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でも︑今ならまだ大丈夫︑まだ間に合う︑
すぐ東京の修復屋さんに出しましょう︑と私．

パラパラと落ちてくる︒

義妹さんの佳子さんが︑二階の物置の奥から
風呂敷にくるんだ絵を出しながらそういった︒
吉びたキャンバスから絵の具のかけらが

座

絵の上の壌をそっとはらった︒
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鮭るで︑ジグソーパズルみたいに
雑われた絵だったけ教ど︑
その絵はまだかすかに呼吸しているようだった．
五十年間の長い地中生活から︑
まだ息のあるうちに武さんの絵は生還したのだ．
もうすぐ七十歳になる佳子さんは︑
戦死した武さんの身体を拭くように︑
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反対

僕は︑少年の頃

学校に反対だった︒

僕は︑いままた

働くことに反対だ︒

僕は第一︑健康とか

正義とかが大きらひなのだ︒

健康で︑正しいほど

人間を無情にするものはない︒

むろんやまと魂は反対だ︒

義理人情もへどが出る︒

いつの政府にも反対であり︑

文壇画壇にも尻をむけてゐる︒

金子光晴
■詩の作者■
かねこ･みつはる
かねこ･みつはる1895年(明治28年)１２月愛知県生まれ。２４歳のときに欧州に渡り１年半滞在。帰国後､結婚。
どん底の貧乏暮らしの中で日本を脱出。足かけ６年にわたるアジア、欧州外遊で、植民地主義、国家主義への批
判を養ったとされる。長く日本を留守にし、経歴が憲兵に知られていないことも幸いして、比職的な天皇制批判、

日本軍批判、厭戦の詩を次々に発表、戦時中も反戦詩を書き続けた。生涯を通して痛烈な批判と反骨精神を貫く。
｢反対」は詩作を始めた２２歳の頃の初期の作品。1975年６月没。
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なにしに生まれてきたと︷間はるれぱ︑

﹇○

涛踏なく答へよう︑反対しにと︒
僕は︑東にゐるときは︑
西にゆきたいと恩ひ︑

きものは左前︑靴は右左
袴はうしろ前︑馬は尻をむいて乗る︒
人のいやがるものこそ︑僕の好物︒
とりわけ嫌ひは︑気の揃ふといふことだ︒

僕は信じる︒反対こそ︑人生で

○

︵こうろぎ・たけし︶

興相武

○○︒︒︒◎︒︒○○○０⑨︒○︒︒︒︒◎○○○○

．▼表紙絵の作者△

○

︒

︒１９１７︵大正６︶年１月晦日︑千葉
○

︒県木更津市に生まれる︒記︵昭和Ⅲ︶年
○

．４月に東京美術学校︵現・東京芸術大学︶

︒○⑧︒⑨︒︒︒︒︒︒︒︒○︒○︒︒︒○︒︒◎②

函島のルソド山において戦死︒享年認歳︒

麺転戦︒妬︵昭和別︶年８月８日︑ルソン

函ハイラルよりフィリピン︑ルソン島へ

○

︒

︒命じられる︒卿︵昭和胆︶年４月より９

．油画科入学︑藤島武一一教室にて級長を

反対こそ︑生きてることだ︒

・月まで研究科在籍︒虹︵昭和的︶年２月︑
函都城連隊に入営し︑満州︵中国東北地方︶

︵岩波文庫﹃金子光晴詩集﹄１９９１年ｎ月㈱岩波書店発行︶捨遣詩篇．九一七年ごろ﹂より︶

反対こそ︑じぶんをつかむことだ︒

つ立派なことだと︒

、 ９ ， ⑪ ⑥ ｡ ｡ ｡ ⑨ 【
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米国の核難路と園本の原発

