︱

﹁今すぐどこでも１０００円以上！速やかに１５００円実現を‼﹂

︒

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは２０２１春闘の一環として︑

日〜
日︑尼崎︑神戸︑明石︑

日に全国各地で取り組んだ︒これに呼応し︑兵庫では

最低賃金引上げをめざした﹁最低賃金ユニオン全国同時アクション２０２
１﹂を２月
﹁兵庫県パートユニオンネットワーク﹂が２ 月
姫路の４カ所のＪＲターミナル前で街頭宣伝行動を行った︒２０２０年の

万円で︑社会保険料や所得税が差し引かれると実際に

最低賃金の全国平均は９０１円で兵庫県は９００円︒１日８時間︑週５日
働いても月収が約
万円の収入だ︒長引くコロナ禍で労働者の労働条件の悪化がますま

して取り組み︑武庫川ユ

横のダイエー前で︑神戸
地区労︑神戸ワーカーズ
ユニオンのメンバーら
人が参加して宣伝行動を
行った︒最賃引き上げの
訴えとともに独自課題と
してユニオンがいま取り
組んでいるある企業のパ
ワハラ行為への抗議の訴

韓国のソウ

ル市が無償学

年目の

校給食を実施

して

今年︑すべて

の小中高校で

の﹁親環境無償給食﹂を

達成する︒
﹁無償給食﹂は

市内の国公立と私立学校

万５

明石では風が冷たいＪ

ィ・ユニオン全国交流集

１９年秋にコミュニテ

この間︑姫路では２０

の行動となったが︑
﹁コロ

が強く︑気温も低い中で

きた︒この日は非常に風

を合わせて行動を重ねて

ティッシュ１５０個︑チ

けて︑用意したポケット

ながる﹂と市民に語りか

労働者全体の賃上げにつ

市近郊でとれた食材を使

しかも地産地消︒ソウル

有機・無農薬・減農薬︑

千人が対象︒
﹁親環境﹂は

など１３４８校︑

Ｒ明石駅前で︑集まった

会を受け入れ︑その後も

えも行った︒

人がパートアクション

用差別をなく

う！非正規雇

用をめざそ

くし︑無期雇

有期雇用をな

﹁必要のない

と合わせて

最賃引き上げ

バーが順番にマイクを持

をなくせ！﹂などとメン

こそ︑非正規雇用の差別

げを！﹂
﹁コロナ禍だから

こそ︑最低賃金の引き上

工夫し︑
﹁コロナ禍だから

ンパネなどを目立つよう

が参加した︒横断幕やコ

で︑自治労播磨ブロック

姫路ではＪＲ姫路駅前

を配布した︒

ットティッシュとチラシ

用意した５００個のポケ

脇でプラカードを下げ︑

えた︒他の参加者はその

４人が交代でマイクで訴

ニオンのノボリを立て︑

石地労協とあかし地域ユ

の宣伝行動を行った︒明

ー︒１９０４年３月８日

︵

日︶など力

ン︑はりまパート集会

２０２０パートアクショ

の現実などを訴えるなか︑

の意義やジェンダー格差

っている﹂
﹁最賃引上げが

用・労働条件が犠牲にな

ナ禍で非正規労働者の雇

義の浅さや問題のチェッ

かで︑自分の中の民主主

ラシ 枚を配付した︒

備金の支給も始めるとい

に約２万８千円の入学準

今年から中・高の新入生

支援してきたが︑さらに

用した給食が提供される︒

︵森口︑上野︑金平︑

細川︶

国際女性デーで宣伝行動

アイ女性会議ひょうごが元町駅前で

げてきて今年は残ってい

た高校１年生まで拡大し︑

全面実施となった▼ソウ

ル市は学校給食だけでな

く﹁無償教育﹂として入

学金・授業料・学校運営

となって１９７５年に国

モを起こしたことが起源

ールした︒

シュを配るなどしてアピ

ぞれ自分の問題として考

の問題を社会全体がそれ

の問題︑人権・民主主義

欠市長選が４月７日に行

自殺した朴元淳市長の補

う▼ところでソウル市は︑

