい

ミュニケーションすあ︒江戸時代は１００％

代わりに︑メディアを使って口から口へコ

口コミをする

います︒生で

だとぼくは思

コミメディア

ミに対する口

一言わばマスコ

ツイッターは

ブログとか

説得には理解させることが必要だが︑共感は

こよい︑而白い︑おしゃれであることが大事○

天野若い人たちにアピールするにはかっ

ていく方が府効だと思います︒

されたがどう思うかなど︑みんなの識論にし

場爆笑︶︑こういう表現がこういう理曲で削除

﹁今週の削除﹂とかいう柵を設けさせて︵会

ても決まりきった対立で終わる可能性が高い︒

や言い分があると思うので︑一方的に非雌し

天野新聞社には褐戦する立場からの理由

クについて

ｌ広告内容についての新聞社の審査やチェッ

たびに言っていますし︑新聞社も考えていま
す︒だめなら自分たちで新聞を作ってしまう

クルーハンが﹁電子科学の進歩は倣疏蛮琶ひと

のユーモアも絶対必要です︒

あります︒

しかない︵会鵜笑い︶︒

つの原始的社会に縮小する﹂という名言を吐
いていますが︑エレクトロニクス技術が進め

大きな問題は︑意見広告の媒体料がやたら

にラジオや映像を流し始めています︒新聞も

い逆説的現象が起きていて︑マスコミよりも

ば進むほど︑社会が原始的になるという而白

ころがあります．そういうものも活用しなが

口コミの方が世の中を動かしているようなと

争反対であれば一緒にやろうという許容力の

天野排除の論理ではなく︑取り敢えず戦

ｌ市民運動の進め方について

一種心傭的なつながり︒そのためにはある種

ｌ若い人の参加を促す工夫について

自分たちで出してしまえば良い︒火新聞みた
か弁屋で弁当包んで配ると︑ほか弁と同じ数

ら︑市民の意見が世の中を自由に飛び本覧る

広さが巡動には必要︒私は良くものを考えて
難しいことを知っているが︑おまえは馬鹿だ

いま︑若い人たちがパソコンを使って勝手

いに販売所を作って広く配るのではなく︑ほ
が発行できて︵会場笑い︶︑ほか弁を食べなが

空気や動きは作りやすい時代になってきてい

なというくらいまずいコミュニケーションは

ツイッターを使って市民の意見を広げていく

ると思います︒そういう意味で︑意見広告に

ない働俺も馬鹿だがあんたも馬鹿だなという
くらいのスタンスで良い︒いいコミュニケー

ら新聞を読んでもらえる︵笑い︶︒ブログとか

方法もある︒アメリカでは政治的な目的でブ

ぼくは感じております︒

とっては新たな可能性が開けてきた時代だと

文責・野︾達信一︵本誌編集委員︶

がっていくと思います︒

ションを心がけられると︑こういう遮動も広

ロガーが集まり︑マスコミの偏った報道を変

講旗の後︑参加者からのたくさんの質疑が
ありましたが︑紙而の都合で印象に残ったや

えさせる実際例が出ています︒チュニジアで
はツイッター革命とか言っていますが︑オバ
マが当選した先の米国大統領選挙を持ち出す
までもなく︑マスではないメディアが世界中
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一ますが︑国際共同開発．

勺００００００００００００００００００００００００００Ｊ党の反対で見送ってい

家︶／永井愛︵劇作家︶／西尾市郎︵平和をつくる

／鳥越俊太郎︵ジャーナリスト︶／外山雄三︵音楽

授︶／堤未果︵ジャーナリスト︶／鶴見俊輔︵哲学者︶

一市民一忌見広生ロ運動

悟郎︵カトリック司教︶／山口幸夫︵原子力資料情

ピーター・バラヵン︵プロードキャスター︶／松浦

琉球弧活動センター︶／樋口陽一︵憲法研究者︶／

一生産に参加を﹁検討﹂

一期賄鰯牽担率︵︾蝿綿倣瀦馳﹂害帽嚇雌紗一鋒識添錦賦識蝿鋤窪岨
一意見広告運動事務局から最後のお願いです一て紳毒唾幽﹂とに︑こ

子︵音楽評論家・作詞家︶

報室共同代表︶／湯浅誠︵社会運動家︶／湯川れい

同行動／協同センター・労働情報／﹁九条せんべ

ｒＯＯＯＯＯＯＯＯＯＩＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ﹄れら政策の転換が︑閣

﹁東北地方太平洋沖地震﹂お見舞い鍛皿宰珪碑錠増血斜麺誇狂い蝿輪挿維峠吃計

合／日本カトリック正義と平和協譲会／日本山妙法

１Ｊ

赤とんぼの会／アジア太平洋資料センター／関西共

３月ｎ日に発生した逮波の映像と被災地の公政権時代より急激に悪化しています︒
惨状にはショックのあまり言葉もありません︒﹁９条と妬条実現﹂を世論に訴える意見広
被災地の方々に心からのお見舞いを申し上げ告は︑ますます重要になっています︒意見広
るともに︑犠牲になられた方に衷心よりのお告運動にご賛同下さる方は同封の﹁市民の意

寺／反安保実行委員会／﹁反改憲﹂運動通信／反天

皇制運動連絡会／ピース９の会／ピープルズプラン

会ヒロシマ／たんぽぽ舎／東京都公立学校教職員組

自治を創る会／立川自衛隊監視テント村／第九条の

の会／市民の意見鋤・関西／入梅平和・浜松／市民

い﹂輸出・協力会／草の根意見広告の会／声なき声

悔やみを申し上げます︒見釦の会﹂払込取扱票を使って﹁意見広告賛

能であるなら地震支援と共に「市民意

れば幸いです。（市民の意見30の会９

同金﹂をお振り込み下さい︒

りにも甚大な被害を考えると、更なる

事務局からのお願い

見広告運動」へのご賛同もお願い出来

のネットワーク・福岡／ほつかいどうピースネット

研究所／被爆二世の会／平和をあきらめない人びと

お願いにためらいを覚えます。もし可

︵橋本保彦︑本会車認誘局︶

り崩せば全国紙１紙への広告掲職は、
何とか可能な金額ですが、地方紙への
掲峨は、今後の皆様からの賛同金次第
です。「東北・太平洋沖地震」のあま

／良心的軍事拒否国家日本実現の会

です。これは、前期からの繰越金を取

交樫韓緋縄耀婚誠悠雛縦敏唯私たちも一意見広告通勤﹂に賛同しています

東京／市民意見広告運動事務局）

ＰＰへの参加など︑９条・妬条の実現とは反︻賛同人・団体︼︵あいうえお順︶が
対の政策推進に突き進んでいます︒鷺崎盛皿︵沖縄平和市厚蓮銘農代講世話人︶／石川
昨年皿月Ⅳ日に閣議決定された﹁新防衛大文洋︵報道互酋豪︶／万坂啓︵没画家︶／井原勝介
綱﹂は︑これまで専守防衛・最小限の自衛力︵前岩国巾長︶／色川大吉︵歴史家︶／上野千櫓子︵社

を放棄し︑﹁動的防衛労﹂に転換しています︒真家︶／輿石勇︵日本キリスト教協蕊云議長︶／奥

保持の根拠としてきた﹁基盤的防衛力構想﹂会堂者︶／永六輔︵ラジォタレント︶／大石芳野︵写

これは北朝鮮申国の脅威を口実に︑テ議侭蝦蕊触琴繊鮮霊雌
ロや離島諏蕊に対応すると称し︑国内ｑ海外手︶／鎌田穀︵ルポライター︶／小林亜星︵作砿出家︶

で戦える自衛隊へ体勢を整えるための重大な瀞地久枝︵咋蒙・九条の会︶／ジエームス三木︵脚
本家︶／壬艮修︵牧師・沖縄︶／田中優子︵大学教

３月１２日までに意見広告運動に寄せ
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政策転換です ︒

国是の﹁武器輪耐︑三原則﹂の緩和は︑社民

られた賛同金の総額は、約1600万円

﹃０００００００００００００００００００００００ｊを止める力を強めます︒日米

一・
一関西・大阪でも意見広告運勤一騨降雛遡線総闘剛

︲全国からのご協力・一﹄支援を一緬号蝿緬か詐冴雌誌函峠和噸
︲棉濫一壇墜電辱えることに⁝

ますので︑西日本以外に在住の方も是非とも

申し込みは郵便振込用紙でお願いします︒

ご参加．ご協力ください︒

郵便局にあるものでも出来ます︒その際︑お

名前︑ふりがな︑住所は丁寧にお書きくださ

い︒毎年読み取り・書き込みの作業で大いに

苦労しています︒送金期限は４月８日︵金︶
までとなっています︒それを過ぎるとお名前

・︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲！

一

一一︲︲
︐
叶今年も関西でも５月３日の憲法記念日にあ今年は︑昨年上までの呼びかけ人だった本多

の掲載が出来なくなりますのでご注意くださ

︵ほしかわ．ひろし︑関西共同行動︶

意見広告運動に連帯し︑成功を祈ります︒

東京をはじめ︑全国の憲法改悪に反対する

ファックス０６１７７７７１４９２５︶

市民共同オフィスＳＯＲＡ︵大阪市中央
区内淡路町１１３１１１シティーコープ上
町４０２電話０６１７７７７１４９３５

６３６４１０１２３︶

１１９北ビル２号館４０２号電話０６１

中北法建事務所︵大阪市北区西天満４１６

連絡先．とめよう改憲Ｉ・大阪意見広告運動

ださい︒

協力をいただける方は︑振込用紙付きのチラ
シをお送りします︒次の連絡先までご連絡く

振込先は︑００９９０１９１８４６５０
とめよう改憲ｌ大阪意見広告連動です︒
また︑大阪意見広告運動を広めるためのご

い︒

わせて毎日新聞大阪本社版に﹁とめよう１９立太郎さん︑︵わんぱく通信︶が昨年５月調日に

条改憲﹂の意見広生艮燭載の運動が取り組まれ亡くなられたあとを受けて戸次公正さん︵真
ています︒政権巽父代の実現で︑自民党中心に宗大谷派僧侶︶が呼びかけ人に加わり︑沖浦
進められてきた明寺霞愈の動きが鈍くなって和光さん︵桃山学院大筆名奇数技︶︑金城実さん
いるかのように見えますが︑鳩山から菅政権︵彫刻家︶︑楠厳雄さん︵大厘障害者自立生活嘱騨芸

