９・

当事者の芦名教授が講演
菅政権が残した大きな歴史的汚点のひとつは︑日本学術会議の会員任命
拒否問題だ︒首相就任直後の昨年９月︑６人の会員候補の任命を拒否し︑
その理由はいっさい説明しないという強権︑強圧ぶりを見せつけた︒それ
からちょうど１年︒菅首相は説明を拒否したまま退陣していく︒いま︑自
民 党 総 裁 選 一 色 の 報 道 の な か で ︑ こ の 問 題 を 忘 れ て は な ら な い と ︑ ９月
・３兵庫憲法集会のプレ集会の中の講演で︑任命拒否をさ

小説で︑１９７３年５月

馬遼太郎の代表的な歴史

﹁播磨灘物語﹂は︑司

西にわずか約８㎞の所に

主であった姫路城から南

英賀城は︑官兵衛が城

いきいきと描く物語だ︒

れる黒田官兵衛の生涯を

でなく町全体が火の海と

攻め﹂によって︑城だけ

正８年︶︑秀吉の﹁英賀

そして︑１５８０年︵天

敵対することとなった︒

ため︑当然︑織田信長と

政策に異議を唱えた人物

憲への強い意向のなかで

●日時＝

月３日︵水・祝日︶

時〜

時

分

﹁信なくば

最も大切なも

年前︑政治で

立たず﹂︒今

※総選挙の日程次第で変更の可能性もあり

●ＹｏｕＴｕｂｅでも配信

のは︑と問わ

から２５００

望として︑平和勢力を下

●場所＝神戸市中央区・メリケンパーク

また︑安倍政権のもと

焦点化されるとして︑上

● メインゲスト＝上西充子・法政大学教授

思われがちだが︑果たし

で立憲主義と平和憲法が

標的となったことが問題

てそうだろうかと疑問を

空洞化されてきた危機に

の核心だと訴えた︒

提示︒そして︑政府が理

と下からの改憲の動きに

れた孔子の言である︒信︑

も注目を促した︒

すなわち為政者と民の信

も触れながら︑今日の混

から構築することの重要
沌とした世界情勢の中で

性を強調し︑
﹁ミュニシパ

由と真相を明らかにしな

頼であると教えている▼

る責任は為政者の方にあ

ので︑信をしっかり見せ

民主主義の時代ではない

リズム﹂にも言及した︒

いことによって︑必要以

そのうえで︑今後の展

﹁未来は︑
選べる︒﹂ ││７区で国政報告集会

の出発とその歴史的使命

さらに︑日本学術会議

求し︑市民と野党の共闘

獲得したい︒ラッキーセ

とりとつながって議席を

る︒われこそ本命と決意

溶融のオンパレードであ

総裁選挙は︑信の崩壊・

ろが︑今進行中の自民党

る︒ぶれない信念と前を

﹁戦争させない︑９条

を解説し︑重要なポイン

ブンの選挙区でともに戦

に向けたプレ集会が９月

延期されたが︑その成功

議が問題視されたことを

究に反対する日本学術会

とにあるとして︑軍事研

旨の声明を出しているこ

めの科学研究を行わない﹂

り︑
﹁戦争や軍事目的のた

して戦う安田まりさんの

が参加︒野党統一候補と

強まるなか︑２００人余

に加え台風による風雨の

されたもので︑コロナ禍

さんの必勝を期して開催

７区予定候補・安田まり

開かれた︒立憲民主党の

をめざし︑皆さんひとり

﹁人権を大切にする政治

たない現状などにふれ︑

とや女性議員が１割に満

ホームレス体験をしたこ

に連れられて︑上野駅で

寄せられた︒

︵鍋島︶

を﹂などのメッセージが

﹁二度と戦争のない世界

参加者からは︑
﹁人間性

アベノミクスのヘドロに

員権限の抑制を奏でる人︑

ッチャン政治を変えよう﹂︑ な わ な か っ た 恨 み 節 ・ 役

を取り戻す政治を﹂︑﹁オ

浸ってアベノミクス万歳

ドロン︒待てど禅譲がか

を表した人がスタートで

なければならない▼とこ

見据える理想を持ってい

壊すな！総がかり行動兵

トは︑日本学術会議が１

をさらに推し進めること

いましょう﹂と訴えた︒

安田まりさん勝利へ

庫県実行委員会﹂が主催

兵庫７区国政報告集会﹂

安田まりさんは︑父親

が大事だ﹂と強調した︒

講演では︑芦名さんは

明確にし︑６人の個人の

勝利が誓い合われた︒

︱

