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年の今年の憲法記念日は︑改憲の危
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機がかつてなく高まるなかで迎えた︒ロシアによ
るウクライナ侵攻の事態に乗じて︑
﹁憲法９条で国
を守ることはできるのか﹂など︑あたかも憲法９

流を利用した水車式の搾

芦屋川や住吉川などの急

た︒また︑住吉川では米

る事件が起き騒動になっ

して芦屋川に流れを変え

近で土桶︵土管︶を設置

ウクライナからのメッセ

ことはできない︒それが

るが︑力で戦争を止める

ぐっては厳しい情勢にあ

催者あいさつ︒
﹁憲法をめ

な選択を行い︑力を合わ

こそ小異を捨てよりまし

今は後退期で厳しいから

また︑参院選について︑

ということだとも述べた︒

いうのは﹁人を殺すな﹂

けない︒憲法を守ろうと

９条壊すな﹂

争させない︑

は一斉に﹁戦
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のアクション
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その後︑メインスピー
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ボードを掲げ

のメッセージ

トの金平茂紀さんが登壇︒

て︑戦争への

集会後はメーデー日和

立憲野党の参院選兵庫選

の中をＪＲ元町駅までを

挙区予定候補の小村潤さ

さ な い 決 意 を 示 し︵ 写 真

ウクライナでの取材体験
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変わってしまう﹁切断点﹂

ル﹂も採択して閉会した︒

もその前後で状況が全く

というものがあるが︑今

議員がそれぞれあいさつ

ウクライナ侵攻抗議デモ

回の戦争はそれだとした︒
そして︑ウクライナで見
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なんだ︒戦争は区別なく
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歌から始まった５・３兵

井深絵さんのパワフルな

ゴスペルシンガーの新

最先端の法律だ︒今︑こ

手に入れた宝物︒世界で

は︑大きな犠牲のうえに

説︒さらに︑日本国憲法

こしてはならない﹂と力

ウクライナ侵略やめよ！
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つけても戦争は絶対に起

の小山乃里子さんの司会
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ロシアのウ

クライナ侵攻
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党の﹁安保﹂

暴走が止まら

ない▼ロシア
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のウクライナ侵攻が始ま
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フジＴＶに出演した安倍

晋三はＮＡＴＯ加盟国の

﹁核シェアリング︵核共

有︶﹂に触れ︑日本も議

論をタブー視してはなら

ないと核兵器容認の妄言︒

この場で安倍はもう一つ︑

﹁敵基地攻撃﹂について

も基地にこだわらず相手

の軍事中枢も対象と発言

している▼そして４月

日︑自民党安全保障調査

会は政府の安保３文書改

定に向けて︑敵基地攻撃

能力を﹁反撃能力﹂と言

い換え︑相手国の指揮統

制機能等も対象とするこ

と︑防衛費は今後５年以

内にＮＡＴＯ諸国になら

ってＧＤＰ比２％以上の

達成を目指すことなどを
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北海道連は︑自衛隊配備
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代表は︑子どもの日の毎
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や偉い人は死なない︒声

子ども︑老人で︑政治家

でまず殺されるのは女︑

思いもしなかった︒戦争
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﹁ベトナム戦争から
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川伊織さんは︑１９７２

と通行する市民に訴えた︒

クライナに平和を﹂など

はもっと外交努力を﹂
﹁ウ

﹁侵攻やめよ﹂
﹁日本政府

デモでは﹁戦争反対﹂

抗議要請文﹂を採択した︒

ル・プーチン大統領への

館宛ての﹁ウラジミー

会の最後にはロシア大使

われわれ自身はどうか︒

ィアはおとなしい︒なら︑

る▼にもかかわらずメデ

化の道を進もうとしてい

民党は核武装・軍事大国

履のごとく捨てられ︑自

に守らせてきた原則が弊

って国民が政府・自民党

ではないが︑長年にわた

１００％われわれの考え

る︒平和を考える契機に

を大にして﹃人を殺すな﹄

なってはいないか︒

になって出る声も小さく

自民党の妄言に慣れっこ

と言いたい﹂と訴え︒集
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を西進し︑ＪＲ元町駅東
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開いた後︑参加した約１

南側の花時計前で集会を

した︒神戸市の東遊園地

市民デモ﹂を共同で開催
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条が武力の前に無力であるかのような右派勢力の
煽動と一体に︑政権にある党が﹁敵基地攻撃能力
の保有﹂や﹁５年以内に防衛費の倍増を﹂などの
危険な主張を平然と行う状況がつくられている︒
各社の世論調査でも共通して改憲賛成派が増えた︒
こうしたなか︑５月３日は各地で憲法集会が開か
れたが︑神戸では﹁総がかり行動兵庫県実行委員
会﹂が主催する﹁戦争させない︑９条壊すな！
５・３兵庫憲法集会﹂が５月３日の屋外集会とし
ては３年ぶりに開かれ︑ＹｏｕＴｕｂｅでの配信

江戸時代の中期以降︑

油業が発生する︒淡路産

や油などの運搬に牛が使

弁護士︵９条の心︶が主

も併用して約３千人が参加した︒

金平茂紀さん

農漁業の生産量が急増す

の菜の花を原料にした菜

われたが︑急峻な谷筋だ

水車場跡の碑

るが︑これに伴い農産物

種油絞りや酒造用の精米

安くなり諸国への配送が

海沿岸を経て北海道・樺
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みなとのもり公園からＪＲ元町駅前まで
パレードした＝５月３日、神戸市中央区
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両団体の共催のデモは２年ぶり。180人が参加して
フラワーロードや三宮センター街などを行進＝５
月７日、神戸市中央区
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︵ 芦屋市山芦屋町 ︶

加工など手工業も発達期

のために巨大な水車が稼

そうした時代背景のな

ったために転落事故が相

を迎える︒

働するようになった︒自

水車工場の出現でそれ

があったという︒

なった牛を供養した石碑

ブル下駅の近くに犠牲に

か︑六甲山の南麓では︑

間
ｍ︶のものもあった

事件︑事故の記録もあ

増え︑酒造業の発展でも

て北上︑徒歩 分︒

まで高価だった菜種油が

︶

太まで及んだ︒︵鍋島︶

る︒１８２７︵文政

海運業が栄えた︒北前船

江戸時代の中期以降、六甲山の南麓では川の急流を利用
した水車式の搾油業が発生。多くの水車小屋ができた。
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ートなどが廃止されよう