支援費・教科書購入費を

連がこの日を﹁国際女性

３月８日は国際女性デ

開始から対象を順次ひろ

そう！﹂をス

って訴えた︒寒くて風も

臨職評︑はりまユニオン︑

クの甘さ︑不十分さを改

月

ローガンに掲

強い中︑チラシ︑ティッ

めて感じた︒ジェンダー

年

げたパートア

シュを２００個︵枚︶を

プラカードを掲げ︑チラ

クションを全

シ付きのポケットティッ

年に常設の芝居小屋として誕

﹁永楽銭﹂にちなんで﹁永楽館﹂と名付け

伝行動を行った︒

にアメリカの女性労働者
配布した︒

られて明治

デー﹂と定めた︒世界各

た森発言をめぐる一連の

同代表は︑
﹁旧態依然とし

行動に参加した川辺共

っていた︒

ならないと思った﹂と語

えるようにしていかねば

判は当然だが︑朴元淳氏

われる︒セクハラへの批
年に閉館するまで歌舞伎興行を

騒動・混乱などをみるな

生︒昭和

地で女性の権利向上など

ットを買えば︑そば屋

を求めた行動が行われる︒
︵嶋谷︶

前東京五輪パラ組織委員

条は﹁義務教育は︑

ないだろうか︒

﹁運動﹂が必要なのでは

を実現するための市民の

とは違う︒やはり︑それ

法律ができるのをまつの

場をまったり︑棚ぼたで

しかしスーパー市長の登

うか︒
﹁無償の義務教育﹂︑

かわらず実態はどうだろ

っきり謳っているにもか

これを無償とする﹂とは

憲法

い▼翻って日本である︒

とは認めなければならな

きな成果をあげているこ

が主導した市政改革は大

中心に寄席︑演劇︑映画などで賑わった︒

る︒

日本では折しも森喜朗

大改修を経て︑往時の劇場が復元されてい
石永楽館がある︒出石城主仙石氏の家紋

会会長の女性蔑視発言を
めぐってジェンダー平等
が大きな議論になるなか︑
この日︑全国各地で女性
を中心とした行動が行わ
れたが︑神戸ではアイ女
性会議ひょうご︵加納花

数人

枝︑川辺比呂子・共同代
表︶のメンバーら

がＪＲ元町駅前で宣伝行
動に取り組んだ︒
メンバーがマイクを交

マイクを持ちチラシつきのティッシュを配りながら
ジェンダー平等などを訴えるアイ女性会議ひょうご
のメンバー＝３月８日、
ＪＲ元町駅前

は約

尼崎ではＪ

10

83
が婦人参政権を求めてデ

人

ニオン︑ユニオンあしや︑

（上から）
ＪＲ三ノ宮駅前、
ＪＲ
明石駅前、
ＪＲ姫路駅前での行
動＝いずれも２月27日

３・８

屋が味を競っており︑

神戸ではＪＲ三ノ宮駅

国同時アクシ

60

観光センターで巾着セ

ョンの一環と

12

３軒を味巡りできる︒

27

15

姫路ユニオンの仲間が宣

自治労臨職部会から

Ｒ尼崎駅前で︑

す深刻になっている中︑生きるためには最低賃金の引き上げは必須だ︒

風 が 冷 た い 中︑ＪＲ尼 崎 駅 前 で の
行動を終えた仲間たち＝2月 日

12

28
16

辰鼓楼の近くに近畿最古の芝居小屋︑出

辰鼓楼

14

26

︵ 豊岡市出石町 ︶
但馬の小京都︑出石は５万８千石の城下
町でそのシンボル的な辰鼓楼だが︑建立さ
れたのが明治になってからとは意外であっ

20

代しながら国際女性デー

26

た︒三の丸大手門脇の露台に︑時刻を知ら
せる太鼓を叩く櫓として建立され︑後に地
元の医師の寄贈で大時計が取り付けられ︑
日本最古の時計台として親しまれている︒
情緒たっぷりの城下町の散策とともに楽
しみなのが皿そば︒出石焼の白磁の小皿に
盛り付けられた皿そばは︑伝統の挽きたて︑
打ちたて︑茹がきたての﹁三たて﹂で作ら
れていて美味︒出石皿そばのルーツは︑出
石藩主松平氏と信州上田藩主仙石氏の国替
えで︑藩主と共に信州からやってきたそば