する恒例の﹁５・３兵庫

９５０年︑１９６７年︑

日︑西宮市内で

﹁未来は︑選べる︒

憲法集会﹂は︑今年もコ

が９月

まず︑任命拒否をされた

主義・主張よりも日本学

開かれた︒

日︑神戸市勤労会館で

６人が例外なく安保法制

術会議自体が︑政権の改

月２日か

ら土曜日の通常の配達がなくなるため配達日数が変更になり︑来年３月までに全

国で１日遅くなります︒このことによって発行日の日付までに新聞が読者に届か

月から発行日の日付をこれまでの火曜日から水曜日に変更させていただ

なくなる事態も生じかねません︒そのため︑
﹃週刊新社会﹄と同様︑
﹃新社会兵
庫﹄も

きます︒ただし︑県本部からの発送日はこれまで通りです︒

ならない︒信こそ力だ︒

堅持して︶としなければ

なく︑自己批判の態度を

︵二階氏のいう意味では

ちえているか︑他山の石

も国民と強いパイプを持

党も弱るしかない︒我々

れている︒これでは自民

や力を通わす毛細管が切

うところか▼国民と思い

きない︑意志もないとい

うが︑本音は意志統一で

が締めつけはしないとい

りにさわれない︒全派閥

触れば泥船は沈むとばか

に見ているのに︑そこに

徴をモリ・カケ・サクラ

民のすべてが︑腐敗の象

信の立ちようがない▼国

三代目御曹司︒これでは

とれば恐ろしと足踏みの

腐臭に距離はとりたし︑

を叫ぶ御仁︑長期政権の
や特定秘密保護法︑
﹁共謀

は参加型の民主主義を追

せ民主主義〟だ︒私たち

国の民主主義は〝おまか

を報告したうえで︑
﹁この

して勝利した自らの経験

事実上の野党統一候補と

尾秀哉参院議員が登壇︒

つに次いで︑ゲストの杉

参院議員の冒頭のあいさ

との選対代表の水岡俊一

なで考えようと企画した﹂

社会を残せるのか︒みん

がある︒子や孫にどんな

﹁私たちは未来に責任

罪﹂法などの安倍政権の

ロナ禍のため

２０１７年と３度にわた

問題の核心へと迫った︒

ることを指摘しながら︑

広がったりする恐れがあ

軍事研究の問題がさらに

であることから︑その政

15

上に自粛したり︑忖度が

権批判が問題視されたと

11

︻編集部からのお知らせ︼昨年の臨時国会での郵便法改定により今年

コロナ禍と台風による風雨にもかかわらず200人が参
加した集会＝９月17日、西宮市

日に開かれた
れた当事者の一人︑芦名定道さん︵関西学院大学教授︒当時は京都大学教

から１９７５年２月まで︑

あり︑西は夢前川︑北は

14

10

週刊

読売新聞で連載された︒

なり︑英賀の町は一夜に

11.3兵庫
憲法集会

月３日に

授︶が︑任命拒否問題の本質や背景などについて語った︒

天下統一に向けて動く豊

湿田︑東は水尾川︑そし

播磨灘物語の碑

臣秀吉の軍師として知ら

この時︑英賀城に籠城

して焼失したという︒

した武将の中に司馬遼太

山陽本線・英賀保駅から

敷地を有していた︒英賀

南西へ徒歩５分︒山陽電

郎の先祖がいたとされ︑

境内に﹁司馬遼太郎﹂の

司馬は﹁︵先祖の︶伝承

サイン入りで建立されて

の町は︑水の要所として

が触媒になって構想が膨

知られ︑一時は︑播磨最

らんだ﹂と語っている︒

大の都市として栄えた︒

鉄では西飾磨駅から北西

しかし︑英賀衆のほとん

︵森山︶
碑は︑英賀城敷地内の

30

９.17 西宮

13

いる︒

どが一向宗になり︑大坂

11

へ徒歩５分

「播磨灘物語」の作者の司馬遼太郎の先祖に因む英賀
城の土塁も残る英賀神社内に碑は立つ

13

︻メモ︼英賀神社︒ＪＲ
北に位置する英賀神社の

て︑姫路城よりも広大な

て南は瀬戸内海に囲まれ

︵ 姫路市飾磨区 ︶

日本学術会議の会員任命を拒否された芦名定道さん
が任命拒否問題の本質や背景などについて語り今後
への展望も示唆した＝９月13日、神戸市
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市民にあたたかい神戸をつくる会・共同代表