園地やプール︑テニスコ

大学誘致を大前提に遊

に︑運動の﹁天王山﹂
︵６

民にアピールするととも

を見える形でより広く市

レードを行った︒鱗状の

で１時間余にわたってパ

を経由して王子動物園ま

参院選・おかざき彩子選挙勝利へ

体のものとして構える今

後の自治体選挙への闘争

態勢の促進・整備や︑そ

れらを通じてめざす党の

たちの力の結集や吸収と

校へ大学誘

なることから︑県内と大

開く︵午前 時開会︶︒

を明石市勤労福祉会館で

■９条破壊の大転換

相

自

抗議する緊急声明﹂を発

る自民党﹃安保提言﹄に

しては﹃幅広い分野の装

侵略を受けている国に対

組織建設︑とくに若い人

いう課題への意思統一の

新社会党兵庫県本部が
第 回定期大会を開催

には参議院選挙に向けた

場ともする︒

カード１枚１枚に市民の
思いが書かれた鯉のぼり

庫県本部書記次長︶の勝

決起集会の意味合いを持

月開催予定の﹁市民ミー
テイング・パート３﹂︶

新社会党兵庫県本部

つ︒さらにこの闘いと一

としている王子公園再整

型の横断幕も登場した︒

利に向けた闘争態勢の交

備問題を市民の立場から
に向けて勢いをつけよう

流・点検であり︑実質的

取り組んでいる﹁王子公

回定期大会

阪府の大学

民党の﹁安保提言﹂

日に第

︵粟原富夫委員長︶は５

公園で出発集会を行い︑

致計画に関する公開質問

選挙︑とりわけ比例区に

月

実行委員会では︑今後

実行委員会事務局の小林

状を送付し４月

社民党の共同名簿︵推薦

手国の中枢も攻撃対象

の焦点が大学誘致問題に

保健サービス気付︶は５

るみ子神戸市議のあいさ

果を公表した︒返答があ

枠︶で立候補するおかざ

時から六甲道南

としたものだ︒

月５日︑
﹁歩いて動物園へ

つを受けた後︑参加者は

ったのは県内の９校で︑

き彩子さん︵新社会党青

午前

園市民ミーテイング実行

Ｚｏｏっとパレード﹂を

それぞれプラカードを掲

その内２校が今後︑大学

大会の課題の中心は︑

そして声明は︑
﹁防衛装

保有し他国︵ミサイル基地のみならず︑指揮

手国の政府中枢など﹁指

サイル基地に限定せず相

力﹂に変更し︑対象をミ

能力﹂の名称を﹁反撃能

日︑
﹁敵基地攻撃

自民党安全保障調査会

サイル攻撃等に対する

声明は︑まず︑弾道ミ

介したい︒

されているので要旨を紹

言の重要な問題点が網羅

者６０１名︶︒自民党提

日現在・賛同

を放棄するものである﹂

助長しない﹄という原則

の根幹といえる﹃紛争を

するよう求めている﹂︒こ

を持つ兵器の提供も検討

との言い方で︑殺傷能力

備の移転を可能とする﹄

備移転３原則を見直し︑

統制機能等も含む︶への﹁先制攻撃﹂を容認︒

揮統制機能等﹂を追加し︑ ﹁ 反 撃 能 力 ﹂ と い う 名 称

ひと月後に始まる参議院

長のための緊急事態条項と自民党は主張して

②５年以内に防衛費を対ＧＤＰ比２％に増額︒

正・９条壊憲問題である︒コロナで停滞して

さらに問題視したいのは︑自民党の憲法改

がネックとなって﹁完全比例代表﹂選出規定

す︒明文改憲で規定すると﹁地方﹂選出規定

議員は﹁全国民の代表﹂であり︑齟齬を来た

日本と同じではないか︒また防衛費を５年間

的・物的資源を投入するのだ︒これでは戦前

詰まるところ︑軍事のため国のあらゆる人

産官学︑軍産・軍学など共同・交流の推進︒

らなる開発・導入︒これらの達成のための︑

た装備︑ＡＩ︑無人機などハイテク兵器のさ

統制機能等﹂も攻撃対象

提言が相手国の﹁指揮

に岸田首相に提出︶︒

日の総務会で了承︑

る提言案を了承した︵

政府に能力の保有を求め

しており﹁専守防衛を事

揮統制機能等も含む﹂と

のではなく︑相手国の指

イル基地に限定されるも

し︑攻撃の対象を﹁ミサ

を提言している﹂と指摘

な敵基地攻撃能力の保有

が付けられたが︑
﹁実質的

のである﹂と強調してい

とは︑受け入れがたいも

るような事態が起きるこ

によって人々が殺傷され

い︒日本が輸出する武器

なる可能性がきわめて高

解釈で歯止めが利かなく

と強く批判し︑
﹁恣意的な

表︵４月

と手厳しく批判している︒

行なった︒子連れも含め

げたり︑音楽や鳴り物な

誘致の検討を始めるとし

いたが︑最近の憲法審査会の自民党委員の発

③サイバー・宇宙などハイブリッド戦に備え

改憲の動きをウォッチング

約１２０人の市民が参加

どで市民にアピールしな

握り潰した︒自分たちが批判の矢面に立たさ

言には②を主張する者もいる︒結局︑自民党

や病人などを含め多くの犠牲者が出ている︒

が導入できない可能性が生ずる︒その意味で

に含めたことについて︑

は４月

れるのは都合が悪いから国会は開かない︒こ

は世論の空気を見ながらの判断か︒

日に結

した︒

がら︑六甲本通商店街︑

年女性委員会代表︑党兵

んなご都合主義の政治がまかり通っているこ

これらの行為は国連憲章や国際人道法等に明

い た 改 憲 機 運 を 盛 り 返 そ う と︑
﹁憲法改正実現

元内閣法制局長官の阪田

れは﹁武器輸出管理政策

定以来︑最大の試練の中で迎えたといっても

と自体︑とんでもないことであり︑不健全な

年の今年の憲法記念日は憲法制

過言ではない︒人類史的大疫病といえる新型

﹁合区解消﹂のため︑憲法に﹁地方﹂選出