10

県内４か所で同時アクション

職人の技法が在来のそば打ちの技術に加え
軒ほどのそば

34
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尼崎市議選
任期満了に伴う尼崎市
︶は５月

新人や多くの有力元職の
環境については︑２０５
を卒業して住友精密工業

社会党尼崎総支部結成に

年４月︑新

年︑日本社会

に入社︒

言をめざすとし︑気候変

党に入党︒

０年温室効果ガス排出ゼ

動に伴う自然災害の激化

ロと気候非常事態都市宣

立候補も見込まれ︑厳し

つづきさんは︑
﹁人に優

い選挙戦が予想される︒

しい︑環境に優しい︑も

日告示︑６月６日投開票
で行われる︒新社会党兵

コロナ対策ではＰＣＲ検

尼崎へ﹂を掲げる︒新型

っともっと住み続けたい

害にも目を向け︑アスベ

えている︒アスベスト被

に対する防災の強化も訴

ちづくりプロジェクト事

在︑武庫之荘水と緑のま

その後連続４期当選︒現

尼崎市議選に初当選し︑

つづき徳昭︵都築のり
０・６９５１

ファックス

電話

・４９５

新たに

働者の闘いの結晶だ︒この闘いの結晶は︑た

う特殊な商品を守るために築き上げられた労

きたし︑今まさに破壊されようとしている︒

企業の儲けを拡大するために目の敵にされて

の権利なのだ︒その労働者の闘いの結晶が︑

当たり前の労働組合活

み出している︒そうした中で︑長年︑郵政や

生支部だけの問題ではない︒国労に続く闘う

支部にかけられている刑事弾圧は︑たんに関

また︑全日本建設運輸連帯労組関西生コン

は悔しいものもあったが︑いまの労働運動の

均等待遇を求める闘いに立ち上がった︒結果

や﹁恐喝未遂﹂などの容

◎内容＝①問題提起﹁関

◎参加費＝５００円

１号会議室︵ＪＲ加古川

分◎加古川勤労会館３０

分◎リベル３Ｆ会議室

◎４月９日︵金︶

■神戸集会

議員は﹁２回も放送法違

％

時

駅から南へ徒歩 分︶

︵阪神出屋敷駅陸橋を渡

時

■阪神集会

谷野毅氏︵全日建連帯労

り北へ徒歩２分︶

◎４月７日︵水︶

組書記長︶②全日建連帯

■はりま集会

小

西生コン事件と脅かされ

０１８年以来続く︑全日

労組関西生コン支部から

◎４月８日︵木︶

る労働基本権﹂ 講師

人にも及ぶ組

建連帯労組関西生コン支

の闘争報告③各地の闘い

合員を逮捕するなど︑２

疑で延べ

部への異常な弾圧︒この

の報告と交流

反の数字が確定している

・

％︑同年

年

月︑一度も放送

ている会社が︑子会社を

上げ︑
﹁外資規制に違反し

継していた﹂ことを取り

しないまま︑子会社に承

が

の認定を受けた東北新社

問題として︑﹁ＢＳ４Ｋ

さらに小西氏は新たな

の後︑認定取り消しへ︶︒

由を明かさなかった︵そ

送法違反を不問にした理

ない答弁を繰り返し︑放

ている﹂と無責任極まり

当時の事実関係を確認し

かったためではないか︒

ると︑当時認識していな

﹁外資規制に違反してい

したが︑総務省担当者は

東へ徒歩５分︶

８号室︵ＪＲ三宮駅から

分◎神戸市勤労会館３０
弾圧はすべての労働運動︑

■総務相﹁放送行政がゆ

改憲の動きをウォッチング

時

市民運動に向けられたも
のだとして︑この事実を

月に

より多くの仲間に知って
もらおうと︑昨年

がめられたことは全くな

結成された﹁労働組合つ
ぶしを許さない兵庫の会﹂

送事業者認定を取り消さ

は︑県内３地区で地域集

総務省官僚らが菅首相

ないのか﹂と厳しく追及

のに︑なぜ東北新社の放

の長男が勤める放送関連

い﹂ ほんとう？
・・・・・・・・・・

会を開催する︒

労働組合つぶしを許さな

した︵同党ＨＰ︶︒

まず︑小西氏は﹁内部

会社﹁東北新社﹂から異

調査では真実が明らかに

常な接待を受けていた問

題について︑直近のＮＨ

なってない﹂と問題視︒

・

日時点で

判のうねりが巻き起こっている︒ミャンマー

世界中で若者を中心に新自由主義に対する批

て団結・連帯し︑ストライキで闘っている︒

世界では︑労働者は不当な扱われ様に対し

かったかを改めて確認

った疑いを招くことがな

らに﹁ゆがめられるとい

ない﹂と軌道修正し︑さ

れた事実は確認されてい

しかしその後︑
﹁ゆがめら

反することとなった時は︑

第１項では︑外資規制に

者は﹁放送法第１０３条

いただした︒総務省担当

ければならないか﹂と問

には︑総務省は何をしな

規制に違反していた場合

小西氏は﹁放送法で外資

閉塞感に満ち満ちたこの社会を変えるのは︑

にゆがみが生じていなか

述べた︒総務省は﹁行政

しかし︑東北新社への認

ればならない﹂と答弁︒

その認定を取り消さなけ

︵中︶

れているというのに︒

れほどまでにもゆがめら

な答弁に終始︒行政がこ

と︑まるで他人事のよう

会社の話は全くしてない﹂

くわからない︒長男とも

たくしは会社のことは全

たのか﹂と迫ったが︑
﹁わ

部の接待要員ではなかっ

に﹁息子さんは総務省幹

また︑小西氏は菅首相

︵同︶︒

検討が必要﹂と答弁した