福島第一原発に非常事態が発生してから︑

核分裂反応を瞬時かつ無制御で起こさせる

わるところはない︒唯一の違いは︑核兵器が

う本質において原水爆︵核兵器︶となんら変

ｌｊ

日本社会では俄然原子力発電︵以下﹁原発﹂︶問

風及び放射線︒ただし︑アメリカの公式政策では放

浅井基

題に対する国民的関心が高まってきた︒本質

射線をことさらに無視・過小評価してきたことは後

馴碇︑Ⅱ皿陣Ⅲ膿壷

的に﹁欠陥商品﹂でしかない︵そう断定する根
拠は後述︶原発は廃止しなければいけないと

述︶を殺裁・破壊目的に利用することを目的
としているのに対し︑原発は︑核分 裂反応を

ことで発生する膨大なエネルギー︵熱線︑爆

﹁起こるべくして起こった﹂悲劇であるが︑私

常々考えてきた私からすれば︑福島の事態は

たちは︑ただ落胆しあるいは悲憤恢慨する

人為 的に制御しながら持続的に行わせること
で生みだされるエネルギーを利用して電力を

軍事同盟そのものを清算する︵その意味におい

メリカの核政策そのものを見据えて︑日米核

取り︑原発のない日本・世界を実現すること︑
そしてより根本的には︑原発を生みだしたア

らば︑そうした核分裂反応を起こす物質︵核

発については︑ここでは触れない︶に関していうな

ランとプルトニウムの混合燃料を使ワプルサーマル原

今日主流の座に押し上げられている原発︵ウ

の事態・悲劇から学ぶべきことを正確に学び

だけで済ませてはならないと思う︒即ち︑こ

て戦後日本の政治のあり方を根本から立て直す︶こ

なみに︑発電用には低濃縮ウランを︑兵器用には高

燃料︶は︑ウラン２３５とい窪２放射性物質︵ち

するに﹁災いを転じて福となす﹂ことに私た

をつくり出す最大のチャンスとすること︑要

原爆で使われたプルトニウム２３９を大量に

放射性物質を生みだすが︑その中には長崎型

は放射線を放出し︑使用済み核燃料は様々な

濃縮ウランを使う︶であり︑また︑核分裂反応

政治家や評論家が︑﹁日本が核兵器開発能力・

潜在的核抑止力を持つために原発は必要﹂と

いう趣旨のホンネ発言を相次いで行うように

なった︵例恥７月狸日の石原都知事︑７月肥日の挫

井よしこ︑８月陥日の病披・自民党政訓会長︶のは︑

彼らの主観的意図はともかく︑プルトニウム

を﹁生産﹂する原発の危険を極める本質を客

観的に裏付ける貴重な︵？︶ものではある︒

とにかくここでのポイントは︑核兵器と原

発は核分裂エネルギーを利用する技術であり︑

人体及び環境︵人類の生存条件︶に深刻な影響

を及ぼす放射線・放射性物質を必然的に生

みだすということだ︒そして福島が重要な意
味をもつのは︑広島及び長崎においては残留

放射線・低線量被曝や内部被曝による影響が

ことさらに無視・過小評価されてきたのに対
し︑今回の事態に際してこれらの問題が非常

に重大な問題であることがもはや隠し通せな

くなった︑ということである︒

仮に原発が安全基準をクリアした確立した

技術に基づいているとすれば︑今回のような

福烏の事態は起こるはずがなかった︒しかし︑

早くから指摘されてきたように︑①核分裂反

応により︑人体に深刻な影響を及ぼす放射線

射線が自らを弱めていくのを待つ以外にないが︑半

を出すし︑その放射線は無害化できない︵放

減期の長い放射性物質であればあるほど長い期間に

わたって放射線被害の危険が持続する︶︑②発電

によって生みだされる放射性廃棄物︵及び廃

炉される原発︶の最終的処分のめどはない︵た

４
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生産するという点にある︵傍線は筆者︶︒

にわたる人類の持続可能な平和的発展への礎

と︑そうすることによって虹世紀を子々孫々

られていることだと確信する︒

散の契機を内在している︒最近⑬原発廃止論が
高まっていることに警戒感を強めている保守

含む︒したがって︑原発は本質的に核兵器拡

ちが全英知を傾注することが今何よりも求め

起こるべくして起こった福島の悲劇
原発は︑核分裂エネルギーを利用するとい

一 △ ■

と言わなければならない理由がここにある︒

は内包している︒﹁原発は致命的な欠陥商品﹂

克服し得ない本質的かつ致命的な欠陥を原発

的に制御することは不可能︑という人知では

せるための出発点は︑アメリカをして広島・

一一一一国えば︑アメリカをしてその核政策を改めさ

だった﹂ことを絶対に承認しないのだ︒逆に

に対する原爆投下は﹁犯してはならない誤り

以来の核政策を将来にわたって堅持するとい
う結論が先にあり︑そのためには広島・長崎

現を目指す大統領というイメージが作り上げ

５日︶以来︑オバマは﹁核のない世界﹂の実

オバマのいわゆるプラハ演説︵２００９年４月

いないことだ︒世界︑特に日本においては︑

も︑︐以上のアメリカの核政策は微動だにして

ならない事実は︑オバマ政権のもとにおいて

この点でどうしても指摘しておかなければ

福島第一原発のケースは︑そのことを余りに

長崎に対する原爆投下の誤りを承認させるこ

め込むしかない︶︑③核分裂反応を完全に人為

も高すぎる犠牲を生みだして証明したという

られた︵その点に関する日本を含めたマス・メディ

傘﹂︶政策
を行う︵日
米安保が核

抑止︵﹁核の

のために日本を含めた同盟国に対して拡大核

ントロール下におきたい︑ということだ︒そ

全保障を脅かすからできるだけアメリカの︒

ネルギーを野放しにすることはアメリカの安

化される場合がある︑しかも核兵器・核工

た︑したがって将来的にも核兵器使用が正当

た︑広島・長崎に対する原揖膝投下は正しかつ

子力︶エネルギーを解放したことは正しかつ

メリカの核政策の根っこにあるのは︑核︵原

紙幅が限られているので結論をいえば︑ア

欠陥商品を﹁原子力平和利用﹂の目玉として

が﹁原子力平和利用﹂計画だった︒本質的な

ための﹁イチジクの葉﹂として利用されたの

月妬日号︶︒つまり︑軍事核戦略を正当化する

跡はない︵﹃非核の政府を求める会ニュース﹄ｎ

際に原発の安全性に関する検討が行われた形

献に基づいて明らかにしているように︑その

際問題研究者の新原昭治氏がアメリカ側の文

が打ち出した呉○日営ｐｇ８提案︶によって原
子力発電を本格的に推進することだった︒国

和利用﹂計画︵１９５３年にアイゼンハワー政権

雲﹂のイメージを払拭するために﹁原子力平

問われることを恐れた︶とともに︑﹁核Ⅱキノコ

うな兵器を使用したアメリカの戦争責任が国際的に

犯罪的・反人道的な本質が明らかになれば︑そのよ

隠す︵原爆がもたらす放射線被害の残酷を極める︑

に基づいて戦争放棄を定め︑平和立国の方向

受け入れに集中的に具体化された︒原爆体験

カの核政策︵﹁拡大核抑止︵核の傘︶﹂︶の積極的

条約締結を引き替えにした独立回復︑アメリ

対日政策の１８０度の転換による︑日米安保

まったが︑米ソ冷戦激化を受けたアメリカの

和憲法・国民主権・民主化の受け入れに始

択・遂行してきた︒それは﹁仕方なし﹂．の平

わって︑いくつかの致命的な犯罪的政策を選

日本の戦後保守政治は︑平和及び核にかか

うことだ︒

マ政権は従前の政権となんら変化はないとい

﹁原子力平和利用﹂政策を推進する点でオバ

核抑止力を堅持し︑原発推進をはじめとする

アの責任は実に重い︶︒しかし︑オバマ政権３

とである︒

年余の実績が雄弁に証明している事実は︑﹁核

軍事同盟で

売り込む政策の必然的な帰結がスリーマイル︑

多くの被爆者が広島︑長崎に生存して放射

ことなのだ︒

線被害に苦しんでいることを認めざるを得な

のない世界﹂はせいぜいビジョンに過ぎず︑

ある所以︶

によって一貫して目の敵扱いされてきた︒１

性を打ち出した日本国憲法は︑戦後保守政治

アメリカの犯罪的政策に加担した園本と
秘たちの責任

ことにな

チェルノブイリそして福島だったということ
ツ○Ｇつ士ふｈリ

だ︒

１９４５年

特集日米同盟がもたらすもの
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５

かったアメリカがとった政策は︑その事実を

、

何鮫 ﹁ 原 子 力 平 和 利 凋 ﹂ 神 話 か ？
ｌアメリカの核政策壷見きわめる

事故を起こした福島第一原諾＠AirPhotoServiceCo,Ｌｔｄ

たように︑民王党政治も核・安保政策におい
ことを︑日本こそが世界の先頭に立って実践

たちは脱原発によってのみ皿世紀以後の人類
の明るい展望を切り開くことができるという

年余の政権運営が余すところなく明らかにし
て自民党政治と何ら変わるところはない︒

して証明することでなければならない︒その
法に基づいて戦後日本政治のあり方を根本か

しかし︑広烏・長崎が人類に残した最大
あってはならない政策的選択肢であるという

ら改めることが求められる︒福島の悲劇的教

ためには︑日米核軍事同盟を清算し︑平和憲

こと︑福島が今改めて語っていることは﹁原

訓を生かすのはこの道をおいてほかにはない︒

の歴史的教訓は︑戦争はもはやあり得ない．

子力の平和利用﹂もまたあり得ないというこ
なすべきは︑アメリカをして核固執政策を改

学部中退︒同年４月︑外務省入省︒国際協定課長な

︵あさい・もとふみ／１９６３年３月︑東京大学法

とだ︒広島・長崎を体験した私たち日本人が
めさせること︑そのためにも﹁核兵器の使用

日本大学法学部教授︑明治学院大学国際学部教授を

ど国内外の勤務を経て１９９０年３月外務省辞職︒

経て︑２００５年４月から本年３月まで広島市立大

は正当化される場合がある﹂とする出発点に
ことである︒そして︑﹁原子力平和利用﹂と

学広島平和研究所所長︶

ある発想の誤りをアメリカ自身に認識させる
いう考え方は成り立ち得ない神話であり︑私

日米塞保と沖縄私論︒異論

一 一 一 一

薪構ii‑酔霊幹鼠鳥

だの主婦だ︒たまたま在京の息子さん宅に滞

在されていた今春︑私の沖縄に関するスライ

ド＆トークのチラシを映画館で手にされ︑私
の写真展会場までお出でになったのだ︒この

開口一番︑﹁踏まれても︑蹴られても︑なん

ある沖縄の女性からお電話を頂いた︒彼女は

とを許されたい︒去る９月６日午前皿時過ぎ︑

から頂いたが︑私的な事柄から書き始めるこ

﹁日米安保と沖縄﹂とのタイトルを編集部

事の成り行きをごまかすことであり︑相手に

ら︑笑うしかなかった︒この場面での笑いは︑

ず︵何が何だか分からず︶︑咽嵯の防衛反応か

われたところで私には︑ど﹄？することもでき

り︑その怒りを私にぶちまけたのだ︒そう言

ようなのだ︒彼女はとんでもなく怒ってお

細に基地をもういつちよお願いね︑と言った

会見で語った言葉であり︑奴はこう語り︑沖

新たなシマ︵集落︶は基地交付金等のしがら

と言う︒そのすさまじさに仰天されながら︑

に移りすんだら︑基地というものに直面した

球弧の島から︑おつれあいの転勤で︑沖縄島

︵失礼ながら︶ではない︒基地のない︑ある琉

にいる市民運動家が自称する﹁ただの主婦﹂

今︑﹁ただの主婦﹂と書いたが︑このへん

いる私に対して熱き︵過大な︶期待を語られた︒

とき彼女は﹁日本﹂で沖縄問題に取り組んで

て言う奴がいる﹂と怒りで一杯︒私は何だか

る主婦だ︒

普天間基地 で離発蒲訓練を綴返すＫＣ１３０空中給油機

一

二 竺 呈 ・

を如実に示しているのだ︒彼女は沖縄の反戦
活動家ではない︒基地のそばに住んでいるた

;上L垂

さっぱり分からず︑うろたえながら︑話の脈

山本英夫

;満9i蒲;識 蕊;講識誘議

みで︑基地反対などと言いにくいとおっしゃ

笑うしかなかったある電謡の鰹なし

藷迄経戻≦書屋豊烏察惑紳
装灘百壁鯛瀦雰ミ澱怠

対して非常に失礼であり︑﹁奇麗事を言って
も︑やっぱりヤマトの人間は何も分かってい

略を聞き取る︒これは︑玄葉外務大臣が記者

６
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の本こいと彼中間対いわな

強引に押しつけてくるに違いない︒私達は︑

りのバナーを張り巡らし︑お披露目を沖縄の

の人々は︑この異物を逆に展示場とした︒全
国各地から寄せられた基地反対の１００枚余

縄を説得する﹂と口で言うが︑いざとなれば︑

縄の関係が詰まっている︒私達︵読者の皆様
彼らが何をやっているのか︑やろうとしてい

このたったひとつの話の中に日米安保と沖
を含む︶が何を問われているのかを考える素

が経った︒バナーは米軍によって︑何度も撤

マスコミに取材頂いたのだ︒それから５ヵ月

９月の日米首脳会談を受け︑野田政権は︑

去され︑また張りなおす︑このいたちごっこ

るかを冷静に見抜かねばなるまい︒
本格的な沖縄落としを開始した︒この政権は︑

が続いているｐもっとも台風接近の度にこの

材が満載されている︒日米安保は沖縄の生活

仲井屋沖縄県知事が何度﹁県外移設﹂を主張

これにかけるエネルギーは︑並大抵ではない︒

バナーを撤去し︑また張り直すこともあり︑

入ると︑防衛・外務・沖縄担当などの閣僚が

の関係を縛っているのだ︒

私がこんな私的なエピソードを持ち出した

しようとも︑意に介せず︑遮二無二辺野古に

ぐるみを縛っており︑沖縄と﹁日本﹂の人々

のは︑﹁日米安保と沖縄﹂を︑ただの政治論

新基地を造ろうと躍起になっている︒如月に

る私達が政治論を語れば語るほど︑沖縄を他

沖純詣でを繰り返している︒

フェンスを張ったかと思えば︑野田政権は環

いささか語呂合わせのようだが︑米軍が

で語りたくないからだ︒﹁日本﹂に住んでい
人事にしてきたのではないのか︒沖純から聞

会のラビン議員らを含め各方而からあがり︑

も沖縄県に出そうとしている︒辺野古基地建
設は不可能とする観測が米国の上院軍事委員

境アセスメントの最終過程︑評価書を年内に

辺野古浜のキャンプ・シュワブとの境界線

米日両国が︑財政破綻を深め︑まして日本は

フェンスとアセス

に︑コンクリートブロックを基礎にしたフェ

震災や原発事故で︑ひどいことになっている

こえてくる怒りの言説﹁基地はヤマトに持っ

ンスができたのは︑去る５月だ︒生きものた

て行け﹂論は︑こうした私達に対する批判︵恨

ちの棲家である︑さんどの浜をかき回して︑

玄葉蝿一顛君の発言を籍える

みつらみ苛立ち︶を込めたものではないのか︒

彼が記者会見で言い放った﹁踏まれても︑

のだが︑事態は一向に変わらないのだ︒

原政調会長らが沖縄の基地推進派強化策の裏

今︑閣僚が沖縄詣でをやっているのも︑前

沖縄の全面的な対決になるだろう︒

可能性もある︒こうなれば︑﹁日本﹂政府対

法の改悪を強行し︑県知事の権限を剥奪する

を拒否すれば︑国は県を裁判に訴えるか︑同

の許諾を県知事に求めてこよう︒知事がこれ

ても県に提出６ヵ月後には︑公有水面埋立法

大臣の意見が寄せられても︑防衛省は︑遅く

防衛省が︑アセス評価書を県に出し︑環境

何が問題なのか

米軍はこの異物を造成した︒辺野古テント村

調一﹄

錘

一Ｗ

Ｊ︾︾聯一

峰．︒

蹴られても﹂は︑外務大臣として︑見事なま
での空っぽさを露出したものだ︒日本政府が︑

日本権力が沖縄に歴史的に強いてきた差別を
まるで自覚しない︑ひとかけらの反省もない
ことを公言している︒彼は︑野田首相︑野党︑

マスコミの誰からも罷免すべしとの批判を浴
びていない︒これで︑﹁沖縄を説得する﹂な
どとのたまうのだ︒この発言は︑外務官僚か
らの入れ知恵に違いないが︑何とも浅ましい︒

ではないかⅡ︒怒髪天を衝くとは︑このこと

踏んで︑蹴って︑殺してきたのは︑あなた方

霞茎毒

辺野古浜キャンプ・シュワブに巡らされたフェンスに
取付けられたバナー
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である︒

こうした状況を考えると︑野田政権は︑﹁沖

特集園
日諜
米同盟がもたらすもの
祷

工戸

瞳．日︑・・力もこらすも
工作の陣頭指揮を行っているのも︑﹁オール
沖縄﹂の態勢を覆したいがためだ︒その最大
の眼目は﹁海にも陸にも基地を造らせない﹂
を貫いている名護市の稲嶺進市政を潰すこと
だ︒

現に名護市議会の推進派は︑市長に対して︑

米国に追随するＴＰＰ参加

しろ﹂とぐっと声を落として迫った︒そして

した︒まさか忘れてるんじゃないだろうな︒

最後︒やや声の調子を上げ︑﹁ＴＰＰはどう

ＴＰＰ︵環太平洋経済連携協定︶交渉参加に

震災なんぞ言い訳にならないぞ﹂︒どぎまぎ

日米首脳念願で迫られた宿題

向けて︑野田政権の異様に前のめりの姿勢が

した野田はおでこをピシヤンと叩いて︑﹁恐

辺野古テント村の撤去を再三要請し︑それが
適わぬと見て︑辺野古区内での撤去署名を始
撤去を迫っている︒

目立つ︒この協定︑自由貿易は良いものだと
いう政府や経済界と同じ前提に立って分析し

大筋︑こんなところでまちがいないはずだ︒
読売新聞はさっそく９月泌日の社説で﹁同盟
深化へ﹃結果﹄を出す時だ﹂と煽り︑ＴＰ

９月躯日︑首相就任後の初めての野田とオ
バマの出会いは面白かった︒にこやかに野田

め︑ｎ月３日には直接︑テント村を訪れて︑
ここにも基地交付金が影を落としている︒
お金と近隣のしがらみの中で︑住民の本音が

ても︑日本経済の得にはならないばかりでな
く︑マイナスに作用することも十分に考えら
れる︒それなのになぜいまＴＰＰなのか︒そ

Ｐについて﹁ｎ月︵ＡＰＥＣホノルル首脳会議︶

私達は︑防衛省に対して︑アセス評価書を
出させない取り組みを強め︑法改悪を阻止す
べくロビー 活 動 を 至 急 開 始 す べ き だ ろ う ︒ ま
た︑沖縄に対する一括交付金の行方に注目し︑
中央政治に組しなければ生きていけないよう

を迎え︑二人は握手し椅子に座る︒二言三言︒

聞きなれないこのＴＰＰという言葉が政治

れ入りやした︒へえへえ︑なんとかします﹂︒

押し隠されているのだ︒

のことを考えてみる︒

な行財政の仕組みを︑沖縄の人々と共に徹底

一瞬にして厳しい表情を貼り付けたオバマが

オバマ大統領がにこやかだったのはここまで︒

歩調を合わす経団連とマスコミ

が日本参加決断の期限﹂と尻を叩いた︒︑

的に阻止し︑改革することが必要だ︒

であった︒ＴＰＰは参加国の間で貿易・投資．

企業活動の徹底した自由化を進めようという

もので︑ここへの参加は︑農業︑労働や環境へ

らアメリの牛肉は安全だといってるだろう︒
加力月以下の若牛の肉しか買わないなんてせ

界は早速歓迎の意を表し︑メディアには﹁こ

食の安全など国民生活の隅々にまで影響を与︲
える︒それまで政府部内でも国会でも公には
ほとんど議論された経過はなかったが︑経済

人々の人権や生存権にからむ公共サービス︑

こいこともうやめるよ︒早く輸入制限を撤廃

一番﹁普天間はどうするつもりだ︒早く結
果を出せ﹂とまずかましたｐ続いて︑﹁前か

ぐいと顔を野田に近づけたオバマは︑開口

つく︒

何やら野田にいう︒テレビの映像はここで切
れるのだが︑その後の問答はおおよそ想像が

の舞台に登場したのは︑２０１０年ｎ月１
日︑菅前首相による衆議院所信表明において

本誌編集部は︑﹁日米安保と沖縄﹂を書け
といったのに︑これは何だというかもしれな
い︒しかし︑安保の現場に密着してみれば︑

こうした観点からの対話と分析が不可欠だと

私は考える︒また︑私の企画﹁いつのまに
かオキナワの空の下を歩いてきた﹂︵ｎ月妬日︑

りだ︒是非お出かけ願いたい︒︵ｎ月５日記︶

訂旦などでも私の沖縄への拘りを語るつも

︵やまもと・ひでお／フォトグラファー︑写真も︶
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のままＴＰＰの協議に参加しなければ日本は

世界の成長センターとしてこれからの世界

それもいつときで︑大震災後１ヵ月もたつと︑

危機に︑ＴＰＰ論議は先延ばしとなったが︑

その矢先︑３．ｕが襲った︒この未曽有の

易協定︵ＦＴＡ︶であった︒特徴はモノとカ

まって２００６年に発効した地域的な自由貿

ジーランド︑チリ︑ブルネイという小国が集

ＴＰＰはもともとシンガポール︑ニュー

の影は薄く︑中国が主導権を握り始めている

削っている︒しかし︑この地域ではアメリカ

は︑米国と中国が主導権をめぐってしのぎを

アジア・東南アジア︶の経済連携をめぐって

経済を先導するとされている東アジア︵北東

またぞろＴＰＰを進めろという掛け声がかし

が自らが自在にふるまえる場なのである︒Ｔ

紫国主導⑱アジア経済戦略

ましくなった︒日本経団連は４月過日︑日本

ネの動きについて徹底した自由化路線を打ち
出していることだ︒貿易については例外を認

ＰＰを言い出した菅前政権のＴＰＰ論議はこ

滅んでしまう﹂という論調があふれた︒

の通商戦略に関する提言を発表した︒提言は︑

めず全品目について関税を撤廃することを打

バルな事業展開︑円滑なサプライチェーンの

た園？えで︑﹁震災後の経済復興に向けたグロー

て︑﹁早期参加は依然重要な政策課題﹂とし

も小さいとみられていたからだが︑２００９

たのは︑関係国が極めて小国であり︑影響力

定である︒内容が過激な割に注目されなかっ

的所有権︑人の移動なども包み込む包括的協

ち出し︑さらに公共サービス︑政府訓達︑知

る︒先鞭を切ったのは朝日新聞であった︒菅

メディアの動向にそれはよくあらわれてい

を押さえておきたい︒

うした政治力学の中の選択なのだということ

のが実態だ︒そんな米国にとってＴＰＰこそ

大震災後︑論議が停滞しているＴＰＰについ

構築に不可欠﹂と主張︒参加しなければ﹁国

年ｎ月にシンガポールで開催されたＡＰＥＣ

日米同盟とＴＰＰ

う﹂と︑脅しとも見える言及をしている︒

内生産拠点がＴＰＰ参加国に移転してしま

共催で日米同盟に関するシンポジウムを開催︑

首相︵当時︶が国会で発言した直後の岨月８
日︑朝日はワシントンで米外交問題評議会と
統領が突然参加を表明︑注目を集める存在と
なった︒米国に続いてオーストラリア︑ペ

︵アジア太平洋経済協力会議︶で米国のオバマ大

月晦日の読売新聞の社説︑﹁ＴＰＰ参加で復

続いてマスメディアによるＴＰＰ推進の
大合唱が再びはじまった︒その第一陣が５

は︑﹁︵日米同盟の課題の一つは︶ＴＰＰに日本

パネリストで出席した船橋洋一主筆︵当時︶

も参画し︑日米が提携して﹃自由で開かれた

ルー︑ベトナム︑マレーシアが現在参加交渉

国際秩序﹄を作ることだ﹂と発言している︒

典に弾みを﹂であ

米国の参加を境に︑小国どうしの連携をめ

ｎ月には読売新聞が同紙の看板コラム﹁地

に入っている︒

ざすものだった同協定は大きく性格を変えた︒

球を読む﹂に葛西敬之ＪＲ東海会長を登場さ

る︒同社説は﹁自
経済成長を実現す

徹底した自由化路線を維持しながら︑米国が

由貿易を拡大して︑

ることが東日本大

軸であり︑ＴＰＰはその展開形である︒速や

せ︑﹁日米同盟はまさにわが国安全保障の基

かに参加し︑米国とともに枠組みづくりに名

さらに２０１０年ｎ月に横浜で開かれたＡＰ
ＥＣ首脳会談で︑ＡＰＥＣ参加皿ヵ国を枠組

乗りを上げるべきだ﹂と発言させている︒

主導する広域経済連携をめざす存在になった︒

みとするアジア太平洋自由貿易間︵ＦＴＡＡ

かせない﹂という
書き出しで始まる

Ｐ︶を実現するための土台として﹁ＡＳＥＡ

震災の復興にも欠

ものだ︒ 大 手 新 聞 ︑

Ｎ︵東南アジア諸国連合︶＋３﹂︑﹁ＡＳＥＡＮ

ＰＰは︶膨張する中国をけん制することにも

最近では︑読売新聞の如月６日社説が﹁︵Ｔ

テレビがそのあと

＋６﹂と並んでＴＰＰが位置づけられた︒

を追った︒

特集日米同盟がもたらすもの
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﹁２０１１年３．胴から
８．６︐８．９へ﹂
諸橋泰樹さんを囲む読者懇談会の報告

つながろう﹂と書き︑ＴＰＰは経済に軍事を

絡めた中国包囲網であることを明確に述べて

いる︒民主党政権にとっては︑普天間移設問

題で揺らぎ︑尖閣での日中衝突でその効用を

再認識させられた日米同盟を立て直す切り札
だったのだ︒

ＴＰＰの本来の対象である経済に限ってみ

れば︑効用よりも弊害が目立つ︒成長のアジ

アのカギを握る中国は参加の意思を全く示し

ていない︒韓国は米国議会がやっと批准した

韓米ＦＴＡで野党の反対にあい立ち往生して
いる現状で︑ＴＰＰは全く念頭にない︒アジ

アの経済大国中国も韓国も︑そしてインドも

経済からのみ考えたら︑ＴＰＰよりも日中

ＴＰＰには関心を示していないのが実情だ︒

韓にＡＳＥＡＮ︑インドを加えた自由貿易圏
をめざすほうがよほど効率的だしうまみがあ

る︒経済的意味はほとんどなく︑逆に農業や
食の安全︑労働や公共サービスなど国民の生

存権にとって厄介事を背負うことのほうが大

きいＴＰＰに政官経そしてマスメディアが血
道を上げる理由は︑アメリカの戦略への追随

という以外に考えられない︒そして︑その底

にゆきつく︒日米安保のもとで︑軍事と経済

流を探っていくと︑日米安保条約の経済条項

はもともと一体のものであった︒その意味で︑

沖縄・核・ＴＰＰもまた︑一体のものとして

私たちは捉えなければならないのだと思う︒

︵おおの・かずおき／牒菜雪聾宜
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騨撫謹誰雛議一般参加者に

冬片付けろ！逮捕じゃなくて射殺しろよ！

てください！熱中症でね︑子供やお年寄りを

殺せ〜！不当逮捕って一一一百旦剛によ〜く反省し

さんざん殺したんだよ︑お前達︒中核派は日

本から出てゆけ〜新宿署は中核派を逮捕しろ

ましたが︑開示は出来ないとの返答︒盤時間

ゆみ

私達夫婦は３．ｕ以降︑国と東京電力に対命を守るぞ！︵ここで
し大きな不信感を抱き︑脱原発デモなどに積私が夫のフランクに彼ら
極的に参加して来ました︒９．皿のデモは︑の発言の曝を訳し︑集
仕事の兼ね合いでスタートから参加できず︑団に団
対にし
のの
意意を
対抗
し議
抗議
を表
表す
すため彼が前に出る︒︶おい︑
デモ後の集会から参加するため︑夕方︑鈍籍なん
だだ
よよ
︒︒
ウウ
ジジ
ムム
シシ
峰は 日 本 か ら 出 て 行 け 〜 犯
なん
駅に到着しました．その日の形相は白い防護罪罪
者者
はは
日日
本本
かか
らら
出出
てて
鐸行 け 〜 犯 罪 者 を 逮 捕 し ろ
き︸
こ炭
め〜犯罪者を生きたまま︑
服に全面マスクにヘルメット︒原発作業員の〜〜
犯犯
罪罪
者者
をを
たたたたき
方達の格好をしていました︒デモ隊はまだア原原
子子
炉炉
にに
叩叩
きき
込込
めめ
〜〜
茎さ っ さ と 逮 捕 し ろ よ ！ 何
ルタ前広場にはまだ到着していなかったのの為
警警
察察
はは
﹄やっているんだよ！︵私
のに
為君
にた
君ち
たち
で︑デモ隊墓しながら新宿を歩き始めましはうラ
はフ
ンラ
クンを
ク押
をさ
押さ
ええ
デデモ
モ隊に入ろうと促し︑その場

も無意味に自由と人権を奪われた逮捕の理由
を︑本人が知る権利すら無いのです画また︑

運・蕊

を去
しそ
たの
その
た︒新宿三丁目の交差点に差しかかろうとしを去ろ
うろ
とう
しとた
時時
︑︑警察官が背後から柔道の足
た際にデモ隊が見えたので向って行きました︒技み
方方
法法
ででフ
技た
みい
たな
いな
フラ
ラン
ンクを地面にうつ伏せに押し