確に違反し︑何ら擁護されるべきものはない︒

兆円︒国債

予算を捻出するのか︒当然︑社会保障︑教育︑

事費大国になる︒一体︑どこからこれだけの

％弱の支出で︑米・中につぐ世界第３位の軍

等しく︑他国の軍隊と何

的に攻撃することにほぼ

とになれば︑敵国を全面

の中枢部まで破壊するこ

雅裕弁護士は﹁指揮命令

さらに提言が︑防衛費

断じている︒

といわざるをえない﹂と

づくきわめて危険な政策

る先制攻撃に限りなく近

る﹂と抗議し︑
﹁日本によ

実上反故にするものであ

の外交であり︑国連を中

な軍縮や緊張緩和のため

備競争を煽ることではな

和憲法にもとづいて﹁軍

求められているのは︑平

最後に︒いま︑日本に

る︒

日

提言とは別に︑維新や安倍元首相は﹁核共

が違うのか︒安保法制で

を﹁対ＧＤＰ比２パーセ

兆円超からすると約

有﹂論を提唱した︵核不拡散条約違反にあた

集団的自衛権の行使を容

さて︑このような国内外の激動の中で考え

れよう︒

は歴史から何を学んできたのか︑改めて問わ

のの危機に晒されている︒その意味では我々

人口に比例して定数配分を行う公職選挙法改

認したことによって︑専
を平然と行い︑今の政治状況の危うさを体現

でもより明確になるとい

が︑そのことが軍備の面

守防衛は大きく破綻した

ある﹂
﹁日本がこのような

増させようという宣言で

て︑声明は﹁防衛費を倍

るとしていることについ

念頭に５年以内に拡大す

ント以上﹂という目標を

の大綱﹂︶を年末までに

力整備計画﹂
・
﹁防衛計画

保障戦略﹂と﹁中期防衛

策の基本方針﹁国家安全

政府は︑外交・防衛政

と訴えている︒

復のための努力である﹂

心とした国際法秩序の回

医療などの歳出カットが標的となろう︒

キャラバンの展開を計画している︒明文改憲

る︶︒ウクライナ問題に乗じた悪乗りでは済

夏の選挙は︑憲法そのものの行方もさるこ

うことではないか﹂と︑

軍拡姿勢をとることは︑

問いただすべき肝心の国

任を問うのは当然だが︑

﹁法律﹂と同等の法的効果を有する﹁緊急政

員の任期延長︒②国会が開会できず︑政府は

の提案をしていた︒①緊急事態下での国会議

にしようという意図は明白である︒①﹁敵基

とは名ばかり︑事実上︑憲法９条を亡きもの

等の新たな策定に向けたものだが︑
﹁専守防衛﹂

これは︑年末までの﹁国家安全保障戦略﹂

じ︑誤りなき判断に努めなくてはならない︒

安全保障調査会が策定した﹁提言﹂である︒

会が開かれなかった︒野

令﹂を発令する︵事実上の﹁憲法停止﹂︶︒

しているように映る︒

また︑全国の学識者ら

強く批判した︵東京︶︒

アジアにおける軍備競争

く︑周辺諸国との相互的

るべき課題として︑戦争と平和︑民主主義︑

まされない︒憲法や国際法にも違反する言動

障する権利を提起したい︒

おける﹁合区﹂の解消︑教育の充実︶と変更

大なのは安倍政権時の﹁安保法制﹂整備に匹

とながら︑平和主義の内容の改悪を許すか否

でつくる﹁平和構想研究
当初は人権制約など国民からの警戒を意識し

渉︵大阪労働学校・アソシエ︑憲法・政

党が一致して憲法に基づ

治学研究者︶

鈴田

き政府に国会召集要求を

地攻撃能力﹂を﹁反撃能力﹂に名称変更して

敵︑いやそれ以上の︑４月末に政府に自民党

かの分岐点となろう︒我々は今︑重大な選択

会﹂は︑
﹁憲法の原則を逸

を加速させるものである﹂ 改定する方針だ︒ ︵中︶
てか︑②の案ではなく︑①の国会議員任期延

緊急事態条項創設については︑以下２系統

はないが︑若干の注意点だけふれる︒

コロナ禍では場当り的
な対応に終始した政府に

の機会に立たされている︒このことを肝に銘

脱し戦争への危険を高め

行ったが︑政府はこれを

対して︑野党は厳しく責

自衛隊の明記︵明文改憲︶よりもさらに重

正で充分だ︒教育の充実も立法政策上の問題

費を除いた政策経費

でＧＤＰ２％に引き上げると約

すべきだ︒災害︑疫病︑戦乱と有史以来︑人

26
で︑維新へのリップサービスだろう︒

類は幾多の経験をしているが未だこうしたも

27

については従来の改憲４項目︵緊急事態条項︑

15

11

自衛隊の憲法への明記︑国会議員定数配分に

80

人権の基底をなす個人のいのちとくらしを保

問われる平和主義の維持
自民党は憲法を弄ぶな

は︑改憲ではなく︑投票価値の平等のために

21

本部︵旧︑推進本部︶﹂を組織改編して全国

75

直ちに軍事侵攻を止め︑ウクライナから撤退

２月

憲法施行

コロナウイルス感染症が未だ収束しない中の
民主主義状態といえよう︒これを是とする政

日に開いた﹁市

︵中村︶

10

28

30

76

日︑ロシアによるウクライナへの軍事

３月
民ミーテイングパート２﹂

ている︒

28

山手幹線︑水道筋商店街

22

に引き続き︑再整備問題

委員会﹂
︵事務局＝こうべ

５・22
明石

28

10

党に民主主義や憲法を語る資格などそもそも

27

侵攻が始まった︒ロシア軍は連日︑病院や学

ＪＲ六甲道駅南の六甲道南公園から王子動物園までのコー
スを鳴り物入りでパレードした＝５月５日、神戸市灘区

規定を明記するとしているが︑そもそも国会

「Ｚｏｏっとパレード」で

ない︒

王子公園再整備問題
校など無差別攻撃を行い︑結果として子ども

さらに広く市民に訴え
24