ースだ︒対応については

で想定していなかったケ

総務省担当者は﹁これま

か﹂
︵朝日︶と質したが︑

させるのは無効ではない

％を超えている﹂と追及︒ つ く っ て 放 送 事 業 を 継 承

送法で禁じられている

であったと指摘﹂し︑
﹁放

９月

日時点で

比率が２０１７年３月

続いて︑
﹁東北新社の外資

Ｋ世論調査によれば︑
﹁ゆ

がめられたと思う﹂が

％︑
﹁ゆがめられたとは思

％だ

％︑
﹁わから

ない︑無回答﹂が

わない﹂が
心とした地域共闘運動が存続し︑１９９０年

総務相の﹁全くない﹂

った︒

発言は衆院本会議︵２月

日︶で明言したもの︒

では︑軍事クーデターに対して国民がまさに

︵調査︶する﹂と会見で

私たち自身だ︒私たち労働者が︑生活や職場

ったかについては第三者

これを受けて小西氏は

の中で浮き彫りになっている具体的な課題を

﹁２回も違反している数

定は取り消されていなか

では︑
﹁放送行政のゆが

字が確定的にあるのに︑

を加えた検証委員会を検

み問題﹂について参院予

討中だという﹂︵朝日︶︒ った︒

算委員会︵８日︶で︑ど

なぜ総務省は東北新社の

社会に訴え行動に移す時︑社会は大きく動き

ならいますぐできる︒職場を越え︑地域でつ

のような論議が行われた

も︑できることから始めよう︒つながること

ながれば︑身の守り方を知り︑反撃の仕方を

のだろうか︒

消していないのか﹂と質

放送事業者の認定を取り

覚える︒各地のつながりがさらに大きなネッ

出す︒いますぐ立ち上がることができなくて

キで闘っている︒

命を懸けて民主主義を取り戻そうとストライ

支えている︒

地・各組合の闘いをみんなで寄ってたかって

てきた︒そして︑いまもこの財産を糧に︑各

以降も闘う労働組合を支援する形が維持され

兵庫では︑労働戦線の統一後も地区労を中

世の中を変えるのは労働者の力

利を守り︑広げることはできない︒

金が実施される︒労働者は闘い続けるしか権

動に対し︑
﹁威力業務妨害﹂ い兵庫の会・地域集会

円にも膨れ上がっている︒これまで﹁非常事

んに個々の労働者の権利ではなく︑これから

を一人で歩くのは不安だ︒だから︑みんなで

は 沈 黙 し た ま ま だ ︒ か つ て 春 闘 は︑
﹁暗い夜道

資本は手練手管を駆使して労働者を分断・

暴に対峙し︑
﹁安売り競争はさせない﹂という

東京メトロなどで働いてきた非正規労働者が︑

彫りになった︒分社化に

19

議選︵定数

庫県本部は︑現職のつづ
参画︒２００５年６月︑

薦し︑５期連続当選に向

スト救済法から補償法へ
務局長︑新社会党尼崎総

歳︶を推

けた取り組みを尼崎総支
査体制の強化・充実をは

支部副委員長など︒

き徳昭さん︵

部を中心にいま全力で進
の改定を国に求めると訴

︱１

▼連絡先＝尼崎市武庫之

える︒
後援会では尼崎に住む

じめ︑とくに自粛・制限

援制度による補償や︑倒

あき︶ １９５３年２月︑

・４９６２・５５５１

荘東１丁目

して訴えるとともに︑安

・・・・・・・・・

知人紹介を求めている︒

心できる子育て制度や社

Ｅメール
ama̲tsudu
ki@yahoo.co.jp

高知県生まれ︒ 年３月︑
高知県立高知東工業高校

る︒労働者のよりどころである憲法第

を入れて訴える︒さらに

会保障制度の拡充にも力

援制度の延長などを強調

産・失業を防ぐための支

には個人・事業主への支

つづき徳昭さん

破壊行為である︒関生支部への刑事弾圧を自

条の

者は︑コロナで残業が大幅に減り︑年間で１

分たちの問題として捉え︑勝利に向けて支援

労働者はもっと怒ろう！

をしていかなければならない︒

００万円近い収入減となった︒分社化で減っ

一方︑大企業は２０１９年から内部留保を

労働者の団結と連帯を取り戻そう

た賃金を残業でまかなっていた︒

今回の選挙では多数の

めている︒

コロナ禍は労働者を直撃
長引くコロナ禍のなか︑緊急事態宣言や営
業の時短・自粛要請により︑生活関連サービ
ス業を筆頭に︑宿泊・飲食サービス業︑陸運

っている︒それは︑そのまま非正規労働者の

態への備え﹂と言ってきた大企業︑それを受

社会に出て行く人たちも含めた全ての労働者

業︑娯楽業の売り上げの落ち込みが激しくな

就労割合の高い業種であり︑非正規労働者の

け入れてきた労働組合︒コロナ禍という非常

８時間労働制も︑労働法も︑
﹁労働力﹂とい

生活を直撃した︒コロナによって勤務シフト

事態にこそ吐き出すべきであるが︑労働組合

兆円も積み増し︑その額は４５９兆

が半分以下になり︑休業手当も受け取ってい

お手手つないで進めば︑安心﹂として取り組

対立させてきた︒それがいまの待遇格差を生

コロナ禍でも声を上げよう
私たちにも生活がある

ない﹁実質的失業者﹂のパート・アルバイト
が１４６万人を上っており︵野村総合研究所
調査︶︑その数は失業者︵１９７万人︶や休
業者︵２４４万人︶に迫る規模である︒休業
手当も︑政府が賃金の８割を補償する休業支
援金の制度も︑実質的失業者の約半数が知ら
ないという実情がある︒そして︑その実質的

