作歌を行い︑与謝野鉄幹

たる人達よ！卿はこの集

には︑
﹁この詩集をよまれ

﹁芳水詩集﹂の﹁序﹂

日︑第

回定期大会を

大会では粟原委員長の

長があいさつ︒新自由主

動報告は野党共闘におけ

に関わっている党員の活

区︶や市民選対︵７区︶

や︑青年委員会のさらな

くりの学習会の取り組み

党員による︑若い仲間づ

このほか︑２人の青年

告なども相次いだ︒

義の矛盾のなかで新たな

る新社会党の役割を再確

立憲予定候補の選対︵

価値観を持ち始めた若い

認するものとなった︒

岡崎ひろみ中央本部委員

世代の意識の変化にも注

る活発化への支援を訴え

目し︑党はとにかく仲間

引き継ぐことの１点に全

を増やすこと︑次世代に

ロナ禍のなかでの︑指示

会運動や脱原発闘争︑コ

さらに︑憲法を生かす

長の２人増員︵３人体制

引継ぎも展望した書記次

大会では︑次世代への

のものが元気づけられた︒

る発言によっても大会そ

力をあげると強く訴えた︒

待ちではない︑自主的で

へ︶や青年︑女性の執行

創意をこらした大衆行動︑

人の代議

高齢者や女性の運動の報

その後︑事前の発言通
告にもとづき

員から積極的で前向きな

委員の増員を含む新たな

役員体制を選出した︒

拙文が掲載

される今号発

行時はオリン

ピックが開催

されているの

だろう︒日々

の憂さの開放に勝負事は

昔から利用された︒スポ

ーツ観戦は︑
﹁アスリート

の努力を称える﹂という

ような行儀の良さよりも︑

大半は贔屓の勝ち負けに

我を忘れて︑たとえひと

時でも日々の問題から目

立憲民主党︵舩川治郎県

政党だけに限られたが︑

を考慮して来賓の出席は

掲載︶ののち︑コロナ禍

市議選での４期目の挑戦

の選挙総括︑

果たしたつづき徳昭市議

先の尼崎市議選で５選を

要弘太さんの決意表明︑

補を決意した若い党員︑

活する福祉施設で

重度の障がい者・児が生

づくりをめざしたい

け隔てなく暮らせるまち

市民ひとりひとりが分

は﹁経験値不足で不安も

そして︑市政への挑戦で

相談してきたと明かした︒

してきた党員の父親にも

思いで︑長く労働運動を

働条件をよくしたいとの

きさん︵新社会党大阪府

木市議会議員の山下けい

休憩後の講演では︑茨

送った︒

要さんに激励のエールを

え芦屋市議もかけつけ︑

をめざして闘う山口みさ

の丸背負って︑金メダル

のだろう︒ニッポン︑日

忘れるとでも考えている

不都合なことはそのうち

数は

決行してしまえば国民多

家︑官僚︑財界人たちは︑

年芦屋市議選に立候

発言がつづいた︒

連副代表︶︑社民党︵大椿

を表明した村井正信市議

働いてきた要弘太さん

あるが︑多くの人が政治

本部委員長︶が﹁どうす

あいさつ︵２面に要旨を

ゆうこ全国連合副代表︶︑

の︑住民と密着した地域

歳︶が︑２０２３年

れば選挙に勝てるか﹂と

をそらす︵目をそらさせ

共産党︵松田隆彦県委員

での地道な日常活動の報

︵

にあきらめ︑見切りをつ

︱

︒

年間

ガースー以下の︑国民に

語る言葉を持たない政治

時間絶え間ない

︵それを見るしかない︶

題し︑約

年間にわたっ

うだ▼特別扱いの五輪開

い中継の声が聞こえるよ

ーッ！と︑ひときわ甲高

﹁五輪中継﹂漬けになる︒

す発信をすべきだと決意

て議員生活を務めてきた

こうた

て立候補することを決意︒

自らの活動経験にもとづ

日︑
﹁﹃要
弘太とみんなの会﹄キッ

で５選を果たしたばかり

集いには︑６月の選挙

の激励とした︒

具体的に述べ︑要さんへ

く選挙戦略や戦術などを

態宣言発出中︒１年以上

催の地は４度目の緊急事

さから目をそらさない︒

今夏︑私たちは日々の憂

にある政権を変えよう︒

しとは﹁全く別の地平﹂

心情を思う︒国民の暮ら

催︒競技する選手たちの

白けた空気の中の五輪開

も取り消しだ▼虚しさや

を持つ一般対象者の予約

っと予約できた基礎疾患

供給が行き届かない︒や

た各自治体へのワクチン

ながらも接種体制を整え

前︒大号令に振り回され