の軍事外交政策は︑憲法９条の精神を大きく理事長︶︑漂野義一さん︵大阪経済法科大学物慾
逸脱し︑犯寸ものなっています︒このまま放法学︶︑志水紀代子さん︵追手門学院大学教員︶︑

置することは︑彼らが憲法９条を改悪するた新屋英子さん︵俳優︶︑津村明子さん︵大阪府
めの条件を与えることにもなｈ叢す︒生活協同組合連合今昌長︶︑松植恰郎さん︵カト
尖閣列島︵釣魚台︶問題を口実にした日米リック司教︶︑向錐禦布夫さん︵日本キリスト教団

合同軍事演習や自衛隊の南西諸島への配備︑大阪教区総会磯長︶のｎ名の各方面の呼びかけ
﹁基盤的防衛力﹂から﹁動的防衛力﹂への防人で運動が進められています︒
衛力大綱の見直し︑武器輸出３原則や非江慨３昨年は︑厳しい条件の中︑裏尿の意見広告
原則の見直し︑そして日米合意に基づく辺野運動など各地から多くの支援︑協力をいただ
古謡墓地建設や東村嵩江でのヘリパッド建設き大いに助けられました︒今年も︑より一層
などの民主党政権の懸法を無視しないがしろの状況の厳し当堤感じており︑引き続き全国
にする政策に反対する闘いと︑篭法９条の改の皆黄景のご協力をいただきたいと︑厚かま
悪に反対する闘いは表裏一体のものです︒しくも考えています︒
憲法９条を守る運動の裾野の広がりが︑有毎日新聞大阪本社版は西日本エリアに限ら
りもしない抑止力の神話で沖縄に米軍基地︑れており︑それ以外の地域では掲載されない
海兵隊を押しつけ︑岩国に艦撚侭の移駐︑米のですが︑ご協力いただいた方々には郵送な
軍住宅の建設を押しつける日米両政府の政策どでその成果をお知らせすることになってい

●
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ら出ることを許すまい︑として生徒にオムッ

をつけろ︑下剤を服用させるなと指示し︑斉
唱中は人工呼吸器のアラーム音が鳴っている

のに対処より起立を命じる管理職︒生徒の尻

で︑裁判ではすべて勝訴だ︒人権条約加盟園

先班教員がよく言っていた言葉だ︒

礼をさせる教員画管理される者は管理する︑

をあげ立たせたり︑生徒登堀時﹁Ｈの丸﹂に
で︑国・行政が強制し︑裁判所が追従してい

渡辺厚子

﹁Ⅷ︒鴎通達﹄７年目の闘い

国旗国歌裁判の不当な軸烈決

ここまで攻盤を許した教職員組合の運動と

勝つまで闘い続ける

の加害責任をとりもせず歩んできた歴史︑在

日本という国が天皇制を根深く抱え︑戦争

るのは日本のみである︒

は︑原告３９７名による﹁公的義務不存在確
認訴訟﹂に対し︑却下の判決を下した︒訴え

特会のペイトクライムどころか︑朝鮮学校無

２０１１年１月羽日︑︷堪恥詞裁都築裁判長

の︑︵１︶義務不存在の確認︑︵２︶﹁職務命令﹂

蒲過できない内容の一つに︑﹁現行学習指
導要領の国旗・国歌条項は法的拘束力を有す

わらず︑﹁国旗損壊法﹂を出してきた︒﹁日の

自民党は今︑現行法で罰せられ為にもかか

だ︒国家が私や子どもたちに服従を強いてく

３月躯日は︑私にとって現職最後の卒業式

と﹁連帯﹂の思想が必要だったのではないか︒

の力︑このおおもとに一人ででも闘う﹁目立﹂

すな︑殺されるな︑殺させるな﹂に改めるべ
きであった︒また︑﹁団結﹂にこめられた数

任の視点が欠如している︒質を問い直し︑﹁殺

このスローガンにはアジアの民衆への加害責

ち︑二点をあげる．﹁教え子を戦場に送るな﹂︑

は何だったのか︒疑問に感じてきたことのう

の差し止め︑についてが却下同前払い︶︑︵３︶

償化排除に見られるように︑Ⅲ本政府が率先
して差別排外主義を煽動してきた姿そのもの

るので︑譜が代がわが国の国歌であることば︑

丸﹂を神聖化し︑﹁国旗国歌﹂による国民統
合をあらたなステージに引き上げようとして

損害賠償が棄却であった︒

国旗及び国歌に関する法律制定前において︑

である︒

図民の法的碓信が成立し憤習法になっていた

学校現職は疲弊しきっている︒一人１台あ

いる︒危険なものだ︒

てがわれた﹁タイムズ﹂とよぶパソコンで︑

と解することができる﹂とする部分があみ︒
１９９９年︑世論を二分し︑激しい攻防の

一人ずつ都教委につながれ︑見えない鎖に縛

都教委は愚かしくも釦日に停職６ヵ月処分

果てに成立した﹁国旗圃敬法﹂︒あれらの蔀
実はなかったこととされ︑〃﹁日の丸・霜が代﹂

られる︒成繊作成︑週案︑出張届︑予定︑管

を下すだる︾班だが︑ひるまない︒はじめた

﹁ｕの丸・君が代﹂の強制は︑隙がい児学

げる市民の会︑特別支援学校教員︶

︵わたなべ・あつこ︑良心・表現の自由を！声をあ

今後ともご支援を！

会を開いた︒３．邪には処分撤回集会を開く︒

闘いは勝つまで闘い続ける︒３．３は院内集

不服従で抵抗する︒

はいまだ価値中立的なものになっていない〃

理聯の〃指示伝達″等︑すべてこの１台で行

ることにはっきり〃いやだ″と叫び︑不起立

とした師年地裁難波判決は全面否定された︒

う︒職貰会識がなくなった学校も増えた︒私
の勤務校では︑１ヵ月に一度︑妬分冊の職員

およそヨーロッパには︑学校での強制はな
い︒裁判は０件だ︒アメリカでは強制がある︒

校にあまたの人椎侵答を引き起こした︒﹁君

教育現場への強制と管理

しかし︑連邦裁判所バーネット判決︵１９４３

が代﹂時︑教職員がトイレ指導などで会場か

会談が生き残った︒

年︶が揺るがない指針として確立しているの

一運
運動
動の
の現
現罰
場が
か割
ら
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鵜雪

運動の現場から

馴細市民主権から政治を構想する
湯ｌ首長︑議会︑市民の行方井奥
運規
■︲ｂ

ⅢＩ

紫と報酬・定数削減間題の二つをきちんと分

行っている︒国政における﹁みんなの党﹂と
もあわせて地域首長政党は﹁ムダ削減﹂をめ

ざす政治勢力といえる︒行政の非効率性や公

務員の不透明な給与体系に対する市民の怒り

を吸収して︑これらの政治勢力が統一地方選

氏は﹁減税がなければ歳出削減への動機付け

については報道が少なすぎる︒例えば︑河村

財政の現実から見た不合理性︑持続性のなさ

減税政策は打ち上げ花火にすぎない︒地方

た龍新勢力も含め︑既成政党に対するアンチ

り方に問題提起もしてきた︒時に社共といっ

的な手法を推進し︑特権にまみれた議会のあ

マだった︒また︑住民投票など直接民主主義

ラル勢力の中でも﹁ムダ削減﹂は大きなテー

挙で台風の目になることは間通いない︒
実は﹁市民派﹂と呼ばれた無所属左派リベ

にならない﹂と主張する︒しかし︑名古屋市

テーゼという点でも外見上は共通する︒では

けて議論すべきである︒

は﹁赤字地方債Ⅱ借金のための借金﹂である

両者の違いは何であろうか．

回国政へのストレスが河村・橋下らの﹁地
域首長政党﹂へと向かう

臨時財政対策横を発行し続け︑河村氏が予算

まっている︒

懲法妬条の梢神とは真逆の政治が横行し︑
政権交代により期待していた新しい政治では
なく︑当初予算をめぐる泥沼の政治状況や見
えない経済状況の中で市民のストレスがた
こうした中で地域首長政党が市民の関心を

う古い手法である︒大阪維新の会も同様の成

は都市間競争を減税により勝ち抜こうという
考えであり︑経済成長が問題を解決するとい

ある︒河村氏の目指す﹁減税による町おこし﹂

二つ目は︑﹁ムダ削減﹂の先のビジョンで

是々非々を貫く議員が多い︒

談会のように﹁与党﹂首長のもとであっても

これに対して︑市民派議員は兵庫県尼崎市

にとどめるべきであった︒

があ為︒議会リコールにしても︑枠組み提案

かりやすいが︑冷静な議論を失わせる危険性

る︒熱狂的な一︲敵﹂﹁味方﹂の峻別手法はわ

は二元代表制度の趣旨からも大きな疑問があ

シップに依拠する婆勢である．例えば︑そも

一つは︑地域首長政党の首長のリーダー

集めている︒２月６日に行われた愛知県のト
リプル選挙は籍古屋市長として︑あるいは地

そも首長がリーダーとして談会選挙に動くの

もう一つの報酬・定数削減政驚については︑
一定の評価はしたい︒まず︑一般的に特椛に
まみれた地方議員が存在し︑首長となれあい
の談合政治を繰り広げており︑市民感覚から
遊離しているのは事実である︒報酬半減論は
かなり過激であるが︑議会のあり方への問迩
提起としては評価をすべきであろう︒この点
に関しては術下大阪府知訓が掲げる維新の会
も議員経批の３割削減など瀧極的に提案を