まれた︒労働組合が国民の先頭に立ち︑声を

︵昨年７月〜９月︶以降︑
女性の自殺者が急増した

上げる時だ︒そして︑腐敗政治や大企業の横

失業者のうち１０３万人が女性だ︒第２波

背景にはこうした貧困問

また︑正社員もコロナ

労働者の団結と連帯が求められている時だ︒

題がある︒

によってこれまで見えな

よって基本給が大きく下

くなっていた問題が浮き

阪神・はりま・神戸

トワークへと広がったとき︑世の中は変わる︒

立憲民主党の小西洋之

10

「労働組合つぶしを許さない
兵庫の会」が連鎖で地域集会

塚原久雄︵労働組合武庫川ユニオン書記長︶

17

77

到達点である︒この闘いがあったからこそ︑
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30

30
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28
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10

30

今年４月からすべての職場で同一労働同一賃

22

21

71

４.７〜９

42

労働組合に対する国家による組合つぶしであ

30

56

つづき徳昭さんの
５選へ全力投球
げられてきたバスの労働

20
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東日本大震災︑福島第
一原発事故から

始めた︑平日は

時〜

時︑土・日の場合は

﹁棄却﹂という不当な判

〜

て行われた︒３月１日に
決が出されたばかりの同

を忘れない︑とよく言わ

裁判について︑判決の問

時

って行い︑用意した﹁脱

原はりま通信３月号﹂を

福島地裁で行政訴訟︵子

いつもより多めの約２５

ども裁判︶︑国賠請求︵親

古川駅前で行う街頭アピ

の締めくくりに︑哀悼の

歌などもまじえた行動

福島原発事故からまる

意を表すために立てたロ

年となった３月

日︑

ール行動だ︒

０部を配布した︒

時の時間帯にＪＲ加

れるが︑
﹃忘れない﹄は終

子裁判︶について﹁却下﹂︑ 題点などが解説された︒

わったことに使う言葉︒
原発事故は実際には始ま
ったばかりだ︒収束作業
にすら至っていない︒遠

日から

分から１時間にわた

してＪＲ加古川駅前で
時

黙とうを捧げ冥福を祈っ

た︒

事故の現場は︑ＪＲ神

過ぎた︵本紙前号既報︶︒

い亡くなってから１年が

中で不慮の交通事故に遭

灘区での会議に向かう途

だった寺本恵治さんが︑

マンション用地︑スーパ

操車場の建屋の跡地で︑

した︒場所は︑信号所や

物の所有地に新駅を設置

の装いを凝らし︑ＪＲ貨

自由通路を得て公的事業

ＪＲ西日本が神戸市の

山側の住宅地に立ちはだ

沿いのマンション群は︑

けが聞こえてくる︒線路

て住民からは嘆きの声だ

資産税や相続税が上がっ

線価も上がったが︑固定

相乗効果で公示地価も路

った︒アベノミクスとの

摩耶駅にはカケラもなか

からの新駅建設の要望は︑

年４月の民営化前から旧

に従事させた︒１９８７

させ︑花卉や野菜の栽培

で操車場やハウスに出勤

った︒国労組合員を異動

動を潰すための基地とな

は国鉄労働組合と労働運

１９８０年代︑東灘駅

と高度成長を支えた︒

り︑戦後の資本主義再建

戦争の後方支援基地であ

とともに︑大陸への侵略

湊川貨物駅や兵庫臨港線

鋼︑摩耶埠頭を結んだ︒

て川崎重工︑東は神戸製

線は︑西は神戸港駅を経

れた︒分岐する神戸臨港

てなければならない︒１

耶駅には３つの墓標を建

愛想笑いをしている︒摩

しみ丸だしの

摩耶駅は︑悲

仲間たちに

跡地に建つ︒

このハウスの

摩耶駅北口は

作に貢献した︒

という印象操

﹁国鉄は赤字﹂

る風景は︑

のように伸び

並び畝が線路

の︑ハウスが

グリーン事業

国鉄そのものの墓標であ

標︒そして最後の１つは︑

﹁人材活用センター﹂
の墓

した国鉄労働者と︑この

ルで行われた︒

戸線の摩耶駅北口から水

ー用地や駅ナカ病院用地

かって海風を止めてしま

つは︑この駅で降りて５

る︒

が﹁８兆２８００億円の

歳まで引

運用損失﹂︑そのうえ支

給開始年齢を

き下げる︵選択︶改訂を

行った︒年金への不信は

募るばかりで年金に頼れ

ない︒そして自助が強調

されている︒

２００４年の年金改革

ク﹂と共催で︑菅内閣が

顔の社会保障ネットワー

貢会長︶は今︑
﹁安心と笑

熟年者ユニオン︵山﨑

ライドの見直しと︑分か

の見直し︑賃金・物価ス

にはマクロ経済スライド

イドを導入︑２０１６年

と称してマクロ経済スラ

い︾と題して介護保

のものを持つことが大事﹂ 険 制 度 に 焦 点 を 当 て

演を受けた︒菊地氏

の菊地憲之氏から講

同ネットワーク代表

また︑
﹁白旗の少女﹂比

は豊富な経験と資料

等々だ︒

嘉富子さんについては︑

︱
には沖縄戦の﹁白旗の少

１９８７年に名乗り出た

ヒカさん﹂の紹介︑さら

女﹂比嘉富子さんの紹介

界の貧困をなくすために

た︑持続可能な発展と世

２０１２年にリオで行っ

は︑その人となりと彼が

セ・ムヒカさんについて

元ウルグアイ大統領ホ

の大切さ︑人の温かさと

じいやおばあのこと︑命

ってくれたガマの中のお

しながら︑富子さんを守

んとの再会の様子を再現

た米兵ヘンドリクソンさ

を紹介︒あの写真を撮っ

いきさつや沖縄戦のこと

紙で既報︶︒

出された︵詳細は本

多くの質問や意見が

指摘し︑参加者から

制度の問題点を鋭く

を駆使して介護保険

などが演じられた︒

という有名なスピーチを

日に︽年

老後の社会保障の

れてきた︒