た人々の暮らしは崩壊寸

自己犠牲を強いられてき

のつづき徳昭尼崎市議や

少しでも仲間とともに労

喜びなどを語るとともに︑

た苦労とそのなかで得た

福祉施設で働き続けてき

んは︑過酷な労働環境の

決意表明に立った要さ

い﹂と要さんを紹介︒

若さと行動力に期待した

る人だと確信している︒

今︑政治に求められてい

だが︑要さんは︑まさに

﹁知名度ゼロからの出発

た前田さんがあいさつ︒

く︑市議を７期務めてき

冒頭︑同会の代表に就

で開かれた︒

要さんと共に２議席獲得

40
クオフ集会﹂が芦屋市内

歩もうと７月

した﹂と述べた︒

かなめ

る︶ことにも使われた▼

会委員長︶︑緑の党︵松本

告など︑自治体議員や自

けているなか︑政治を正

要 弘太とみんなの会

なみほ県本部共同代表︶

治体闘争の重要な意義を

の芦屋市議会選挙に前田

キックオフ集会で出発

から野党共闘の発展と菅

辰一前市議の後継者とし

24
その要さんを支援し共に

23

月の西脇

政権打倒を訴える連帯の

また︑総選挙に向けて︑

午後からの討論の冒頭︑

浮かびあがらせる発言だ︒

第2回「新型コロナ対策の
現状と財政問題を考える」

10

あいさつがつづいた︒

︵森山︶

生誕の地近くに建てられ
た︒

17

新 社 会 党 兵 庫 県 本 部 ︵ 粟 原 富 夫 委 員 長 ︶ は ７月
神戸市内で開いた︒今大会で党が取り組むべき主な課題として打ち出され
たのは３点︒第１に︑コロナ禍で奪われた暮らしを取り戻し︑より人間ら
しく生きるために︑最低賃金引上げや社会保障の拡充など︑暮らしに密着
した要求をもとにした活動を日常的に地域からつくりだし︑自治体闘争に
結びつけていくこと︒第２に︑コロナ禍対応で失政をつづける菅政権への
人々の不満と怒りを市民と野党の共闘に結集し︑秋の総選挙で菅政権打倒
年の統一自治体選挙をはじめ︑当面

吉備学園や岡山商科大学︑

や晶子らの先進を敬慕し

の中に︑巡禮と︑赤き灯
とあり︑
﹁旅にしあればし
赤い灯かげに

︻メモ︼山陽電鉄飾磨駅
から南へ徒歩約３分︒

45

と政権交代を目指すこと︒さらに ︑
する自治体議員選挙に候補者を立てて闘い抜くこと︒第３には︑結党か ら
年の間に培ってきた運動と組織を次世代に引き継いでいくという課題だ︒

岡山大学でも講師をする

た︒詩は当時の少年の読

と︑脚胖と︑すげ笠なる

みじみと

泣かれぬる﹂とある︒
碑は︑芳水の叙勲と長
寿を祝い︑１９６６年︑

1886年に現・姫路市飾磨区に生まれた詩人であり
歌人の有本芳水の碑が生誕地の近くに建っている

週刊

入学︒在学中から詩を作

うちに︑この地を第２の
故郷と決め︑１９７６年

者に愛誦され︑文学者に

文字の餘りにも多きに驚

神戸市政を考える連続学習会

27

大会ではこれらの課題に沿うように各代議員から取り組みが報告された︒

り︑同人雑誌﹁白虹﹂に

有本芳水之碑
有本芳水︵本名・歓之

参加︒上京して早稲田大
学高等師範を卒業後︑実

永眠した︒

も大きな影響を与えた︒

き給ふらむ︒また旅とい

●７月27日（火）18時30分
●神戸市勤労会館405
●講師：あわはら富夫神戸市議

支える会の出発にあたって市政挑戦への決意を述
べる要弘太さん＝７月17日、芦屋市

︵ 姫路市飾磨区 ︶

年︶兵庫県飾西郡田

助︶は︑１８８６年︵明

業之日本社に入り︑
﹁日本

治

村︵現・姫路市飾磨区︶

少年﹂の主筆として活躍︒

詩碑は︑岡山の後楽園

で生まれた詩人・歌人で

１９４５年︑夫人の生

等︑岡山県にも多い︒

家のある岡山県上道郡に

う文字の餘りにも多きに

若山牧水や正富汪洋らと

疎開したのをきっかけに︑

眉をやひそめたまふらむ﹂

芦屋市政

18

10

18

運動と仲間づくりへ積極的で前向きな発言が相次
いだ第27回定期大会＝７月18日、神戸市勤労会館

FAX. 03(6380)9963
TEL. 03(6380)9960
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そこに居を移し︑その後︑