岡﨑史典さん支持へ

市に︒

と自ら﹁議会よんどく﹂

・・・・・・・・・

初挑戦して当選︒以降︑

連続３期当選︒趣味は︑

地域の特性を伸ばし︑ど

読書︑野菜づくり︑バン

応援し︑基盤が強い神戸

むらい・まさのぶ

表など︶を支持して闘う

４９年３月︑西脇市生ま

一貫して﹁市民が中心の

４期目の挑戦に向け︑

脇市役所に入所︒市職員

１０３７︱１

０７９５・

ＦＡＸ

３３１８

労働組合委員長などを経

て︑２００９年に市議に

この大事件は︑日本の安

全保障政策の大きな転換

ダー視点に基づいた自由

軍事的一体化が進み︑自

法の制定によって日米の

点になった﹂とし︑戦争

で公平な社会の実現⑥権

改憲の動きをウォッチング

人の紹介を求めている︒

支持の拡大に奮闘中︒知

１９

回発行︶︑市民の声を市

ド活動︒

を作成し︵これまでに

同氏を推薦することを決

︻連絡先︼西脇市鹿野町

政党では日本共産党が

⑤だれもが等しく自分ら

れ︒東洋大学経済学部を

こでもくらせる神戸に︑

支援の予算を抜本的に増

卒業して１９７１年︑西

経済へ︑③教育・子育て

同会と岡﨑氏は︑神戸

政に反映させる努力を続

ことをこのほど決めた︒

めている︒

まちづくりをめざす﹂を

月
日投開票で

任期満了に伴い︑
日告示︑

けてきた︒

しさが輝く︑真の国際都

政策として︑以下の﹁５

■市民と野党の共闘勝利
モットーに︑地域や市民

で︑憲法をいかす政治へ
の暮らしに密着した諸課

数

︶で︑新社会党推薦

衛隊の任務は拡大の一途

行われる西脇市議選︵定

をたどっているとして

以降の主な動きを

料として抜粋する︒

振り返っている︒参考資

９・

力の私物化を許さず︑公

の転換を

これらの６本の柱

平で透明な行政を実現す

題に取り組んできた︒議

︱

項目の具体的な政策

を掲げ︑安倍・菅政治と

と

選で再選が無理と見るや︑ る

いち早く退陣を表明し︑

・２００１年

９年間におよぶ安倍・

共通政策は︑次のとおり︒ 成 立 ︑ 自 衛 隊 が イ ン ド 洋

米中枢同

の対立軸を鮮明にしてい

菅自公政権に対する国民

・安保法制︑特定秘密保

・

で米艦船に給油

スタン攻撃︒テロ特措法

時テロ︑米英がアフガニ
政策決定過程がみえず︑ルール化もされてい

の不平︑不満︑怒りの声

護法︑共謀罪法などの法

年に

イラク戦争︑イ

である︒目前に迫る総選

年

４．開発行政の復活で財政悪化

ラク特措法成立︒

自衛隊︑イラク派遣

沖での海賊対処に派遣

コロナ禍に乗じた憲法改

挙は市民と野党の共闘で︑ 律 の 違 憲 部 分 を 廃 止 し ︑

憲法をいかす政治へ転換

・

年間収支不足状態になっ
た︒その間︑人件費削減と投資的経費の削減︑

・平和憲法の精神に基づ

周 辺 の 再 開 発 と 違 い ﹁ タ ネ 地 ﹂ が な く︑
﹁タネ

整備を打ち出した︒しかし︑大阪駅︑京都駅

駅とＪＲ三ノ宮駅の建替えと連動して三宮再

﹁この政策合意は︑国民

合意した︒市民連合は︑

策について︑野党４党と

日︑総選挙を闘う共通政

民連合﹂
︵市民連合︶は８

会議へのオブザーバー参

をめざし︑まずは締約国

・核兵器禁止条約の批准

う︒

にあらゆる外交努力を行

おける平和の創出のため

手段を追求し︑アジアに

・

なる

動範囲に地理的制限なく

恒久法になり︑有事の活

成立︒海外派遣の根拠が

・

認を閣議決定

し︑集団的自衛権行使容

憲法解釈を変更

地﹂創出のため︑中央区役所︑勤労会館︑第

本位の政治を実現するた

加に向け努力する︒

年

自衛隊ソマリア

する絶好の機会である︒

き︑総合的な安全保障の

年

﹁安保法制の廃止と立

・
公債費の減少で︑ようやく９年前に黒字に転

憲主義の回復を求める市

悪に反対する︒

年間から神戸の復活を強調︒阪急三宮

２号︑第３号庁舎の建替えなど市施設の大規

めの第一歩である﹂と︑

・地元合意もなく︑環境

視団に自衛官派遣

シナイ半島多国籍軍・監

安保法に基づき

を破壊する沖縄辺野古で

年

安全保障関連法

模な再編となった︒そのための市の負担が１

声明で強調している︒

年

５７０億円︒民間投資を呼び込むと言いなが

野党共闘の旗印となる

の新基地建設を中止する︒ ・

・

年

アフガニスタン

を中東派遣

安全確保のため︑自衛隊