大きな柱である医

療・介護・年金制度

はどれも危機に瀕し

ている︒ぜひ別掲の

学習会にご参加くだ

さい︒

第３回は︑
︽今︑生

はしもと かおる

活保護は︾をテーマ

に５月９日︑觜本郁

氏から神戸の冬を支

える会の運動を通じ

ての現況と問題点の

これらの学習会に

講演を受ける︒

加え︑今後︑高齢者

にとっては看過でき

ない﹁後期高齢者医

療保険制度﹂の大改

などを伝えた︒ っ て こ ら れ た 福 田 義 幸 氏

争の恐ろしさ

な人を奪う戦

優しさ︑大切

務所で年金の仕事に携わ

にして︑長年社会保険事

金改革と将来︾をテーマ

いこうとしている︒一緒

知恵を出し合って進めて

が︑多くの方々と相談し

針の具体化はこれからだ

する運動に取り組む︒方

うとしていることに反対

悪が今国会で決められよ

松元ヒロさん

２年ほど前︑
﹁老後２千

万円が不足﹂という金融

加納功︵熟年者ユニオ

を講師に招き開催する︒

者も共有する

庁の報告で国会は炎上し

ン事務局長︶

に闘いましょう︒

ライブとなっ

た︒そして年金の積立金

︵小城︶

た︒

の熱意を参加

学習会は３月

第２回の社会保障
熱く伝えた︒
﹁貧乏な人と

パフォーマンス中の松元ヒロさん

法は﹁１００年安心年金﹂

推し進めている全世代型

﹃あらためて問う！

社会保障制度改革に対し︑ り に く い 制 度 へ と 改 悪 さ

日本の社会保障﹄を

メーンテーマに３回

は少ししか物を持ってい

シリーズの学習会に

ない人ではなく︑無限の

欲がありいくらあっても

取り組んでいる︒

ないようにと参加希望者

満足しない人のことだ﹂

の多くを断りながらの開

﹁幸福が私たちのもっと

第１回は昨年

市民と野党の長田共同

ヒロさんのライブでは︑

も大切なもの︒愛情︑人

アクションが主催した松

安倍︑菅両政権やそれを

間関係︑子どもへのケア︑ 月︑
︽介護保険が危な

道筋方面への︑細い１本

として高く売れるかどう

国鉄は職員に露骨な嫌が

分後に事故に遭った寺本

井上力︵元神戸市会議

分に及ぶ松元

緊急事態宣言下︑感染

支える麻生太郎氏の物ま

友達︑そして必要最低限

の市道と都市計画道路・

か︑という観点でのみ選

った︒

らせで不当配属を連発し

恵治さんのために︒もう

１時間

防止対策として会場は定

ねを交えての政治批判や

日︑新長田ピフレホー

員の半分の約２００人規

﹁世界一貧しい大統領ム

催となった︒

月

ウソクを前に行動参加者

の状況や地域の現況など

30

元ヒロソロライブが２月

２０１１年

１０９回目を数える﹁毎

脱原発はりまアクショ

はなく︑あなたの話だと

ンが続けている取り組み

全員で亡くなった方への

の原発再稼働のことも考

日の

﹁福島原発事故を忘れな

のひとつに︑毎月

い︑福島の皆さんとつな

それを﹃忘れない﹄

の代わりにしてほしい﹂

ないこと︑考え続けるこ

えてほしい︒やり過ごさ

人が参加

く離れた︑誰かの物語で

18
17

月行動﹂を約

11

思ってほしい︒ぜひ福井
がる毎月行動﹂がある︒

10

75

17

14

15
30

模とし︑受付も密になら

神若線が交わる交差点︒

ばれた︒駅前にふさわし

列車駅としての灘駅が

た︒電車から見えた﹁神

１ ０ ９ 回 目 の﹁毎 月 行 動﹂
＝３月 日︑加古川市

︱
と
と切り出し︑
﹁そこにあっ
たはずの日々のくらし﹂

を報告した︒最後に︑最

わせて１０５人が参加し

集会では︑福島県浪江

議行動と姫路駅前での宣

町で原発事故に遭い︑い

を奪われた浪江町の自宅

９回実施︶などを続けて

初の言葉をもう一度繰り

た︒

いる市民団体﹁脱原発は
ま三木市に避難している

伝行動︒３月５日で４２

りまアクション﹂が３月
かんの

さらに︑集会では福島

返して締めくくった︒

年・まだ

年﹂と題し

菅野みずえさんが﹁もう

年のつ

７日︑加古川市内で﹁福

の﹁子ども脱被ばく裁判﹂

島原発事故から
て︑帰還困難区域とされ

終わらないフクシ

どい

についての報告が同裁判

０１２年７月から毎週金
ている原発事故後の浪江

マ﹂を開いた︒

を支える西日本・事務局

曜日に﹁関電さん原発や
町の現況などを語った︒

会場には

人が参加︑

めて行動︵関金行動︶﹂

の後藤由美子さんによっ

オンラインでの
菅野さんはまず︑
﹁福島

︵関電姫路支社前での抗

摩耶駅はかつての東灘貨

い直角に交わる広い道路

できたとき︑その東にあ

員︶

き

物駅跡地に２０１６年に

や︑駅前広場は︑いっさ

１つは︑ここで農作業を

か

開業した︒そもそも摩耶

戸事業所兵庫オフィス﹂・

的で︑造られたのか︒

11

ン
オ
ニ
ユ
地域
367
○
ち
あちこ
あれこれ

あらためて問う！日本の社会保障

11

るので︑東灘駅と改称さ

11

い考慮の外だった︒地元

外

11

28

「もう10年・まだ10年」をテーマに福島県浪江町から
避難している菅野みずえさんが講演した＝３月７日、
加古川市
人とあ

10

駅はなぜ︑どのような目

党須磨総支部書記次長

10

脱原発はりまアクションが開催
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40
ＪＲ摩耶駅周辺は新しいマンションや大型店舗
などが今も建設中
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「終わらないフクシマ」

福島原発事故から10年のつどい
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アイ女性会
金格差が大きいことなど︑