暴言を吐いていた集団が公道を占拠し抗議集

国際結婚し日本在任皿年目︒フリー・デザイナー︶

︵ゆみはペンネーム︒フランス人のフランク氏と

由を守る警察に大きな矛盾を感じました︒

﹁射殺しろ﹂等と叫んでいた人達の表現の自

議の意を表しただけ﹂で﹁逮捕﹂されたのに︑

取締りはできない﹂との返答︒フランクは﹁抗

との間いに﹁彼らにも表現の自由があるので

れる発言に対し警察官は取り締まらないのか

ましたが﹁無許可﹂とのこと︒人権侵害と取

会をする許可を取っていたかどうかも確認し

釈放後︑調書の内容を東京地検に問合せし

奪われました︒

内容です︒その為に槌時間監禁され︑自由を

ぎった③警察官に暴力を振った︒事実無根の

言を吐いた②警察官のホイッスルをひきち

もの︒公務執行妨害罪で内容は①警察官に暴

けてもらったらしいが調書はでっちあげその

逮捕後も酷いもので︑フランス語通訳を付

〜！﹂

倒．
す私
︒は
私は
けに
に行
行こうと近寄るが︑篠数の警
その時︑道路にアンチ脱原発の集団が陣取り︑倒す
彼彼
をを
助助け
察官
押問
し答
問答
り私
私もうつぶせに倒される．フ
３人目の逮捕者が出た直後のデモ隊に対し暴察冒
押とし
にに
ななり
言を吐いていました︒フランクの逮捕は彼らランクは私と離れない様
ラ
ン
ク
は
私
と
離
れ
な
い
様に私の足を損むが︑響察官
の叫んでいた言葉が発端となります︒その内に引に
き引離
︒︒
そその
きさ
離れ
さる
れる
のた
ため︑着ていた白い防護服は
容を後に文字起こししたものがこちらです︒ズタズ
ズタタ
とと
フフラ
ズに
タ︒
に私
︒私
ラン
ンクは集団の後ろ側に別々に
﹁３人逮捕︑おめでとうございます！皆さ連れ連
てれ行
︑︑
フフ
ララン
てか
行れ
かれ
ン〃
クは護送車に乗せられます︒
私も
警二
官人
二人
脇を拘束されていた︒彼は日
ん︑見て下さい︑見て下さい．あれが今日３私も
婦婦
人人誉
にに
爾両脇
人逮捕された反日集団の犯罪者のデモ行進で本語本
が語話
いい
のので
がせ
話な
せな
で彼
彼と
と同行させてくれと頼んだが︑
ございます．よく見て下さいね︑犯罪集団が蓄人
と人
しとて
れれ
てて行
参考
し遮
て連
行か
かれ︑新宿署の前で彼と私の
皆さんの目の前を通ります︒子供を殺すのは名前名
︑前生
日日︑
先宏等を伝えると帰っていいと
︑年
生月
年月
︑連
連絡
絡延
この連中です︒実際に何百人の子供が死んだミニミ
パニ
トパか
ささ
れれ
たた︒︶や〜逮捕〜！おめで
トら
か降
らろ
降ろ
と思ってるんだ！その墓はお前達にあるんとう
とご
うざ
ごい
ざい
まま
すす
〜〜
１！
軒射 殺 し ろ 〜 醤 察 は 犯 罪 者
だよ！子供の命を守るぞ！犯罪者から子供のをを
射射
殺殺
しし
ろろ
〜〜
逮逮
捕捕
なな
〃ん て 生 ぬ る い こ と や る な

ＩＩ

｜運
運動
動の
の現
現場
場か
から
ら
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１

▼

運動の現場から

卿蟻

磯座り込みから始まる連帯
運﹄蝋

女たち﹂から︑ヨ福島の女たち﹄が座り込む

３日間につなげて︑釦日からｎ月５日まで座

り込みを１週間継続します﹂と連絡が入りま

した︒その後は︑大阪のおかんとおとん︑広

変しました︒一時は﹁死﹂をイメージしまし

福島原発事故が起きて︑私たちの生活は一

募集を始め︑加月４日に第１回ミーティング

りました︒専用のブログを開設して賛同者の

人で座り込むに行く﹂という目標だけが決ま

４人の女性が集まり︑﹁福島の女たち１００

加えていただきました︒最初はこぢんまりと

ば﹂と思っていた矢先︑私も話し合いの輪に

きましたし︑県外に避難中のお母さんたちか

ました﹂というメッセージをたくさんいただ

島の人たちが声を上げてくれるのを待ってい

エントリーも日に日に増えていきました︒﹁福

告が次々飛び込んできました︒座り込みへの

込みます﹂﹁チラシ撒きをします﹂という報

人見やよい

島︑京都︑富山︑北海道︑和歌山︑ロスァン

たし︑安全な空気︑水︑食べ物など︑当然の

開催后﹁ついに⁝女たちは立ち上がり︑そし

らも﹁ぜひ︑駆けつけます︒このようなアク
ションを呼び掛けてくれてありがとう﹂とい

ゼルス︑ニューヨークから︑﹁私たちも座り

ように受け取ってきた暮らしを失いました︒
そんな中で唯一うれしかったのは︑﹁これで

て座り込む！﹂というキャッチフレーズと﹁原

進まない国の方針転換

国策・原発政策は間違いなく止まる！﹂とい

という日程が決まりました︒福島の原発事故
がまるでなかったこととして風化されそうな

たちは目を疑うような光景を見ました︒どこ

そしていよいよ迎えた座り込みの当日︑私

膨れ上がった支援⑳輪

う声も多数届けられました︒

う確信でした︒これほどの大事故を引き起こ

発いらない福烏の女たち〜１００人の座り込
み﹂というタイトル︑如月 〜鱒日の３日間

恐怖︑そして再びこのような悲惨な事故は必

までも続く人︑人︑人︒思いを込めたプラカー

した以上︑﹁原発は安全﹂だと信じる人はい
なくなったはずですし︑その確信の通りに︑
世論調査では脱原発を望む人が８割を超えて
いきました︒しかし聞こえてくるのは︑玄海

ドや横断幕を手に︑経済産業省前に大勢の人

で座り込む﹂という私たちの目標を遥かに超

るわけにはいかないのです︒そして︑原発を

えていました︒最終的に参加受付人数は︑

ず起こるであろう恐怖に︑私たちは黙ってい

らの卒業を宣言しに行く責務があると考えて

原発や泊原発の再稼働︑原発の海外輸出など︑

国の方針を転換させるのは︑これほどまで難

のアクションでした．

人︑県外６０８人︑豹日は県内汚人︑県外

たちが集まっていました︒それは﹁１００人

しいことなのかと︑目の前が真っ暗になるほ

正式に参加者募集を始めたのは皿月５日で
す︒ブログでの募集記事にはたくさんの応援

８１８人で︑３日間で合計２３７１人にもの

受け入れてきた立地県の住民として︑原発か

どでした︒

がつきました︒ツイッターやフェイヌブック
で次々と情報を広げていただき︑全国から賛

座り込みの最中も﹁福島は今どんな感じな

相変わらず原発政策を推し進める声ばかり︒

東京で座り込遥﹄っ！

同と支援の手が差し伸べられたのです︒連帯
の輪も広がっていきました︒まずは﹁全国の

の？﹂﹁私たちに何かできることはない？﹂と︑

ぼっていったのです︒

日は県内︑人︑県外７３５人︑鍋日は県内妬

︵ハイロァクション世話人︶から連絡が来たのが

そんな中︑﹁東京に座り込みに行きたいっ
て話が出ているんだけど﹂と︑武藤類子さん
９月羽日のことでした︒﹁何か行動しなけれ

1
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経産省本館前での座り込み

を持ってつながっていける︑活動していける︑

んの女性たち︑そして男性たちと︑同じ願い

のエールをもらいました︒こんなにもたくさ

たちが変えていかなくちゃね！﹂とたくさん

ね！﹂﹁世界の原発も止めなくちゃね！﹂﹁女

福鳥からの参加者たちはあちらこちらで質問
攻めにあいましたｂ﹁全国の原発止めなくちゃ

を強いられ︑家族は分断させられ︑地域のコ

のために︑福島県民は放射能に怯える暮らし

はや﹁利権﹂だけだと思います︒そんなもの

とができますが︑原発を続けたい理由は︑も

を続けられない理由ならいくらでもあげるこ

あったことは周知の事実になりました︒原発

れまで吹聴されてきたことが︑悉くウソで

大きな力︑大きな声にできることを実感でき

人の力︑一人の声は小さいけれど︑集まれば

できて︑本当によかったと思っています︒一

今回︑人生初の座り込みアクションに参画

ンディングでした︒

その場にいた全員が一つにつながって︑﹁原
発のない未来﹂を夢見ました︒素晴らしいエ

に対して何ということをしてしまったのかと︑

涙が出てきます︒私たち大人は︑子どもたち

を首から下げて通学する子どもたちの姿に︑

カンパを使って︑郡山市から霞が関まで貸切

支援に︑物心ともに支えられました︒頂いた

をはじめとする︑全国のみなさまの温かいご

ました︒また︑東京のサポート隊のみなさま

力は安い﹂﹁原発は絶対に安全﹂といったこ

その感動だけで今回アクションを起こした意

ミュニティも破壊されました︒ガラスバッジ

自分の力不足が情けなくなります︒もういい

バスを２回走らせることもできました︒

させて﹂という私たちの要請に︑どのような

す︒﹁原発はもう止めて﹂﹁子どもたちを避雌

けで︑心の中では﹁原発はもういらない﹂と

心で足早に通り過ぎる人もたくさんいました

座り込みをしている傍を︑無表情・無関

かだゎら

加減︑エネルギー政策の方向転換をする時で

これからがまたスタＩ卜

義があったと感じるほどでした︒
私たちは︑要請害の申し入れも行いました︒
要請したのは次の４点です︒

︵１︶すべての原子力発電所を直ちに停止
させ︑廃炉とすること︒

︵２︶定期点検・トラブル等により停止中

回答が来るのか︑とても楽しみにしています︒
最終日にはデモ行進を行いました︒日比谷

感じているに違いないと思います︒いつか

の原子力発電所の再稼働を行わないこと︒

︵３︶子どもたちを直ちに︑国の責任にお

公園を出発して︑東京電力本社前︑銀座数寄

自立を妨げる原因となってい
いる
る電
電源
源三 法 ︵ 電

先頭に長い隊列が続きました︒ゴール地点の

参加者は約１０００人︑﹁福島の女たち﹂を

終わりません︒それまでは決して諦めません︒

アクションは︑原発をすべて廃炉にするまで

が︑意思表示をする勇気と自由を持たないだ

いて避難・疎開させること︒また︑すでに避
難し︑またはこれから避難する住民に完全な

屋橋交差点︑東京駅と約１時間の行進でした︒

源開発促進税法︑

たち﹂は泣いていました︒つながりあうこと

常盤公園でデモ隊を迎えながら︑﹁福島の女

備法︶を廃止する

用施設周辺地域整

３日間︑女たちが指編みでつなげたロープは︑

に戻って︑毛糸ロープによる取り囲みに挑戦︒

のうれしさに泣きました︒その後︑経産省箭

世話人︒写真提供も︶

︵ひとみ・やよい／﹁原発いらない福島の女たち﹂

ここからまたスタートです︒わたしたちの

電源開発促進対策

︵４︶原発立地自治体を補助金漬けにし︑

補償を行うこと︒

きっと仲間になれると信じています︒

特別会計法︑発電

参加者のみなさま︑支援者のみなさま︑あり
がとうございました︒また会いましょう︒
こと︒

ラストは︑再び日比谷公園に戻ってフィナー

見事に経産省を取り囲むことに成功しました︒

目ロヘヘ︒目農８画旨・の①のの笛●昼のミ

﹁原発いらない福島の女たち﹂公式ブログ

﹁原発がなくな
れば電力は足りな

レ集会︒笑って︑泣いて︑叫んで︑歌って︑

メールァドレスｏ昌農ｇ国営＠割目︒︒●８旨

くなる﹂﹁原発電
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運動の現場から

の墨雨にもマヶズ︑１３００人の熱い﹁人間の鎖﹄で

た︒今回は平日のため︑経産省ビルの窓は夕

血畿羅産省の完全包囲に成功！

運螺杉原浩司
２０１１年ｎ月ｎ日は﹁経産省包囲記念日﹂

方も煤々と輝いていました︒﹁窓の向こうに

かに伝わってきました︒
数日前︑ＪＲ新橋駅から歩いて﹁経産省前

参加が頼みであるがゆえに︑その心意気がじ

られるとは思いませんでした︒人々の自主的

い雨が降る悪条件の中︑これほどの参加が得

署名︶︑山城保男さん︵横須賀市議／原子力空母

田明子さん︵３画﹈昌曽／原発輸出反対緊急国際

さん︵俳優︶︑服部良一衆院議員︵社民党︶︑吉

木村結さん︵原発いらない全国の女たちのアク

は︑山口手辛夫さん︵原子力資料情報室・共同代表︶︑

いよいよ集会がスタート︒経産省正門真
ん前の絶好の位置に横付けした宣伝カーで

職員がいる﹂︒切迫感が違います︒

９月ｕ日の成功に雪経産省保安院

テントひろば﹂︵経産省扱地内に９月ｎ日に開設︶

反対運動︶から力強い訴えが続きました︒最

は﹁再稼働反対﹂を掲げる約１３００人の﹁人

に向かう夕方の道すがら︑本当にこの場所を

後に︑﹁制服向上委員会﹂が﹃原発さえなけ

間の鎖﹂によって再び包囲されました︒冷た

取り囲めるのだろうか︑とその姿がなかなか

午後７時過ぎと７時妬分には一斉に手をつ

出した仲間によると︑ロビーで待たされた時
に︑外の人々がよく見えたそうです︒

四国から届いたもの︶を大臣官房に出向いて提

要請書︵実行委冨異云のものと︑福島︑佐賀︑福岡︑

ました︒

ション︶︑笠井亮衆院議員︵共産党︶︑山本太郎

想像できませんでした︒人だけではっなが

れば﹄﹃ダツ︑ダツ︑脱原発の歌﹄を熱唱し

曲

らない事態を想定して︑

横断幕をたくさん用意
したり︑ペンライトを
吊るしたひもをつなご
うという提案が出たり
当日午必後４時を過ぎ

もしました︒

なぎ﹁人間の鎖﹂による完全包囲を達成︒前

玄海原発４号機の強引な再稼働︑ベトナ

ました︒

かった︶を生かして︑各而ごとに集会も行い

回の教訓︵正面以外にはステージの音が届かな

ると︑雨にもマケズ︑
霞ヶ関一帯に向かって
事前情宣隊が次々と出
発︒テント前にも徐々
に人が増えていきまし

ムヘの原発輸出の加速︑﹁避難させずに除染﹂

キャンペーンなどの﹁原子力ムラ﹂による逆

襲に対する﹁黙っていられない﹂との思いが︑

人々を突き動かしたことは間違いありません︒

同時に︑若者たちのハンスト︑テントひろ

ぱの脱原発拠点としての発展︑そして﹁福島

の女たち﹂﹁全国の女たち﹂による座り込み
の成功という︑この間の経産省前でのアク

ションの高揚が﹁人間の鎖﹂成功の下地を作っ

翌日胆日︑経産省は報復するかのように︑

たとも言えるでしょう︒

テントひろばを一方的に鎖で囲う動きに出ま

した︒冷たく無機的な抑圧の鎖です︒手の温

もりをつないだ前日の﹁人間の鎖﹂と何と対
照的でしょうか︒﹁国有地﹂という公共空間

を不当に占拠しているのは経産省の側です︒
実行委員会はテントひろばと共に︑ｎ．ｎ

から皿．ｕにかけてを﹁再稼働反対アクショ

ン月間＠経産省前テント﹂として︑様々なア

クションを募集します︒経産省と右翼︑警察

が一体となって強まるテントへの攻撃をはね
返す意味も込めて︒最終日の皿．︑デモへの

︵すぎはら・こうじと穆局原発事散緊急会議みど

多くの皆さんの参加を呼びかけます︒
りの未来︶

担月ｎ日︵日︶デモ
焔時日比谷公園に集合粋時デモ出発︒
﹇主催︺洞・洞〜惟・獅再稼働反対１．全国ア

クション実行委弓皇云︵葛ロミコ︒．臭の叩きへ︶
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ま『原発御用」提灯を持って参加（写真･大木晴子）