日本関係船舶の

共通政策は︑①憲法に基

■戦争法で自衛隊任務︑

年

づく政治の回復②科学的

拡大の一途

年ぶりに収支不足となり︑
今後も三宮再整備が本格化することから再び

知見に基づく新型コロナ

から 年

昨年の決算で

財政悪化が懸念される︒今後︑東南海地震や

ウイルス対策の強化③格

事件

差と貧困を是正する④地

・

でタリバンが権力掌握し︑

米軍が完全撤退︒邦人退

付紙面で﹁２００１年の

日

転換と地域分散型経済シ

米中枢同時テロから 年︒ 避のため自衛隊派遣︵中︶

東京新聞は︑９月

９・
気候危機による災害の多発化のなかで︑それ

発行政の復活は重大な問題だ︒

ステムへの移行⑤ジェン

球環境を守るエネルギー

に備える財政強化が必要な時︑久元市長の開

で︑市の﹁前のめり再整備﹂が目立つ︒

らＪＲ三ノ宮駅の建替えが見えて来ない状況

れた

換︒その１年後に登場した久元市長は︑失わ

は財政危機となり

バブルの崩壊と阪神・淡路大震災で神戸市

憲法と平和にかかわる
ない︒市長には独任制があるが︑あまりにも

と運動が追い詰めた結果

る︒

上位下達が多く︑現場が混乱している︒

政権を投げ出した︵９月

会の状況や市の施策をよ

を発信︒何も聞いていない当局も議会も大騒

菅首相は︑自民党総裁

歳︒

の村井正信さん︵

ぎになり︑結果は中止でなく延期になった︒

また︑須磨多聞線の整備について︑住民が

市長提案の﹁リノベーション神戸﹂では︑

政策会議は昨年も今年も各２回開催されたが

無所属︶が４期目に挑む︒

２．弱者に冷たい市政

求めた公害調停という公的な調整機関に市が

街灯の大幅増設とＬＥＤ化対応で現場が混乱︒
億円を追加提案︒

３日︶︒

り市民に知ってもらおう

市の借り上げ復興住宅の住み替え問題で︑

るが︑全区役所に拡大さ

出席せず︑自治会との協定を無視して工事を

予算見積を誤り︑補正で

87

今年の報告はない︒大組織である政令都市で

村井さんは初当選以来︑

計した張本人︒神戸市では︑公の責任が強い

また︑東須磨小学校での教員間暴行・暴言

れる予定だ︒当然︑住民

強行する行為を行った︒さらに︑敬老・福祉

議会も混乱して決定後に再度報告を受けると

ＴＥＬ・

やす︑④９つの行政区・

つの転換﹂を図る重点政

村井正信さんが４期目
に挑戦
・ 告示
・ 投票

市政を変える﹁３つの基
本姿勢﹂として︑①コロ

営業を守り抜く︑②自己

ナから命︑くらし︑雇用︑
戸をつくる会︵略称・あ
責任押し付けをやめ︑公

おかざき・ふみのり

策を掲げている︒①市民

10
31

あわはら富夫︵神戸市会議員・新社会党兵
庫県本部委員長︶

23

新社会党県本部が決定
ある︶神戸市長選で︑新
ったか神戸︶﹂が擁立す

月
社会党兵庫県本部︵粟原

央区在住︒高校卒業後会社員を経て︑２０１２年か

の命と健康を守る﹁ケア﹂

を示し︑基本

ら兵庫労連の役員に就任し︑現在︑兵庫労連事務局

に手厚い神戸へ︑②地域

を守る

︱

の意見を良く聞き︑公約

日投開票で

任期満了に伴い︑
日告示︑

歳︒同会共同代

的責任を果たす︑③市民

さん︵

る無所属新人の岡﨑史典

体﹁市民にあたたかい神

富夫委員長︶は︑確認団

行われる︵総選挙の日程
次第では変更の可能性が

次長や神戸・市民要求を実現する会事務局長なども

１９６８年生まれ︒神戸市中

務める︒神戸市の敬老・福祉パス制度改悪問題をは

村井正信さん

織再編が行われて﹁市民参画推進局﹂が解体

に根ざした雇用と営業を

る﹂ことを理由に労働組合の交渉にも応じな

され︑
﹁勤労課﹂も﹁男女共同参画課﹂という

じめ︑神戸の市民運動に関わってきた︒

久元神戸市長が誕生して２期８年︒３期目
い対応をしている︒また︑教育観光施設であ

岡﨑史典さん

を迎える市長選挙が目前に迫っている︒久元

名称も消え︑久元市政のもとで市民参画の理

３．上位下達の市政

念が大きく後退した︒

無料で入園できる﹁のびのびパスポート﹂も

今年の成人式直前に︑久元市長はＳＮＳで

る須磨水族園もＰＦＩ方式で民間に再整備を

１．自治体の民営化を国に先取り推進

使えないことになってしまう︒久元市長の８

任せ︑利用料金が高額になり︑子どもが実質

久元市長は︑自治体機能を民間に丸投げす

年間は自治体機能の民営化の推進だ︒

神戸市政８年の問題点を検証したい︒

る指定管理者制度や公立病院︑公立大学など