23

25

ある︒
岡山市の関西中学校に

物語

碑
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た︒

が生まれ︑今語り継いで

て平和と命の大切さを次

命はつながること︑そし

て︑今の自分の命があり︑

います︒

りと繋いでいきたいと思

んからのバトンをしっか

一生懸命生きた命があっ

いることです︒理不尽に

の世代に語り継いでほし

年９月に政子さん

奪われた命を︑生きたく

げで

ても生きられなかった命

市民の立場で声を上げて
いこうということも提起

要請︑２０１１年から協

私たちは︑中田政子さ

された︒

電話でした︒あまりの驚

小城智子︵神戸空襲を

神戸空襲を記録する

い

記録する会事務局長︶

リアルに顔を合わせ︑近
大会では︑コロナのワ
と﹂︒学校に行けない子

いているグループ﹁ほっ
んが６月

会・前代表の中田政子さ

年続

アイ女性会議ひょうご

を持つ親がつながり︑支

たのは︑会員間で

発言で特に印象深かっ

のことを私たちは忘れて

訴えてお話が終わりまし

クチン接種をめぐっての

同会事務局長の小城智

って始められた取り組み

を記録する会の代表を担

１９９７年から神戸空襲

お元気になられたら︑

での神戸市主催﹁戦災関

た︒あわせて中央図書館

されるようにもなりまし

学校での取り組みが掲載

かけと神戸空襲の体験や

書と武力行使の要件

■菅政権初めての防衛白

た︒ 歳だった︒

子さんから追悼文を寄せ

連資料展﹂も始まりまし

ィング行動を行った︒行

月

いつもそのことを
力作業が始まりました︒

はいけないこと︑そして︑

論議が集中︒二転三転す

てもらった︒ ︻編集部︼

た︒２０１３年には中央

教育の現場ではコロナ

き交う人々はそのプラカ

︱

きに声も出ませんでした︒

市の広報誌８月号に呼び

況を交流しながら︑対面

年を

子の悩みを涙ながらに語

について聞き取りをさせ

区の大倉山公園に﹁神戸

禍で前倒しされた教育Ｇ

ードの訴えをしげしげと

政府は７月

日︑菅政

権初めての２０２１年版

はもとより︑国際社会の

年版〜

年版〜

年版は新３

要件のみ記載︒

年版は旧３要件も明記

■菅内閣の支持率低迷続

安定にとっても重要﹂と︑ している︒

台湾情勢のことが白書に

読売でも不支持は内

く

犠牲者のお名前を集め続

ちと平和の碑﹂を建て︑

国は東シナ海や南シナ海

行に寄せて﹂の中で︑
﹁中

岸防衛相は白書の﹁刊

とって﹃次は﹄となれば︑ 並み低下している︒

きな問題が起き︑日本に

ては︑麻生副総理が﹁大

菅内閣の﹁支持率﹂は軒

メディアの世論調査で

閣発足後最高
立候補︑会場を中央小学

けてこられました︒

﹁台湾有事﹂をめぐっ

初めて明記された︒

日︑お嬢さんからの

校とし︑学校での空襲体

﹁わが国固有の領土であ

の防衛をやらないといけ

ない︒日米で一緒に台湾

変更の試みを続けている﹂ く る と い っ て も お か し く

で最高となった︒

％に上がり︑内閣発足後

率は

読売新聞でも直近の調
に伝えてきたのは︑母︑

る尖閣諸島周辺において

存立危機事態に関係して

三木谷さんが話し続けた

は︑わが国領海への侵入

において︑一方的な現状
また︑神戸市に何度も

家族を失った哀しみ︑口

ない﹂と述べ︑集団的自

中田さんが子どもたち

陳情し︑８千人と言われ

惜しさです︒そして︑そ

衛権を行使できる存立危

日︶支持

る空襲犠牲者のお名前を

を繰り返している﹂と批

％︑不支持率は

査で︵９日〜

おひとりおひとりの生き

の母が生きてくれたおか

されました︒

験をお話しする第一歩と

防衛白書を承認した︒

年︑戦争法成立︶︒

早すぎます︒

することの大切さをしみ

なった︒

日︑亡くなっ

回大会が７月４日︑

の記念すべき節目となる
第

りあえる場がこの

戦跡ウォークを始め︑

ていただく予定でした︒

空襲を忘れない

年︒わが

れた自治体担当者や︑医

支えてきたと報告された︒

中田政子さんを
偲ぶ

﹁震災後の神戸に﹂と２

ＩＧＡ構想の問題点も︒

見て通り過ぎ︑
﹁なんで反

えあってきた

療介護現場の苦労や︑接

大会終了後は︑ＪＲ神

度目の全国大会開催地に

﹁ひらがなもおぼつかな

対なんですか﹂と真剣に

る政府の方針に振り回さ

種しない人に対する排除

戸駅前で間近に迫った
中田政子さんが亡くな

い孫がランドセルにタブ

尋ねてくる学生もいて︑

じみと共有しあう大会と

の動きが出ていることな

られたのを知ったのは６

レットを詰め込んで帰っ

改憲の動きをウォッチング

ど新たな差別の危険性も
﹁東京オリンピック中

てきた﹂など︑学校現場

インパクトのある行動と

いの

止！﹂を訴えるスタンデ

や家庭に持ち込まれた混

︱

指摘された︒

乱とそこから生じる格差

た証として集めることを

県政支配を許さず︑地方

﹁自民﹃菅政権﹄・維新の

現状だ︒その原因は︑市

ているとは言えないのが

党の支持に十分に繋がっ

しかし︑それが立憲野

総選挙で菅自公政権打倒

の共闘をさらに強固にし︑

しつつある︒市民と野党

め︑選対の活動にも参加

候補と比例区の推薦を決

で一本化された野党予定

策協定を結び︑８選挙区

民が信頼を寄せることが

流が求められている︒国

も︑幅広い新しい政治潮

治信条を保障するために

に広め︑国民の多様な政

と野党の共同闘争をさら

参院選に向けては︑市民

研究が始まっている︒

本でも新たな社会像への

きが世界でも広がり︑日

をつくりだそうとする動

克服する新たな社会構造