園ムダ削減勢力は勢力増が予測されるが
問題点も多い

の骨頂であ為︒

編成した年にはさらにその額は拡大している︒
ｎと実行が伴っていないのである︒減税の一
人当たりの還元額も少なく︑政紫としては磯

域政党﹁減税日本﹂の代表として旗ふりをつ
とめた河村たかし氏側の圧勝で決着がついた︒
その後の３月過日の譜古屋市誰選でも大きな
影斡を誇示した︒他にも︑橘本大阪知事が主
導する﹁大阪維新の会﹂も大阪府下で多くの
候補擁立を行っていゐ︒後追いも含めて而者
の動きは全国的なうねりになってい為︒﹁減
るこれらの地域首長政党をどう評価うればい

税﹂や﹁議員報酬・定数削減﹂を旗印に掲げ
いのであろうか︒

旧河村氏の主張ば報酬・定数削減と減税
政策の二つに分けて議論すべき
まず︑河村氏の主張は地方議会への減税政

陽
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また︑欧米の無償に近い兼業の談質像が宣

選挙公費助成なども一切ない議会も存在する侭

し︑町議会では２００万円程度で政務調盗澱︑

斑年帥万円もあわせあと過大に見える︒しか

る︒それは︑単なる﹁市民派﹂だけでなく︑脱

政治のあり方を追求しないといけないと考え

議会﹈といった対立櫛造を超えた地方議会・

小︶論﹈帽﹇市民不在で既得権益堅持の談合

私たちは︑﹇リーダーシップと議会不用︵縮

回リーダシッブと議会不用論 市民不在の
談合議会を乗り越える議員を増やそう！

さらに議員報訓減・定数減についてはもっ

伝されているが︑誤解も多い︒ヨーロッパで

成長のビジョンを示し︑お任せ民主主義から

い自治体と規模が小さく報酬水準が貧弱な自
治体とは議論は分けるべきである︒確かに名

と丁鱗な議論が必要である︒議会という意思

は地方にも政党政治が導入されており︑比例

脱却する市民主権の椛想を持つものであろう︒

長戦略が色挫く出ているも人々や地域の支え
合いを目指す﹁市民派﹂的理念とは対立する

決定機関と効率性とは必ずしも相入れない︒

代表制度のもとで地域政党にも助成金が出て

また︑識睡蓉と見解が異なるからといって単

古屋市議会の年収１５００万円超は政務洲査

例えば︑報酬削減を訴えて当選した首畏政党

いる︒こうした議会と日本の個人単位の地方

純な対立に走るのではなく︑議会内での熟議

思想である︒

の議員はどのような婆勢で議会活動を行うの

議会とは単純比較できないであろう︒特に日

回議員報酬︑定数問題ば﹁地方議会の役
割とは何か﹂を踏まえた議論が必要

であろうか︒河村氏︑橋下氏の言いなり議員

﹁脱成長・環境︑公正︑市民主権﹂の理念を

で解決しようとしてきた首長にも焦点をあて

その中で地方議員は行政の都合の良い情報
とは別の論点をあぶり出し︑議員同士の熟議
の末に意思決定をする能力が必要と考える．
当然︑決定の段階では議会自体への市民参加
が問われる︒こうした開かれた議会を作り

示し︑雑墓回者のつながりを﹁可視化﹂しよう

本の行政は都合の良い情報のみを流し︑行政

上げるには専門性が必要で︑﹁安くて少ない﹂

とするのである︒政権交代に絶望している市

でとどまるのであれば︑たとえ報酬が半分で

だけの議員では無理である︒まず現在の特別

民︑地域首長政党に喝采を送っている市民に

案以外の政策選択を示さない場合が多い︒

恥報酬癖議会という市民が報酬水準を諮問す

別の新しい選択肢を示せたらと思っている︒

もまったく意味がない︒

る現行制度の公開性や市民参加度を商めるこ

いずれにしても︑議会議員とは何かについ

派議員・首長を増やして対抗していく必要が

主権の運動を様々な分野で考案し︑市民主権

地域首長政党は住民投票も駆使しながら上

宣言﹂という形での全国１０００人のつなが
りを提案している︒統一地方選挙に向けて︑

私の所属するみどりの未来は﹁エコフェア

の上原公子さんらがいる︒

とが必要であろう︒中長期的には地方自治法
における議会制度の位置づけも議論すべきで

の動きに対して私たちは地域に根ざした市民

からの改敢を進めようとするものである︒こ

るべきであろう︒事例としては東京都国立市

これらの議論は︑本来は﹁地方議会の役測
とは何か﹂をきちんと踏まえた上で自端体の

ある︒

な関心が寄せられるだろう︒

て今回の選挙では各地でかつてないほど大き

︵いおく．まさき︑みどりの未来迎営委員︶

あると考える︒
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規模の大きさ︑各地区の事情なども総合的に
考えた上で議論すべき問題である︒
まず︑報酬に関しては政令市や都道府県の
ような大規模な自治体で報酬水準も非常に高