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期政策に補強された個人

で決定した新社会党の中

ます︒また︑前の党大会

女性の方が﹁このスロー

私の行く先々で︑とくに

てすごくうれしいです︒

にわかっていただいてい

っしゃる通りです︒完璧

る人が選挙に出る︑今か

坂井

応とかありますか︒

すが︑これまでに得た反

はこれからだとは思いま

ますよね︒本格的な活用

なさんの手元に届いてい

選挙向けの宣伝資材もみ

話も今日聞きました︒

宣車に乗らないかという

ちろんあるし︑地域で街

せん︒ポスティングはも

はまだよくわかっていま

今︑自分で何をやるか

ンだと思いました︒

を体現しているスローガ

私が経験してきたことを

いに来てくださったり︑

ガンに共感します﹂と言

すが︑まだ今はそこまで︒

とカミングアウトしてま

ら選対会議に行ってくる

もらいました︒

Ｐに送ったという連絡を

ておかざきさんの公式Ｈ

の政策ビラを自分で作っ

の友達からおかざきさん

さん自身の決断のきっか

梅垣

そこから︑２枚目の投票

若い人たちからも

かけになりますね︒

単位での給付にも合致し

けは何だったんでしょう

含めてお話ししたときに︑

︱
歓迎を受けている立候補

ており︑まさに新社会党

ところでさっき︑大学

です︒今さら聞くのもお

か︒また︑いま全国を回
も生きていけるのは本来

と個人名を書いてもらう

送られてきたおかざき

いです︒本当に友達はゼ

報告があり︑単純に驚き

ちの考えが訴えられると

子さんだからこそ︑私た

活動してきたおかざき彩

してくれます︒もちろん

ろに連れ回してくれたり

係の団体や支持者のとこ

︵芦屋市議︶が言ってた

で貫き通すの？﹂と聞か

まれに﹁一生シングル

きるかなという感じです︒

りにどこまで声かけがで

が少ないので︑少ないな

るか試してみたい︒友達

る風は違いますね︒すご

坂井

かりやすく説明したもの

票の仕方をするのかを分

かざき彩子﹂と書いても

ル﹂で生きていくことは

れますが︑それには﹁そ

やっぱり外から来

が必要ということで︑そ

て厳しい情勢であるこ

たちにとってはきわめ

意見を出し合って︑私

の意識などについても

意識︑とりわけ若い人

政治状況や人々の政治

︵座談会では︑今日の

票をめざします︒

とにかく全力で１人

つくる必要があります︒

く変わってくるし︑つな

３月で第１次オルグ

芦屋ではどんな感

んな説明を書いたものを

︱

がりができていきますね︒

らうためには︑どんな投

現状では厳しいし︑そう

ういうことを言ってるわ

広がっていますね︒
を決断してほんとうによ

いう人たちに寄り添って

うれしいですね︒
かったと思っています︒

いるのはとても評価でき

ーフを見せて︑この人の

挙に出るからとすでにリ

親にはこの人が選

これも今さら聞く

︱

してもできることをやり

たしかにこのキャ

っています︵笑︶︒

たいと思いました︒おか

直に思いました︒おかざ

︱

ざきさんの覚悟が︑自分

ます︒
﹁シングル﹂という

きさんの人となりが表れ

良し悪しを言える立

が党友になることを後押

部分は︑今の日本の制度

いいキャッチコピ

ししてくれたと思います︒

の多くが世帯単位だから︑

されていました︒

とを確認したのですが︑

おかざき彩子（新社会党
青年女性委員会代表）

回りには絶望感や

年後︑

年後も同

では︑最後におか

立候補を決意

みなさん︑今日は

ありがとうございました︒

︱

いと思っています︒

てみんなで元気になりた

動きをもっと伝えていっ

が多くあります︒こんな

ているなと感じるところ

がりをすごくつくってき

ろんな活動で人とのつな

した︒全国には党員がい

も聞かせてもらってきま

もさせてもらったし︑声

この間︑いろんな勉強

っていきます︒

持ちでこれからもがんば

した時点と変わらない気

おかざき

らいましょう︒

と今後の決意を述べても

ざき彩子さんからひとこ

︱

いと思います︒

るような党であってほし

ちの子どもも入ってくれ

な︑そのときには自分た

じ名前で残っているよう

が︑

ているかはわかりません

す︒どんな大きさになっ

ないといけないと思いま

直に言い続け︑やり続け

ない人をつくるために愚

も新社会党は絶対に離れ

りますが︑そんななかで

失望感みたいなものがあ

梅垣

ます︒︶

後の発言だけを紹介し

ました︒ただ︑その最

紙幅の都合上︑割愛し

党首）

共同テーブル近畿 第２回討論集会

とになると思います︒

まさに自治体選挙

ただ個人的には１人

と参議院選挙が一体です︒

︱

要

票というのは正直きつ
かった︒ともにがんばろ

ロなんです︒今の職場で

どのような立場で

っていてどんなことを感

用紙に﹁おかざき彩子﹂

家族には知ってい

かしいですが︑おかざき

何より もひとりひとりが﹁おかざき彩子﹂
の声かけを
今夏の参院選に向け︑社民党比例区︵推薦枠︶
予定候補として全国を駆け回っているおかざき彩
子さん︵新社会党青年女性委員会代表︶が兵庫に
入った５月３日︑兵庫憲法集会の行動後︑青年党
員らと座談会を持ち︑
﹁私の参院選・おかざき選挙
﹂というようなテーマで語り合ってもらった︒出
席者はおかざき彩子さんのほか︑要弘太さん ︵