は同じ根を持ち︑これを

や気候危機︑貧困・格差

も重要﹂と表明している︒ が 削 除 さ れ ︑ 集 団 的 自 衛

である米国との連携は最

に︑わが国唯一の同盟国

身の防衛力を強化し︑特

いくためには︑わが国自

環境上の課題に対抗して

判し︑
﹁こうした安全保障

︵朝日︶︒

可能性を露骨に指摘した

機事態の認定につながる

で︵全国平均

が目立つ︒支持率は

政府に対する厳しい評価

とりわけ︑東京都民の

合同慰霊祭であいさつ
する中田政子さん

選︑加古川︑高砂の両市

自治を守り︑民主主義県

民と野党の共闘がまだま

要件について

年版まで

は記載していた旧３要件

％︶︑６

％︵同

％の大幅低下︒

月調査から３％︑５月調

査から

不支持率は

られ︑
﹁中国は︑台湾周辺

に関する節が初めて設け

ため変更の経緯がわかり

３要件が削除されている

件のみを記している︒
﹁旧

果があるとは﹁思わない﹂

宣言で感染拡大防止に効

４度目となる緊急事態

％︶にも達した︒

これらの動きにも連動

での軍事活動をさらに活

﹁米国と中国との関係﹂ 権 の 行 使 を 認 め た 新 ３ 要

％

議選︑そして再来年の４

政を進める﹂立場から︑

党の支持率も大きく落ち

先月行われた尼崎市議

月は統一自治体選挙︒そ

﹁県民党﹂を掲げる金沢

県全体に広がることへの

選は︑
﹁維新旋風﹂が吹き

れぞれの選挙での候補者

できる﹁受け皿﹂をつく

込み始めている︒

荒れる中︑つづき徳昭さ

擁立をめざし︑現職議席

に全力をあげよう︒

しながら︑コロナ禍から

事選の結果は不明だが︑

今の時点ではまだ県知

最終的には総支部・支部

とに尽きよう︒

け皿﹂が見えていないこ

国民には信頼できる﹁受

方式で候補者擁立を追求

全国比例選挙を統一名簿

社民党はその参院選では︑

潮流が国政の場で一定の

り︑そのためにも新しい

の強固な共闘は必要であ

い多様性社会の実現︑辺

ンダー平等など差別のな

候危機からの脱出︑ジェ

ンリカバリーなどでの気

の是正︑脱原発︑グリー

か︑
﹁台湾をめぐる米中間

姿勢を鮮明にしているな

において台湾を支援する

バイデン政権が︑軍事面

国防衛のためのやむを得

る直接の攻撃があり︑自

旧３要件では日本に対す

自衛隊の武力行使は︑

発化させている﹂と指摘︒ にくくなった﹂
︵東京︶︒

回った︒

％︵同

％︵同

％︶︒東京五
の生活再建︑貧困・格差

今年は西脇市議選︑神

今回の知事選は自民党県

代表者会議での討議でそ

％︵同

るためにも︑市民と野党

河町長選も予定されてお

議団の分裂から始まり︑

の決定を行った︒

％︶を大きく上

％︶で︑
﹁無観客﹂は

輪では﹁中止﹂

り︑現職の当選に全力を

維新の参与︑

56

強い危機感をもって︑

んを先頭に地元・尼崎総

だ不十分で︑政党間協議

白書では武力行使の３

支部はもちろん︑県下の

も遅れていることから︑

12

41
野党対決の構

があって︑与

自治への介入

だ︒菅自公政権は︑国民

よいよ秋には衆議院選挙

知事選が終わって︑い

も持つなかで︑すでに立

動や市民運動にも関わり

県下のさまざまな労働運

が無く影響力も小さいが︑

新社会党は国政に議席

あり︑４月の定期全国大

新社会党にも呼びかけが

との協議を進めている︒

政党や市民運動団体など

することを決定し︑他の

会構造があり︑その構造

大量生産・大量消費の社

禍や気候危機の背景には︑

いま世界を覆うコロナ

議席を得る必要がある︒

生み出すことが求められ

軸に︑新しい政治潮流を

どの多くの共通課題を基

法９条を世界に広げるな

野古新基地に反対し︑憲

めぐる情勢の安定は︑わ

さらに白書は︑
﹁台湾を

調している︒

いく可能性がある﹂と強

の対立は一層顕在化して

団的自衛権に基づく武力

撃されていなくても︑集

要件を変更し︑自国が攻

た︒安倍前首相が

年に

ない場合に限り認められ

京五輪強行か︒

たに等しい︒それでも東

内閣に不信任を突きつけ

の不満の噴出であり︑菅

の失敗に対する東京都民

新社会党県本

禍対応の迷走で支持率を

社会民主党とそれぞれ政

憲民主党︑日本共産党︑

ていくことを決定した︒

会でこの呼びかけに応え

み出している︒コロナ禍

は極端な貧困・格差を生

止め︑がんばろう︒

ている︒その課題を受け

が国の安全保障にとって

行使が可能となった︵

︵中︶

強行への暴走と︑コロナ
部は︑﹁維新

大きく下げている︒自民

14
旋風﹂が兵庫

15

図にもなった︒ 無 視 の オ リ ン ピ ッ ク 開 催

コロナ対策や五輪対応

40

野党共闘の強化で菅政権打倒へ

あげる︒来年は神河町議

菅政権の地方

あいさつする粟原富夫委員長

37

63

20

28

53

28

50

73

そして来年は参院選︒

前知事の支援を決めた︒

︵丸山︶

なった︒

17

党内での議論を大切にし︑

53

11

の維持と拡大にこの２年

37

神戸市内で開かれた︒コ
ロナ禍を経て２年ぶりに

45

弱を全力をあげて行く︒

にもしっかりと目を向け︑

18

15

26

党組織をあげた支援で議

粟原委員長あいさつ︵要旨︶

13

75

28

20

20
20

20

席の維持ができた︒

２年ぶりのリアルの対面での交流を喜び楽しんだ
大会＝７月４日、神戸市中央区
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新社会党中央本部︵岡
減税や税と応能負担を原
功させるため誠意をもっ