市営住宅管理や図書館︑児童館などまで指定

久元市長は︑住み続けたいという被災者に対

問題でも︑処分を急いだ久元市長が分限条例

突然︑コロナ感染拡大を理由に成人式の中止

の独立法人化制度を総務省官僚時代に制度設

管理者制度が導入され︑市民病院群のすべて

し︑明け渡しと損害賠償を求める訴訟を起こ

最近では︑７５０人の職員削減を掲げた

が独立採算を強いられる独立法人化された︒

﹁行財政改革２０２５﹂を強行︒今年度は水
道局市内５センターと本庁を再編し︑水道料
金関係業務など民間委託を推進し︑水道局職

改正条を自ら作成︒人事委員会でも疑問の声

民営化・開発行政を推進
弱者に冷たく︑上意下達
がある中︑議会に提案︒つなぐ議員団だけが

月からは区役所の市民課・保

し︑敗訴によって立ち退きを迫られている被

反対したが﹁改正案﹂は成立︒その後︑人事

また︑今年

員１００人以上を削減︒

険年金医療課業務を民間派遣会社であるパソ

災者が話し合いを求めても﹁退去の是非につ

サービスの低下︑個人情

パスの見直しにあたっても︑対象者が少ない

神戸市行政の最高意志決定機関は市長︑副

04

24

いては話し合いの余地はない﹂との態度だ︒

報の管理や災害対応にも

母子や低所得者︑距離料金利用者の制度の見

いう前例のない事態になった︒

役所で先行実施されてい

72

神戸市長選
ナに丸投げ委託︒今は︑北神事務所と兵庫区

大きな問題がある︒しか

直しを優先︒小さい声を抑え込むという︑弱

委員会は︑手続きに重大な瑕疵があったとし

も︑市職員の配転問題は

者に冷たい市政である︒

19

03

09

14

15

19

20

21

て処分を取り消す裁決を行った︒

もちろん労働条件にも大

市長︑局長などが出席する政策会議だ︒この

11

24

きく関わる問題であるの

周年の年には︑組

11

10
24

10
31

20

西脇市議選

阪神・淡路大震災から

11

20

20

20

20

久元神戸市政
を検証する

に︑﹁管理運営事項であ

25

10

10

16

10
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アクションが主催する︑

市民と野党の長田共同

問題から始まった︒韓国

ガンへの自衛隊機派遣の

半田さんの講演は︑アフ

いした憲法上保有できな

割は︑安倍前首相が爆買

過去最大の防衛予算の４

ーで開かれ︑約１００人

なく︑遅い政治決断︑外

違いは︑法律の不備では

日本はわずか１人︒この

８人を救出したのに対し︑

基地︑自衛隊基地の機能

て沖縄や南西諸島の米軍

湾有事は６年以内だとし

的だが︑アメリカは︑台

地攻撃能力保有は非現実

い兵器類だと解説︒敵基

が参加した︒

交努力の欠如の問題だ︑

政府は協力者も含め３７

防衛ジャーナリストの半
田滋さんの講演会が９月

﹁敵基地攻撃と日米一

強化を要求しており︑こ

日︑長田区文化センタ

体化〜踏み越える専守防
と半田さんは指摘︒また︑

女性の仲間や新社会党の

てきた上田さんは危機感

加古川・高砂の女性会の

指摘し︑命や暮らしのこ

を変えるために野党が小

メンバーとともに︑隣保

裁選で新しい自民党をつ

コロナ禍の貧困の拡大な
異を捨て力を合わせてこ

館を存続させる活動を始

を感じ︑部落解放運動の

どから人々の目をそらさ
の総選挙を闘おうと︑熱

とを考えない自民党政治

せ︑
﹁左右の対立﹂におし
く２時間語った︒
︵小城︶

くるような錯覚を与え︑

こめようとしているとも

ケートを取ったり︑高砂

して︑会館利用者にアン

めた︒これからの活動と

日︑高砂

﹁﹃メモったクラブ﹄は︑

を考えている︒

市にも申し入れすること

ラブ﹂だ︒その第１回目
の会合が９月
市米田町にある隣保館
﹁みのり会館﹂で開かれ
た︒地域の女性たちが集

田さんは語る︒
︵岡崎彩︶

切なる思いがある﹂と上

勢を反映したかのよ

このような労働情

祉﹂が多数で︑主な相談

ービス業﹂と﹁医療・福

被害を受けることになる
と警鐘を鳴らした︒
さらに︑安倍〜菅政権
は９年をかけて秘密保護
法︑安保法制︑共謀罪法︑
今年の土地規制法と国民

この頃︑必要に迫られて
発足を決意した﹂と話す
代表の上田めぐ美さんの
目的は︑同時に︑隣保館
の利用頻度や活動内容を
豊富化させることで︑隣
保館を存続させていきた