｢市民の意見３０の会･東京」

認場倉辱
牟

争

由

〜

も

﹃君が代﹄不起立最高裁判決の問題性

︵２︶戦前の思想弾圧の反省から設けられ

た四条は︑精神的自由の砦にもかかわらず︑

厳格審査すら行なわなかった︒必要性︑合理

性という暖味な比較考量で決着させ︑憲法価

他方︑起立斉唱行為には敬愛要素が含まれ

しき︑戦前の特別権力関係論の復調を促して

職の公共性という名で︑職務命令絶対体制を

︵３︶教育労働者に対し︑全体の奉仕者︑

渡辺厚子

るため︑原告らにとって︑行為は自らの歴史

値を投げ捨てた︒

観等に反し︑苦痛・葛藤を生じさせた︒原告

梱︒掴弁論通知
最高裁は如月６日︑﹁日の丸・君が代﹂

いる︒

らにとって︑職務命令は︑思想良心の自由へ

︵４︶起立斉唱行為とは︑職務として為す

べき子どもたちへの﹁指導﹂﹁垂範﹂である

の間接的制約にあたる︒

とし︑不起立行為は︑﹁日の丸・君が代﹂へ

すると倒錯論理を打ち出す︒思想良心の保護

しかし原告らは全体の奉仕者であり︑上司

比較考量すると︑儀式︑秩序維持には必要

本国家のための教育︑教員︑子どもであるべ

の命令に従う立場にある︒儀式の円滑進行︑

性︑合理性があり︑間接的制約は許される︒
従って職務命令は遡条違反ではない︒

本年７月︑国連自由権規約委員会は︑同

る被処分者１６８名は︑３．Ⅲ東京高裁勝訴

の訴訟に対しても弁論通知があることとあわ

ということだ︒一︑二群とも敗訴している別

間接的制約を認めさせ︑２名の反対意見︑

規約四条︵意見と表現の自由︶﹁一般的意見弘﹂

判決を得ている︵戒告・減給処分取消︶︒弁論

せると︑どうやら最高裁は︑裁量権論上で︑

補足意見中５名の処分慎重論を引き出したこ

の敬愛を学ぶべき子どもたちの学習権を阻害

停職処分のみ取り消す︑という線引きを結論

とは闘いの成果であるが︑基本的憲法論にお

秩序維持をすべき職の公共性がある︒

したように思える︒今後の裁判︑政治動向を

私は判決には大きく四つの問題があると考

この闘いを広げ︑各々が自らの当事者性を

法令への懸念﹂をはじめて表明した︒

ンボルに対して敬意を払わないことに関する

きと臆面もなく国家主義を推進する︒

どころか︑多民族︑多文化社会を認めず︑日

左右する重大な判断に要注目である︒

の最終版を確定︑パラグラフ認で︑﹁旗やシ

最高裁判決
５月から約１ヵ月半の間に︑ｎ件もの訴訟
が棄却された︒

模索し︑新自由王義国家主義を推進する政治

個人の根源的関係に迫る質を内包した闘いを

もって共に闘いうる闘い︑歴史責任︑国家と
︵１︶起立斉唱は儀礼的所作である︑と多

える︒

起立斉唱行為は儀礼的所作に過ぎず︑思想

屋や裁判所から勝利をもぎ取りたい︒

︵わたなべ・あっこ／元特別支援学校教員︑﹁良心・

数派同調を求め︑﹁日の丸・君が代﹂の歴史
本︑日本人の植民地︑戦争︑戦後責任に目を

表現の自由を！﹂圭層とあげる市民の会︶

性を捨象させようとしていること︒天皇︑日

強要︑思想表明強制いずれでもない︒従って

への敬愛価値刷り込みに大きく加担している︑

つぶらせ︑無価値を装い︑天皇制︑国家権力

この行為を命じたに過ぎず︑思想弾圧︑転向

反ではない︒

職務命令は憲法瑚条︵思想及び良心の自由︶違

良心の自由を侵すものではない︒職務命令は

判決は二段構造論法をとっている︒

判決の問題性

いて極めて不当な判決であった︒

を開くとは︑その逆判決になる可能性が高い

指定してきた︒私を含む不当処分撤回を求め

年処分取消訴訟に対し︑弁論期日岨月胆日を

雀

運動の現場から一
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運L動の

﹁ここから裁判﹄一門び勝訴

洪美珍

に入る︑足湯でマッサージをする︑そんなほっ

とするひと時を過ごすことで︑大人への信頼

を取り戻した子どもたちもいました︒ふだん

は乱暴だった男の子でも︑赤ちゃん人形を抱

さを思い出すと︑今でもおかしくなります︒

くときにはそっと大事に抱えます℃そのしぐ

校現場に大きな萎縮効果をもたらし︑その後︑

具体的に教えることが大事だと︑現場の裁量

裁判所は︑障害児教育においては繰り返し︑

東京高裁の勝訴判決
９月猫日︑慨雌養護学校﹁こころとからだ

に関して︑ものを一一一肩えない雰囲気を作り出し

卒業式・入学式での﹁君が代・日の丸﹂強制

教員の創意工夫を雲菅っ命令ば違法

の学習﹂事件の東京高等裁判所判決がありま

ち去りました︒そして校長を平の教員に降格
し︑教員を大量処分しました︒このことは学

した︒約別名の傍聴席は︑満席で抽選にはず

を広く認めてくれました︒判決では︑﹁教育

各控訴をいずれも棄却する﹂と短い主文を読

裁判官が入廷し︑緊張の中︑裁判長が﹁本件

がありますが︑障がいのある子どもたちはよ

どの子にも個性があり︑一人ひとりに違い

準︵学習指導要領︶の枠の中において︑⁝⁝よ

委員会は︑⁝⁝国の定めた法令及び大綱的基

り細目にわたる基準を設定し︑一般的な指示

み上︑閉廷とな

必要な場合には具体的な命令を発することが
できるが︑教員の創意工夫の余地を奪うよう

供も︶

︵こう・びちん／七生養護学校・元保誰者︑写真提

が次の課題だと思っています︒

ています︒七生の勝利判決を広めて行くこと

ような現状になっていることをとても危慎し

今︑教育現場は上意下達が浸透し︑窒息し
そうです︒子どもたちの学びが保障されない

います︒

のだから︑多様な解釈が可能であると述べて

しては︑まだ価値観が定まっていないものな

な細目にまでわたる指示命令等を行なうこと

は隣接する福祉施設から通う子どもたちで

溝
:
『

までは許されない﹂とあります︒性教育に関

− ４

す︒中には虐待にあった子どもたちも多くい
て︑知的ハンディと両方で問題は山積みでし

のたれに司さ々手心心子知便ｉ

りしら中がな様う、の｡、

斎嫡裟拠至撫釧
呂いき入宣そ失しりかたデ洞

りました︒﹁棄却﹂

す︒

と聞いたときに
は勝ったのか︑
負けたのか︑全
然わかりません
でしたが︑１審
が維持され︑高
裁でも私たち原
告が勝ったので
不当恋介入と教育現場⑳萎縮
事件は２００３年のことでした︒都立七生
養護学校の性教育が行き過ぎていると都議会
で取り上げられ︑３人の都議会議員が指導主
事などを連れて学校へやってきて︑教材を持

香まれのれがて添せちたてす

たと思います︒２００人弱の生徒たちの半数

を与え︑指導︑助言を行なうとともに︑特に

真ん中でマイクを持つ原告団長

り一層それが顕著です︒七生養護では︑丁寧
に子どもたちのニーズに教員たちが応えてい

れて入廷できない人も多数いました︒３人の

ていくのに︑大きな役割を果たしました︒

東京高裁前の若手弁誰±
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運:勤絢
蕊鳴海ら

わだつみ記念館の特別展

展示と並んで︑亀井文夫編集の﹃上海ｌ支

那事変後方記録﹄︵１９３８︶のビデオ上映や︑

た日中戦争﹂︵石島紀之さん︶と﹁日中戦争と

それぞれ専門の研究者を囲む﹁中国から見

これらのイベントも︑展示自体も︑主催者

﹃中国との戦争と戦没学生﹂
に分析・展示し︑﹁銃後﹂からの時局観の変

の想像をはるかに越え︑延べ人数３７０名の

学徒兵の短歌﹂︵水野昌雄さん︶という二つの

東京本郷のわだつみのこえ記念館は︑戦没

としては﹁戦争目的﹂﹁国内体制の革新﹂﹁右

遷をあわせとらえてみた︒ここでの小テーマ

高橋武智

学生を中心に広く戦争犠牲者の遺稿・遺品な

来館者を迎えることができた︒死者を悼むと

いう祈りの側面だけでなく︑その死者の生の

フォーラムも開いた︒

どの現物を展示することで︑わだつみの悲劇

翼学生運動への反発﹂などがあり︑最後の﹁自

由と個性の尊重﹂にいたって﹃きけわだつ

を繰り返させないための活動をしてきたが︑
開館５周年にあたり︑加月塑日からｎ月４Ｈ

意味を歴史的にとらえ直そうというニーズも

占めており︑最近はそのミュージカル化まで

い遺稿を見るのは得難い機会だったが︑読み．

展示ケースのなかの︑達筆で書かれた細か

の視点に身を寄せて体験

は︑学生というより兵士

面がある︒今回の催し

想性・抽象性に偏った選
択をせざるをえなかった

抜粋にあたり︑編者は思

また数多くの手記からの

実現したが︑書中には戦
場記録は比較的少なく︑

水金の午後になった︒お問い合わせは弓の這

ｎ月５日からは常設展にもどり︑開館は月

い手もまた伝・継承されはじめたのは嬉しい︒

きた︒体験の伝・継承とよくいうが︑その担

フより数世代若い有志の手に委ねることがで

フォーラムの運営などは︑記念館の現スタッ

の来春号に掲載される予定︒

の記録はわだつみ会機関誌﹁わだつみのこえ﹂

書﹂を編集した︵頒価３００円︶︒フォーラム

遺稿の読みこみは学芸員の努力の賜物だが︑

←記録←戦争観の往復運

こえ記念館長︶

︵たかはし．たけとも／本誌編集委員︑わだつみの

句貝はｇ︲鵠届︲器国まで︒

と自負している︒

唆を与えるものになった

え﹄の読みとり方にも示

り︑﹃きけわだつみのこ

動を可能にすることによ

やすさを考え︑その全文を活字化した﹁解説

けわだつみのこえ﹄はすでに古典の地位を

納得できた︒

また︑今の日本に確かに存在していることが

みのこえ﹄の主調音に近くなる︒

ヨ

いうまでもなく︑日本戦没学生の手記﹃き

まで標記のような特別展を開いた︒﹁先の大
戦﹂という空虚な政府呼称の中心にあるはず
の実像に迫ろうと︑テーマに︵太平洋戦争でな

幸い館が保管する遺稿のなかに︑中国戦

写真・石井力さん

く︶あえて中国との戦争を掲げた︒

一

一里

︽麓一電弓零随霊

且虫

線での生々しい体験を︑

評価を交えず書き綴っ
たものがあり︑それを
﹁討伐と中国軍の抵抗﹂
﹁毒ガス﹂﹁中国軍捕虜
の取り扱い﹂﹁中国・中

うとした︒

国人観﹂などの視点か
ら︑丁寧に読み解くこ
とで︑戦争の実態と兵
士の心情に同時に迫ろ

また︑中国戦線に行
くには若すぎた︵しかし︑
のちに戦没者となった︶中

高大学生の手記も同時

運動の現場から

＝
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澄ます毎日です︒

怯えての自主避難の身︒憎しみと怒りを研ぎ

ていただけで︑お上の指示で〃難民″暮らし
を選んだわけでもなく︑放射線被曝の脅威に

〃原発難民″といっても︑事故を起こした
フクシマ・ダイイチから銘キロ地点で暮らし

なかったのは︑何とも淋しい収穫の秋です︒

め︑至福感を味わっていたものです︒
今年は︑疎開先の友人の田で稲を育てまし
たが︑天日干しをしているうちに北風に乗っ
てやってくる放射性微粒子に汚染される可能
性があるので︑ハーベスターで一気に刈り入
れを済ませました︒黄金色の稲束が太陽の光
を浴びて︑何とも良い匂いを出すのを楽しめ

架に下げた稲束を見て﹁今年も何とかコメが
確保できた﹂とこみ上げてくる喜びを噛みし

阿武隈の山中にいた時は︑加月の末には稲

こぶる﹂つきの元気一杯です︒

せんか︒小生〃難民″暮らしの割には︑﹁す

拝啓
秋が深まってきましたが︑お変わりありま

ら七J『

﹁善意﹂が真実を隠してしまうことがあり
ますが︑その一つが︑一時︑盛り上がるかと
いう雰囲気もあった﹁フクシマ産の農産物を

恐いんですよ﹂としか答えられませんでした︒

メディアがようやく内部被曝の脅威について

報じ始めましたが︑なかなか︑そうした情報．

知識が現場の農家にまで浸透するには時間が

かかりそうです︒

恐らく﹁フクシマの農産物を買って︑フク
シマの生産者を応援したい﹂という善意の

秋山豊寛
食べよう﹂といった﹁キャンペーン﹂︒

を通じて放射性物質が日本各地に広がれば︑

下水を通じて日本近海も汚染されます︒

﹁脱原発﹂を実現する上では︑この低線量

の放射性物質による内部被曝の問題を正しく

知ることが基本でしょう︒

収射性物質が低い線量であっても︑Ｊ生命体

に﹁突然変異﹂を起こさせる︑つまり遺伝子・
が影響を受けることは︑すでに１９２０年代

て腹のまわりに何か巻きつけてＸ線を浴びさ

トゲン検査を受ける時︑﹁念のため﹂といっ

から知られていたことです︒健康診断でレン

は︑放射能汚染地帯であることを農水省が認
魚についても︑同じ認識なのかどうか知り
ませんが︑東京電力が事故当時︑海に放出し
た放射性物質の入った水の汚染について︑フ

月ｎ日以降のことです︒この﹁ベクレル﹂は

も口にするようになったのは︑実に今年の３

﹁ベクレル﹂なんてカタカナを︑善意の人々

せられた記憶がありますが︑あの﹁腰巻﹂も︑
何千何万という白血病や放射線障害の子供た
ちの犠牲の上に始められたわけです︒

ランスは東電の発表より釦倍の量と言ってい
のでしょうか︒

埼玉大学の教授だった市川定夫先生の﹁新．

因で死亡しているそうです︒

放射線の研究家の名前︒キューリーさんと同
じく︑最後には放射線を浴び過ぎたことが原

ます︒近海魚は︑本当に安心して食べられる

識しているということではないでしょうか︒

いた頃の話です︒この牛の糞尿を原料とする
﹁堆肥﹂生産も〃自粛するように″という指
示も出ています︒これは︑要するに関東以北

に︑東日本Ⅳ都県の牧草が汚染されている可
能性があるのでへ牛たちにエサとして﹁食く
させないように﹂という指示を出しています︒
放射能に汚染された稲ワラを食べた牛の肉が
出回っていることで︑メディアが大騒ぎして

えないのでしょうか︒農林水産省は７月の末

人々は︑﹁内部被曝﹂の脅威については︑あ
まり考えたことはないのかもしれません︒食

手
F
J
J
ご
紙Ⅱ

の﹁規制値﹂そのものがイカガワシイとは考

於

政府が設定した﹁規制値﹂以下だから﹁大
丈夫﹂という理屈らしいのですが︑政府設定

蕊
先日︑ある農家の人から﹁放射能を消して
しまう化学物質って︑ないんですかね﹂と聞
かれて︑﹁それがないから〃放射性物質″は

１
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蕊

環境学Ⅲ﹂︵藤原書店︶に詳しいのですが︑普

それじゃあ﹁農家はどうすれば﹂と言う人

る地域には︑即万円を限度に﹁補助﹂すると

る立場の人々が﹁死守﹂したい﹁原則﹂です︒

が︑現在の核兵器そして原子力発電を推進す

ても﹁心配ない﹂という﹁悪魔のメッセージ﹂

う闘いを組織することです︒善意が本物であ

するまでは働かない︒休業補償をしる″とい

な地域では働けない︒東京電力が完全に除染

一言で言えば﹁ストライキ﹂です︒〃危険

これなどは︑放射性物質を放出させた東京

町村は︑それを各行政区長におろしています︒

いう提案を県内の自治体に出しています︒市

﹁規制値﹂以下であっても︑放射性物質入

れば︑こうした声を支援すべきです︒こうし

迷惑施設を地方に押しつけてきた大都市の

も出てくるでしょう︒

りの農産物を身体に入れることは︑自ら﹁ヒ

た声を支援するのが︑これまで迷惑施設をフ

住民も︑今回の事故の経費を負担すべきです︒

通の一般の人びとが放射線を低線量なら浴び

バクシャ﹂になる道に通じる行為です︒もち

クシマ住民に押しつけて﹁快適な暮らし﹂を

す︒また︑その結果︑免疫力を弱め病にかかり︑

ことに気がついていなければ︑単なる無知で

し︑その好意が放射性物質を拡散させている

たいと言う人びとがいた場合︑他の者がア
レコレ言うのは失礼かもしれません︒しか

いう倫理観から︑自らヒバクシャの中に入り

イに除染されるのは︑恐らく数十年後ひょっ

大熊町︑双葉町という﹁原発の町﹂がキレ

だとすれば︑地域ごと︑そっくりの移住です︒

ことに抵抗感のある人も少なくないでしょう︒

す︒一人また一人とバラバラに地域を離れる

して﹁移住させろ﹂と要求することも重要で

してきた大都市住民の責任です︒

クリスマス・ソングとともに〃日常″の世界

戻せ〃なのです︒恐らく︑大都市の住民は︑

です︒〃失われた森を︑失われた海を︑元に

たるい自己満足ではありません︒〃原状回復″

発難民″にとって必要なのは︑被災者に寄り
添う〃癒し〃などという大都市住民の甘っ

勘違いしないでほしいことがあります︒〃原

話です︒問題のスリカエです︒

﹁金がないから﹂と言うのは︑聞こえない

電力の責任を暖味にする行為です︒

ろん︑フクシマに暮らす人びとと寄り添うと

医者の世話になることがあれば︑それは医療
費増大に力を貸していることにもなるわけで

とすると数百年後でしょう︒この人々は︑集

に戻りつつあるのではと推察します︒しかし︑
その〃日常″が呪われたものであることは︑

染の費用は負担すべきなのです︒

東京電力の料金を大幅に値上げしてでも︑除

ン﹂に︑結果的には組することにもなり︑﹁大

す︒さらに﹁規制値以下なら大丈夫キャンペー

団で移住するか︑バラバラに移住するか︑い
ずれにしろ︑どこかで﹁決断﹂しなければな

忘れないでいただきたいと思います︒

﹁汚染されない土地﹂を日本のどこかで捜

丈夫ではない﹂と闘っている人びとに敵対す

らない時は来るはずです︒全住民健康調査な

をたどったのか︑学習すればわかることです︒

に暮らした人々がどのように扱われ苦難の道

間飛行︒妬年ＴＢＳ退社︑福島県滝根町に移住︑有

士として旧ソ連﹁ソユーズ﹂﹁ミール﹂に乗り９日

ＴＢＳワシントン支局長︒帥年日本人初の宇宙飛行

︵あきやま．とよひろ／農民︑ジャーナリスト︒元

敬具

集団移住は﹁現実的ではない﹂と言う人が

加月皿日

いたら︑訊ねたい︒﹁犠牲者を出さずに住民

機農業に従事したが︑現在﹁原発難民﹂として群馬

です︒アメリカのビキニ核実験のあと︑環礁

どで人間モルモットにされるのは拒否すべき

の手による除染は可能ですか﹂﹁東電・政府

など︶

県鬼石町に疎開中︒著書﹁鍬と宇宙船﹂﹁宇宙と大地﹂

福島県は﹁放射線量を低減﹂する意志のあ

はすぐに完全に除染できますか﹂と︒
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ることにも な り ま す ︒
稲架の前で謙者（2010年秋、錐者提供）