経歴などは別記＝の推薦

うこさん︵大阪９区︶＝

補予定の副党首の大椿ゆ

とを考える機会になり︑

ことで︑青年に平和のこ

者としての実相にふれる

をめぐる感想や思いを語

めて独自の遺族名簿を自

島に足を運び︑思いを込

Ｋさんはその後︑毎年広

の意義を訴えた︒

なくなる﹂と﹁広島の旅﹂

ちに︑
﹁無関心ではいられ

ろではないと居る青年た

日ごろは仕事でそれどこ

憲法を生かす加古川・

を決めた︒

酒井孝典さん
︵立憲︶
を推薦
ってもらった︒

参加した︒
﹁広島から平和の訴え﹂

﹁

今後の活動方針につい

成果の報告もあった︒

ては︑豊岡短大分会の労

災認定をめぐり︑中央労

働保険審査会の再審査請

求﹁棄却﹂の結果を受け︑

裁判闘争の方向を模索し

闘いを継続していくこと

討論では８人が発言︒

などが提案された︒

い２人に被爆地ヒロシマ

代表︑県第５区総支部長︒

県浦和市出身︒党県連副

を前に熱く語りだした︒

り組みのなかで﹁広島の

核平和の火リレー﹂の取

稲美町のＩさんは︑
﹁反

後世に語り継いでいきた

継続できるよう考えてい

今後も地域で取り組みが

若い２人からの訴えに︑

のあいさつを受けた︒

ユニオンあしやから連帯

のあかし地域ユニオンと

な取り組みができないが︑ の あ い さ つ に 続 き ︑ 来 賓

冒頭︑西原良実委員長

くなった︒職場の問題は

は解雇もあったが今はな

また︑Ｓ組合員は﹁以前

を示すことができた﹂︒

万人もの犠牲

短大分会のＭ組合員は県

労委の闘いの支援にお礼

５区

早稲田大学第一文学部卒︒

を述べ︑
﹁働く者の考え方

定候補は８人となった︒

梶原やすひろさん︵立憲

平和資料館で直視できな

回定

院選・比例区に重複立候

都出身︒党兵庫県第４区

民主党︶

年︑民主党から衆議院

旅﹂に取り組んだ経験を

出し合った︒

こうとそれぞれの思いを

その後︑２０２０

コロナ禍のなかで十分

４区
総支部長︒展示プランナ

大学環境情報学部を卒業

語ってくれた︒原爆の被

たからこそ相手を牽

制できた﹂
と報告︒任

用非更新で闘ったＩ

組合員は﹁立ち向か

う決断がなかなかで

きなかったが︑覚悟

を決めてやらないと

いけない︒採用時に

は条件を明確にして

もらうことが大切だ﹂

などと発言した︒

たしかにこの１年

間の闘いではあまり

成果が上がらなかっ

たが︑これらの組合

員の発言によって

が大切﹂と︑元気をもら

﹁負けても闘うこと

える総会となった︒

最後は︑委員長に復帰

ができずに公平委員会へ

それも任命権は市当局の

した岡田一雄新委員長の

また︑コロナ禍でも定

締めくくり︑今年の総会

なき団結ガンバロー〟で

部屋への配慮のため〝声

例会議︵執行委員会︶を

３回開設︑メロンとリン

書記長︶

島田 斉︵但馬ユニオン

を無事終えた︒

ゴの物販活動での努力や

毎回実施し︑労働相談も

などが報告された︒

を理由に却下されたこと︑ リ ー ド で ︑ 間 仕 切 り の 隣

管理運営事項であること

の措置要求を行ったが︑

問題では︑団体交渉

員の次年度非更新の

役所会計年度任用職

せたこと︑③養父市

当の解決金を支給さ

次有給休暇残日数相

の団体交渉では︑年

ＳＳＡ工業︵株︶と

いやがらせがあった

②同僚からの暴力や

が棄却となったこと︑

員会への救済申立て

短大分会の県労働委

ていた弘徳学園豊岡

①復職や昇任を求め

年度の闘いとして︑
害だけでなく戦争の加害

入場無料

︵藤井︶
年の衆院

ブロック︶︑

年

議員に初当選︵比例近畿

い﹂と訴えた︒
県高梁市出身︒四国学院

ー︑元科学館職員︒慶応

後︑オランダのデザイン

科卒︒社民党副党首︒
年︑関西学院大学に障が

学校の修士コース修了︒

選で２回目の当選︒

１９５６年生まれ︒埼玉

市出身︒前尼崎市会議員

﹁原爆と人間﹂写真展

時

時まで︶

日︵日︶9時〜

日︵月︶は休館日︑ 日︵日︶は

日︵金︶〜

●８月５日︵木︶〜 日︵火︶ 時〜 時
︵ただし 日は 時まで︶
●ＪＲ神戸駅南地下街 デュオぎゃらりー
●８月
︵※

● アスピア明石７・８Ｆ﹁ウォールギャラリー展示﹂
●８月 日︵水︶〜 日︵日︶ 時〜 時
●明石市立勤労福祉会館１Ｆギャラリー
田島征彦の世界︵絵本の原画展︶
︻たじまゆきひこ講演会︼
●８月 日︵日︶ 時 分〜 時／２Ｆ
︻戦争体験談の集い︼
●８月 日︵土︶ 時〜 時 分／２Ｆ

負けても闘うことが大切

新社会党の推薦予定候補
比例区︵近畿︶
今泉まおさん︵立憲民主

主党︶

い学生支援コーディネー

年︑立憲民主党の公募

８区

︵１期︶︒県立明石高校︑
京都市立芸術大学美術学
部卒︒県立星稜高校︑明
石高校美術非常勤講師︑
滋賀県リビングカルチャ
ーセンター・バリ舞踊講
師︑尼崎市立大庄北中学