マニフェストに対しては

示してもらうのですが︑

﹁○﹂
﹁△﹂
﹁×﹂で答を

を高めて生き

やかに自尊心

どれだけしな

く力ではなく︑

社会で勝ち抜

大切にする政党に﹁○﹂
を

いことにもある︒

当日は︑立憲民主党の

全員が﹁○﹂でした︒意

ていけるのか

らせ﹂が最多︑次に

﹁雇用契約・就業規

則﹂︑﹁解雇・退職強

要・契約打ち切り﹂

が多い︒

内容そのもの︶が飛

から闘う﹂と題した講演

公・維による悪政と地域

大阪府議は１０９人から

きた︑と指摘︒その結果︑

張っている﹂と思わせて

選を教訓に︑市民や地域

新との闘いは︑横浜市長

祉切り捨ての自・公・維

いて報告したい︒

ビス業﹂の案件につ

その１つの﹁サー

び込んで来た︒

に学んだ︒党員や市民ら

８月のある日︑Ｎ

年に及ぶパート社員

生活なので︑
﹁無期労働契

約転換申込み﹂を行うよ

う伝え︑早速本社に郵送

したが︑１か月経っても

日現在︶︒

受理通知が送られてこな

い︵９月

会社は無期転換を拒否

いやがらせの内容のひ

入れを行う予定だ︒

だけの職場で︑交代

とつとして︑店長と２人

で１時間の昼休み休

憩をとるようになっ

ているが︑その時間

帯が店長に恣意的に

決められ︑ひどい場

合は午後６時からだ

時

ったこともあると言

う︒勤務は午前

〜午後７時なので︑

勤務終了の１時間前

に﹁昼休み休憩﹂と

いう日もあったとい

うことだ︒相談者は︑

これまでの休憩時間

帯を克明に記録し続

けており︵右腕を負

今年の分の雇入通知書が

１年毎に更新される︑

っともっとＰＲしていく

だ︒ユニオンの存在をも

くれたら︑という気持ち

もっと早くに相談して

悩み続けてきたとのこと

１か月経過しても交付さ

ことが求められているの

相談があり︑翌日︑直接

れないこと︑過去からの

だ︒

店長による嫌がらせにひ

しや副委員長︶

大野克美︵ユニオンあ

を痛感している︒

れた︒

が２時間にわたって話さ

とり悩んでいることなど

お会いすることとした︒

中に

傷した際には左手で記録

の闘いと連携し︑野党共

人に削減され︑

んでいると紹

べきだ﹂と訴えた︒
︵永井︶ 働 く 人 の 相 談 室 ﹂ の 当 番

選挙

人が参加し︑質疑・討
論も活発に行われた︒

介︒また︑池

した︶︑ひとりで悶々と

ＰＯ法人﹁ひょうご

の友人や社青同のメンバ

田市の維新の

分にも及ぶ内容の

闘を構築・強化していく

区が１人区に

ーの参加もあり︑
﹁新社会

﹁サウナ市長﹂

なり︑小政党の消滅が進

区のうち

党宣伝コーナー﹂を設け

の辞任後の市

党員だけでなく︑党員

て党の機関紙などを持っ

の女性市議が

て帰ってもらったことが

当選するなど

長選でも維新
山下さんは講演で︑維

特徴的だった︒

新は﹁大阪府と大阪市の

政治と行政の

条１

項︶︑代わりに︑着任し

題の拠点である隣保館活

票で都構想を拒否された

の手足を縛ってきたが︑
専守防衛を踏み越える政

安田真理さんをはじめ兵

見の違いがあったのは︑

ではないでしょうか︒今

二重行政によるムダ﹂や

劣化が進んで

することはできないのだ

てまもない店長が異動さ

動を守り続けたいという

のに︑公明党を恫喝し議

うに︑最近︑ユニオ

に届ける会﹂を９月４日

庫７区︑比例代表近畿ブ

﹁今日の教育にとって大

﹁厚遇の市職員と議員﹂

いると述べ︑

が︵労働契約法第

最近︑連合が発表した

せられた︒

ものだ︒同時に︑部落差

﹁身を切る改革﹂を連呼

会の多数で都構想を実施

ンあしやに２件の労

にオンラインで行いまし

ロックの立候補予定者や

切なのは︑この厳しい社

示したいと思います︒

をマスメディアを活用し

近日中に団体交渉の申

﹁労働相談ダイヤル﹂
︵６

別をはじめとする人権課

して﹁議員定数削減と議

しようとする民意無視の

た︒主催は﹁西宮の教育

党の代表などが参加︒立

度の衆議院選挙では︑子

西宮市議会議員

２度の住民投

10

月分集計結果︶では︑労

新社会党東播磨会議

員報酬のカット﹂を訴え

政治は許せないと訴えた︒ 働 相 談 ︵ 全 く 前 述 の

住民交流拠点として隣保

︵東播磨の総支部・支部

て支持を拡げてきた︒さ

最後に山下さんは︑
﹁公

館の役割を発展させてい

で構成︶は９月５日︑政

らに︑トップのテレビ出

衆衛生・医療︑教育︑福

まり︑認知症予防体操や

治情勢についての学習・

演や議員の駅頭や電話作

おしゃべりをしながら︑

高砂市でも︑
﹁まちづく

討論会を開き︑山下けい

戦で有権者に﹁維新は頑

働相談の業種別では﹁サ

り計画﹂の中で隣保館の

き茨木市議︵党大阪府本

きたいとの思いも込めた

高砂市で︑女性たちを

廃止が言及されている︒

部委員長︶を招き︑
﹁自・

あっという間に約１時間

中心に認知症を予防しよ

若い頃からずっと﹁みの

のままでは米中の戦争に

衛〜﹂と題して行われた

権にストップをかけるに

うとひとつのサークル活

り会館﹂を活動拠点とし

﹁物忘れが多くなった

は︑今秋の総選挙で勝つ

動が始まった︒認知症予

が過ぎた︒

ことしかないと訴えた︒

防サークル﹁メモったク

日本は矢面に立たされ︑

したたかな自民党はマ

を考える市民の会﹂で︑

候補予定者の訴えを聞く

どもたちを過度に競争社

て批判を続け︑合わせて

20

相談多いパワハラ・嫌がらせ

内容は﹁パワハラ・嫌が

スコミも使って今回の総

﹁×﹂︑自民︑
公 明 ︑国 民 が

私もその事務局の一員で

会を勝ち抜くだけのたく

会に追い立てる政党には

53

﹁子どもマニフェスト﹂を各党に

﹁△﹂︑維新だ
けが﹁○﹂
でし
た︒

す︒子どもも教員も﹁楽

ことはあっても︑こちら

ましい人材を育むことだ

大切なのは︑

しい﹂と思える学校づく

と思うか？﹂という質問

ました︒質問に対して

り︑子育てしやすい環境

からの訴えに答えるとい

田中あきよ

う機会は少なく︑各政党

88

18

10

項目のマニ

た︒

党に届けるのが目的でし

西宮市議会議員 田中あきよ

オンラインで各党の意見聞く

﹁子どもマニフェスト

隣保館を存続させたい

﹁×﹂を︑子どもの命を

︵案︶を衆議院議員選挙

住民交流の拠点

で︑立憲︑社民︑共産は

オンラインで各党の代表者らに意見を聞
いた＝９月４日、西宮市

10

認知症予防サークル「メモったクラブ」

の違いが浮き彫りになり

づくりなど

ン
オ
ニ
ユ
地域
377
○
ち
あちこ
あれこれ

30

38

専守防衛を踏み越える政権に総選挙で打撃をと熱
く語った防衛ジャーナリストの半田滋さん＝９月
12日、長田区文化センター

サークル活動で隣保館の利用頻度や活動内容を豊
富化し隣保館を存続させようとの思いも込めた「メ
モったクラブ」
＝９月10日、高砂市

党員のほかに市民も参加した政治情勢学
習・討論会＝９月５日、加古川市

31

稿
投

12
フェストをつくり︑各政
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（1988年1 月18日第三種郵便物認可）