被災の川心側晒識雛剛か

難死の思想﹂︵朝日新聞社︑１９９６年︶を倒れ

︿３・ｕ﹀直後に︑私は小田実の﹁被災の思想．

表裏一体で対応する︑被災者の切り捨てでし

く反省のない新たな﹁開発﹂政策と︑それと

う考えることができる﹁難死﹂と﹁被災﹂体

はいえよう︒しかし︑基本的に問題にすべき

その点は︑現状の方がはるかに過酷であると

の九条一︵雛

小田実業；
排死の思想

がわからない現
在にまで続いて
いる恐ろしい事
態は︑１９９５

た棚の下に山積みになった本の中から探し出

かない﹁棄民﹂政策︑この現在進行する事態
を追いかけながら︑鋭く批判的に切りこみ続

年の小田を被災者にした事態にはなかった︒

して︑初めて読んでみた︒この１９９５年１

ける言葉︒小田はその過程で︑﹁開発﹂の戦

私は︑読み終わりこう思った︒ひどく遅れ

験を︑そして﹁市民運動﹂の戦後をこそ生き
抜いた小田ならではの力作である︒

ことは︑この本ですべて提起されている︒そ

月Ⅳ日火曜日未明︵午前５時妬分︶の﹁阪神﹂

後︵社会︶史をトータルに批判する必要をこ
そ突き出し︑いろいろなテーマで問われてい

をこそ︑︿３．ｕ﹀以後の運動の中でキチン
と受けとめよう︑そう決意した︒
自衛隊史上空前のスピーディーで大規模な

てしまったが︑ここの小田のアピール︵提言︶

ちも隠そうとしていない︒

行︶の前田哲夫のいう﹁三自衛隊初のｎ万人

できていない冬舜様な﹁市民運動﹂へのいらだ

私は１９９５年︑一人の被災者として小田
が発した切実なアピールに︑自分の担ってい

体制﹂その﹁１００日余わたる編成﹂三必殺﹄

でなく﹃必救﹂の組織へ﹂︶の結果︑うみだされ

軍隊の日本社会の中での市民権がより強固に

てきた運動にとって︑ピンチな状況がより深

なるという︑私たち反軍・反安保運動を担っ

以下のごとき小田の言葉をあらためて想起し

感せざるを得なくなった状況を前にし︑私は︑

進行する事態にそのまま重なって響き︑その
進行する事態に対する私の﹁怒り﹂と共振し

災害派遣１１１本誌前々号︵１２７号８月１日発

たわけではないし︑﹁散華﹂の思想︵死︶に︑

る運動の忙しさにかまけて︑かってキチンと

た被災者の感謝の言葉がマスコミにあふれ︑

る運動の中にも︑この震災が露出させた大問
題を組み込み考えるべきだと主張し︑それが

地帯を中心のあの大地震の時の状況から書き
出されている本に︑私はグングン引き込まれ︑
強い共感を持って一気に読み終えた︒私は小
田のいい読者ではない︒この﹁べ平連﹂イデ
オローグであった彼の仕事を愛読者として追
いかけて読んできた︑などということは全く

自分の大阪大空襲の下を︑黒焦げの死体の中

受け止めようとしなかつたことを思い︑恥じ
た︒と同時に︑小田の言葉は︿３．皿﹀以後

そ対置した︑彼のユニークな思想︵これが小

なかった︒それでも︑何冊かは読んでこなかっ

を逃げまわった﹁難死﹂の思想︵体験︶をこ
田の﹁平和﹂論のベースにあるもの︶を知らなかっ

たわけではない︒

続けたのである︒私は︑こんなふうに小田の
著作一冊まるごと強く共感し続けて読み終え
る︑などということを体験しようとは思って

た︒

化・拡大してきていることを︑ヒシヒシと実
もみなかった︒自分でも驚いてしまった︒

しかし︑この怒りをあらわにし︑ストレー
トにこの﹁開発﹂の﹁人災﹂を生み出した御
用学者６マスコミ・資本︵主に﹁土建﹂︶そし

もちろん︑﹁原発﹂が放射能をたれ流し

て行政︵政府︶への具体的批判をぶち続け︑﹁復

興﹂というかけ声とともに始まった︑まった

2
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はない︒救助︑救援はそのこと自体を目的と

援のためにつくられた救援組織︒救援集団で

組織︑軍事集団であって︑そもそも救助・救

あろうと︑戦争をするためにつくられた軍事

たとえ︑それがどのような目的によるもので

べきときに来ているように見える︒自衛隊は︑

一︲すべてのことは原点に立ち戻って考える

プラ皇誕号︶を書いた︒

運動の自覚的課題として﹂︵奉刊ピープルズ・

に向けて討論を開始しよう︲ｌ反戦友軍

しい災害救助隊・非軍事の防災体制づくり﹀

いくべきだと思いたち︑背伸びは承知で﹁︿新

論議を﹁平和運動﹂の諸グループが起こして

としての︑救助︒防災組織に向けた積極的な

スにした住民が主体の﹁被災の思想﹂の実現

明に論じた冒衛隊のジレンマ−３血震

も含めて︶をあれこれの実例をちりばめて平

の歴史をその実態と運用︵法制度とその解釈を

田ならではの自由開達な筆のはこびで自衛隊

る︒また︑さすがに軍事問題一筋の専門家前

い﹂と新倉らと同じ方向の主張を展開してい

組織への改編が考えられなければならな

いのちと生活の安全の確保︑そこから考える

だ︒そして︑救助︑救援の原点はまず人間の

労力も金もかけるＩこれが﹃防災一の原点

の必要を力説している︒﹁自衛隊が９条に帰
る道←災害救助隊﹂へというコースへの運動

は︑自衛隊を災害救助隊へシフトさせる運動

隊へ﹂で非核市民運動・ヨコスカの新倉裕史

︵１２８号如月１日発行︶の﹁自衛隊を災害救助

かえようという気持が︑こういう方向の提案
を生み出すのであろうが︑この軍隊の中のレ

う方向であるから︒おそらく︑このピンチの
状況をうまく逆手に取ってチャンスにつくり

それは小田のいう︿原点﹀から離れてしま

構成はより具体的に示されている︒

災後の分水嶺﹄粛筏書館︶のラストで︑その

のが﹃防災﹄都市計画の原点︒原点は高層︑

なくして︑ただ﹁出動﹂を批判する運動では
人びとの﹁信頼﹂は得られないだろうと論じ

スキュー隊を強化していこうという動きは︑

論議はすでに始まっている︒本誌前号

した﹃制度﹂︑さらには﹃空気﹂を入れての
態勢をつくり出してのことだ︒そのためにも

／ことのふり幅をもうすこし押し広げて言え

ている︒また︑先に触れた前々号の論文で前

今までつみあげてきた災害派遣の経験をより

て人口鳥の空港の造成などにあるのではない︒

︵あまの．やすかず／本誌編集委員︶

がないもののはずだからである︒

気﹂をいれなおす方向でしか︑作り出しよう

く︑地域住民自身が主役になり︑﹁九条﹂に﹁空

に︑どんなに困難でも国家の軍人が主役でな

に作ることは不可能だ︒それは﹁必殺﹂の外

る︒﹁必救﹂の組織を﹁必殺﹂の組織の内側

てしまうものにすぎないと思われるからであ

安﹂化・﹁軍事﹂化の強化︶動きに︑飲み込まれ

ている現在の自衛隊そのものの︵﹁防災﹂の﹁治

していこうという︑海外派兵も日常化しだし

ふまえ︑軍隊のままで災害派遣の体制を強化

に賛成することはできない︒

残念ながら︑私はこういう方向︵プラン︶

ば︐﹃平和憲法﹄の原点は貢絶対︶平和主義﹄︑

剛は弓９条堅持至上﹄から脱した自衛隊活

暮
象
ｆ
Ｊ
ハ
悪
篇
霧策
た璽
反訓
練嘩
装
隊
能
刈
し
ｰ
の

超高層の建物の建築︑高速道路の建設︑まし

その具現としての﹃第九条﹄︒そこでの原点
はいかなる軍事組織︑軍事集団をもたないこ
とだ︒ そ の 原 点 を 否 定 し て は ︑ も は や 一 平 和
憲法﹄は一平和憲法﹄ではない︒災害時に自

衛隊に頼ることはその原点を離れることだろ
う︒逆に︑自衛隊に頼らない︑一●市民の防鮮全

態勢を被災の体験︑﹃被災の思想﹄に基づい
てつくりだすことは︑その原点にしっかりと
立つことだ﹂︵傍線引用者︶︒

私は災害時に自衛隊に頼らざるをえない不
幸な事態から︑一日でも早く脱出しなければ︑

映の術編カキパたに７２冒用
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の思いのこもった︑小田のメッセージをふま
えて︑今度こそ︑住民の﹁命と安全﹂をベー

捜索活動をする迷彩服の自衛隊員（陸上自衛隊ＨＰより）

２０００年５月︑私は父の残した﹃戦場日誌﹄

を手がかりに︑９日間の中国への旅にでかけ
た︒

父は１９３７年︑私が生まれて１週間後に

召集され︑上海・徐州９武漢戦に参戦した︒

上海上陸１ヵ月後に︑所属した百一師団の加

納部隊長が戦死した︒たまたま伝令に出てい

臓山をめぐる山岳戦﹄で飯塚部隊長が戦死した︒

ように聞いて育った︒翌年秋の武漢戦では︑

て助かった話を︑私はくりかえし﹁神話﹂の

私が２冊目の本を書いた動機の﹁不純﹂な

である︒

側面はここにあった︒﹁嫌中本﹂の山の中に

嫌中ムードを吹き飛ばしたい

﹁好中本﹂の一冊を登場させたい︒平易な文章︑

９月はじめ私は２冊目の本を出した︒他年
の﹃日中戦争．哀しい兵隊ｌ父の記憶をたど

旅の目的地を私は内陸部︐揚子江中流にあ
る九江の町を南に下った﹁江西省永修﹂と決

いく︒中国には﹁上に政策あれば下に対策あ

訪れるたびに中国社会はどんどん変貌して

戦場の向こうへの旅を志す

隊﹄が生まれた︒

て２年後︑１冊目の本﹃日中戦争︒哀しい兵

その後の中国への旅の出発点になった︒そし

まれた︒そこで受けた厚情と生まれた友情が︑

南京までは列車︑南京から九江までは揚子江
上の客船で丸一昼夜︑九江から永修までは通
訳と車をやとい︑百一師団の進路をたどった︒
５日間かけてたどりついた永修の町で︑私
はたくさんの中国の人びとに出会う幸運に恵

月間駐留した町である︒父たちが駐留した永
修とはどんなところだろう？そこに暮らし
ているのはどんな人びとだろう？上海から

師団が瞳山戦ののちにたどりつき︑ほぼ３カ

めていた︒そこは父たちの部隊︑陸軍第百一

る旅﹄︵れんが書房新社︶に続く本で︑﹃父たち

私はかねてから帥歳になったら１年間だ
けどこか外国で暮らしてみたいと思ってい
た．帥歳になる年の正月に父が急逝した︒力
が半分抜けたような日々を過ごした︒父は歯
科医で︑日曜画家でもあった︒父が計画して
いた個展や画集発行を代行しながら︑認知症
が深刻になりつつある母とつきあう課題にも
直面した︒３年たって﹁人生で予定通りにい
くことなんかほとんどない︒持っている条件
の範囲でできることをしよう﹂と思うように
なった︒ちょうど国旗・国歌制定の頃だっ
た︒反戦運動は思想的危機に直面していた︒

父の戦跡をたどる中国への旅

記物﹂の棚に入っていた！

所の棚にない︒やっと探しあてた私の本は﹁戦

値段も安く⁝⁝と心がけたｂ近くの本屋に置
いてもらうことになり︑いそいそと出かけて
みた︒﹁嫌中本﹂の棚になく︑日中戦争研究

の〃戦場妙に暮らす人びとｌ日中の﹁記憶﹂
を結ぶ旅﹄︵第三害館︶である︒

書店にはおびただしい﹁嫌北・嫌中本﹂が
並んでいる︒残念でならない︒侵略の被害者
はその事実をよく覚えているが加害者は忘れ
ていくものだ︒日本の中国侵略を反省しよう
という立場は﹁自虐史観﹂と非難され︑少数
派に止まっている︒﹁日本はアメリカだけに
負けたのだ﹂と自ら慰めてきた人びとにとっ
て︑発展著しい中国は耐えがたい︒さらに不
況や社会の閉塞感の直撃を受けている若者た
えられていく︒

ちが﹁国家主義﹂や﹁国益主義﹂の毘にとら
来年は︑日中国交回復から如年の節目の年
である︒この鉛年︑曲がりなりにも日中の経
済的な関係は飛躍的に深まった︒日本に住む
中国人は多いし︑中国で働いている日本人も
多い︒実際の関係と中国認識の不一致は不幸

2
２

２０１１／１２／１

市民の意見Ｎｏ．1２９

しぶとく生きている︒知りあった友人たちの

満ち︑しかし活気ある現代中国を︑文字通り

り﹂ということわざがある︒人びとは矛盾に
えてくれる方だった︒

桜田さんは私のぶしつけな質問にも率直に答

う思ったかを尋ね︑戦争について対話するＩ

なかったが約束の半分は果すことができた︒

書評もボチボチと出始め︑その一つで﹁加

話を聞きたい︑と思うようになった︒師年︑

かつて戦場の向こう側を生きた中国の古老の

方の町・永修⁝⁝︒旅を続けるうちに︑私は

暮らしぶり︑成長する子どもたち︑そして地

さんの経験を通して︑兵士にとっての日中戦

現在を生きる人びとのことを伝える︑③桜田

を伝える︑②この旅に協力してくれた中国の

①村人を主体とする中国の戦争体験者の証言

今回の本を出す動機の﹁純粋﹂な側面は︑

がない︑とも思う︒﹁平和﹂とは常に危うい

の一方で確たる礎のある平和などあろうはず

ている面があるかもしれないと思う︒だがそ

のか？﹂という反論をもらった︒評価しすぎ

ぎではないか︒平和はそんなに危ういものな

法を支えてきたと評価しているが︑評価しす

藤さんは︑復員兵たちの無言の反戦が平和憲

私は最初の旅から第一の理解者になってくれ

争を考える素材を提供する︑この３点である︒

だったのではないか？﹂と連絡をもらい︑元

同じころ︑本の１冊目に目を止めた方か
ら﹁あなたのお父さんは私の父と同じ部隊

じめた︒

んたち日本軍兵士にとって︑そして戦場の向

の記録である︒永修の三ヵ月が︑父や桜剛さ

の関係で戦争体験を聞く一種﹁過激な﹂試み

ダメになる本です﹂と断言しよう︒庶民同士

﹁自薦﹂ついでに﹁これは楽しく読め︑

﹃私には夢がある﹂︒印税がたくさん入った
ら︑姉とよび妹とよびあう永修の友の帥歳の

ために︑本書が少しは役立つことを願ってい

﹁中国脅威論﹂でいいのか？それを考える

とどのような関係を結ぶのかは大きな課題だ︒

ものである︒震災後の日本がアジアの人びと

AE鐸

る︒

通信兵の桜田さんと知りあった︒卯歳をこえ

こう側を生きた中国の村人たちにとって︑ど
んなものだったのかを︑少しは明らかにして

０

に持ちたい︒

劉憩

誕生祝いを︑臓山のホテルを借り切って盛大

蝋許陶測謝︲Ｉ︐

陸軍第百一師団元通信兵桜田薫さんと筆者

いる︒﹁三光作戦﹂と対比して地味な﹁塩の
統制﹂が︑普通の庶民の生活にどんな影響を

一一竹Ｐ囚

P｣

︵かとう．かっこ／立川自衛隊監視テント村／写真

書店で買ってぜひ読んでください
ｎ年７月に兜歳の誕生日をむかえる桜田さ

Ｐ

刊

もったか︑占領というものの本質がはからず

９０も
の聞り戦じ訪るに父しうかでんた歳ら
ときさ場ま問よでにてにえ娘は桜をい
き、まのつがうか会私、るをま田こ、
どそをあたはＩこけいはそよむるさえ元
｡

んに︑私は﹁お誕生日にはできあがった本を
持ってきます﹂と約束した︒出版社に断られ
つづけ︑大震災で交渉は中断した︒中国の友
人から送られてきた﹁大変だろうが︑あなた
ばって出版にこぎつけるように﹂という手紙