︻編集部︼

年４月の芦屋市議選予定候補︶︑坂井さん︵民間
会社勤務︶︑梅垣さん︵学生︶︒

男性の方たちも﹁よく分

ような当たり前の言葉が

何人かに声はかけている

︵と言って︑スマホに

当然のことであり︑この

ずばり︑仲間

じていますか︒

さんの写真を使ったビ

おかざき

今日はお忙しいな

ジュアルな﹁政策ビラ﹂

不慣れなところをクリア

︱

には︑身近な人に言うし

づくりを大きな目的にし

かない︒大学時代の友達

て立候補を決意しました︒

う﹂と言ってくれます︒

していけることになるだ

このスローガンにしてよ

ろうし︑自分の経験を深

響くということがむしろ

か︑ありがとうございま

何人に声をかけられるか

異常だと思います︒しか

す︒おかざき彩子さんの

です︒そして親戚関係で

のですが︑まだまだうわ

し︑実際に﹁女・シング

おかざき あっ︑この人︑

すが︑これは父親とかぶ

を見せてくれました︒

いま全国を回って︑行く

知ってます︒前にも一度

や地域の友達︑会社の人

めることにもなる︒モチ
先行く先で﹁本当によく

ています︒友達の住所と

送ってきてくれた人です︒

かったと思います︒

参院選出馬が決まってか

決心した﹂と言ってもら

かは知らないし︑コロナ

べの話で投票は確定的で

ベーションもあがります︒

えますし︑みなさんが１

禍でなかなか会う機会も

はないです︒退職までに

坂井

人

ってしまうので︑分けて

一同︑
﹁わっ︑すごい﹂

らもう２か月が過ぎまし

はびっくりしましたが︑

得できるか真剣に悩んで

も半分︑５票かな︒あと

と感嘆の声︶︒

たが︑出馬決定は突如と

私はもともとおかざきさ

どんな人なんですか︒

どうするか︒結局︑自分

たちにどこまで言えるの

いう感じでした︒まず︑

んがいずれ立候補した方

ないし︑そこでどうやっ

梅垣

かにかかってくると思っ

このおかざきさんの決断

下さっています︒

会議で聞いたとき

をどう受け止めたか︑そ
がいいと思っていました︒

票をどうやったら獲

こから始めましょうか︒

の大学の同級生です︒新

で回って地域の人をオル

ました︒私の選挙用リー

普段からの活動があるか

また︑いろんな共闘関

ておかざきさんのことを

社会党の活動を地元で見

フの作成もおかざきさん
思いました︒よくぞ決断

じですか

年も

持ち出せるか︑どういう

ていたようで︑
﹁岩中さん︑ グするしかないです︒

に手伝ってもらったりし

らこそですが︑選挙をす

梅垣

要

党の職員になって

タイミングでカミングア

次通ればいいのにね﹂と

ことなんですが︑投票所

してくれたという思いで

応援にいくから夏はあま

を終わって︑これから第

わっ︑新社会党は

す︒

実感しています︒立候補

けではありません﹂と言

り家にいないかもしれな

青年委員会で突如の

ウトしていくのか︑考え

言っています︒

梅垣

のはどうかなとも思いま

ます︒また︑この姿勢を

ッチコピーは影響力があ

いと言っています︒ただ︑

２次オルグに入っていく

熊本・荒尾市出身

てしまう︒明後日︑友達

坂井

ていたので︑
﹁えっ︑自分

党大会の記事を読んでい

すが︑おかざき彩子さん

の人へも寄り添うことが

続けていけば︑他の立場

るようで︑見た人は﹁自

ところなんですが︑そこ

これは山口みさえさん
に会うことになっていて︑

より先に選挙をやるんか﹂

て︑おかざきさんが立候

それで

のキャッチコピーは﹁お

できるという期待もでき

分の思いと同じだ﹂とい

親が真面目で︑投票日の

でおかざき選挙をどう絡

要

●５月20日（金）18：30
●大阪市・中央区民センター
（地下鉄堺筋線・堺筋
本町駅から徒歩３分）
●資料代 800円
その人なら言えると思う

と思いましたが︑聞いた

補することがわかって非

んな・シングル

ます︒

うような反響がＳＮＳで

直前まで誰に投票するか

めていくかということに

ることが運動を動かすと

参議院選挙をどう闘うか！

で２枚目の白い紙に﹁お

瞬間︑正直﹁よっしゃ︒

常に驚きました︒しかし︑

も生きていける社会﹂で

要

少なからず返ってきたと

すべての候補者の政策な

なります︒新しくできた

坂井

ていて良いと思いました︒
みなさんのお

30

迫る戦争の危機

50

全国政党ですね︒

やるぞ﹂って︑全力で応

決意表明を読んで本気で

す︒みなさん︑どう受け

場にはないですが︑おか

どを見比べるタイプなの

からそこでどんな話にな

援したい気持ちになりま

挑むのだなと感じたので︑

止めましたか︒

ざきさんがそのキャッチ

いう話も聞いています︒

で︑おかざきさんに投票

くれました︒自分が党員

切り捨てられている人た

よく党友になって

になったときもそうです

おかざき

﹃週刊新社会﹄の

した︒おかざきさんの選

また︑学習会も一緒にし

坂井

最近の﹃週刊新社会﹄に

要リーフとおかざきリー

︱

挙をやることは︑自分の

てきていたので︑自分と

ーだと思いました︒響き

コピーで闘うんだなと素

もそんな共感の声が掲載

してくれるかは今はまだ

フを一緒に持って回るこ
ちにとって希望だと思い

さて︑その反響ですが︑

が︑選挙はひとつのきっ

20

50

◎特別講演
講談師 神田香織さん
◎パネルディスカッション
西谷文和さん
木戸衞一さん
神田香織さん
◎参院選を闘う
大椿ゆう子（社民党副

50

青年座談会

分からないですね︒

おかざき彩子さんを囲んで青年座談会＝５月３
日、新社会党兵庫県本部

23
10

おかざき彩子と語る

共に未来を
つくる
熊本県荒尾市の集会で決意を語るおか
ざき彩子さん＝５月７日