運動の現場から

ｌ︲

エコフェア童言の街頭写真

運動の現場から

のらやんぱるの〃悲鳴鯵が

磯聞こえますか？
運規
垣内成子

る者が反対意見を持つ個人を訴える行為で︑

米国の多くの州で禁止されている︒坊年も前
のＳＡＣＯ合意に何ら検証が加えられないま

ま続行されるヘリパッド新設に反対し︑国に

７月２日から生活を職牲にして座り込み︑説

説明と話し合いを求めて︑高江区住民は師年

得・監視行動を続けている︒

原⁝豊かな森に冊まれた地域︶に抱かれた人口

で３時間の本島北部に位置し︑やんばる訂

沖純県嘩諏郡輔械餓溌区は︑那蛎から車

に設けることを条件としている︒しかも６つ
のヘリパッドは高江区を取り囲み︑一番近い

ど使われていない北半分の返還が︑６カ所の
ヘリパッド︵直径布ｇおよび進入路を新た

特別行助委興会最終報告︶は︑北部訓練場で殆

１９９６年廻月２日のＳＡＣＯ合意︵日米

局双方に︑対話による解決︑和解を勧告した︒

那澗地裁は２０１０年５月恥側︑住民と防術

存権︑あるいは言論や表現の自曲という国民

り込みが﹁通行妨害﹂にあたるとして住民２
名を提訴した︒これは︑憲法に保障された生

防衛省沖細防逝同︒以下︑防衡局︶は非暴力の座

〃政権交代″後の２０１０年１月鋤日︑国Ｔ

約１６０人の小さな架落．高江区に隣接する

民家までわずか４００ｍ︒このヘリパッド建

意と︑ヘリバッド新設への批判

北部訓練場は１９５７年から米海兵隊がジャ
ングル戦闘の訓練に使用し︑ベトナム戦争時

設計測には︑高江区住民のみならず︑国内外

高江の﹁ヘリバッド問題﹂とは

にはゲリラ戦の訓練も行われたｐそこには既

の学会︑自然保護団体が見直しを要請してき

アラバマ州の民間空港︵米正と共同使用︶で行

２０１２年には﹁垂直離着陸機ＭＶｌ躯オ
スブレイ﹂が配備される予定だ︒米国では︑

オスブレイの配備

に与えられた当然の権利を撒かすものである︒

に躯の米爾へリバッド︵ヘリコプター雌請陸帯︶

ＩＵＣＮ︵国際自然保溌迎合︶は２度も︑日

含む代蒋案の検討を勧告してい愚︒さらに︑
世界自然遺産に相当するやんぱるの賀重な自

年１月型日付ブリュートン・スタンダード紙︶︒同

訓練中止を通達したとの報道がある︵２０１１

騒音への苦惜が殺到︒米空軍は謝罪とともに

われた同機の飛行訓練に対し︑地元住民から
然を破壊するのも重大な問題だ︒ヤンバルク

た︒

があり︑頻繁に低空飛行訓練が繰り返されて
いる︒住民を軍用機の耐え雌い爆音や墜落の
危険にさらす

米両政府にゼロ．オプション︵造らない︶を

イナ︵国の天然記念物︶をはじめ４千種もの野
庭か弓

本の財産である︒ゆえに沖純県民は︑北部訓

ＳＬＡＰＰ︵スラッブ︶訴訟
ＳＬＡＰＰ訴訟とは︑国や企業など力のあ

軍基地機能の強化﹂である︒

負担﹂は軽減されるどころか︑その内実は﹁米

生生物が生息する７８００蛇の自然林は︑日

的人権を無視
する行為であ
り︑健康で文
化的な最低限
度の生活を保
障する日本国

練場の﹁無条件・全面返還﹂を求めている︒

空港で訓練中止にされたオスブレイを何故︑
沖純に︑日本に配備するのか？戦後筋年以
上経た現在も︑沖細の︑そして日本の﹁基地
慰法に反する
ものである︒

ＳＡＣＯ合

･丙.,俄肌
亜■■
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ことは︑基本

金調

〃

動に参加している︒２０１０年辺月館日早朝︑

でゆくために︑反戦・平和＆反核・脱崎蝿殖巡

私は︑︸﹂の地球を未来の子ども達へつない

月ｎ日︑正午近くに防衛局員に守られながら

の防術局会談後︑顔つきが一変していた︒２

一応の会話が成立していた土木課長は︑９日

７．８日には︑私たちの抗議・説得に応えて

特徴的な２月︑日の出来事を記そう︒２月

強行される可能性は大である︒是非〃やんぱ

このままいけば︑７月１日から大規模工事が

局は﹁騒音の出ない工事を検討す為﹂と明言︒

ら軍濡・褒材等が搬出された︒しかし︑防術

を休止する約束で︑３月４日には工事区域か

３〜６月はノグチゲラの繁殖期のため工事

高江︑これから

防術局が那覇地裁の勧告を無視して工事を強
行再開したため︑１月︑〜皿日︑２月７〜加

１．５ｔトラック２台とユニックー台が到着︒

るの森″にお運びいただき︑高江の現状が高

れた︒

り土蕊を放り込む︑といった行為が繰り返さ

日に高江支援へ︒現地では︑防衛局の卑劣さ

私たちは強行工事を阻止すべく車列の前に座

江だけの問題ではないことを実感していただ

哀しい現実

に直面した︒撤収すると言いながら︑作業員

り込み︑人間の鎖でトラックを取り囲む⁝昼

牡︒︾

に帰路途中の崖を駆け登らせたり︑ガード

食を撲れない私たちに︑県内各地から支援者
が食料と飲物を迎んでくれた︒これらは全て

︵かきうち・しげこ︑本会事務局︑壌典提供も筆者︶

﹂の波を起こそう！

も蛍重な自然を守るために︑全国から﹁新た

支援者のカンパ︑弁誰団からも手弁当で弁護
士２名が掛け付けた︒しかし︑この１．５ｔ
トラックとユニックはダミーで︑これらや工
事区域の入口を死守している間に︑後続の叩

な基地はいら准い

きたい︒そうして︑誰もが安心して静かに暮
らせる現境と︑生物多様性に富んだ世界的に

１１
ｐｂ

しに土蕊が投げ込まれた︒

ｔトラックからガードレール前にいる住民越

怒りや憎しみからは何も生まれない！
高江では防術局が︑反対する住民・支援者

ヤンパルクイナ

と工事作業員を対立させる櫛図を作り出し︑
自らは手を出さない︒だが︑﹁ヘリパッドい
らない住民の会﹂は︑ウチナンチュ︵沖細の
人４同士の対立を避けたいと願い︑ひたす
ら対話での解決を求めている︒問題の責任は︑
沖細にではなく︑Ｒ米而政府にこそあること
を忘れてはいけない︒

羽
･
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レールに横付けしたトラックから︑工事中止
を求める住民の頭越しに重さ約加聴の砂利入

０

廻酉目ＬＺ蚤

ｐ

■
華学
巳

行の題上すむか談もめ閏僻な会会韮阪ん

動問は閥がか瓢を食にの地ぜ育議ギボ

識謹繍難蹴

されていません︒そして︑原子力発電所は仙
年ほどしか稼動出来ず︑建物自体が放射性物
質になっていくため︑廃炉になった後の安全
な解体方法も見つかっていません︒そんな中

てもらい︑そし
て上関原発建設

轡鐸昌

犠牲になる気など微塵もありません︒よく推

僕等は︑原発から生まれる負の遺産を背負い︑

れから生きる譜い世代に先送りする行為です︒

うのは都会の人達です︒電気を多く使うから
こそ︑作られる過瀧でおきる問題がある事を

予想以上に反響があったので満足しています○
どんな僻地に原発が建とうと電気を多く使

ら県知事からの反応はありませんでしたが︑

︵こばやし・えれき︑東京都出身︑加才︶

進派の方や︑中国電力の方に上関原発は上関
の問題と言われます︒確かに上関原発が建つ

僕等は︑少しでも多くの人にこの事を知っ

問題であり︑僕達の問題なのです︒

ぎりこれは上関だけの問題ではなく︑全国の

もっと知って欲しいです︒

などの声もあり膳しかったで︷も残念なが

﹄噂えるきっかけになりました﹂

﹁ハンストのおかげで︑周りの人に原発を

いて考えるようになりました﹂

﹁ハンストを
知って原発につ

五

のは上関です︒しかし︑問題が原発であるか

で︑新たに原子力発電所を作る事は問題をこ

■

上関原発迎股のための蒜林伐採が蕊む田ノ補

運動の現場から

のら

鼻川日間のハンガ︲ス トライキ！

予定地の埋め立
て許可を出した

山口県知事に想
いを伝え︑考え

小林恵歴
ハンストをしたメンバーはそれぞれ︑上関

運現
今年の１月型日から皿日間︑上関原子力発

く行動しました︒

結果的には︑全

なおして頂きた

てきました︒ほとんどのメンバーは︑最近知

国帯地から応援

のイベント︑旅の途中︑ＣＯＰ皿︵生物多様

り合ったばかりですが︑僕等には共通の想い

の手紙や︑物
資︑ＦＡＸが

性会逮などをきっかけに上関原発に関わっ

取︶を山ｕ県庁でおこないました︒メンバー

がありました︒それは︑原子力発電所が作ら

電所の工事一時中止と︑埋め立て許可の再検

は︑全国から集まった凶歳︑別歳の５人︒僕

れ︑稼動する事によってうまれる放射性廃乗

討を求めるハンガーストライキ泉と塩は摂

達は︑誰一人として上関町の俳箆ではありま
せん℃そして︑山側県の住民ですらありませ

凸ワ

鶴

は

１５００近く届
きました︒中に

ｒ ａ 虹

綴

う想いです︒ 放射性廃棄物は叩万年もの間︑
管理が必要で すが︑その管理方法はまだ確立

物や︑廃炉に な っ た 原 子 力 発 電 所 を 僕 等 の 世
代や︑僕等の 子 供 達 に 残 し て 欲 し く な い と い

１１

ｎコ

画誕幡器

盃

鵜

国富画雨戸

，霊
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ハンスト中の若晋たち、真ん中が筆者,(本写真提供・筆謂 l

一鯛露

■

およそ二週間前︑白内障の手術を両目にほ
どこした︒いまは︑これまでに比べて見えす
ぎる自分の眼にとまどっている︒加齢性︑つ
まりは老人性の白内障に気づいたのは︑一年
ほどさかのぼる時期だ︒眼鏡店でメガネをつ
くり替えようと検眼をするのだが︑なかなか
視力が上がらない︒病院で眼科を訪ねると︑
白内障がじょじょに進行中だとのことだった︒
身体が︿順 調 ﹀ に 老 化 し て い た ．
医師と︑いつ手術をするかの棚談になった︒
担当医は﹁わたしも医者なので手術は好きで
すが︑胤分の両親がいま