陥

提供も︶

たずね︑日中戦争経験者から話を聞く旅をは

た通訳の朱さんと一緒に︑永修近郊の村々を

，

もうかびあがってくる︒

＃＃

漁

永修の村人から話を聞く筆者（中央）ｕを
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３

の本はきっと意義あるものだと思う︒がん
が後押しをしてくれた︒誕生日には間に合わ

,､⑤画

識
蕊
蝿

ニエ$§必』LL・狸｣冊
鰯
テ面

テレビドラマには例のない斬新な企画だと︑

Ⅲ日ほどして︑私は編成局の担当者に呼び

二人とも確一信していた︒

出された︒

私たちジャテック︵注１︶の活動は多忙を極

１９６９年︑ベトナム戦争が激化する中で︑

ある日忽然としていなくなってしまった︵こ

Ｐは３〜４週間私たちの保護下にあったが︑

のものであったろう﹂と憐さんは書いている︒

麻薬の罪など国家反逆罪に比べたらいかほど

憐さんを呼び出し︑委細を話して謝った︒

ければ絶対にだめだと主張した︒話は壊れた︒

前をあげた︒私は︑脚本は新人の爾藤憐でな

彼は︑当時売れっ子だったある脚本家の名

元ジャテックの劇作家
驚藤憐の死を悼んで

﹁この企画はなかなか面白い﹂と︑彼は度

めていた︒保護を求める脱走米兵は毎週のよ

れも当時よくあるケースだった︶︒憐さんたちの

﹁本野さん︑われわれは楽しい夢を見てい

本野義雄

の強い眼鏡越しに言った︒﹁正規の編成会議

にかけてもいい︒但し︑脚本は無名の作家じゃ

うに現われ︑彼らへのインタヴュー︑移送手

たんですよ﹂憐さんは︑そう言って一笑した︒

だめだ︒○○を起用しよう﹂

段と人員の確保︑ベッドと食事を提供してく

努力は無駄になったように見えたが︑彼は厭

がして︑嬉しかった︒

私はあの編成マンを見返してやれたような気

が大ヒットし︑岸田国士戯曲賞が与えられた︒

その数年後︑憐さんの﹃上海バンスキング﹄

れる家庭探しに追われる毎日だった︒

い脱走兵の面倒をみてくれた︒

ドキュメント︒ドラマを夢見て
知年頃から︑ジャテックの方針転換︵脱走

憐さんは花形劇作家になり︑私も外国取材

﹃どなりに脱走兵がいた時代﹄の出版
の頃私が引越した西大久保のマンションに︑

脱走兵関連の仕事は次第に少なくなった︒そ

が多くなったりして︑会う機会が少なくなっ

兵保護から反戦米兵支援に重点を移す︶もあって︑

後に憐さんが書いた回想記︵注２︶によれ

近くに住んでいた憐さんがよく遊びに来て将

藤信両氏と共に﹁自由劇場﹂という小劇場を

た︒私は彼にジャテックの活動をテーマにし

ティで同席したとき︑その気はないか尋ねて

た戯曲を書いてほしかったので︑あるパー

みたが︑答えは否定的だった︒その頃の彼は

棋を指した︒私が勝つことが多く︑その度に
布年頃だったか︑私は勤務先のテレビ局で

同時に数本の作品を執筆しており︑先に渡っ

発足させたばかりで︑食うや食わずの生活

東南アジアへの日本の経済進出をテーマにし

て幾つもの予定がつまっているようだった︒

彼は口惜しがった︒

た﹁ドキュメンタリー・ドラマ﹂を企画し︑

を連れて行ったのは︑新大久保のせまい６
畳一間のアパートだった︵彼の回想記によれば︑

憐さんに協力を求めた︒二人で赤坂の東急ホ．

Ｐは多くの脱走兵がそうだったように︑麻

を作ろうという計画が軌道に乗り︑連絡がと

卯年代半ば︑ジャテック運動の詳細な記録

薬中毒者だった︒﹁軍隊を脱走し政治亡命を

テルに泊り込み︑徹夜して原稿用紙別〜釦枚
のシノプシス︵梗概︶を作り上げた︒当時の

そこは串田和美さんの仕事場だったとい２︒

だったようだ︒最初に預けたＰという脱走兵

ば︑当時彼は肥歳︑後の減出家串田和美・佐

が人なつこく一変するのが印象的だった︒

く︑眼のギョロッとした若者で︑笑うと顔中

ことにした︒場所は多分赤坂の喫茶店だった
ろう︒現われたのはヒョロリと痩せて背が高

加してくれると聞き︑早速連絡を取って会う

知人伝いに︑ある渡劇青年のグループが参

な顔も見せず次々に私たちが連れて行く新し

故斎藤憐さん１０月１２日
死去、享年70歳

認めない異国の地に浮遊している彼にとって︑
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れる関係者すべてに原稿を依頼した︒憐さん
も快く応じてくれ︑﹁死ぬのが怖かった若者
の関係についても言及している︒

短い台詞によって︑国家と市民︑歴史と個人

済成長の真只中にあった当時の世相も描いた︒

だろう︒

て米国から生身の元脱走兵を呼び寄せたこと

当時来栖というコード名で呼ばれていた

たち﹂という素晴らしい文章を寄稿してくれ

清家ジャテックには組織なんてありません︒

テックの保護下におかれた後︑偽造パスポー

ジョン・フィリップ・ロウは︑２年間ジャ

本は２段組で６５０ページを越える大冊とな

純一組織がない？

た︒編集に２年あまりをかけて出来上がった
り︑﹃となりに脱走兵がいた時代﹂という題

リに脱出︵注３︶︒４年後恩赦により故国に帰

トによる非合法出国者第１号として︑年︑パ

す︒

清家強いて言えば︑あなたがジャテックで

がつけられた︵思想の科学社刊︑在庫あり︶︒

憐さんがこの本を熟読して構想を練ったこ

テックのメンバーとさまざまな感動的な再会

り︑医学を学んで医師になったｐ日本の土を
踏むのは加年ぶり︑何十人ものかってのジャ

いない私がどうしてジャテックなんだ？

があった︒皿年６月︑紀伊国屋ホールでの﹃お

純一︵飛び上がった︶ええ︑私が？入会して

脱走兵﹄という芝居を上演するから協力して

清家ジャテックには会員名簿も規約もあり

隣りの脱走兵﹄公演初日と２日目︑彼はカー

とは確かだ︒２０００年︑彼から﹃お隣りの
ほしい︑との連絡が入った︒願ってもない申

ません︒脱走兵と関わりを持った者がジャ

テンコールに登場して舞台から﹁私が当時の
脱走兵です﹂と挨拶した︒それまで舞台上の

し出だった︒
テックです︒

﹃識隣りの脱走兵﹄という芝居

あったことなのだという実感を与えたのであ

お芝居と思っていた観客に︑それが現実に

このやりとりが観客に与えた驚きの効果を︑
今もはっきりと思い出す︒これこそは︑私た

る︒︵来栖の再来日と歓迎パーティの模様は当時の

東京の新興住宅地にある中流家庭桧山家に
ある日︑大学生の一人︿息子がジャズ喫茶で知

ちが当時主張していた運動原理だった︒

憐さんの一・お隣りの脱走兵﹄︵而立書房刊︑

意見を述べたり

質問に答えたり︑

ロロ

詳しい︒

戦の回想﹄︵作品社刊︑２００７年︑在庫あり︶に

境させたｌベ平連／ジャテック︑最後の譜出国作

︻注３︺高橋武智﹃私たちは︑脱走アメリカ兵を越

社刊﹃となりに脱走兵がいた時代﹄所収︒

︻注２︺﹁死ぬのが怖かった若者たち﹂︑思想の科学

れた︑市民による反戦脱走米兵援助運動︒

︻注とく平連運動の一環として師〜布年に展開さ

︵もとの・よしお／本誌編集委員︶

心からご冥福を祈る︒合掌︒

の受賞に輝いた︒元ジャテック同志として︑

憐さんはその後も多くの戯曲を書き︑数々

朝日新聞にも大きく報じられた︶︒

り合った白人青年を連れて来る︒その青年が
ベトナム行きから逃げた脱走兵とわかって︑

高橋武智と私

舞台から元脱走兵が挨拶

一家は大騒ぎ︒知り合いのジャテック活動家
を呼んで引き取ってもらおうとするが︑ジャ

足を運び︑体

は度々稽古場に

言われ︑やむなく数日預ることになる︒片言

テックもいま手一杯で引き取る余裕がないと
の英語まじりで暮らす緊張の日々のうちに︑

験者として出演
者やスタッフの

在庫あり︶は︑喜劇的な場面を縦横に折込み

した︒それ以上

家族は次第に変貌して行く︒

ながら︑当時私たちが直面した厄介でデリ

た貢献は︑憐さ
んの依頼に応え

■

譜精冒ｲ溺撰聡Fウ(中央､200'年
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鵬

に私たちができ

ケートな多くの問題を見事に再現している︒
そればかりか︑隣りの電器屋の主人が度々新
製品の売り 込 み に 現 わ れ る 場 面 を 通 じ て ︑ 経

＝

ア革命の１９１７年︑マルクスはとっくに死
んでいる︒というわけで︑岩間氏の理論闘争

驚いたそうじゃないか︑などと言った︒ロシ

が起こったときマルクスはそんなはずないと

の刑事が︑理論闘争のつもりか︑ロシア革命

安刑事にねちねち取調べられるんですが︑こ

山村工作隊を組織した︒僕はそれには入らな

配している山村から武装闘争をするとして︑

といった奇妙な綱領をきめて︑山林地主が支

改革は見せかけで︑封建遺制が支配している

ですね︒１９５１年に共産党は︑日本は農地

しまうのに︑まだちゃんと研究されていない

別年代のことは︑証言者が年々少なくなって

としたような感じになっていったと思います︒

かったけれど︑この綱領を実証するためとし

ルクスの命日をしらべたらそれが何と３月型
日︒で︑よけい吉川誕生日は忘れられぬ日に

て組織された農村調盗に加わった︒吉川さん
も富永さんも加わった︒卵年の迫月末︒三多

は成功しなかった︒それがあるので︑後でマ

なりました︒僕が大学に入った１９５０年は

負けて︑転向しかかっていました︒でも︑大
学に入学して︑心理学研究会に入ろうと部室
を覗いてみると︑ねずみばかり扱っていて人

れど︑理屈好きの唯物論者の友達との論争に

非常に不毛な時代に知り合った︒そのあと不
毛でない時代︑活動にやりがいのある時代も

かわからないといった感じでしたね．僕らは

摩の山村︒一夜は小挙校の体育館で寝ました
が︑猛烈に寒い︒稜んであった古畳を掛け布

ていた︒僕は一局杖では一時右翼を張ってたけ

ピープルズ・プラン研究所運営委員の武藤さん︵写
真向かって左︶と本会共同代表の吉川さん︒二人が

間がなくて︑面白くない︑そこで社会学研究

朝鮮戦争前夜の感じがキャンパスにみなぎっ

今年共に帥歳を迎えられたことを祝う会が︑把月調

会を作ろうと張り紙をしたら︑現れたのが吉

ありました︒吉川さんにはそれはく平連の時

ごい趣味人︒謡いもお茶もできる︒落語の

緒にやりました︒しかしその後︑中ソ論争が

の国際部にいて︑何回も原水禁世界大会を一

さんと一緒に仕事をしています︒僕は原水協

ベ平連の前に僕は平和委員会にいた吉川

団代わりにしたけど︑重くて寝られない︒こ
れはいったい政治運動なのか冒険クラブなの

日︑東京で開かれました︒ベ平連運動をともにしな

川さんだった︒もう一人は︑富永健一︒この

代ですね︒

がら︑若いころは顔を合わせると大喧嘩になったと
いうお二人︑久しぶりの対談の一端をご紹介します︒

人は東大の社会学の教授になりました︒吉川

﹁じゅげむじゅげむごこうのすりきれ：．﹂

らみの内部対立が起こり︑運動は荒れに荒れ

さんは当時日本文化研究会に属していて︑す

を最後まで言える︒もう言えない？

学生騰代の出会い
武藤二人の交流史ということだけど︑出

吉川言えるよ︒

ます︒その中で︑ついに吉川さんは堂々たる

ね︒僕はその声明を英語に翻訳して世界中に

抗議声明を出して平和委員会をやめるんです

武藤まったく私の文化とはちがうんで
驚異的だったですね︒正月には和服で床の

会った時は廻歳と加歳︒学年は吉川さんのほ
うが一つ上だった︒僕は人の誕生日はぜんぜ
ん些早えないほうだけれど︑吉川さんの誕生日
は知ってるんです︒１９３１年の３月皿日︒

１９５３年に朝鮮戦争が終わり︑１９５４年

間の前に正座して写真撮るような人でした︒

ばらまくお手伝いをしました︒
こうして帥年たち︑いま並んで座るのは︑

１９５４年の３月哩日に︑全学連など活動家

ごろから社会の雰囲気が占領が終わってほっ

が大勢捕まる事件があって︑僕も吉川君も警
視庁に留置される︒そこで︑岩間っていう公

踊
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運動は﹁失敗﹂だったのだろうか

ない︑そういう不思議な関係であります︒

おい吉川︑というのか︑いまだによくわから

いっていいのか︑吉川君といっていいのか︑

ほんとうに不思議な縁ですね︒吉川さんと

かった︒それが帥年も僕たちを縛ってる︒こ

する力です︒その拒否力を作ることができな

ことができなかった︒政治力というのは拒否

し︑労働運動も︑学生も一所懸命取り組んで
いた︒しかしそれを一つの政治力にしていく

如していた︒岩波文化人は一所懸命やってた

る政治の力︑すなわち民衆の力が日本には欠

るべきではない︒でも当時︑ユーゴに匹敵す

アメリカの支配も宿命的だったとは考え

がりつつあるこの脱原発の大きなうねりの中

いるんですね︒けれども３．︐以降全国に広

が︑反安保闘争は実はそこからずっと続いて

ら何度戦争を経験したか︑そして卵年の朝鮮
戦争以来︑いったい何回戦争反対をやってき
たか︑こんなに戦争と付き合った時代の人
間もあんまりいないんじゃないかと思いま
す︒私も４月銘日の﹁国恥記念日﹂に学生の
ストライキの議長をやって退学になるんです

で︑日米安保体制との結びつきを問う議論は

僕は１９５０年代︑日本の反体制の民衆運
動が大きい敗北を喫して︑それが帥年後の今

う言わなればならないのはとても残念ですね︒

括﹄社会評論社︶にはこの二つが密接不可分な

︵﹁潜在的核保有と戦後国家ｌフクシマ地点からの総

う人も多いのだと思います︒この武藤論文

しかしこの課題をこなせるかどうか︑いま再
そう思います︒これからの１００年を考える
と︑国内に︑また世界にいかにしてその政治

び試されている︑そういう時期に入っている︑

非常に少ないですね︒安保に言及すれば政治
的になり孤立するのでは︑それはまずいと思

も縛っていることを痛感しています︒対米関
係です︒サンフランシスコ講和と安保条約へ
の反対運動は実を結ばなかった︒僕は﹁国恥
記念日﹂と銘打った犯年４月銘日︑全都学生
総決起大会で︑来なかった議長の代わりに議
長をやった︒それもあって僕は退学処分にな
りました︒あれから帥年近くたつが︑僕は今

いなあと思っています︒といっても私は体が

ものだということが︑きっちり書かれていま
す︒すばらしい本で︑ぜひ読んでいただきた
い︒われわれの印年以上の活動がこれからよ
くなる可能性がある︑ぜひこれはやってみた

力を作っていくかというのは︑巨大な課題で
すね︒われわれは先がないので考えてもしょ
うがない︒でも考えないわけにもいかない︑
とですね︵笑︶︒

日の日米関係はそこで決まってしまったと思
う︒全面講和を要求する運動はかなり広汎に
広がったが︑腰砕けになった︒民衆運動の政
治的な力量というものがどんなに大切か︑そ

吉川武藤さんが話した寒かった農村調査

問題は考えるとなんかやりたくなるというこ

れを思い知りました︒それは原発・沖縄・Ｔ

落紳士録﹄に﹁山村工作隊異変﹂として出て
きてるんですよ︒私も前に自分の活動という
ものは失敗だったなあと書いたことがありま
す︒でも︑つまらなかったかというと︑そう
ではないんですね︒面白かったな︑もう一度
やるかといわれたらやるのではないかな︑と
思います︒悪い人生ではなかったんじゃない
かと︒生まれたのは満州事変の年で︑それか

︵まとめ阿部めぐみ／本誌編集委員︑写真大木茂︶

背中に︑会場から大きな拍手が送られました︒

言葉と共に︑あわせて２４０歳の三人のゆるぎない

新しく生きようとされている３人はすばらしい︒﹂の

まったけれど︑帥年生きてきてなお︑失敗を口にされ︑

﹁戦後の運動の失敗の歴史が今日の日本を作ってし

んも駆けつけてこられました︒作家の彦坂諦さんの

この会には北海道から︑同じく帥歳の花崎皐平さ

気じゃないかと期待されるのは大変困ります︒

もうだめなことは確かなので︑会うといや元

ＰＰという社会全体の選択を要求する課題に

のことはとても忘れませんよ・このときの私
たちの話は︑作家のきだみのるの﹃気違い部

向き合ういまも︑あらためて考える必要があ
ると思うんですね︒

戦後期に︑モスクワの 言 う 通 り に し な い
ユーゴスラビアのチトーは︑スターリンに徹
底的に狙われて︑帝国主義に奉仕する裏切り
者といわれ︑ものすごい圧力をかけられたが︑
断固として立ち向かうことができた︒それは
政咋循力です︒チトーがもっていた力︑民衆の