感謝している︒参院選の

新社会党の決断に心から

党幹事長からは﹁今回の

来賓の服部良一・社民

と述べ︑多様性を認め︑

ちから立候補を決断した

らいたいという強い気持

活動をみんなに知っても

また︑おかざき彩子さん

始めていることを報告︒

立候補を決意し︑活動を

後継者として青年党員が

年６月︶で前職や現職の

４月︶と尼崎市議選︵

これまでおかざき彩子さ

大きな社会的な影響力を

について話し合った︒そ

この課題の原因と対応策

を共通課題と位置づけ︑

動の輪が広がらないこと

増えず高齢化が進み︑運

抱える︑若い人の参加が

社会的弱者の側に立ち︑

題は盛りだくさんだが︑

交流会では最後に︑課

で報告も行われた︒

私たちの課題﹂のテーマ

﹁参議院選挙にむけて〜

闘って〜その教訓と今後﹂

また︑
﹁西宮市長選挙を

の交流会﹂を開き︑約

述べ︑会場から歓迎の大

に立って選挙への決意も

その党友自身が自己紹介

佐和子さんと

民主党の相崎

たたかう立憲

兵庫選挙区を

社民党︵推薦︶

きな拍手を受けた︒

枠で比例区を

このほか︑女性委員会
や府県本部代表の発言も

たたかう新社
会党のおかざ

あった︒

き彩子さんを

日︑加西

囲む集いが4
月

市で開催され

集いは︑地

た︒

元の無所属市会議員たち

人の参加があった︒

党派の違う予定候補を招

約

相崎佐和子さん（左・立憲民主党）と並んだおか
ざき彩子さん＝４月22日、加西市

おかざき彩子と未来をつくろう

●５月 日︵土︶ 時 ●あすてっぷＫＯＢＥ
●おかざき彩子さんのお話や会場からの発言
︿主催﹀新社会党兵庫県本部女性委員会︑アイ
女性会議ひょうご

異例だが︑女性議員が１

いての激励集会は極めて

ていきたい﹂と選挙への

いける社会﹄を広く訴え

ングル

それでも生きて

割にも満たない国会の現

決意を述べた︒

なお︑集いには西村和

したおかざき彩子さんは︑

さんの紹介をうけて登壇

っている﹂とエールを送

界で活躍できることを願

﹁女性がもっと政治の世

平・加西市長も駆けつけ︑

自らも体験してきたロス

市民と野党の長田共同

人々のように動けるだろ

本ではそんなロシアの

げた人たちがいるが︑日

てくる﹂
﹁これは労働組合

辞めても同じ問題がつい

ターの中で︑
﹁今の職場を

力になる﹂と述べた︒

たときに生まれる自信が

ちの力で問題を解決でき

﹁女性の国会議員を兵

シアで戦争反対の声をあ

法﹂と題した講演は︑ロ

るために

働くものと憲

﹁私たちが社会を変え

授︶の講演会を開いた︒

西充子さん︵法政大学教

長田区文化センターで上

牲にした︒

上の日本の人々の命を犠

アの人々︑３５０万人以

１２００万人以上のアジ

まった︒戦前の日本は︑

うか︑ということから始

ていたとも紹介し︑
﹁経営

労働組合のことが書かれ

の第３の選択肢﹂として

と︑
﹁耐える︑辞める以外

を作れということなんだ﹂

こと︑違う意見でも対話

いくこと︑自分で考える

いるかをきちんと知って

持つために︑何が起きて

条には﹁国

続かない︒労使の力関係

条件をゆだねてもそれは

者を信頼して賃金や労働

だと強調した︒ ︵小城︶

よく聞きあうことが大切

すること︑相手の意見を

また︑若い人のツイッ

述べた︒

を送り︑励ましていると

る市民や労働者にエール

両法は自由と権利を求め

ならない﹂とあるように︑

労働条件を低下させては

がこの基準を理由として

は最低のもので︑当事者

が定める労働条件の基準

り︑労基法１条には﹁法

なければならない﹂とあ

によって︑これを保持し

利は︑国民の不断の努力

民に保障する自由及び権

いて︑憲法

憲法と労働基準法につ

そして︑私たちが力を

庫からつくりだそう﹂と︑

アクションは４月

日︑

合結成のように︑自分た

リカでのスタバの労働組

での交渉が必要だ︒アメ

り連帯と団結︑労働組合

で決まるとすると︑やは

︵鍋島︶

った︒

について語り︑
﹁﹃女・シ

ジェネ世代の生きづらさ

元神戸市議の加納花枝

ら企画された︒

状を変えたいとの思いか

18

市民と野党の長田共同アクションが開催

法政大学
教
授

︶
講演会

﹁働くものと憲法﹂をテーマに

の呼びかけによるもので︑

50

上西充子さん
︵

21

おかざき彩子さん勝利へ

意を相次いで述べ︑おか

焦点は何よりも憲法︒力

だれもが安心して生きら

その決意表明を受け︑

んと学習会を共にしてい

持つようになっている団

の中では︑若者は低賃金

国家主義と軍事強国化の

相崎佐和子さんとおかざき彩子さんを囲む会

新社会党近畿が決起集会

迎えられておかざき彩子
ざき彩子さんを励ました︒

の青年委員会のメンバー

このうち︑兵庫県本部

さんが予定候補として近

おかざき彩子さんは︑

畿ブロックに初登場︒

を合わせて一緒に闘おう﹂

れる社会に変えようと訴

の今回の決断に感動して︑

つづいて︑山﨑秀一・

﹁私たちは参院選をこの

うと３月下旬に党友にな

など︑昨年３月の交流会

体だ︒市民にとって一番

や就活で生活するのに精

流れを阻止すべく︑社会

人が参加した︒

加西市で無所属市議らが呼びかけ

女性の国会議員を兵庫から

来る参院選に社民党の比例区・共同名簿への登載︵推薦枠︶で挑戦する

日︑大阪市内で交流・決

おかざき彩子さん︵新社会党青年女性委員会代表︶の勝利に向け︑新社会
党近畿ブロック協議会︵山下慶喜議長︶は４ 月

それでも生きられる社会﹂を掲げる

起集会﹁おかざき彩子さんと語る会﹂を開いた︒集会には約１００人の党
員・党友が参加︒
﹁おんな・シングル
おかざき彩子さんの決意を共有し︑公示まで残り２か月弱の期間を党員ひ