区総支部

校育友会会長などを歴任︒
３児の母︒

市出身︒党第

長︒私立育英高校卒業︒

年からコ

年に姫路市でコン

半導体メーカーなどに勤
め︑

ビニを開業︒

ンビニ加盟店ユニオン執
行委員長を務め︑フラン

時間営業の短縮な

チャイズ店店主の待遇改
善や

27歳と26歳の若者がヒロシマをめぐる思いをそれ
ぞれに語った＝７月３日、加古川市

ターとして就職︒上限４
年の有期雇用を理由に雇

４月に立憲民主党に入党

落選︒その後政治活動へ︒

こむら潤さん︵日本共産

し︑現在︑再起を期して

県金沢市出身︒党第７区

党︶

に応募して同年７月︑参

１９７８年生まれ︒東京

総支部長︒金沢大学教育

院選比例区から立候補︑

７区

学部卒︒法政大学大学院

い止め解雇に︒闘うも復

労働者の権利獲得に奮闘︒

安田真理さん︵立憲民主

職は叶わずその後非正規

市出身︒衆議院議員︒党

党︶

酒井孝典さん︵立憲民主

活動中︒

兵庫県連合代表︒京都大

１９７３年生まれ︒岡山

６区
学農学部卒業︑同大学院

修士課程修了︒ＮＨＫ富

１９７５年生まれ︒尼崎

桜井シュウさん︵立憲民
主党︶
修士課程︑ブラウン大学

川テレビ放送アナウンサ

山放送局キャスター︑石

年５月︑伊丹市議会議員

大学院修了︒弁理士︒

るもあと一歩で涙を飲む︒

兵庫選挙区から立候補す

年の参院選に

ーを経てフリーアナウン

に初当選︒

月

院選立候補のため２期目
途中で辞職して同年

サーに︒

年９月︑衆

１９７８年生まれ︒石川

党︶

の衆院選で初当選︒

部長︒大阪芸術大学芸術

１９７０年生まれ︒伊丹

学部舞台芸術学科卒業︒

区
おき圭子さん︵立憲民主

区総支

児島県鹿屋市出身︒日本

党︶

市出身︒党県第

共産党兵庫９区国政対策

区

９区

委員長︒同東播地区委員︒

介護事業に関わり︑介護

から夢に抱いていた福祉

活動に︒その後︑幼い頃

タレント・女優等で芸能

大学在学中よりモデル・

福原ゆかりさん︵日本共

関西国際大学人間学部心
理学科を卒業後︑飲食店︑
ＴＵＴＡＹＡに就職︒明
石民主商工会勤務を経て

事業所設立運営や職員の

18 10

多いが︑闘いがあっ

党︶

ったし︑

姫路市在住のＫさんは︑

日︑県加古川総合庁舎内

稲美・播磨の会は７月３

新社会党兵庫県本部

て協議をすることも盛り

の質問に︑Ｋさんは﹁広

日︑豊岡市内で第

込んでいる︒社民党は︑

島に〝無意味は死〟はな

期総会を開いた︒

項目の政策

い！悔しい！﹂と涙なが

則にした社会保障制度の

者が出たことも知らされ

らに訴えた︒

改革など︑

い映像に愕然とした︒そ

ていない︒展示品そのも

崎宏美委員長︶と社民党

の﹁かこむ﹂で第７回憲

んな事実はそれまで教え

のにも﹃目力﹄があり︑

全国連合︵福島瑞穂党首︶
︵粟原富夫委員長︶は︑

られてこなかったし︑衝

﹁なぜそこまでのめり

参院選・全国比例選挙を
兵庫

撃が走った﹂と︑パネル

21

どを求めてきた︒

17

12
１９６０年生まれ︒伊丹

21

19
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15

30

10
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現職に︒趣味はイラスト︑

１９７１年生まれ︒神戸
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モノづくり︒夫と２女の
４人家族︒

〜平和・いのち・子ども〜
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産党︶

１９８７年年生まれ︒鹿

第17回ピースフェスタ明石

19

03

大学社会学部社会福祉学

歳と

分でつくる︒
﹁平和公園と

で合意している︒加えて︑

公認で立候補を予定して

歳と若

をテーマにした憲法カフ

歳で広島を訪ねた時︑

は︑来る総選挙での政策
統一名簿で闘うことを選

いる新人の酒井孝典さん

ェでは︑

こんだのか﹂との参加者

択肢とするとしている︒

の推薦を追加決定した︒

言われる場所にも家があ

政権交代の実現に向け小

この協定にもとづき︑

これで小選挙区の推薦予

人が

選挙区における立憲野党

新社会党近畿ブロック協

法カフェを開き︑

について合意し︑新社会

共闘の推進に全力をあげ

議会と兵庫県本部は︑衆

20

区から立憲民主党

党は社民党の候補者を推

ることや︑来年の参院選

但馬ユニオンは６月

薦することなどを含む政

における共同の闘いを成

22

大椿ゆうこさん︵社会民

した︒協定では︑消費税

策協定を６月

日に調印

ン
オ
ニ
ユ
地域
373
○
ち
あちこ
あれこれ

11

12

13

12区

17

26

24

27
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（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号