のあなたの状態だった
としたら︑手術はまだし
ないですね﹂と言壱１な
らば︑日常生活に重大な
影響のない範囲で︑視力

息
渉糠撫餓蛎ど
ん４片そＩこでちいがる右
だ日目うはのる、、し目
。、なな、視んとイかを
とらケ夜力、のンなっ
医−１道低小自キくぷ

びこんでくる︒﹁マシな左目﹂と見比べても︑

右目を開けなければならない︒おそるおそる
周囲を眺めてみて︑おどろいた︒世界が︑こ
れまでよりも明るく深い遠近感とともに飛

見え方の鮮やかさは歴然としていた︒自分は︑

これまでなにを見てきたのだろうか︒

正確な手順はわからないが︑眼球の上方に
小さな切れ目を入れ︑そこから水晶体を人工

のものにすり替えているのだる︾砥人工の水

晶体に交換した瞬間︑すでに視野は確保され

ていたのではないか︒手術直後︑薄目越しに

眼帯のガーゼが見えた
からだ︒わたしの身体

は︑人工のレンズを瞬

分の身体﹀という境界

時に受け入れた︒︿自

線が稲らぐのを感じる︒

日を追うごとに︑それこそく順調﹀に視野

だ︒さらにはデザイナーとして︑白内障の進
行を観察してみたいとの思惑もあった︒

まで行ってみようかと考えた︒親にもらった
からだをとことん持久させよう︑というわけ

色彩とで目のなかをかき回される感触だ︒医

視野の向こうで︑光と色彩が氾濫する︒光と

を覚えることもなく︑加分から帥分で終わる︒
麻酔と注がれるさまざまな液体とでぼや蛾た

手術は︑ひとによってちがうそうだが︑意
識はあるし施術者の声も聞こえるなか︑痛み

時に︑人体の仕組みを解明するためだとの意

に有用なロボットをつくるためであるが︑同

なんためにあるのか︒言うまでもなく︑社会

で人工物に置き換えられるのだろ書愁どの範
囲までだったならば︿わたし﹀はわたしでい

自身の身体は︑どこま

がかすんできた︒ことに利き目である右目が︑

字デザインも筆華塾

︵すずき・ひとし︑グラフィック・デザイナー︑題

地帯も広がっていく︒

見がある︒︿人工﹀を︿自然﹀に対立させる

られるのか︑とも考える︒ロボット技術は︑

酷使のせいもあってか︑湯気で曇ったメガネ

術後︑数時間して︑数種の目薬の点眼が始

師が︑﹁つぎの患者さんを呼んでください﹂
とかたわらの看護師に告げる︒このとき︑手

のせいか︑世界がかすかに赤味がかつ冨尋︾へ

おそれるからだ︒目薬をさすために手術した

まる︒無菌状態であった眼球への細菌感染を

為︒デザイナーは︑いろいろな局而で色味の
判断をする︒たとえば︑印刷所から校正刷り

越しに周囲を見るようなありさまとなってい

甥副潔織り
息
'4擁灘剖,薗慢
げ両あうぢはざ減世方

ばかりではなく︑両者がたがいを照らしだす

人工ご犀同然

目んをう２いくは関シた
．に決く０．な把係なと
１な断ぶ１暗つ握は左き
スらしつＯいたでわ目な

術がぶじに終わったことを知る︒

低下のギリギリの地点

縄億k舗耀

く︒さらに︑視野を曇らせている眼球内の澱

誌
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ら目りひる見るをやがが

ビデ爺裁判﹂など

ｌ坪井隆良さんＩ
吉川勇一

の事務局で涌勤中の４人の青年の記録でした︒

毒空という記録を制作しました︒これは︑当
時活発に活動が広がりつつあったべ平連運動

今弱年も前︑師年秋のことでした︒フジＴＶ
が﹃ドキュメンタリー劇場．ある青春の棋

家になる︑当時は浪人でした笠井聖志さんも

隆良さんでした︒同じ４人の中には︑のち作

て︑この若者の一人が︑今回取り上げた坪井

を作成する騰督︑岩佐寿弥さんでした︒そし

は︑のちに﹃チベット２００２−や一叛箪恥４﹄

てフジをやめ為ことになるのですが︑その人

当時︑巡動事務局を支えていた人びとは︑大

一・脹れ鐸登一・ねじ式映画﹄など話題となる映画

部分が加代から加代初めほどの若い人びとで︑
いましたや

◆これまで︑﹁反戦交友録﹂は︑私とほとん
ど同じ世代か︑もっと上の方がたをとり上げ
てきたのですが︑坪井さんは佃年生まれで︑
のでした︒残念です︒

昨年叩月⑲日にまだ触歳でガンで死去きれた
今坪井さんは︑フリーの映像ディレクターと
して生活していました︑亡くなられるまで本
会に参加︑健康を想って故郷の倉倣に移蛎す
るまでは︑事務局に参加して活動されまし
た︒市民の意見鋤の会・東京では︑坪井さん
は︑妬年に﹃いま語る沖純の思い﹄という
ビデオを制作しました︒平良修さんや知念功
さん︑有銘政夫さんなど８人の沖細の人びと

の記録をつくったＴＶ側のディレクターも︑
フジＴＶに抗議し︑少なくともまず試写を見

た︒４人の若者も︑ベ平連自体も︑さらにこ

面が長すぎる．⁝：﹂など理由が与えられまし

人公に選ばれた青年たちは日本の青年を代表
していない︑全体として暗すぎ為︑デモの場

です℃担当渚からは﹁迦動は偏っていふ︑主

ら﹁放映無期延期﹂との通達が届けられたの

◆このフィルムは３ヵ月の期間で推膨・編集
が終了され︑恥月の７日に放映されるはずで
した︒ところが︑その２日前に放映延期の記
事が新聞に戦り︑刻日になってフジＴＶか

女でした︒

この４人も大学の入学準傘術中の肥〜卯歳の男

しれ１イしつ出

にインタビューをしてつくったビデオ︵井上

容のフィルムです︒︵ＶＨＳ弱分︑２千円十送料

諺・円で現在も椛叩︶︒このＴＶについては︑﹃市

民の意見鋤の会・東京ニュース﹄鍋号︵師年

５月号︶に坪井さん自身が弓屈しない人たち一

との出会い﹂という文として︑作成の感想を

戦せています︒

今坪井さんは︑フリーの映像ディレクターと

ことがあり︑生活のためとはいえ誤りで︑何

して︑一度︑三菱のコマーシャルをつくった

とかとり返してやりたいのだ︑と私に言った

ことがありました︒彼は︑兜年︑家永教科譜

裁判について取材した作撒を間主制作してい
ます℃その際︑坪井さんは自分の裁判をなぜ

撮影できないのかと︑東京地裁に国家賠倣請

︵詳しい経過などは﹃辿刊金雌卿一卯年３脚的号の

求の提訴を行ない︑裁判側争を続けました︒

坪井さんの似文章︶

この﹁ビデオ裁

判﹂活動の後ろ

には︑三菱コ

マーシャルへの
取り返しや︑若

いルー糞︶のフジＴ

Ｖへの批判の思
いが︑あるいは

あったのでしょ

うか︒

いち︑本会瓢包務局︑

︵よしかわ・ゆう

縮蝶委員︶
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■

〆Pｰ

識そタデでかは

澄夫さん協力︶でした︒現在も活きている内

Ｂ
Ｔ

にはしたた来こ

せることを要求したのですが︑それさえ拒喬
されて︑出演の４人さえ︑フィルムを見る

【写具胞９９年３月、東京地鍛「ビデオ訴訟」の敗訴の記譜会見
の擢・右側が坪井さん】．

抗、ク。;のなと

の憲法体験﹂
入れたくなる︒敗戦後日本の支配厨は︑．億
総繊悔﹂といい︑編入したはずの朝鮮︑小国

し利用しようとする︒すべて﹁こである︒
挙国一致︑一億玉砕である︒このように響く
と︑評者もすべての言葉を﹁﹂︵カツ己に

の公務員はこの懲法を職重し擁談する義務あ

船条︑後者は天皇又は摂政︑国務大臣その他

側が他民族をときに排除し差別する拠点とな

と評したら︑この本を読んだことにはならな

この本を日本国懲法の成立史および同概論

性の解放︑労働組合の結成︑学校教育の民主

由討議︑政治犯の釈放︑股想警察の全廃︑女

これに対して︑ＧＨＱは天皇についての自

のことである︒評考が不思議に思うのは国会

彼らは述憲の行為は不可能であるというだけ

る条項を作ったのである︒さらに第賜条と第

かつて日高との会話中で直接教わった︒政府

第叩条を政府側が忍び込ませた︒そのことは︑

まそうとするのである︒

民族を今度は一括除籍しておのれの責任を晦

りと言うものである︒多くの公務員︑大臣は
尊重してますよというだる孔しかしそれは

い︒なぜならそのような感想は︑私たちにとっ

なのか︒

議員選挙の票数比などで︑壷埋蔵状態﹂とい

登場するのが︑その推進者のベァテ・シロタ

化などを求める．時の政府は蘇き︑慾法改正

である．この藩い女性は鯉歳であったｐ彼女
が書いたこの第型条は他の条項と文章のスタ

てこの本は何であろうか︑なぜこの本が読者

イルが違っていると日高はいうが︑私もシロ

ベ平巡その他の諸連動で人びととの間の会話

と同じく優れたお父君との対話による進行も
あるが︑なによりも日高さんが国民文化会談︑

う言葉でああ．違憲と合憲の間に違憲状態と

試案の保守性に日樹ば鷲く︒その試案は日商

タという名を懐かしく思い︑この条項の文章

話の進行をともにする気持ちにもなる℃その

草案要綱として︑主権在民︑戦争放棄︑天皇

が一五年戦争の５０００日の暗い日日が終

のスタイルの違いを指摘するのをほほえまし
く感ずる︒彼女の父はレオ・シロタというピ

ことが懸法論と言ういわば硬いテーマに私た

に﹁君の日本国憲法体験はどういうものなの

わったと感ずる新しい時代の到来を全く理解

アニストであった︒Ｈ高もベアテ・シロタを

ちをひきつけ︑凡百の懲法論議とは異なるも

象徴︑男女平等と人権不可侵を発表すること

ではその古い時代とはどんなものかと一言え

紹介する記難に感動したと書く︒さまざまな

のにしているのを評者は強訓しておきたい︒

いる︒政府側の溌法調査委員会の︵松本蒸逓

ば︑天皇巾心の一億一心であり︑その一億の

点で遅れてきた青年であった評者もここでは

か﹂という刺激を感じていないことを示して

統合し

４歳違いの日高と同時代なのである︒領まや

鎧後に︑評者の惣法体験を響きたく戦った
がスペースがない︒書くとすれば︑天皇と戦

﹃一

ＦｂＥ１ｄＪＪ

離懸

郷一に編入
払珊 職

万

餐

､職甑噛患 旦
鑑

流れた︶︒

この節型条だけでなく︑幾つかの条項が紹
介きれる︒国民の定義を法律で定めるという

ある︒

︵ふくとみ・せつお︑難竿者︶

争︒市民運動のなかで︑驚察と抗い︑表現と
行動の点で人権を貫くことに努力したことで

で独得した普通の言葉で書き︑読者は日海と

前薪﹃戦争のなかで考えたこと﹄︵製域識房︶

て﹁神

なかには︑朝鮮展族︑中国︵台湾︶晶族を一括

していないのである℃

聖﹂な
る天皇

ＧＨＱとは日本占領連合国箪総司令部であることを

体 線嫁画

本の紹介

評者は読者のために注記せねばなるまい︒長い時が

中心の

いうものを徴くのは︑日本語の詐術的使用で
ある︒日本語はそのようなことをゆるす言語

福富節男

︵日高六岬蛾蒜／織耀繋播房／２５２０脚︶

ﾗ
I
y
i

を余儀なくされる︒女俄解放と人廠の条項に

ー訂

の
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映画の紹介

雲
監督マルセル・カルネ／脚本ジャック・プレヴェールノ拠影ロジェ・ユベールゾマルク・フオサール／美術 衣装アレクサンドル・

イ・バロー／ピエール・ブラッスール.'マルセル・エラシノ・ルイ・サルー／マリア・カザレス／ピエール･ルノワール〆ガストン・モドほか

トローネ／レオン・バルザック／アントワーヌ，マイヨ〆･音楽ジヨゼフ・コスマ／モーリス・テイリエ／出演アルレッティ／ジャン・ル
1945年フランス映画188分煎題／Lesenfan1sduparadis、ＤＶＤ順ＣＯＳＭＩＣＰｌＣＴＵＲＥＳ５００円