社会党にとっても正念場

人の支持を獲得するため全力をあげようと確認しあった︒
を維持できるかどうかが

とりひとりが
集会の冒頭︑主催者を

ンでおかざき彩子さんと

日にオンライ

ロスジェネ世代の生きづ
は︑前日

らさを経験し︑なかなか

だ︒厳しい情勢を再認識
して︑改憲勢力に﹃黄金

全国の青年党員を結んで

かかる正念場の選挙︒ひ

﹁決起集会﹂を持ったこ

いては護憲の第３極や新
自己を肯定できなかった

とや︑芦屋市議選︵

代表して山下議長は﹁社

自分を支え︑変えてくれ

民党にとっては政党要件
の３年間﹄とさせない選

た新社会党の素晴らしい

と感謝も含めた連帯のエ

えたいと決意を語った︒

年

挙に﹂とあいさつ︒

ールを受けた︒

新社会党参院選対事務局

た

歳の学生が一緒に闘

ように闘う﹂とばかりに︑

以降の活動の振り返りに

身近で切実な問題は何か

一杯で余裕がなく︑よく

ってくれたことも紹介︒

続き︑
﹁市民デモＨＹＯＧ

をつき詰め︑そのことを

なる世の中のイメージが

に深く根を下ろした市民

ぞれの取り組み報告や決

Ｏのこれからについて〜

重点的に取り組むことで

運動を作り上げるために

大事ではないかなどの意

韓国・経実連から何を学

運動の広がりを作ってい

持てなくなっているが︑

行われた︒市民デモＨＹ

構成する﹁こわすな憲

ぶか〜﹂として︑問題提

一部の若者は関心がある

見が出された︒

法！いのちとくらし！市

起が行われた︒経実連は︑

った経過がある︒

ＯＧＯ参加団体の多くが

人の党員・党友がそれ

長︵中央本部副委員長︶
が参院選闘争方針を提起
したのち︑大きな拍手に

沖縄・憲法・原発等で分科会

民デモＨＹＯＧＯ﹂は４

文政権を支えてきたとさ

お互いに奮闘することを

市民デモＨＹＯＧＯが春の交流会

日︑神戸市内で﹁春

れ る ﹁ 参 与 連 帯 ﹂︵ 連 合

ことには動いており︑こ

を超える市民団体で

神戸市会への辺野古意

原発︑いのちとくらしの

月

見書運動や連続学習会︑

体︶と並んで︑社会の

確認し合った︒ ︵中村︶

その後は︑沖縄︑憲法︑

ロシアのウクライナ侵攻

ちらからのアプローチが

何が起きているか知り、自分で考え、違う意見でも
対話することの大切さを強調した上西充子さんの
講演＝４月17日、神戸市長田区

12

25

４つのテーマで分科会が

17

多くの報告を受けるとともに４つのテーマで分科会を
持ち課題を掘り下げた＝４月24日、神戸市

23

様々なテーマに取り組み︑

50

24

22

近畿ブロックでは初の決意表
明を行うおかざき彩子さん＝
４月23日、大阪市
22

22

23

近畿ブロックの党員・党友が約100人集まり参院選
へのそれぞれの決意を語った＝４月23日、大阪市
抗議アピールの取り組み

40

10

50

（4）
2022年5月18日

新 社 会 兵 庫
No. 601 号

１０７人が死亡し︑５
６２人が負傷する大惨事
となったＪＲ福知山線脱

年︒２度とこんな

線事故の発生から４月
日で

アノを教えていたピアノ

たものを︑その息子にピ

への想いを母親が作詞し

自ら命を絶った一人息子

故で体と心に傷を負い︑

演奏も行われた︒脱線事

跡の写真もあった︒

交通の問題点や︑建設中

地下鉄など大阪市の公共

その後︑民営化された

参加者みんなで歌った︒

涙﹂だ︒歌唱指導を受け︑

講師が曲をつけた﹁桜の

いのボランティアで行っ

請も行われた︒

からは闘争報告と支援要

ＪＡＬ非解雇者労働組合

全日建関西生コン支部と

についての発言があり︑

のリニア新幹線の問題点

め︑交通弱者が切り捨て

ルフ化やデジタル化を進

第

回となる今回は講師

文化センターで開いた︒

法を考える集い﹂を北区

暫くできていなかった
﹁憲

併合で土地を失った朝鮮

亡した話も聞いた︒韓国

働者が崩落事故に遭い死

事で働いていた朝鮮人労

神戸電鉄のトンネル工

参加者が少なかったのが

あいにく天候が悪く︑

ためて感じた︒

さんの人脈の広さをあら

ていることを知り︑小城

集いとなった︒ ︵渡辺︶

残念だった︑意義のある

日︑コロナ禍で

憲法を生かす北区の会

られようとしている現状

は４月

を具体的に報告した︒

る集会﹂を続けてきた同

日︑今年の集会を尼崎市

ナ禍で開催を見合わせた

Ｒ各社の運輸の実情など

会で分割・民営化後のＪ

つづいて︑毎回この集

北区の戦争の跡﹂という

長︶
を迎え︑
﹁神戸空襲と

襲を記録する会・事務局

に小城智子さん︵神戸空

ルは今では使われていな

ったものだ︒そのトンネ

本に働きに来て事故に遭

の人たちがやむを得ず日

集会実行委員会は４月

内で開いた︒昨年はコロ

人が

ため２年ぶりとなった集
会には雨の中︑約

してきた安全問題研究会

忠魂碑が今でも数多く存

は少なく︑そのかわりに

北区にはいわゆる戦跡

執行委員の東幹男さんは︑

演を行った国労近畿地本

と安全

再国有化法案＝日本鉄道

社統合などを内容とする

して︑非営利化・全国１

さぞ時間と労力を費やし

真として記録するのには

その一つ一つを訪ねて写

として平和マップのＤＶ

くなったので︑その対策

て話をすることができな

ロナ禍のため学校へ行っ

﹁記録する会﹂は︑コ

た︒

させてはいけないと思っ

いが︑その歴史は埋もれ

の地脇聖孝さんは︑
﹁限界

在している︒広い北区で︑

テーマで話を聴いた︒

集会で﹁コロナ禍で加

に来た民営ＪＲ７社体制

を分析し︑問題点を指摘

速する駅の効率化・縮小

と再国有化の展望﹂と題

参加した︒

﹂と題して講

いと︑輸送の安全よりも

コロナ禍に乗じた効率化

︱

疎外される交通弱者

︱

営利を優先していたＪＲ

Ｄを作成しているとのこ

事故を起こしてはならな

の経営体質を追及しなが

たことだろう︒中には︑

﹁労働者が会社から異常

公団法案なる政策につい

な対応を受けているとの

の加速を批判︒経費削減

と同じ仕事をしているの

ら安心・安全の輸送をと︑

に給料には差がある﹂
﹁再

と︒完成品を観たが︑編

達職員と請負社員がいる

集もナレーターも知り合

が︑請負社員が優遇され

地元の人も行き方が分か

介と近況報告を行った︒

らないような山中の鉱山

﹁コロナの後遺症が労災

相談が多い︒ユニオンが

遺族からの訴えや歌の

分会・ユニオンカフェ﹂

雇用で以前と同じ仕事を

ての問題提起を行った︒

を４月９日の定期大会後

る﹂
﹁最賃が上がって︑新

のため委託駅︑無人駅を

るが︑その多くはお互い

と認定された︒ユニオン

拡大し︑利用者によるセ

に顔も知らないし︑どん

の第２部で開催すること

生命と安全を守

な仕事をしているかも知

になった︒

事故後から﹁ノーモア尼
崎事故

らない︒ここ数年︑
﹁ふれ

いて︑
﹁ふれあい分会・ユ

けつけてくれた組合員も

て有給休暇を取る﹂
﹁私の

が認められた︒来週初め

ンで交渉したら有給休暇

に助けられた﹂
﹁有給休暇

﹁学校給食調理員の非正

２階級降格させられた﹂

はほとんど変わらない﹂

勤務している自分と給料

しく入ってきた人と

年

後に金平博委員長から︑

こうした交流の後︑最

﹁無理やり転勤させられ︑ に ︑ 職 場 で は 色 々 あ る ﹂

ユニオンカフェでゆったりと懇談

は無いと言われ︑ユニオ

規で働いているが︑正規

良いようになっているの

働者に都合の

等の法律は労

働・同一賃金

幅 に 下 が っ た ﹂﹁ 同 一 労

しているのに︑給料は大

のあいさつを受け︑
﹁ユニ

張っていきたい﹂と締め

われるように今年１年頑

大事にして人間らしく扱

少なくとも人間の尊厳を

も対応に力を入れてくる︒

交渉に出ていくと︑会社

きていないの
で︑何とか交
流ができない

第２部のためだけに駆

かと検討してみた結果︑

人を

職場では非正規には年休

あい分会﹂として何もで

対象者に声掛けを分担し

ニオンカフェ﹂は

が無いと言っている﹂
﹁配

ニオン書記長︶

次本理︵あかし地域ユ

オンカフェ﹂を終えた︒

て参加を呼びかけ︑コー

まず︑参加者が自己紹

超える参加者となった︒

等々の報告が続いた︒

あかし地域ユニオンに

ヒーでも飲みながら気軽

一括配達の注文締め切りは6月6日（月）正午です。11日頃から順次配達します。

原発のない明日を

に話ができる﹁ふれあい

（有）
ぴぃぷる
電話/ファックス 078
（531）
0135

●一括配達は、当社担当者が職場や地域を単位として無料でお届けしています。そのため時間指定や遠方への配達は応じられ
ないことがあります。予めご了承ください。
●お中元やお盆のお供え用として送られる場合は、宅配便（料金別途）利用でお届けします。締切日にかかわらず、いつでもご
注文ください。

●
！コロナ禍の保存食品としてもご利用ください。
サバ缶やイワシ缶等手持ちの保存食品にトマトや
大葉など季節の食材をプラスすれば、和洋中のア
レンジや栄養バランスの取れる食事になりますよ。

一括配達のご案内とお願い

24

結集する一人組合員は

半田手延べそうめん
阿波白糸

芝製麺

徳 島 県 つるぎ町 半田

老朽原発このまま廃炉！大集会inおおさか

●５月29日（日）13：00集会／14：30デモ出発
●大阪市・うつぼ公園
（地下鉄四ツ橋線・本町駅下車。㉘番出口を北へ）
〈主催〉老朽原発うごかすな！実行委員会
小城智子さん（神戸空襲を記録する会・事務局長）
の話を聴いた＝４月24日、神戸市北区