新社会
（3）

年︒

福島原発事
故から
放射能から離

を伝えられないかと︑仲

岡村直樹著／天夢人／1800円＋税

﹃寅さんの﹁日本﹂を歩く﹄

間と一緒に昼休み時間︑

たちにただ事でないこと

２０１２年︑正月に来

多々あった︒

られた家族からは震災当

とを聞いたことがある︒スマホ世代の若者に

観客の反応の仕方もまた研究対象となるらし

全国くまなく訪れているが︑高知県だけには

で︑寅さんが歩いた日本３３０か所の紹介だ︒

し詳しく紹介し︑あわせて日本文化のひとつ

みの親である山田洋次監督について︑もう少

私は︑本書にやや不満もある︒寅さんの生

い﹂と著者は語る︒

第 章は︑
﹁寅さんの全作・全ロケ地ガイド﹂

向かって寅さんは何を発信するだろうか？

人間的な触れ合いの場でもあり︑多くのマド

マスクをし︑物々しい制

﹁セカンドハ

本ＹＷＣＡ

いた︒家族４人がバラバ

早く帰宅し︑ひとり家に

日が卒業式でいつもより

も︑香港やイタリアのプ

０１３年当時︶のＲくん

ムに招かれた︒小６︵２

全国︑世界からプログラ

震災後︑子どもたちは

日１日を振り返れる場所︑そんな大切な場所

いられる場所︑な〜んにも気にしないで︑今

﹁何て言ったらいいのかなあ〜︒俺が俺で

全編の内容を概括的に紹介したい︒

町／水景／島と︑第８章まで懐かしい写真付

さんと﹂略︶絶景／城下町／名刹・古社／港

第２章以下︑
﹁寅さんと温泉﹂／︵以下﹁寅

いったものが失われつつあるなか︑映像とし

く場所も好んで訪れている︒日本の原風景と

庶民生活に根ざしたローカルな文化が息づ

るために落語の﹃笠碁﹄を多用している︒
﹁碁

ば︑山田監督は︑寅さんの出入りを面白くす

開されていることに触れて欲しかった︒例え

れをテーマにした傑作だ︒碁でケンカ別れを

敵は憎さも憎し懐かしし﹂

し︑好きな碁を打ちたいが︑なかなかケンカ

真で紹介されるが︑これらの写真を見ている

︵雪駄︑ちゃぶ台︑公衆電話など︶が詳細に

遺産︵宿場町︑芝居小屋など︶や︑生活用品

田中絹代が出演した際の晩秋の甲州路だ︒テ

﹁寅次郎夢枕﹂
︵１９７２年封切り︶で名優︑

して店内をうかがう︵第７作︶などして笑わ

﹁とらや﹂の前を往復したり︵第４作︶︑変装

ンカを切った寅さんが︑雨宿りのふりをして

ている︒
﹁こんな家に二度と帰らねえ！﹂とタ

第１章は

だけでいろいろな作品が思い出される︒茶の

キヤ仲間が眠る名峰を眺める墓地で︑彼女に

相手の家に入れない心理を作品の中に活かし

間辛くはなかったかと心

紹介され︑世相の変遷をたどる上でも懐かし

私が最も美しいと思った風景は︑第

配するが︑本人はいたっ
間では家族との口論がいつも大喧嘩に発展す

て残っているのは貴重な財産だ︒

てクールで頼もしい︒イ

せる︒落語の活用は他にもあるが︵﹃猿後家﹄

﹁日本文化論を専攻する外国人研究者のな

それまでは遠い存在の

持ちが嬉しく︑感謝した︒

ーストサイドに住むセレ

ューヨーク・アッパーイ

ンが︑ひょんなことでニ

大学を卒業したヒロイ

と考え事に沈んでいたア

トラルパークでぼんやり

答えが出て来ない︒セン

物？﹂と尋ねられたが︑

接で﹁あなたはどんな人

れて行ったり︑手作りの

グレイヤーを習い事に連

くが︑仕事は過酷だった︒

う﹂とミセスＸの家に行

自分に適した仕事を探そ

グレイヤーは︑あなたを

向けたらどう﹂
﹁それでも

いるのに︑子どもに目を

う︒
﹁子どもが熱を出して

︵大野克美︶

なぜあんなに惨めなのか﹂

も手に入れている人が︑

アニーは思う︒
﹁何もか

させ去っていく︒

かって思いのたけを爆発

てると︑そのカメラに向

込まれているのを探し当

にクマのぬいぐるみに仕

死で探す︒そして︑つい

るところがどこなのか必

くなってしまった︒

本書を読んで︑また︑シリーズ作品を見た

の機会に⁝⁝︒

や﹃粗忽長屋﹄など数多い︶︑それはまた別

案内された寅さんが合掌するシーンは忘れが

かには︑いまだに﹃男はつらいよ﹄を研究素

たい︒
使う赤や黄色のダイヤルを回す電話機だった

材とする者がいるほどだ︒登場人物に限らず

円硬貨を

くなる章だ︒

が︑最近の若者はプッシュホン式は使えても

寅さんが利用した公衆電話は︑

るが︑寅さんにとっては一番心安らぐ場所だ︒

ダイヤル式は使い方がわからない︑というこ

私がクマにキレた理由︵わけ︶

福島だったが︑家を提供

ブ一家の幼いひとり息子

愛しているのよ﹂
﹁グレイ

アニーはミセスＸに言

することで︑たくさんの

ヤーは本当に素晴らしい

解したからだ︒そしてさ

食事を食べさせたり︑ミ

子よ﹂と︒

らにクビが宣告される︒

セスＸに急用ができれば︑
休日も返上しなければな

事は辞めて旅行に行こう﹂

ニーは︑目の前で起こり

らない奴隷のような生活

と誘われていたが︑グレ

そうになった事故からグ
レイヤー少年を救出した︒

女もまた母親にあまり構

のナニー︵子守り︶にな

そこへディオールのヘビ

が始まった︒

ってもらえず︑寂しい境

る物語︒
看護師の母の手一つで

ミスターＸは会社の社