くしたようなバリ下町の﹁犯罪大通り﹂を

立見席のこと︒１８３０〜４０年代の︑見
世物や芝居小屋が立ち並ぶ昔の浅草を大き

◆﹁天井桟敷﹂とは︑劇場の鎧上階にある

て︑時には過去の傑作に眼を向けたい︒

は大違いだが︑その点はいったん措くとし

ては︶比較的容易になった︒むろん︑スク
リーンで見るのとテレビ画面で見るのとで

て︑歴史的塙作へのアクセスが︵作品によっ

今最近はさまざまな映像機器の普及によっ

にも中世の寓話を通してナチスへの抵抗盗勢を

記念碑だった︒︵カルネとプレヴェールは狸年

よって圧制に屈しないその心意気を示した

完成した︒当時のフランスを代表する芸術

難な条件下で粘り強く進められ︑２年後に

ドイッの塊潟政椛︶下で始まり︑戦時中の困

ヴィシー政権︵南フランスにおかれたナチス

◆撮影は第２次大戦末期の１９４３年︑

生の教科書でもあった︒

とって︑この映画はいわば聖書であり︑人

示した渥将慨が夜来る﹂というもう一つの名作を

家たちが︑皿世紀民衆の活力を術くことに

舞台に︑２人の役者︑詩人兼殺人犯︑貴族︑

古蒜屋らが絶世の美女をめぐって織りな

発表しているが︑これは残念なことにＤＶＤ化さ

れていない毛

す︑波測万丈の物語である︒と書くと︑古

烈︑個性溢れる７人の登場人物を活き活き

次元のメロドラマなのだ︒詩人ジャック・
ブレヴェールの台詞はエスプリに満ちて捕

がらに古典たりうる可能性を持っていた永

トテン﹂でも第１位となった︒﹁生まれな

第１位に選ばれ︑日本の﹁キネマ旬報﹂に

﹁トーキー以後のフランス映画ベストテン﹂

■

風なメロドラマのように聞えるかも知れな
いが︑これはメロはメロでも特級の︑バル

と描ききって余すところがない︒
今特筆しなければならないのは︑俳優たち

遠の新作些︵ロベール．シ沖ザール︶︒

◆﹁天井桟敷の人々﹂は１９７９年︑フラ
ンス映画芸術アカデミーがフランス映画
人２千人を対象に行なったアンケートで

の淡技だ︒カルネの演出は︑出演者全員か

◆１９３０年代には﹁ジェニーの家﹂﹁北

ザックやスタンダールの代表作に比一唇退りる

らそのキャリアで競高の減技を引き出した︒

本野義雄︵もとの．よしお︑本誌編集委員︶

を残し︑１９９６年没した︒享年卯歳︒

リエット﹂﹁嘆きのテレーズ﹂などの秀作

頂点を極めた後も﹃港のマリー﹂﹁愛人ジュ

金時代の一．角を担ったカルネは︑鋤年代に

ホテル﹂﹁霧の波止場﹂でフランス映画黄

よる１９８０年の﹁日本公開外国映画ベス

中でもパントマイム役者バチストを減じた
Ｊ・Ｌ・バローの入魂の演技は︑時代を超
えて語り継がれる︒どの人物も誇りをもっ
て運命に従い︑あるいは逆らって生き抜く
姿が︑何度見ても私たちの胸を打つ︒卵年
代から㈹年代にかけて多少なりとも文学︑
映画︑演劇に関心を抱く若者の大部分に

郡
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という手段は有効だろうか﹂など様々な発言
があり︑町田さんから︑抽象的すぎる法律は
裁判規範性に欠けるといわれてきたが︑名古

て︑反民主主義勢力が︑民主的な政治機構の
しまおうとする危険に対して︑民主制は︑ど

屋高裁のイラク派兵違憲判決は︑前文にはあ

内部に入り込み︑民主制そのものを破壊して
のようにして︑みずからを守ることができる

るが条文には書かれていない﹁平和的生存権﹂

に裁判規範性を認めたもので︑その意味でも

か︒﹂︵冨罷藤義霊農学における学説﹂︶

これに対しドイツでは︑近代最も優れた憲

的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社

省から︑ドイツ連邦共和国基本法に︑﹁憲法

チスドイッが台頭し戦争に突入していった反

ていることから︑天皇に話題が集まりました︒
麻布とみなとの恥２つの﹁９条の会﹂のメン

上諭︵注２︶があり︑天皇の条項から始まっ

改正版とされているため︑前文の前に天皇の

また日本国憲法は形式上大日本帝国憲法の

画期的な判決であるとのお話がありました︒

は禁止される﹂と明記し︑通信の秘密や︑表
現および移動の自由を︑﹁自由で民主的な基

バーから︑天皇観も支持政党も本当に様々な
人が︑９条の会には集まっている︑その中で

法の一つといわれるワイマール憲法の下でナ

本秩序に対するさし迫った危険を防止するの
に必要な場合﹂制限することができる︑と

分裂することなく７年やってこられたのは︑

今回の読者懇談会は前号で﹁憲法﹃改正﹄
でも変えてはならないもの﹂をご執筆頂いた
町田伸一さんを講師に︑関連の法律を皆で
ご紹介できないのが残念ですが︑自民党﹃新

しています︒即ちもしこれがドイツであれば︑

町田さんたち若手が主張した原則﹁９条を守

じっくり読むことから始まりました︒全体を
憲法草案﹄にまつわる部分と︑そのあとの意
見交換会の 様 子 を ご 報 告 し ま す ︒

﹁現行憲法の自主的改正を始めとする独立体

民主制をどう守るか

なります︒しかしこの禁止と制限は諸刃の剣

たい︑との発言があり︑拍手が起こり︑懇談
会は和やかにお開きになりました．

る一点で手をつなごう﹂の力が大きかった︑

ＮＡＴＯ軍と協同する集団的自衛権の確立で︑
その根拠は︑国連憲章の鬼っ子ともいわれる

で︑その時々の権力による濫用の危険性が常

﹃新憲法草案﹄の一番の目的は︑米軍及び

国際連合憲章第副条︵注１︶にあります︒集

にあります︒自由の保障のもとで９条の平和

阿部めぐみ︵本誌縞集委員︶

制の整備を強力に実行﹂するという綱領を持
つ自由民主党はそもそも結党できないことに

団的自衛権すなわち交戦権の行使と︑国民の︑

主義を守るためには︑市民の︑運動の力がよ

意見の違いはあっても一致できる一点で手を
つないで︑統一戦線に向かってねばっていき

ではなく﹁国及び国民の安全﹂と明記したこ

り大切になってくると思います︒

なる規定も︑国際連合加盟国に対して武力攻撃が発

注１国際連合憲章第刷条︵抄︶Ⅱこの憲章のいか

生した場合には︑安全保障響重云が国際の平和及び

注２上諭︵抄︶Ⅱ朕は︑日本国民の総意に基づい

名古屋高裁の画期的判決

とは︑痛切な戦争体験から産み出された日本
国憲法の精神とはまったく相反するものです︒

ただこれは︑憲法が改正へのハードルを高く

そのあとの意見交換では︑﹁憲法﹃前文﹄
と矛盾するような改訂は不可だ︑と主張する
のはどうか﹂﹁まったく異質の自民党﹃新憲

て︑⁝帝国懲法の改正を裁可し︑ここにこれを公布

たは集団的自衛の固有の権利を害するものではない︒

安全の維持に必要な措置をとるまでの間︑個別的ま

した︒﹁民主制は︑人権を保障し︑ことに政

法草案前文﹄に徹底反論するのはどうか﹂﹁安

せしめる︒御名御璽

した硬性憲法であるとはいえ︑制定された当

治的な一言論の自由や︑集会の自由や︑結社の

保条約無効訴訟で敗訴してしまったが︑裁判

初から予見され︑危倶されたことでもありま

自由を保障する︒⁝こうした可能性を利用し
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◆期待はずれの民主政権

東京都目黒区山川賀世子
少し淡い期待をもった民主政権は新自由主
義の搾取路線がみえてやはり大企業の利益を

石川県金沢市井瀧幸治

は根本的な改革にはならぬでしょ建孔

◆九条を救え

新しく出でよ︑九条の救い人︒スタッフの

みなさんに感謝しています︒

守るのだなとがっかりです︒９条バッチ︑小
型があれば欲しいのですが︒

◆軍事力は要らない

ですが早速郵便局から送付させて頂きました︒

送付して頂き︑低所得者でほんの僅かな金額

先日﹁市民意見広告運動﹂の払込取扱票を

をいただきました︒みんなの声で安保ノーを︑

い情勢の中で︑自分にとってこの上ない指標

１２１号武藤さんの御論○困じはてたに近

秋田県鹿角市佐藤和夫

せん︒

ので軍事力は良識を脅かす弊害でしかありま

市民社会は人間の信頼関係で成立している

神奈川県川崎市佐藤節男

◆安保ノーを

然し︑肝心の意見表現出来るスペースが有り

して昭和⑲年４月から翌年８月敗戦まで約１

日本は平和憲法９条を世界に示しながら︑

東京都多摩市中島マリ子

は１９３９年︒１歳にならない弟は大陸にね

月間︑中国の土を踏んだ侵略者です︒生まれ

生きることを教えられます︒１９４５年︑７カ

いつも読ませていただき︑背筋を伸ばして

鳥取県倉吉市杉原至恵

◆貧困︑戦争による虐殺は許さない

で進みます︒

書かせて戴きました︒私は昭和肥年９月満賜

年５ヵ月少年飛行兵学校の生徒でした︒国を

天然・自然の力を利用する発電に傾注すべき

歳︑軍医に拠る身体検査︑ｎ月学科試験︑そ

守れといった最高責任者が国を売り︑嘗て鬼

東京都杉並区高嶋道
充実した会誌から多くのことを学び︑共感
しています︒人権も平和も手をつなぎあって
創りだすものだと思います︒

◆根本的な改革は

神奈川県鎌倉市吉田耕太郎
なりふり構わぬ内閣改造︑小手先の人事で

せ︑無言館では感銘を受けて参りました︒

講演を聞き︑読売新聞に掲載広告に二人で載

は松戸市民会館でノーベル賞・益川敏英氏の

毎年窓法記念日の集いには夫婦で参加︒今回

昭和６年１月２日生まれのシルバーです︒

千葉県松戸市遠藤勲

◆夫婦で参加しています

ないとの思いは持ち続けます︒

むっています．貧困︑戦争による虐殺は許さ

と思います︒

ります︒人類が誕生して帥万年︑国家と一言え

ば︑エジプトは６千年︑中国は３千年︑日本
は千数百年︑アメリカは２３０年余︒戦争の
犠牲者は多くの下級兵士と一般市民︑得をし
たのは最高指導者と兵器産業︒憲法９条は陸︑