れていないか︒男女の賃
ン﹂による裁判官の女性

別撤廃条約実現アクショ

◎３月 日︵金︶ 時 分〜 時

■５・３兵庫憲法集会プレ集会

な い で ﹂﹁ み

﹁一人で悩ま

際女性デーに

３月８日の国

性は少ない︒とにかく大

会社でポストに就ける女

シングルで働き続けても︑

子育てをしながら︑また

本当に情けない数字だ︒

言は︑それへの怒りと共

森喜朗氏の女性蔑視発

よりは増えたと感じた︒

地での行動の報道が例年

た要請行動など︑全国各

割合を高めることを求め

◎参加費５００円

︵関西大学大学院教授︶

◎講演﹁菅政権と改憲の動き﹂木下智史さん

◎神戸市勤労会館・７階大ホール

議ひょうごは

んなで声をあ
事な事を決める場に女が

■﹃あらためて問う！日本の社会保障﹄

◎主催＝総がかり行動兵庫県実行委員会

※３００名先着順

げよう﹂と街

処にも︑その都度﹁おか

だろうか︒差別発言や対

に自身はどうかと考える

どう改善していくかを問

いないのだ︒そのことを

性の自死が増えているこ
しい！﹂と声を上げ続け
ることは大変で︑
﹁またか﹂

▼第２回学習会﹁年金改革と将来﹂

◎３月 日︵日︶ 時 分〜 時 分

◎神戸市勤労会館・３０８号室

◎５月９日︵日︶ 時 分〜 時 分

▼第３回学習会﹁今︑生活保護は﹂

員︶◎参加費５００円

◎講師＝福田義幸さん︵元社会保険事務所職

30

郁さん︵神戸の冬を支える会︶

◎神戸市勤労会館・多目的ホール

私たちのアピールも翌

ないから照れないで感謝

皆さん︑今からでも遅く

を読んで下さった男性の

き︑映画化したものだ︒

ゼントした︒
﹁おんなの目﹂ を 現 代 に 移 し て 脚 本 を 書

てくれた若い女性にプレ

身分帳とは刑務所側が受

﹃孤独の血﹄などのヒッ

督作品や白石和彌監督の

しかし︑近年は北野武監

代を築いた時代もあった︒

映ヤクザ映画として一時

録ものまで︑いわゆる東

き戦い﹄に代表される実

レールから外れながらも︑

元殺人犯だった︒社会の

を刑務所で過ごしてきた

しかし︑彼は人生の大半

る人を放っておけない男︒

すぐで優しく︑困ってい

した三上は︑２人のやさ

社会生活の一歩を踏み出

妻︵梶芽衣子︶だった︒

を制作しよう﹂と説得さ

れの母との涙の再会番組

彼の﹁社会復帰と生き別

にね﹂と諭す︒

るの︒自分をもっと大切

ちはいい加減に生きてい

彼に弁護士の妻は︑
﹁私た

思い知る︒だが︑そんな

れた津乃田︵仲野太賀︶

すのではとハラハラドキ

分

時

︵シネマ翁︶

２１年／日本／１２６

監督＝西川美和／２０

が⁝⁝︒

だけではないと思うのだ

ーンに希望をみたのは私

だろう︒映画のラストシ

によってその解釈は違う

いうタイトルは︑観る人

﹃すばらしき世界﹄と

本でもあった︒

いて出会えたうれしい一

衣子と﹃罪の声﹄につづ

える弁護士の妻役で梶芽

さらに三上を諭し︑教

いるのではないだろうか︒

を観てきて誰もが認めて

は彼のいくつもの主演作

聞いているが︑そのこと

ひろし﹂が芸名の由来と

役所広司＝﹁やくどころ

に負うところが大きい︒

を演じた役所広司の演技

トは哀しい︒これは主役

◎三宮センター街東口

◎４月４日︵日︶ 時〜

■つなぐ神戸市議団・第２回街頭市政報告会

熟年者ユニオン

◎共催＝安心と笑顔の社会保障ネットワーク︑

◎参加費５００円

◎講師＝觜本

30

国際女性デーの誕生に
と聞き流すのが実情だが︑
勇気が必要だ︒
さて︑国際女性デーの
シンボルとも称されるミ
モザの花︒イタリアでは
日ごろの感謝を込めて男

15

15

とを重視した︒

は多くの女性の運動・闘
いがある︒１９０８年︑
アメリカで女性参政権を
求めるデモ︑ドイツのク
ララ・ツェトキンが﹁女性
の政治的自由と平等のた
性から女性に送られる花︒