支持を背後にもつ政治力ですよね︒

２０１１／１２／１
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には原稿用紙で有名な文房具店が二軒ある︒

して文学者が多く住んでいたせいか︑神楽坂

わたしの仕事場から︑神楽坂までは歩いて
すぐだ︒明治時代以降︑夏目激石をはじめと

字×一○行などの原稿用紙がある︒

れている︒激石にも︑二四字×一二行や十九

三○字×一二行など︑さまざまな柵目が使わ

は︑一八字×二十二行︑二十七字×二十六行︑

期には︑字詰も行数もさまざまな試行がお
こなわれた︒明治期の︑樋口一葉の原稿で

一○○年の歴史をもっと言える︒その原稿用

活字印刷と並走してきた原稿用紙は︑ほぼ

初期の順山陽にさかのぼるとも言われるが︑

れた仏典の木版印刷にあるとも︑一九世紀

原稿用紙の淵源は︑江戸時代初期に刊行さ

した︒この店を紹介する新聞記事には︑店先

模索され︑文字どうしを連綿と続けて書く︿崩

の書きかたも揺れていた︒︿言文一致体﹀が

原稿用紙が生まれたての時期︑文体も文字

しているが︑原稿用ではなく︑レポート用紙

田紙店のヨコ書き四○○字詰原稿用紙を愛用

紙を使う機会は激減した︒わたしは現在︑山

紙が︿いまのかたち﹀になったころの光景だ︒

相馬屋と山田紙店である︒相馬屋の原稿用紙
は︑激石のほか︑北原白秋や石川啄木が愛用

目を入れてほしい﹂と注文したのが原稿用紙

を通った尾崎紅葉が︑置いてあった紙に﹁柵

のは︑役割を終えようとしている原稿用紙の

の代わりにしか使ってない︒いま目前にある

製作の発端だったとある︒いつぽうの山田紙

し字﹀が駆逐されていく時代でもあった︒残
された資料によれば︑樋口一葉は︑﹁たけく

店製では︑吉行淳之介が︑罫線が黄色い原稿

７４岬昌ロ・Ｉ１１Ⅱ

凸一■出■叩ⅡⅥ■且Ⅱ囲旧旧四旧Ｆ﹄■脚■Ｐ■■

ｒ匹叱■閉﹄■０列■︾︒寸．０００︲４凶Ⅱ■■ⅡＬ旧屯■Ｕ岬旧

タテ書き四○○字誌．
原稿用紙の多くには︑中

すがたである︒事情は︑中国や韓国でも同様
用紙を三○年以上にわた っ て 大 量 に 買 い つ
らべ﹂の原稿を律義に一文字ずつ折目を埋め
づけた︒江戸川乱歩が愛用
ｉ１１︲ｊ︲ｌ卿凧Ｉｉ１ｌＩＩ１ＩＩＩ︐・だろう︒
■Ⅱ○句ふむ３両宮画ｑ
したのはどちらの店のもの
だったか︒

一︾一一一一一一︾︾一議一一︾一塁一︾︾罪イ︾︾︾︾一一︾一岬︾︾︾一︾一︾一︾﹃・︲い

うなかたちがある︒正確

原稿用紙の変蛎総措謹詫職

の︿アタリ﹀で︑形状が似ている点から﹁魚
陣﹂と呼ばれる︑漢籍の製本方法である﹁袋

ぎ当

に二つ折りにするため
っっ︑そのいつぽう友人への手紙では︑︿崩
し字﹀をスラスラとしたためている︒一文字

ペラと呼ばれる二○○字
詰にするか︑四○○字詰が
よいのか︑罫が何色で︑紙
質を万年筆に適したものか︑はたまた鉛筆書
き向きを選ぶかは︑︿析目の空白﹀とたたか

は︑千年の歴史が潜んでいるのだ︒近代にお

ける書字の変遷も見つめてきたが︑いまや表

綴じ﹂の名残でもあって︑原稿用紙の背後に

感じながらも︑時代の変遷を冷徹に見なけれ

ナログ﹀なモードとのふたつが︑女流作家の
内部には同居していた︒

ばならないとも思う︒︿書くこと﹀の様態の

ずつの︿デジタル﹀なモードと︑連綿たる︿ア

一六五九年創業という相馬屋の一一代目・
現店主は取材に答えて︑﹁原稿用紙がいまの

ケートな好みによる︒短冊のように細長い︑
一○○字詰の原稿用紙を特注した作家もいた︒

かたちになったのはほぼ五○年前﹂と語る︒

変化と同時に︑わたしたちの︿話すこと﹀や

わなければならない書き手それぞれのデリ

﹁二○字×二○行﹂の定着はそう古いことで
はなく︑明治末から大正時代にかけてで︑一

大岡昇平は︑まつさらな原稿用紙の束が文学

明治期︑活字を一文字ずつ組む金属活字印

たかを記している︒大岡たちが丸善店頭の原

少年少女にとっていかにあこがれの対象だっ

︵すずき・ひとし／グラフィック・デザイナー︑題

︿考えること﹀も変容しているはずだからだ︒

舞台から退場しつつある原稿用紙を愛おしく

般用に商品化されるのは︑大正末期である︒

刷が急速に広まり︑文字数の数えやすさを求

稿用紙を溜め息とともに眺めたのは︑原稿用

字デザインも筆者︶

めて︑一粉に一文字ずつを書くことを強制す
る原稿用紙が普及していく︒原稿用紙の揺篭

2
８
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プリ︶国際批評家連盟賞受賞
監督／ダル・ベーラ脚本／ダル・ベーラクラスナホ
ルカイ・ラースロー撮影／フレッド・ケルメン音楽／
ヴィーグ・ミーハイ網禦程／ボーク・エリカデルジ・ヤー
ノシュハンガリーⅡフランスⅡスイスⅡドイツ映画モノ
クロ２５４分２０１２年１月東京・渋谷シアター・イメー
ジフォーラムほか全国順次口ｌドショー

際ＩＩｌｈＩｌｌ

Ⅱ可旧旧旧ⅢＧ１品Ⅶ周

遡潅
空

瀧

幻︑賭小

■

鋳罰附.

﹃二ｌチエの馬﹂；
￨■■■■■■

第副回ベルリン国際映画祭銀熊賞︵審査員グラン

一

映画の紹介

鍵

は︑右半身が不自由で︑もはや農作業もまま

らす農夫と娘がいる︒帥代かと思われる父親

ンガリーの人里離れた窪地の家にひっそり暮

⑧ごうごうと音を立てて吹きまくる寒風︒ハ

いる馬を見て卒倒し二度と正気に一戻らなかっ

うタイトルは︑晩年のニーチェが鞭打たれて

●ヨーチェの馬﹄︵原題﹃トリノの馬﹄︶とい

ランプの灯もつかない︒闇が二人を包む︒

ならないようだ︒訓代か伽代の娘は水汲みか
ら食事︑洗濯など︑家事労働いっさいを引き

男は﹁いわばニーチェの影﹂で︑﹁私たちの

ダル・ベーラは語っている︒酔って演説する

いて想像したのが︑この物語になったのだと︑

たという挿話に基づく︒その馬の飼い主につ

老いて疲れ果て︑死にかけている︒

受けている︒馬小屋ではたった１頭の馬が年

べなくなった︒ある朝︑井戸が枯れて水が出

︑異変は静かにやって来る︒馬が全然餌を食

いて︑素直に立ち去る︒

行け﹂と男を追い出す︒男は︑小銭数枚をお

も責任がある﹂︒農夫は﹁やかましい︒出て

のは︑神もそれに加担していることだ︒神に

た︒われわれは世界を破壊している︒最悪な

相を嘆き始める︒﹁人間は皆腐敗してしまっ

杯所望した︒男は酔ううちに能弁になり︑世

︑ある日︑知り合いの男が現われ︑焼酎を１

仕事のようだ︒その間︑会話はほとんどなく︑
表情によるコミュニケーションすらない︒

ぶし︑塩をつけて食べる食事は︑まるで辛い

だけの食事︒熱いイモの皮を素手で剥いてつ

父親の着替え︑そして茄でたジャガイモ−個

入れ︑数十メートル離れた井戸への水汲み︑

とつひとつ丹念に描かれる︒ランプや篭の火

絶望の深さに︑一種の爽快さを感じるのでは

ノクロ映像の美しさを通して突きつけられた

間の緋﹂の押し売りに牌易している人は︑モ

３．︐以来の胡散臭い室祁望﹂の呈示や﹁人

客は興味を持てないかも知れない︒もっとも︑

は何かしら勇気づけられるものを期待する観

ない世界である︒映画に娯楽だけを︑あるい

③黙示録的な寓話の形をとった︑夢も希望も

ていないように見える︑ということなのです﹂︒

︵中略︶死の最も恐ろしいところは︑何も起こっ

おけるように︑ゆっくりと静かにやってくる︒

を通して吹き荒れている風︑あれも世界を破

し︑人間を超えた力もまた働いている︒映画

世界の破壊に責任があるという点ですｂしか

のは︑私を含め︑私たち全員︑人類そのものが︑

⑧ダル・ベーラはさらに述べている︒﹁重要な

言葉です﹂とも言う︒

出発点は︑﹃神は死んだ﹄というニーチェの

ないことを発見する︒二人は引越しを決意し︑

ないか︒例えばＡ・タルコフスキーの作品の

③生きのびるための毎日の二人の行動が︑ひ

家財道具を荷車に積んで出て行くが︑途中で

ファンなら︑この映画の価値を認めるだろう︒

本野義雄︵もとの・よしお／本誌編集委員︶

壊しています﹂︒﹁世界の終りは︑現実生活に

思い直して戻って来る︒だが︑ジャガイモを
茄でる水もなく︑油は残っているのになぜか
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に︿原発ファシズム﹀体制がつくりだしてい
るタブーを突破する馬力にのみ示されている

わけではない︒そこには被曝労働者一人ひと

りの写真︵亡くなってしまった人はその関係者︶

と言葉がキチンと収められている︒そういう

が検出され︑原子炉内で溶けた燃料が核分裂

令今︑福島第一原発の２号機から﹁キセノン﹂

う文章を寄せているのは︑今回は鎌田慧のみ

人︶をプラスしたものである︒﹁解題﹂とい

今度の福島原発事故の写真と文章︵これも本

まとめて落とし︑本人の解説の文章をふやし︑

から︑解説的に文章を寄せた人びとの論文を

奉聖︵これは１９９６年に三一書房から再刊された︶

にオリジン出版センターから刊行された﹃原

７月に八月書館で再刊されたもの︶︑﹃新装改訂版

︵１９８１年に三一書房から刊行され︑２０１１年

◆その点は﹃闇に消される原発被曝者﹄

り︑ルポなのである︒

いるのだ︒まさに足でつくりだした写真であ

樋口は︑各地の労働者を何度も何度も訪ねて

天野恵一

反応を起こしている事実が確認された︒この

である︒その﹁わが同志・樋口健二さん﹂に

働者﹄︵１９８７年に三一書房から刊行されたもの

原発被曝列島１１卵万人を超える原発被曝労

ことを可能にする信頼関係を作りだすために

大事故は︑放射能をさらにふりまき続けてお

は︑こうある︒

プといっても過言ではない︒原発内部の不気

は︑あまりにも有名である︒世界的なスクー

働者﹄︵１９９１年︑八日曾館︶で︑より具体的

書房から刊行された︶︑﹃アジアの原発と被曝労

に新たに書き加えたもので︑２０１１年８月に三一

なお続く福島原発の放射能汚染

り︑東電や政府の﹁事故は収束﹂に向かって
いるという﹁安全﹂キャンペーンの根拠がま

◆﹁樋口さんの原発内部の労働を撮った写真

味さと︑労働の過酷さを写し撮った︑きわめ

被曝の被害者でありながら︑御用学者︵医者︶

ただの取材対象として向き合ってはいない︒

原発労働者の友人として生きる

たゆらぎだしているのだ︒この被バク大国

んだ本の紹介である︒このテーマの第一人者

今さて今回は︑︿被曝労働者﹀問題に切りこ

て貴重な写真である︒ここで働く︑農民︑下
請け︑孫請け労働者の姿は︑そのまま被曝労

真集が合同出版

崩壊﹄という写

今今年の８月妬
日づけで﹃原発

◆こり登美は決してオーバーではない︒まさ
にそこに︑この写真集のスゴさがあるのだ︒

いう栄誉を示している﹂︒

労働を撮ったカメラマンはだれもいない︑と

とにも︑原発の﹃放射線管理区域内﹂とその

一連の写真は︑樋口の前にも︑樋口健二のあ

動にどれだけ貢献したかわからない︒／この

一人ひとりの労働者と友人となって生きよう

に生きている︵あるいはガンになって死んでいく︶

を隠蔽する︿原発ファシズム﹀に抗いきれず

や電力会社・裁判所が束になって︑その真実

に確認できる︒樋口は︑原発労働者たちに︑

はカメラマン︵ルポライター︶の樋口健二であ

働者を生み出す労働を撮っていて︑反原発運

あろう︒

ることは︑誰しも認めざるをえないところで

から刊行されて

そして︑樋口の写真︵ルポ︶のパワーは︑単

の強烈な情熱を支えているのは︑その明白な
事実を︑あらゆる手段をつかって隠そうとし

は︑その様が生き生きと読みとれるのだ︒こ

とし続けている︒それらのルポ︵写真︶から
いる︒この写真

原蕊内部壷写し撮る写真集﹃原蕊崩壊﹄

ニッポンの現状は︑あまりにも悲惨である︒

ｌ樋口健二の仕事をまとめて

︿原発被曝労働者﹀問題

鵜
集は１９７９年

瓢
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である︒直接の被害者たちの怒りをこそ共有
で無防備にちかい姿で取材を続けたことで︑

﹁私は今回だけは取材を断念せざるを得ない
状況にあった︒ＪＣＯ臨界事故翌日に︑現地

ている﹁人殺し産業﹂に対する真正直な怒り
しようという姿勢である︒

数年後︑鼻血がよく出るようになり︑血液内
科で検査を受けると﹃再生不良性貧血﹄と診
い込んだからである︒／それでも原発事故か

断された︒そんなありがたくない病気を背負

原篭は本質的に﹁人殺し産業﹂

単純明白な一つの真実である︒﹁パイプの森﹂

命樋口が写真で︑ルポで訴えかけているのは

ら３ヵ月たつと︑いてもたってもいられなく

こうまで樋口を突き動かすものは何か︒そ

の中の作業である原発労働は︑下層労働者群

れは︑闇に葬りさられてきた被曝労働者たち

なり︑編集部の協力を得て６月７日︑８日に

て原発は一日として動かないのだ︒だから事

によって支えられており︑彼らは﹁使い捨て﹂

故があろうがなかろうが︑原発は﹁人殺し産

一人ひとりに対する鎮魂の意思であり︑この

取材に出かけたのである﹂︒

業﹂なのである︒被曝労働︵者︶の実態をみ

シズム﹀体制全体への真正面からの怒りであ

死者をさらに再生産し続けている︿原発ファ

にされている︒そして彼らの肉体労働なくし

樋口は︑国境を超えて原発労働者︵やその家族︶
る︒

れば︑そんなことはすぐ誰でも理解できる︒
と会い続けることを通して︑その事を具体的

この被バク大国ニッポンの出口のない絶望的

は︑原発再稼働に向かって動き出している︒
な現実︒この樋口の一連の仕事︵とその姿勢︶

令大事故の進行中の今︑野田政権や電力資本

真集と︑３冊の著作を産み出したのである︒

は︿絶望などしているヒマはない︑出口は自

にハッキリと示し続けてきたのだ︒

私たちは︑樋口の怒りの深化が︑この長い

分たちの手でつくれ﹀︑そう私たちに告げて

やその作業のプロセスが︑ここで紹介した写

それを手にすることで確認 で き る の で あ る ︒

いる︒

︵あまの．やすかず／本誌編集委員︶

長い作業の原動力であり続けていることを︑
◆﹃原発崩壊﹄に収められた文章で樋口は︑

樋口健

︾

唾会
一 凸 司

福島原発事故にふれてこう 語 っ て い る ︒

本

の

紹

介
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もなされていて得心いたしました︒かって日

対談︑短い対談録の中に重要な提起がいくつ

そんな時︑吉川勇一さんの言葉︑戦争反対

本にも〃実験的空問診が社会の中にあったけ

のかなあ︑と肩をおとした時があります︒

などと︑急にその時にできるはずがないんだ︑

いう事実はその通りですね︒

れど︑今ではまったく埋められてしまったと

前田哲男論文も重要な指摘をされています︒

日々の中の小さな不服従の積み重ねが可能に
づけられ︑そうだ︑変なことはやっぱり見過

この論文と室・吉岡対談は〃自衛隊″という

するんだ︑とい諺？内容をきいてとっても勇気

ごすまい︑妥協すまい︑と胸をはれたのです︒

存在について対になっていて大変参考になり

東京都世田谷区長谷川修児

ノーモア・ヒロシマ︑ノーモア・フクシマー

★ノーモア・ヒロシマノーモア・フクシマ
千葉県千葉市長谷好男

感じつつ︒

脱原発と言いつつ︑電気を浪費する矛盾を

福岡県久留米市東真喜子

★脱原発と電気の浪費に矛盾を思う

ない情報満載でありがたい︒

会報はとても勉強になり︑新聞では得られ

大阪府高槻市沖村京子

★新聞にない情報がよい

上げます︒

良い社会にするためにご活躍をお願い申し

埼玉県戸田市田中美秋

★よい社会にするための活動を

に読み切った１２７号でした︒

ます︒好一対の巻頭読物に引きずられて一気

不服従をはっきり意識しました︒

これがのちのちの﹁日の丸・君が代﹂の
不服従にすっきりと向かっていけたもとだっ
たよな︑とよく思いかえすのです︒

吉川勇一さんの言葉︵と実践︶は私におお
きな力と自信︑指針を与えました︒ですから︑

ありませんｑ何をなさらなくてもよい︑そこ

吉川さんには︑決して第一線を退いて欲しく
に存在する︑ということ自体が大きな意味を
もっている︑と私は思っています︒

どうか吉川さんには生涯現役でいていただ
きたい︒今︑私は母の介護に時間をさかれて
いて何の事務作業のお手伝いもできないので
心苦しいですが︑吉川さんには作業や仕事は
なさらずとも居てほしいと心から願います︒