海︑空軍は保持しないと誓っているが防衛省
は明らかに憲法違反︒私はこの地球が平和に
なる為には︑国の境は全部取り払い︑世界が
習俗︑習慣︑言語が違っても世界が一つの国

◆ともに創る人権と平和

畜といったアメリカの属国になり下がってお

◆自然エネルギーへの転換を

ませんので︑勝手ながら葉書で右の短歌一首

東京都町田市望月廉一

憲法守らぬ政治家要らぬ

◆戦争は二度としないと誓った筈

︒●●●● ︒︒●●●・・・●●●・・・●●●ロ︒●●●●︒︒︒●●●︒・・申●●︒︒︒●●●ロ︒︒●●ロ●・画●●●︒︒︒●●●︒
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◆

神奈川県逗子市丸山秀邦

﹁性別による役割分担という差別に鰯めと

福岡県嘉麻市貴田典子

◆性差別との戦いを

神奈川県横浜市堀切文子
反安保の呼びかけに強く共感します︒不戦．

られ銃後をさきえた女たちの轍を二度と踏ま

◆９条は国際関係の大前提です

忙しさに流されがちな毎日︒〃市民の意見″

非武装の憲法９条を︑すべての国際関係への

◆自分にできることをしていこう

が届くと大切なことに気づかされハツとする

うささやかな取り組みに係わっています︒壁．

ぬ﹂との思いにつながると信じ︑性差別を問

日米安保条約はもうやめましょうＩすべて

の厚さに時にたじろぎつつも︑あきらめな

対応の大前提として銘記すべきです．
の市民運動の共通スローガンとして安保条約

い！皆さんと一緒に︒

と同時に元気が湧いてきます︒〃身近な処で
自分に出来ることをしていこう″と改めて思
います︒感謝Ⅱ
破棄を掲げたいものです︒

◆軍事国家化の現実十吋
東京都板橋区和登直

◆反戦︑反核でがんばろう

熊本県熊本市田中之浩

あれほど願っていた政権交代でしたが︑小

◆吉川さん︑お疲れさま

１９３４年ｎ月６日生まれ︒布才になりま

﹁事務局だより﹂を書かれていた吉川さん

泉︑安倍も手をつけることができなかったよ

東京都武蔵野市渡遥弓子
した︒よい記事が多く︑よく読んでいます︒

が１２４号をもって若い人に交代される由︑

反戦︑反核にお互いに頑張りましょう︒

うな軍事国家化が進む現実に幻滅です︒

す︒お疲れさまでした︒ｊ
◆遼法の三大基本原理をもっと学びたい

Ⅷ東京都あきるの市谷口和憲

﹁２０１Ｌ年年頭声明﹂がすばらしい！
１２４号﹁憲法﹃改正﹄でも変えてはなら

のでしょうか︒ここに﹁希望﹂と﹁未来﹂が

﹁２０１１年年頭声明﹂︑すばらしい声明で

一﹁読者のおたより﹂の多くは︑会費納入の際の郵一

あります︒

教えられること大でした︒どなたが書かれた

いと思いました︒

基本原理に対する確信・︲・﹂をもっと知りた

ないもの﹂の最後の部分﹁．・私たちの三大

愛知県知多郡戸田昌克

◆﹁年頭声明﹂に希望と未来を

いつも楽しみに読んでおりましたので残念で

◆目から鱗 の 記 事
幸塁泉都世田谷区田島恵児
﹁市民の意見﹂１２３号の魚釣島の記事は
眼からウロ コ で ︑ 啓 発 さ れ ま し た ︒

◆すすむ原発に注意を

ｊ福島県いわき市青木裕一
一度も県民の意見を聞くことなく︑前知事

の白紙撤回をくつがえし︑福島第一原発３号
機のプルサーマル受け入れを強行した佐島雄
た訂％の信任だけで再選された︒民主・自民

す︒この声明にある具体的な提案が実現され

一睡帳窄噸錐趣野軸諏哩需

新潟県新発田市轡田勝

◆年頭声明の実現をめざしてＬ

の野合のもと︑原発の定年延長︑増設︑定検

るよう︑私のできることをひとつでもやりた

一その旨明寵していただけると幸いです︒
ＦｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＬ

平が︑知事選史上最低の投票率︑県民のたっ

間隔延長︑新たなプルサーマルの実施など狙

いと思いました︒

︾計

︾雫錨隷窪幽唾一

勺ＩＩＩＯＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩ凸

われている︒ご注目を︒
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世界筆望位句

中国

釜舎冷く国へ

減騨､⑭<窒雰

ソザ脚'乙役《諺し⑫

軒茶屋」駅５分）連絡：山本、電話０３−５９９６−０７７２

☆４月１７日(日)１３時から「沖縄で何が起こっているのか？
高江で、辺野古で何が?」一ヤマヒデのスライド＆トーク、

０３−５９９６−０７７９

六国でも

中園とは

拭いかに
冊ご︲

沖縄定期便(第一回）場所：渋谷勤労福祉会館（｣Ｒ「渋谷ｊ
駅1.0分、渋谷公園通り）主催：フォトプラザ・ヤマモト電話

研一

り
/
い

う
Ｉと

一日中やってても

宮屋日って

︶にｒ戸Ｉ

に．を

ワてたん

や琴鳴

[東京]＊４月１日(金)から３０日(土)１２時から「小さな小さ
なお庭のいつぽんの柿の木ものがたり』２０１１年度山本英夫写
真展場所:ぎやらIノーぱるまよるか（東急田園都市線Ｅ

☆４月１４日（木）から１９日（火）１２時からI広河隆一､チェ
ルノブイリ写真展」場所：早稲田奉仕園スコットホールギャ

ラリー（地下鉄東西線「早稲田」駅５分）主催ニチェルノプイ
リ子ども基金電話０３−５２２８−２６８０

☆４月２３日（土）１４時から「チェルノブイリ２５年命・自
然」一チェルノブイリ２５周年救援キャンペーンー第１部
チェルノブイリ最新報告講演とスライド：広河隆一第２部
チャリティコンサート花田美佳子、クミコ、東京荒川少年
当日３０００円、
円、１８歳以下・陣
少女合唱隊前売ﾙﾉ２５００円、当日３０００
主催：チェルノブイリ子ども基金
ら
害者１２００円主催：チェルノブイリ子ど 基 金 電 話 ０ ３ −
5228‑2680後援：ウクライナ大使館、 ベラルーシ大使館、
ロシア連邦大使館
☆４月２４日（日）１３時３０分から「チヱ
☆４月２４日（日）１３時３０分から「チェルノブイリの今を語

る〜映像と報道でつづるチェルノブイリ原発事故」お話し:バー
ベル・ウドビチェンコさん場所:文京区民センター連絡先：
原水禁ＴＥＬＯ３−５２８９−８２２４

☆５月３日（火）１２時３０分から（１１時より入場整理券を配
布)｢５．３憲法集会＆銀座パレード一生かそう憲法輝け９条一ｊ
スピーチ：伊波洋一､福島みずほ、志位和夫ほか１５時３０分
｢銀座パレード」出発場所：日比谷公会堂（地下鉄日比谷線、
千代田線、丸ノ内線「霞が関」駅３分、都営地下鉄三田線「内
幸町」駅２分）主催：５．３憲法集会実行委員会電話Ｏ３−
３２６１−９００７（憲法改悪阻止各界連絡会議）

瞳
芝０１１．１．３【､９A納半

☆５月３日（火）１３時〜１７時２０１１憲法集会「東アジア

に戦争を起すな！」イ・ヨンチェ講演ほか場所：立川柴崎
学習館ホール主催：市民のひろば・憲法の会電話０４２−
５２４−９８６３

｜[埼玉県]☆開催中から４月１６日(±)｢第五福竜丸事(４−ペン・
シヤーンと丸木夫妻.Ｉ同時開催『大川美術館所蔵作品による

ベン･シヤーンの世界展ｌ場所:原爆の図丸木美術館（東武東上線I東松山」駅･購林公園」駅タクシー

で１２分､I東松山｣駅東口､市内循環バス￨唐木ｺｰｽ｣浄室院入口下車､徒歩５分､入場料:大人900円、
中高生･１８歳未満600円､小学生400円主催:原爆の図丸木美術館､電話０４９３−２２−３２６６協力：
第五福竜丸展示館、丸沼芸術の森大川美術館、ギャラリー丸の内
[神奈川県]☆４月１日（金）から９日（土）平日１４時３０分から、土・Ｂ１２時から「TOKYOアイ