このシーズン︑花屋さん
は黄色のミモザの花で埋
まるとか︒日本ではどう

みれば温かく真っすぐな

彼の性格に拍子抜けとな

だろう︒バレンタインデ

るも︑三上は直情径行な

日の神戸新聞に掲載され

︵加納花枝︶

の気持ちだけでも伝えて

﹁今度ばかりは堅気ぞ﹂

たち；コロナ禍の世界で

たが︑刑法の性犯罪規定

は︒

５年︑兵庫からも数人が

30

30

15

めにたたかう﹂記念日と
して提唱︑ロシアの２月
革命︑日本では１９２３
年に﹁赤欄会﹂が初の女
性集会を開催したなどの
ーのチョコレートのよう

刑者の経歴を事細かに記

と思った三上にとって世

な話題性は全くない︒
原案は﹃復讐するは我

下町の片隅で暮らす三

国連は１９７５年︑女

歴史がある︒

にあり﹄で知られる佐木

れて人気を得たのは１９

上︵役所広司︶は︑見た

男で万引きを疑われ激怒︑

我が家でも残念ながら

隆三氏の１９９０年に発

６０年代の高倉健さんら

間︵社会︶は決して生易

在を描いてシカゴ国際映

ミモザ︑バラ︑カスミソ

行されたノンフィクショ

が主演した任侠ものから

しいものではないことを

チンピラ相手に激高して

ウ︑カーネーションの花

ン小説﹃身分帳﹄で︑そ

目は強面でカッと頭に血

叩きのめすその姿に驚き

を自分の財布で買って花

れをもとに﹃ディア・ド

がのぼりやすいが︑まっ

画祭で最優秀演技賞と観

束にした︒そして︑国際

年代には﹃仁義な

客賞をダブル受賞してい

いかけるのが国際女性デ

女性デーの街頭アピール

で︑

﹁ヤクザ映画﹂とよば

ーの目的でもある︒ネッ

クター﹄
﹃永い言い訳﹄な

すノートのことである︒

参加した北京での第４回

トで﹁国際女性デー﹂を

に持参し︑初めて参加し

を訴える日とし︑１９９

世界女性会議での﹁北京

検索すると動画も多くあ

怖れるのだった︒

行動綱領﹂を受けて﹁国

り︑北欧・ＥＵ諸国にも

る︒

際女性デー﹂と定めた︒

平等な未来を実現する﹂

改正を求める法務省前で

どの西川美和監督が時代

今年のテーマは︑
﹁リーダ
学びたい︒

だった︒

のフラワーデモ︑
﹁女性差

しさに感激の涙をこぼす

だが︑彼の真っすぐなま

何とかまっとうに生きよ

ト作はあるが︑その数は

三上の過去にしり込み

のだ︒そんな彼のもとに︑
やり手の女性プロデュー

なざしを想うとき︑ラス

ドキさせられてしまうの
え入れたのは︑身元引受

サー︵長澤まさみ︶から

うと悪戦苦闘する彼を迎
そんな中で公開された

人の弁護士︵橋爪功︶と

減ってきている︒

本作は︑社会と人間の現

人生のレールを踏み外した男の新しい世界とは

する津乃田だが︑会って

が訪れてくる︒

いつかまた事件を起こ

世界経済フォーラムに

︵ジェンダー指数︶は１
５３か国中１２１位と発
表され︑過去最低だった︒
政治分野だけ見ても１４
４位となっており︑いか
に女性議員が少ないか︑
女性の声が政治に反映さ
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13
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活困窮やＤＶ等からか女

頭でアピールした︒１年

20

機会になったのではない

30

問いかけ︑平等な実態に

18

以上続くコロナ禍で︑生

すばらしき世界
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よる日本の男女平等度
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性の社会参加と地位向上

インフォメーション

ーシップを発揮する女性
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