方々に出会い︑貴重な学

育てられたアニー︵スカ

革コートにルイヴィトン

長︒会社を大きくするこ

を聞いているうちに︑彼

深刻なストーリーだが︑

発見した﹂と︒

らなかったが︑私は私を

自分が何者であるか分か

と︒また︑
﹁１年前︑私は
社・国は人々の生活や環

の靴を履いた女性が現れ

年の日々・苦

︵Ｈ．Ｋ．︶

︵容︶

ーＸを誘惑していると誤

を引き払うためにミセス

ニーは後日︑自分の荷物

２００７年／米／１０

バート・プルチーニ／

ンガー・バーマン︑ロ

監督＝シャリ・スプリ

る︒

ンから﹁そんなひどい仕

６分

カメラ﹂が仕込まれてい

Ｘ宅に戻った時︑
﹁ナニー

様子だ︒

コメディ仕立てで見せる上流家庭

ニーを務め︑そのうちに

しかし︑ミセスＸの話
境を顧みない汚染水・汚

ーレット・ヨハンソン︶

る︒少年の母親である︒

コメディタッチで仕上が

びがあった︒今︑電力会

世界の人たちの温かい気

たそうだ︒イタリアの︑

じいさんにお世話になっ

お小遣いをもらって︑お

家の子たちと同じように

キングママ︒留守の間は

は観光ガイドで働くワー

で︑ステイ先のお母さん

リタリア航空社員の企画

タリアのプログラムはア

︱

生まれた︒寅さんファン必読の書だと思う︒

年
ラで被災し︑孤立した小

きで紹介され︑第９章では﹁寅さんが愛した

ウスプログラム﹂も

学校職場におられたお母
って︑誰にでもあるだろー﹂

昭和﹂というテーマで︑残したい昭和の生活

︒
﹃笠碁﹄はそ

になる︒私は空き家にな

ログラムに参加したそう
﹁寅さんの大切な場所﹂として︑駅／茶の間

消防士のお父さんから

︱

っていた両親の家を提供
さんを除く３人が避難所

／縁日／野道／車内／商人宿などが１コマ写

は︑こんな話もあった︒

一番詳しい聖地探訪大辞典

し︑
﹁大家﹂として神戸Ｙ
だ︒団体とはいえ︑小さ

た︒また︑近所の人に︑

作

な子が親から離れて長期

に参加︒この間延べ
族︑２５０人余りの方と
出会う機会をいただいた︒
﹁セカンドハウスプロ
グラム﹂では︑放射能を
気にすることなく︑家族
で普通の暮らしをしてい
ただく︒迎える神戸ＹＷ
ＣＡメンバーとのお付き
合いは︑駅でのお迎え後︑
家でおしゃべり少々︑近
所のお店で歓迎夕食会︑
そして出発の朝のお見送
りというのが︑普通のパ
ターンだ︒
震災後間もない時︑お
母さんから近所の方と放
射能の話はしにくい︑話
ができるかどうかは洗濯
物を家の中に干している
か︑外に干しているかで
判断していると聞き︑被

染土処理を進め︑原発再

は︑大学を卒業したばか

っており︑ホロリとさせ

たそうだ︒お母さんの小

中には姑さんにも保養に

当日︑事故発生が公表さ

を教えられた︒

出かけることを言えずに

れていない時︑地域の人

12

災地の人間関係の複雑さ

りで︑就活中︒会社の面

グレイヤーは泣いて必死

ながらも楽しい映画であ

稼働までしようとしてい

イヤーが心配でパーティ

別れ際にミセスＸから

で止めるが︑叶わない︒

るが︑ 福島の人たちが過

ー行きを選ぶ︒そこでア

学校でのご苦労も含めて︑

遇で育ってきたのだとい

ニーは︑ミセスＸが﹁ナ

家族が当日の話を一緒に

とと株の動きにしか頭に

ある時︑ミセスＸの別

うことが分ってくる︒

もう少し時間が経って

アニーは︑このミセスＸ

なく︑ミセスＸは︑慈善

ごされた

パーティーやママ友の講

したのはその時が初めて

から少年のナニーが辞め

からは︑学校で給食を食

たばかりなのでナニーに

労を忘れずにいたいと思

渡された最後の報酬はス

う︒

ズメの涙程度だったこと

だなぁと言い合っておら

ニーカメラ﹂を家に取り

もあって︑ブチギレたア

れたのに︑びっくりした︒

荘でパーティーが開催さ

付けたことを知る︒ミセ

べさせるか︑お弁当を持

習会︑エステ︑旅行など

スＸは︑アニーがミスタ

たせるか︑グランドで遊

なってもらえないかと依

階に

振り返る間もなく無我夢

れた︒同じビルの

中で来られた９ヶ月余り

住むハーバ︱ドのイケメ

ばせるか︑プールに入ら

来ておられるという話も

アニーは︑
﹁しばらくナ

で忙しく︑グレイヤーが
だったのだろう︒

病気で倒れても無関心な

せるかなど︑ひとつひと

頼される︒

つの対応に苦労されてい

10

福島の親子との出会い

（副題）

10
10

家

で合流できたのは夜だっ

周年を記念して本書は

ンナ達との掛け合いはいつ見ても心が和んで

日の話を聞いた︒ご両親

き﹁男はつらいよ﹂

最近まで︑繰り返しテレビでシリーズの再

れて一時保養
服を着て地域を自転車で

上映がされていたが︑その総括とでも言うべ

を希望する親
走り回られたというのだ︒

である﹁落語﹂がシリーズ作品中︑随所に展

は小学校と高校の教員︑

なぜか足を運んでいない︒

中学生のお兄ちゃんは当

くる︒

子のための日

10

ＷＣＡのメンバーと活動

50
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