ヌ』（2010年度自主制作ドキュメント映画）場所：スペース・オルタ（｣Ｒ「新横浜」駅７分問合せ：
｢TOKY○アイヌ」上映実行委員会電話045‑472‑6349（スペース・オルタ気付）
☆５月１５日（日）１３時30分から「いらない１原子力空母jでは、春パレードを行います。『平和の花
を咲かせよう！」場所：ベルニー公園(｣Ｒ｢横須賀」駅1分)主催:原子力空母の横須賀母港問題を考え
る会電話Ｏ46‑827‑2713（横須霞市民法律事務所気付）

[愛知県]☆４月２４日（日）１３時３０分から集会｢被爆した子どもたちの願いに応えるために｣講演：

広川隆一、神野英樹1,000円（中高生500円）場所:名古屋ＹＭＣＡ多目的ピツグスペース主催:チェ
ルノブイリ２５周年救援企画ｉｎ窮吉犀電話059‑2293078
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て行動せよ﹂という︑政冊見解だけが正しい

国それにつけても︑﹁正確な情報にもとづい

た方々に心からお見舞いを申しあげます︒

回備報を追いながら︑自然の猛威に恐れおの
のくばかりです︒大地震と大津波で被災され

で世論に訴える９年目の運動は︑擬同者と賛

と妬条を中心に﹁識法実現﹂を懲見広告の形

■５月３ｕ・態法記念日の新聞紙而で︑９条

ます︒

の市民の違いもまた象徴的に示された気がし

をカンニングに利用する次元の低さで︑彼我

というのに︑こちらでは︑受験生がケータィ

イスブックなどのシールを使いこなしている

あちらでは︑市民が政治を変えるのにフェ

第２Ｒは︑〃原爆の図″で知られる埼玉県

・第１日は無言館を訪ね︑別所温泉に１泊︒

・東京発・東京蒲のバス旅行︒

冊ています︒今話し合われているところでは︑

ひもう一度訪ねたいね︑という声が事務周で

ても良い交流の機会になったこともあり︑ぜ

号参照︶︒前回は︑事務局と全図の読者とのと

アーは大きな感銘を残しました︵本誌１１５

本誌の巻頭を飾る戦没画学生の辿作を展示し
ている信州は上Ⅲ市古安曾の無言館見学ツ

感があります︒

と青いたげな官房長官の言明には驚きました画

東松山市の丸木美術館を訪ねる︒

でしょう︒ぜひご懲圃嬰琶お寄せくださいます

次号に正式なご案内を城せることができる
よう︒

に迫ってきました︒それにともない︑圧倒的
にふえる単務作業をこなすため毎日譜めかけ

図前号まで長いあいだ﹁事務局だより﹂を坐両

同金振込が鎧終締切りとなる４月旭日が目前

で︑﹁隠群とに終始している職を与えました︒

るボランティアの皆さんの熱気に︑事務局は

いた吉川勇一さんが３月Ｍ側︑元気で帥歳の

ときたら︑妙トゥー・レイト︑トゥー・リトル

他方︑原発はクリーンと宣伝しながら︑炉心

カイロのタハリル︵解放︶広場の空気と通ず

あふれかえっていますへそう︑ここだけは︑

それでいて︑原発事故についての長官の発言

は︑地震大国Ｈ本と絶対に相容れないと恩わ

て闘った田中正造の大きな肖像画が会場を圧

︵たかはし．たけとも︑本誌調集委員︶

誕生日を迎えました︒おめでとうございます＠

国本誌にカットを誉いてくださったや会員で
もある吉岡セイさんがご間宅近くで佃腿を開
かれました︒数年前から手がけていた﹁足

いいたします︒

すので︑読者の皆さん︑どうぞよろしくお願

意見広告への競伺は今からでも間に合いま

るものがあるように思えます︒

溶融まで起こした電力会社の体賞にいたって
ざるをえません℃︵ここまで︑艇災発生後３日目
に加祁︶

国今年は全国的にも寒い冬で
でし
した
たが
が︑
︑希
希望
を与えてくれた

中の民衆蜂起の

尾・渡良瀬﹂をめぐる一連の絵をまとめられ

倒していました︒・

カ・中東で進行
ニュースでした

で燈初の公答事件となった足尾釧叫そのた

たもの︒⑲世紀が卯世紀に変わるころ︑日本

のは北アフリ

︵鴫べＩジを参照︶毎

Ｈ本の政治家の
衝の低さといっ

国ちょうど２年前のことになりますが︑毎号

めに谷中付は廃村になったのですがＩに対し

それに引き換え︑

ここに極まった

たら︑お粗末も
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奉蒲局淀撫融

本誌捜正作蕊風景(３月１８日）

諸橋泰樹︑吉川勇・一︑吉田和雄︵誰挿担当︶

野裸信一︵本号・次号担当﹃道場親信︑木野義雄︑

費が少し上回っています︒

心配の声がありましたように︑︿祁劫も敬老会

市民運動の筒齢化はどこも同じ悩みを抱え

ています︒私たちは読者を増やすことで少し

でも若い世代につなげていけたらいいですねも

（軍5）大阪意見広告賛同金¥4,000,

惑
蕊撫曾蝋搬誌l窪
場費、宣伝費等。尚、意見広告との

11‑12月分の鯖算は、前年度に計上

会計燕雀

沖洲意見広告奨同金¥5;000,名謹市

今東北地方を襲った大震災・津波は︑未曽有

談会講師謝礼、執筆者へのお礼図書

の︑日本観測史上妓大のと︑いくらことばを

また︑一年間の総額を掲蔽したことで﹁会の
全容がみえてきてありがたかった﹂との声も

い他（･3）角2封筒6,執7枚、振寄用

ならべても形容しがたいほど人間の営みを一

寄せられました︒会計担当として︑これから

紙2000牧作成豊他。（雲4）識者懇

先月駅頭で︑自殺防止啓発チラシと一緒に

の励みになります︒︵上り

﹁１２４号の訂正﹂
館坑陥没﹂

・Ｐ畑上段︵鯉︶﹁セツ館抗陥没﹂←︵応︶﹁セツ

金〜川︵前もって述諦すれば︑ 休 航 ︑ を Ⅲ け る 匠

¥１４ 165、切手・はがきのまとめ買

3
Ｇ
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今Ｐ蝿花岡平和肥念館開館︵雛︶州〜金←︵正︶

注（軍1).読者憩談会¥５００００，天野
祐吉氏学習会¥aOOOo（電2)l電話代

アイヌ︑

しましたので今期はありません。

ともご検肘いただけるとのこと︶
︒Ｐ別〜踊本の紹介へ縦︶﹁逆雑竺←︵正︶﹁逆徒﹂

券、資料用図唇蛎入型、コピー代等

︒Ｐ釦中段︵賎︶アイメウィルタ←︵正︾

(単肱：円｝

﹁マスク﹂を配布していました︒﹁御年侭マス

次期への熱越8.978.668

瞬にして溶かし破壊しつくしました︒地球・

(
1
0
37
7
6
）

ク﹂ならぬ﹁自殺防止キャンペーンマスク﹂

1.110,857

3．収支

自然がもたらす巨大な破壊的エネルギーによ

脳波会諦挫用(･6）８６ 735

とでもいうのかなあ︒この﹁マスク﹂に何か

支出計

意味でもあるのかと気になりチラシに目を通

60 685

る大災害に見まわれた被災者の皆さまには︑

8 965

手数料

心からお見 舞 い を 申 し 上 げ ま す ．

光熱別

してみましたが︑そこには何も書いてなかっ

61 230

︒しかし︑福島原発の炉心溶融による放射能

2
．
０
０
０

交通製

たので係の方に聞いてみたところ﹁別に意味

会珊没

汚染は自然災害ではけっしてありません︒こ

1
5
5
.
6
0
Ｃ

はなく風邪︑花粉症の季節だから︒﹂という

発送没

んな時だからこそ︑すべての原発の停止と上

234.423

ことでした︒ま︑チラシを私に読ませるとい

印刷没

関原発建設の中止・断念︑原発輸出の停止を

2．斐棚

う効果はあったようです︒

ＭＯＯ

7.550

求めていきま し ょ う ． ︵ あ あ ︑ こ れ で さ ん き ゅ う

ﾆｭｰｽ販光

ﾊﾞｯ等販充

ハウス存統カンパは染まりにくくなるなと不訓似な

2
8
2
,
0
0
Ｃ

さて︑今期は学習会費用に加え封筒︑振替
用紙の作成及び切手・葉書などのまとめ買い

敬老会湖

気持ちを卿えられない不届きものの吉川より︶

6
5
.
0
0
Ｃ

をしましたので︑出費がやや多くなってしま

27LOOC

協力会劉

ウイルタ
おわびして訂正いたします︒

2471201
砿り金

8,978.668

汁
,

2
,
6
6
5
,
8
2
Ｃ

F/I雌金

5.888.932

会基本会Ni．

082ルルＩ
而川からの繰越９

19.000

諦会費伺

176.516

立排金

llOOOO

堺務所班

41,922

糊狼蜘.４１

111.946

消耗品測（･3）

1１８３５

通償盟（ 2）

1.007.081

収入計

213.500

預り金

1
3０
０
０

梁会入場料(.'】

131

銀行利息

135.500
カンパ

砺甑01010

(会拠小計）

1
5
.
0
0
Ｃ

隙磐考会Ⅲ

176 715

条約基金

寡

一旬股会ＩＭＩ

③編集委員天野恵一︑阿部めぐみ︑有馬保

1．収入

いました︒収入而では前号のお便りの中でご

４．醍間のＷ肌

房
零
２０１１年１月〜２目会計

彦︑杉内側子︑筒橋武智︑間間澗雅︑西田和子︑

市民の意見３０の会・東京