先達として︑代表であり続けて下さい︒お
願いします︒

理職から退職金ウン百万の差が出るから書け︑

１２７号読み切りました︒室謙二・吉岡忍

★室謙二・吉岡忍対談に得心

とか組合からも言われ︑偏屈な奴と陰口をた

もそれはおかしい︑と書かなかったら再三管

ト３千字を書けば賃上げすると妥結した時に

ら笑われたり︑都労連が団交して研修レポー

に合い︑同僚から融通をきかせない奴とせせ

９人は残れて︑ただ一人とばされるという目

しい︑と原則を訴えたら皿人中校長具申した

父の看病を抱えて大変でしたが︑それはおか

たよらないと希望通り残れなくなった時も︑

異動要綱が改悪され︑校長の〃お情け″に

は変だ︑と言い続けてきました︒

日々生起するおかしなことごとに憤り︑それ

私は障がい児学校に勤めていた労働者です︒

る次第です︒

載されていたので失礼をかえりみずお手紙す

んが第一線から退かれる意向のあることが記

りがとうございました︒恥１２７号に吉川さ

もとりあげていただき汗顔の至りでした︒あ

感謝致しています︒恥１２７号の編集後記に

また︑拙文を快くのせて下さいまして心から

いつもニュースをありがとうございます︒

東京都西東京市渡辺厚子

★吉川さん︑生涯現役で

︒︒●●●︒︒︒●●．・・・の●Ｃ・・・︒●．・・・●●●︒︒︒●●●︒︒︒●●．︒︒︒●●●︒・・●●●︒︒︒●●●︒︒︒●●●．
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たかれ︑いささか自分でもちょっとおかしい
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昔士

脱原発の取り組みを大きくＩがんばって！

★工夫がほしい会費切れの案内

東京都板橋区棚橋寿郎

もうとしている︒我々は民主教育の灯を消す

訳にはいかない︒処分条例を廃止・撤廃させ

るために立ち上がろう︒

ように失念しやすいシルバー会員に﹁会費切

★自分の頭で考えることの大切さ

昨年２月に会費を納入したまま失念︒私の

静岡県浜松市曽谷道子
れ﹂の判などを︒︵他の会ではあるのです︶︵会

★励まされる記事
毎号︑拝読して大きな励ましをいただいて

一基庫県神戸市

玄米と旬の野辛釆ＩＭＯＭＯＮＧＡ

初めて会報を読み︑その充実ぶりにビック

日々の活動︑ありがとうございます︒簡素

徳島県小松島市菖宮千鶴子

てもよく〃自分の頭で考える″ことの大切さ

︵編集部注１２６号︑梶川ゆうさんの記事︶がとっ

リしましたｌ﹁ドイツから見る福島原発事故﹂

に質素に生活することを願っての毎日です︒

いう気持ちをもって︑明るくダフに向かって

いきましょうＩ

を改めて実感︒できることは何でもやる！と

思うこのごろです︒

東京都武蔵野市阿部美智子

わせた暴挙である︒９月には﹁処分条例﹂の

が代起立条例﹂を強行可決した︒数に物を言

一その旨明記していただけると幸いです︒
ｒｌ１０１１１１１１０１０１１１１１１１１１１１１座

一礁蹟誹頬譲鍔別鉾製霊溌雛一

︸﹁読者のおたより﹂の多くは︑会費納入の際の郵巨

勺Ｉ１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４

願いします︒

察してます︒１９３０年生創歳︑よろしくお

ロボットの米国利用の記事など興味深く考

千葉県市川市佐々木善治郎

★９条を守れ

大阪府高槻市野口里子

★大阪府の君が代条例の廃止を

します︒

９条守れ！原発不要！よろしくお願いいた

愛知県名古屋市山下智恵子

★良い記事がある

次世代へ負担を残さないようにしなければと

★次世代へ負担を残さないように

送りしています︒どうぞご確認下さいｌ編集部︶

費切れの会員には︑会費切れのご通知を同封してお

います︒御礼︒

★大切な情報です

埼玉県さいたま市神川辰子
いつも大切な情報をありがとうございます︒

★生きるエネルギーです

東京都杉並区道津弘二
﹁市民の意見﹂を読んで世界が広がり︑生
きるエネルギーとなってます︒
★拠り所となる﹁市民の意見﹂

秋田県鹿角市佐藤和夫
スタッフの皆さんのお仕事︑本当に有難う
ございます︒どの号でも主張︑論旨︑総合誌
よりも適確でいつもよりどころにさせていた
だいております︒

今︑大阪の教育が危ない︒６月﹁大阪維新

１回目をいつ振り込んだかを忘れました︒

成立を狙っている︒権力により教職員の管理

の会﹂は府議会において全国に先がけて﹁君

何かサインがあるとよい︒︵封筒の宛名シール

統制を強化し︑物言えぬ教師を作ろうとして

★会費振り込み案内を分かり易く

の右下記載の会員期間をご参照下さいｌ編集部︶

いる︒戦後㈹有余年築いてきた民主教育を阻

２０１１／１２／１
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[神奈川県]☆１２月１６日（金）１８時30分「ナショナリズム、『日の丸・君が代』、天皇制・・・戦後をやりなおし
たい−３．１１、その後の私たちに問われているもの」話：北村小夜、場所：かながわ県民センター（｣Ｒ「横浜」駅
徒歩５分）主催：｢日の丸･君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会
[大阪府]☆１２月７日（水）１４時.伏阪空襲訴訟第一審判決｣､判決後､最寄りの会場で報告集会があります場所：
大阪地方裁判所（京阪電鉄「なにわ橋」駅、徒歩５分）問合せ:大阪空襲訴訟事務局、電話0７２−２７１−５３６４（安
藤)、大阪空襲訴訟弁護団、電話０６−６９４２−７８６０(大阪中央法律事務所）
[京都府]☆開催中(１２月１７日まで)９時30分から１６時30分､立命館大学国際平和ミユージアム｢プリーモ･レーヴイ
アウシュヴイツツを考え抜いた作家」場所：立命館大学平和ミュージアム（｣Ｒ・近鉄「京都」駅より市バス５０に
て「立命館大学前」下車、徒歩５分）参観料：大人400円、中・高生300円、小学生200円問合せ：立命館大
、

（

‐

学国際平和ミユージアム、電話０７５−４６５−８１５１．
☆１２月１１日（日）１３時30分「罪と罰を超えて死刑のある国でく厳罰化＞を考える」講演：森達也、浜井浩

一場所：ひと・まち交流館京都大会議室（京阪電車「清水五条」駅、徒歩５分、地下鉄烏森線「五条」駅、徒歩
１０分）資料代：１０００円（学生700円）主催：京都にんじんの会電話0９０−２１９９−５２０８（大須賀）
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参叫蒲局淀巽打
野灘信一

れ妙案もないまま︑事務局のメンバーが輪番

とは進んでしまうのです︒そこで不意を突か

ことが常でしたから︑結局は目論見通りにこ

子力資料情報室﹂があんなに頼もしく見えた

クレルやら︑にわか勉強にも大わらわでした︒

に怒り心頭に発しながら︑シーベルトやらベ

政治家︑官僚︑学者の不誠実で無能な対応

ことはありません︒その後︑６月１日号︑８

普段から交流のあった﹁たんぽぽ舎﹂や﹁原

んが何と４号分も続けて書いて下さいました︒

月１日号︑ｎ月１日号と３号続けて東日本大

で書くことにしようか︑ということに落ち着

その武智さんが大きな眼と優しい川訓で﹁も

られない多様な視点からの報告や︑かってな

震災関連の特集が組まれ︑マスコミでは報じ

き︑一番手を引き受けて下さった高橋武智さ
動のあり方に関して﹁同じ目的を持って大同

うそろそろ代わってもいいかな﹂というので︑

国先日の事務局会議では︑平和運動や市民運
につくためには︑過去の経緯は水に流しても

い広がりを見せる脱原発行動の記事を褐減し

今回はぼくにお鉢が岡ってきた次第です︒

■１〜３月の事務局は５月３日の新聞掲載に

良いのか否か﹂という話で１時間くらい盛り

■今年は事務局の体制も変更になりました︒
発足以来︑本会の中心を担って来られた吉川

ました︒そんな慌しい中︑５月３日には朝日

さんから︑高齢と体調を理由に代表を退任し
たい旨の申し出があり︑事務局内で相談した

向けた﹁意見広告﹂の作業が大詰めを迎えて

結果︑無理なご負担を掛けぬよう︑高橘武智

案外深刻な問題なのですが︑﹁事務局会議﹂で

う向き合うか︑という重苦しい議論が交わさ

さん︑本野義雄さんを加えた３名による共同

上がりました︒運動の現場に今も影を落とす

れていました︒他方で︑北アフリカ・中東で
の民衆の蜂起と民主化への動きという久為に

代表制をとることになりました︒今年別歳を

鉦拳掲戦することができました︒

明るい話題では︑みなの表情も和らぎました︒
そんな矢先︑４月１日号の掲載記事もほぼ集

迎え﹁お元気そうですね﹂と声を掛けられる

新聞と被災地の地方紙２紙に全面意見広告を

まった３月ｎ日に東日本大震災と福烏第１原

たびに︑﹁俺は柵身創痩であって︑元気ではな

いました︒また辺野古への基地移転の動きが

発事故が起こります︒長年︑反原発を唱えな

い﹂と言って回っているという吉川さん︒皿

こんなことを自由に話し合えるのが市民運動

然﹁事務局だより執筆は⁝

がら︑こうした事態を許してしまった無念さ

月末に︑学生時代からの﹁盟友﹂武藤一羊さ

再び活発化し︑貧困問題を置き去りにした増

私としては最後にいたしま

と後悔で男性陣が言葉を失っている中︑女性

税やＴＰＰ参加を主張する菅民主党政権とど

す﹂と宣言されました︒吉

陣は直ちに家族の避難に動くなど︑行動力の

んとお二人合わせて１６０歳のお祝いの会が︑

いろいろなことがあった今年の事務局を振り

川さんは突然の宣言で良く

差は歴然︒

百数十人を集めてにぎやかに行われました︒

の良いところです⁝という﹁無茶振り﹂から︑

周りを驚かす癖があります︒

回２月１日発行の今年最初の事務局だよりの

返ります︒

しかし︑思いつきで話した

■４月以降は︑次々と報じられる地震・津波

ご心配なく！十分にお元気です︒

凶Ⅲ左。.坐、。‐鉦墜１

･ｌｎｎｎ錘弐型

誌上で︑同柵を長年担当さ
れていた吉川勇一さんが突

り官僚の振り付け通りに動
くどこかの国の政治家とは

に心を震わせながらも︑やはり一番の関心は

災害の凄まじさと全てを失った被災者の境遇

︵のざわ・しんいち／事務局︶

異なり︑その発言の裏には
あらゆる修羅場をくぐり抜
けてきた確かな判断がある

原発問題に集まりました︒事故を起こした東
京電力はもちろん︑いわゆる﹁原子力村﹂の

人と状況を見る冷静な眼と

軍廻

２０数年ぶりに建物の入り口に事務局の「看板」が設置されま
した。この看板を目印に事務所をお訪ね下さい。
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います﹂と答えて変な顔をされ︑新入社員歓

構えを聞かれて﹁青臭さを失いたくないと思

新米は今年も変わらず秋を届けてくれたのに

ともできず︑結局︑家族だけで食べています︒

に﹁放射能は大丈夫？﹂と︑問い合わせるこ

通称しています︒

かし︵？︶も込めて︑内部では﹁編集長﹂と

ます︒担当者に対するねぎらいと若干の冷や

本誌Ｑ綿集は︑毎号担当責任者が交代してい

今長年の読者の方はお気づきかと思いますが︑

智︑西田和子︑野津信一︵本鍔担当︶︑道場親信︑

彦︵次号担当︶︑杉内蘭子︑商岡甫雅︑高橋武

今編集委員阿部めぐみ︑天野恵一︑有馬保

︵野燦信一︶

きました︒彼女日く﹁まるでパパみたい﹂と︒

今早速詩集を借りて来て連れ合いに感想を聞

前号でお願いしましたとおり会費の前納を
２年までとさせていただきましたので︑９月

りますのでご安心ください︒

しかし︑基本会計は前年に比べまだ余裕があ

加が一段落し︑収入額が少し減ったためです︒

せんが︑６月以降続いていた新規入会者の増

てしまいました︒支出額はいつもと変わりま

さて︑今期は残念ながら久々に赤字となっ

︒

迎の宴会で指名されてつい﹁反戦歌﹂を歌っ

⑤しかし﹁編集長﹂には二つの特権がありま

木野義雄︑諸橋泰樹︑吉川勇一︑吉田和雄

てしまった身としては︑痛く気に入りました︒

す︒それは表紙の絵と巻頭詩を選ぶ権限です︒
表紙の絵は︑﹁無言館﹂のご好意で伺館保有

以降これを超えてご入金頂いた分は﹁カンパ﹂

注（*1）ゆうちよ銀行普通預金利息。（*2）読

︲会計報審

者懇談会９，１０月２回分計￥500×22名｡（寒3）
外部団体への事務所貸出収入。（零4）128号印
刷費￥234,354、「９．１１アクション」ご案内は
がき印刷菱￥7,140。（懇5）ジェイナビ半年分
￥31,500他電話､切手代等。（幸6)プリンタート
ナー￥27i384,「30の会」印鑑￥10,290､蕊務
所案内板￥8,400他、(*7)読者懇談会スペースた
んぽぽ￥13,000、ＰＰ研￥2,000。(編7）「バルーン
大作戦｣へのカンパ￥64,911、「９．１１アクショ

の絵を掲載させて頂いており︑画集の中から

ください︒

として処理させて頂きました︒どうぞご了承

(単位：IJl）

これを選ぶのは中々楽しい作業です︒

尚︑会費の有効期限は﹁市民の意見﹂をお

122701

／︾他方︑星の数ほどある詩の中から巻頭詩を

ン再稼働反対｜麓同金￥3.000。

送りする封筒の宛名シールの右下に印刷され

９
7
,
8
2
39

選ぶのは︑なかなか大変です︒手元の詩集だ

･3．収支（286,779）

ていますので︑ご確認ください︒︵上口︶

4．残高の内訳

秋になり千葉に住む母から新米が届きまし
た︒知り合いの農家から自家消費用を分けて
いただくので市販のものより美味しく︑私も

364500

けでは限られてしまうので︑先日も近くの図

2370

毎年楽しみにしています︒いつもなら嬉しく
てすぐにでも友人にお裾分けの電話をするの

6
,
3
5
7
,
9
6
3
1
7
6
,
7
1
5
1
,
1
6
5
,
8
2
0

会基本会計
条約基金
F/I基金
預り金
計

8
,
1
0
9
1
9
7
8
7
,
8
2
3
,
1
9
9

前期からの繰越
次期への繰越

1
,
3
5
8245
預り金精算
支出計

241,494

印刷費(､4）

書館の詩の書棚で︑何冊かの詩集を手にとっ

収入計
2．支出

466

1
,
2
0
0

ﾊﾞｯｼﾞ等販売
銀行利息伽
集会入場料(拳2）
雑収入(藷3）

ですが︑今年はどうしたものかと︒せっかく
孫を喜ばせようと送ってくれた母や農家の方
発 送 費 ＝ ＝159}140
62.593
言費幅）
54.870
消耗品饗(聯6）
編集３
4
5
,
3
7
5
会場費 (
1
5
,
0
0
0
.
7
）
交通費
6
5
,
8
0
0
事務所費
220,000
光熱費
1
5
,
8
5
4
手数料
31,540
67,911
諸会費(臆8）
1
4
,
1
6
8
雑費

て︑パラパラと見ていました︒で︑偶然目に
飛び込んできたのが︑掲載した﹁反対﹂です︒

立曜 金糖算

8
9
,
0
0
0
1
5
7
,
5
3
0
1
,
0
7
1
,
4
6
6
預り金

153,900
カンパ

,
0
0
0
0
０

ﾆｭｰｽ販売

3
６

市民の意見Ｎｏ．１２９２０１１／１２／《

編
2011年９月〜１０月会計
１．収入
一般会費
221,500
協力会饗
1
2
0
,
0
0
0
293.000
k老会費
Ｉ
篭害者会費
9
,
0
0
0
(会賀小計）
6
4
3
,
5
0
0

数十年前︑就職試験の面接で社会人になる心
市民の意見３０の会・東京