外
号
（3）

︱

まりになる︒

てきて１年あ

我が家にやっ

ー﹁じろ﹂が

愛犬コーギ

犬用のサークルに買い替

り︑屋根をつけた︒大型

事帰りに資材を買いに走

がわりにして出かけ︑仕

とりあえずシーツを屋根

を跳び越えてしまった︒

加え︑ついにはサークル

安心するやら恥ずかしい

スタ歩き始めたときには

に走った︒診察室でスタ

は夫婦で慌てて動物病院

じろが足を挫いたとき

思ったりもする︒

も極めればいいのかなと

て方︑間違ったかな︒で

の１９９０年に文庫本として再版された︒

行本として刊行され︑著者が亡くなった翌年

ック音楽のガイド本である︒１９６７年に単

かなり古い本だが︑芥川也寸志著のクラシ

ければ良いと言う人にとっては十分楽しい︒

れる︒新しいサービスが次々提供され︑面白

ビス音楽で︑気軽に付き合え︑気軽に別れら

私の名曲案内﹄

壊れそうに

えた後も︑あばらを痛め

﹃音楽を愛する人に

ちっちゃくて︑

るくらいな勢いで心必死
やら︒気づけば夫はパジ
︵だったと思う︶を聞かされ︑頭の中が

中学校でムソルグスキーの﹃はげ山の一夜﹄

地方で育った私は︑クラシックと言えば︑

の生まれた背景などを楽しいエピソードをま

００曲を選び︑作曲家のプロフィールや作品

と興味を持ってもらいたいと︑世界の名曲１

その他︑ベルリオーズの波乱に富んだ恋︑

すすめしたい名曲です︑と紹介されている︒

味と酷似しており︑知恵の輪の好きな方にお

ベートーヴェン﹃熱情ソナタ﹄の項では︑

は芥川の私生活などを織り交ぜながら︑見開

ルを紹介し︑音楽の基礎知識にも触れ︑時に

ソ⁝⁝などなど︑作曲家の素顔やスキャンダ

シューベルトの﹃未完成交響曲﹄をめぐるウ

恋多きベートーヴェンが︑
﹁わが不滅の恋人よ﹂

き２ページの中に縦横無尽に筆を飛ばしてい

じえて紹介している︒

歳のジュリエ

る︒読んで︑ついその曲を聴いてみたい気に

とラブレターに書いた相手は誰なのか？﹃月

光﹄を捧げた弟子の伯爵令嬢

ッタか︑
﹃熱情﹄を捧げたフランツの妹令嬢テ

コロナ自粛でストレスばかり溜めこまず︑

させられた︒さすが︑文豪の息子の筆だ︒

シック初心者の方︑試しに一度付き合って︑

クラシックへ誘いこんだ思い出の書

度合いに応じて付き合ってくれる︒ついには︑

縁で取っつきが悪いが︑求めれば求めるほど

比べて︑クラシックは︑サービスからは無

芥川也寸志著／ちくま文庫／605円
︵税込み︶

ぴゅーぴゅー
鳴いて︑なかなか目も合

いろいろありすぎて数

ャマだったから︵笑︶︒
﹁？？？﹂になったのを覚えているくらいで︑

﹁とほほ﹂は続くよ︑

にまた跳び越えてきた︒

好きな曲を探り当てて見てはいかがでしょう︒

立ち止まって深呼吸することも大切だ︒クラ

レーゼか︑はたまた︑戦後発見された恋文に

巡り会う機会もなく︑関心もなかった︒

よって本命視されたテレーゼの妹のヨゼフィ

えあげればきりがない︒

わない︒
﹁じろ﹂という名

どこまでも︒

前が自分のものとわから
ないから呼んでも振り向

素晴らしい芸術に触れたときに起きる感動︑

何となくクラシックは﹁高邁で近寄り難い﹂

他からは感じられない無上の楽しみを味わう

でも︑私たちのため息を
感じがして避けてきたが︑その扉をいとも簡

よそに彼はすくすく育ち

心が浄化されリフレッシュ出来ること間違い

じろは︑個性的といえ

ーヌか︑と百何十年にわたる謎の真相に迫っ

ば個性的︒おおかたの予

ことが出来る︒

なし︒この本は︑その良き手引です︒

単に開け放ち︑何の抵抗もなくその世界へ誘

ている︒

いこんでくれたのがこの本である︒

沢山の遊び友だちを持つことも人生を楽し

元気いっぱい︒ありがた

﹃ルース・ベイダー・キンズバーグ﹄となっ

︻訂正とお詫び︼前々号の当欄の著書名が

︵魚棚亭滅太坊︶

困窮した借金生活中にひと月半で三大交響曲

番﹄の項では︑

を書いた異常な天才ぶりを紹介し︑芥川が写

モーツアルトの﹃交響曲第
目な付き合いがしたい時は︑その相手をぜひ

くさせる一つだが︑もっと深い︑もっと真面

クラシックの中から見つけ出して欲しい︒

︻編集部︼

す︵本文中も︶︒校正ミスをお詫びします︒

ていましたが︑正しくは﹁ギンズバーグ﹂で
同書で︑芥川は︑客観的で退屈な曲の解説

もちろん︑
﹃はげ山の一夜﹄も︑よく出来た

譜するだけでも１カ月はかかると言う︒

さん悩みながら︑たくさ

交響詩の味わいは︑良い推理小説やパズルの

は︑彼の素晴らしいプレ

ではなく︑著者の好きな音楽への共感をあか

後の試合は彼の大活躍で

ーをわが眼で確認し︑新

ら様に︑ありのままに書き記すことで︑関心

て来たからかな︒

勝利し︑リーグ残留を果

ギリス本土の捕虜収容所

ギリスの捕虜となり︑イ

線へと転戦するうちにイ

トラウトマンの名セーブ

になっていたチームは︑

ーからも見捨てられそう

が︑連敗続きでスポンサ

ある兵士の奇跡

次世界大戦による犠牲者

に送られた︒まもなく終

で久しぶりに圧勝︒ジャ

するが︑その記者会見で

新ゴールキーパーに就任

ェスター・シティＦＣの

ウトマンは︑名門マンチ

で糾弾すれば︑我々も加

直接加担していない者ま

恐ろしい罪を犯したが︑

持を継続する︒ナチスは

ーショナルな見出しが躍

となり︑息子も生まれ︑

チームの絶対的な守護神

やがてトラウトマンは

害者になる﹂と︒

るのだった︒さらに︑ユ

幸せの絶頂に︒

ナチスとプレーできる

言う彼の言葉に心を動か

る︒彼女の言葉に胸を打

って鞭打つの？﹂と訴え

ローゼンミュラー／イ

監督＝マルクス・Ｈ・

ギリス︑ドイツ／２０

そして迎えたシーズン最

たれたユダヤ人コミュニ

１８年／１１９分

は結ばれる︒

ティのラビ・アルトマン

される︒試合ではチーム

ナチス兵がイギリスの国民的英雄に

かと選手たちは怒り出す

︵大坪︶

ダヤ人を中心としたシテ

れ︑翌日の新聞にセンセ

は﹁戦争責任﹂を追及さ

団としてはシティへの支

は８千万人を超えた︒ナ

ックはトラウトマンをつ

月︑トラ

ーナーさんの力を借りも

チスによるホロコースト

戦を迎えるが︑降伏した

なぎ止めるために︑試合

１９４９年

した︒躾についての私た

ドイツの兵士はすぐには

年︒第２

ちの知識や根気が足りな

で︑ヨーロッパ在住のユ

帰国できず︑過酷な労働

今年は戦後

キーパー

本も読んだし︑ブリー
ダーさん︑Ｆａｃｅｂｏ
ｏｋのグループに相談も

かったのは反省しつつ︑

ダヤ人７３０万人のうち︑

のない日は自分の店の食

した︒お金をかけてトレ

聞に声明を発表する︒
﹁教

ん遊びながら︑たくさん

例えて言う︒ポピュラー音楽は︑一種のサー

芥川は︑クラシックの魅力を人付き合いに

い︒

かない︒最初はそんなだ

トなんて︑とてもとても︒
オシッコの場所もなかな

たした︒

笑いながら一緒に過ごし

層愛おしく感じる︒たく

頃より今の方が︑より一

パピー︵赤ちゃん︶の

ったなーと懐かしく思い

﹁犬︑飼いたい！﹂は

出す︒

私の希望で︑でも現実は
そんなに甘くなかった︒
﹁育犬ノイローゼ﹂寸前
の時期もたくさんあった
かも︒今は過去形で言え
る︒まだまだテンヤワン
ヤだけど︒
ワクチンが終わるまで
散歩には長い間出られな
くて︑４時に仕事が終わ
ったら急いで帰り︑夫が
帰るまでリビングに母子
ふたりきり︒ワクチンが
終わったら終わったで︑
朝夕の散歩もあちこち行

６００万人近い命が奪わ

料品店で働かせることに

子育てはマニュアルどお

に従事していた︒ある時︑

りにはいかないことや︑

方定まらず︑キープレフ

トラウトマンは︑地元の

ＦＡカップで︑瀕死の

れた︒憎しみの根は深く

重傷を負いながらゴール

残る︒

ィのファンが本部に押し

焦らずどっしり構えるこ

なった︒しかし︑ジャッ

寄せ大抗議︑激高する

とも大事かなと気づかさ

クの娘マーガレットは大

想を常に裏切ってきた︒

サッカーチームの監督︑

反対︒トラウトマンに

か覚えられなくてソファ

主人公のバート・トラ

ジャック・フライアーに

を守り続けて優勝へと導

れる１年だった︒

連れ出され︑無理やり試

いた彼は︑国民的ヒーロ

夏に冷やっこいベッドを

ウトマンは︑ドイツ軍に

人々で溢れる︒選手生命

ーに崇められる︒だが︑

でするのがマイブームに

志願し︑東部から西部戦

の危機に陥ったトラウト

運動もそうかもしれな

そして︑収容所の閉鎖

マンを救ったのは︑妻の

い︒基本は譲らず大切に

が発表され︑捕虜たちは

買ってやったら即︑破壊︒

を連勝に導き︑店では

ドイツへ帰ることを許さ

網戸から見えるお外がう

黙々と働く彼の姿に︑最

なってしまった︒ソファ

﹁ドイツ軍は友だちの命

初は警戒していたフライ

はトイレ化していき︑し

合に出場させられる︒収

を奪った︒私たちの青春

しつつ︑仲間と一緒に悩

も﹂と敵意をぶつけるが︑

れしすぎたのか︑いつの

容所でのゲームで︑素晴

まいには毎晩前足で掘り

らしいキーパーぶりを発

胸中には誰にも打ち明け

んだり笑ったりしながら

マーガレットで︑
﹁戦争で

柔軟にやっていきたいと

れる︒ところが︑トラウ

間にか網戸を突き破り顔

アー家の人々とも︑いつ

が出てる︒ボール遊びは︑

の間にか心を通わせ始め

掘りし始め︑穴は日に日

﹁戦うより君と踊りたか

に深くなり︑ソファは粗

揮している姿を見られて
思う︒

︵森正美︶
これは私が褒めたのが悪

られない戦時中の過去が

かったのだけれど︑ボー

あった︒

大ゴミに︒ゴハン時には

傷ついて必死で立ち直ろ
ルを口で投げるのが得意

うとしている者を束にな

毎回立ち上がってはテー

になってしまい︑最近は

トマンは﹁チームを助け

ブルにまとわりついてく

壁打ちしたり︑ドリブル

る﹂とイギリスに残る︒

るから︑台所でしょうが

るのだった︒やがて２人

10
った︒選べなかった﹂と

なく立って食べることも

ートまでするあり様︒育

しながらクレートにシュ
出勤前のギャン鳴きに

16

40

いたのだ︒
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愛犬コーギー「じろ」
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