49

29

20

3キロ箱入り 3,800円
3キロ箱入り 3,800円

細麺

ノーモア尼崎事故──────

ン
オ
ニ
ユ
地域
391
○
ち
あちこ
あれこれ
﹁ふれあい分会﹂に属す

300年の伝統を誇る麺のふるさと、半田。霊峰剣山の寒風と吉野川の清らかな流れに育
まれた里で、原材料と製法にこだわって作り続ける芝製麺の、人気の定番商品です。

2,600円
2キロ箱入り 2,600円

太麺 2キロ箱入り

生命と安全を守る４・29集会
25

80

ＪＲの安全を問い続ける
17

コロナ禍のため２年ぶりとなった「ノーモア尼崎
事故」集会には雨の中約80人が参加した＝４月29
日、尼崎市
30

外
号

新社会
（5）

ば
夏が来れ

て 年になる︒

すようになっ

関西に暮ら

産とした︒

竹富島で星砂を拾って土

ら路線バスで島を一周し︑

野古のゲート前の座り込

いう縁がつながった︒辺

の地権者をされていたと

﹁石垣島・白保に空港を

のイベントで

たまたま何か

関心があり︑

で自然保護に

きることで︑島はきな臭

島では自衛隊の施設がで

るという︒この時に石垣

が大阪から移住されてい

への訪問︒Ｎさんの知人

空港で合流し再び石垣島

在住の友人Ｎさんと沖縄

するからと言われて力を

れた︒抵抗すると怪我を

れてゲートから運び出さ

して一人ひとり引き抜か

ってゴボウ抜きのように

土からの若い警備隊によ

他聞にもれず私たちも本

みに一緒に参加して︑ご

つくらせない大阪の会﹂

抜いて移動させられた時

２０１８年の夏にタイ

の存在を知った︒貴重な
い動きがあるということ
に私があんまり悲しい顔

山歩きが好き

青サンゴの海を埋め立て
を知り心がざわついた︒
をしたのか︑
﹁痛いところ

て空港建設をするなん

はないですか﹂と聞かれ
たので﹁身体よりも心が
痛い﹂と答えたことが忘

かつて︑沖縄米軍基地

れられない︒

は米兵がベトナムへ︑イ
ラクへと移動していく拠
点だった︒現在も日本政
府は沖縄県に米軍基地を
押しつけ︑さらに自衛隊
の基地までもがじわりじ

酒井浩二議長︶が呼びか

和センター︵尼崎地区労︒

あまがさき２０２２﹂が

平和を！ ＭＡＹ ＤＡＹ

やめろ！

んばろう﹂などを合唱し

デーアピールを採択︒
﹁が

受け︑スローガンやメー

た︒

ンバロウ﹂で集会を占め

あいさつを行い︑
﹁団結ガ

を元気にデモ行進した︒

神出屋敷駅までのコース

りやプラカードを手に阪

時から開かれ︑雨上が

た後︑池山副議長が閉会

ウクライナに

尼崎では５月１日︑阪

けた﹁プーチンは戦争を

見た記憶がある程度だっ

りのなか１５０人が参加
した︒

﹃国家と革命﹄などの古

の﹁本棚﹂欄に綱門亀勝

典︑そしてＮＴＴ在職当

家族葬で営まれたお別

時の野球部のユニフォー

新社会党兵庫総支部委

のペンネームで数多く書

開会あいさつに立った

員長の小谷誠さん︵前党

評を寄稿していただいた

酒井議長は︑プーチンに

戦争を強く非難するとと

れの式では︑
﹁ほんとうに

が︑闘病のため第５６０

ムが棺に納められた︒

もに︑この戦争に便乗し

神戸市協議会議長︑前党

真面目でまっすぐな人﹂

日︶への

広大なひまわり畑はウク

るという︒その意味では︑

も最後まで担ってきたが︑

総支部の機関紙管理など

調が許す限り活動を続け︑

症︑がんと闘いながら体

６年前に膀胱がんを発

いた︒今︑現実にウクラ

字架の数として残されて

戦争が起こした悲劇が十

んでいる墓地が映される︒

﹃資本論﹄第１分冊や

い古された岩波文庫版

腕章︑
﹃週刊新社会﹄︑使

いた新社会党と社青同の

通りに︑自分で用意して

その意味するところをや

る︒今回あらためて観て︑

らないというシーンがあ

の６時が朝か夕方か分か

ッドの中の２人が︑時計

りをコミカルに描く︒ベ

ます︒合掌︒ ︻編集部︼

心からご冥福をお祈りし

改めてお礼を申し上げ︑

前の本紙へのご協力にも

寄稿が最後となった︒生

年６月

ライナの国そのものとも

イナで起こっている惨状

っと理解することができ

号︵

いえる︒そこが今︑ロシ

が︑その過去の歴史と重

た︒兵役を逃れるために

らしく︑小谷さんの遺言

小谷さんには本紙４面

て国内では核共有や先制

︵長女・誠子さんの言葉︶

日︑がんのために亡く

県本部執行委員︶が４月

歳だった︒

アの軍隊によって蹂躙さ

なり合い︑私たちはより

なった︒

や参加組合・団体の紹介

れている現実には誰しも

一層反戦への思いを強く

を強調した︒

が行われたあと︑３つの

が心を痛める︒さらに︑

各政党からのあいさつ

組合から闘争報告などを

そのひまわり畑には悲し

狂言芝居をするなど︑前

かした平和外交の重要性

糾弾︑いまこそ憲法を活

攻撃論が出ていることを

よるウクライナへの侵略

とうとう力尽きた︒

︵塚原︶

神尼崎駅北の中央公園で︑

た︒

集会後︑参加者はのぼ

尼崎地区労働組合人権平

ひまわり
カンヌ映画祭パルムドー

その﹁ひまわり﹂が︑

は大人になってから一度

ル賞やアカデミー賞外国

今般のロシア政府による

１９７０年に公開され︑

ている︒
﹃戦争﹄を二度と

語映画賞に輝いた不朽の

わりと施設をつくりだし

繰り返さないと決めたは

名作映画である︒ソフィ

山支庁新石垣空港建設課

ずなのに︑ロシアのウク

するのだ︒

半部に夫婦の仲睦まじさ

ライナ侵攻を目の当たり

月

からも手紙が届くように
なった︒１９９０年

い歴史があった︒映画の

が描いてあるからこそ︑

ウクライナ侵攻をきっか

この映画のストーリー

ア・ローレンとマルチェ

は言うまでもないだろう︒

にして〝沖縄〟が抱えた

に大田革新知事誕生︒地

中で土地の農民が︑
﹁ひま

けに︑ 周年レストア︵修

わりの下にはイタリア兵

復︶版として上映され全

後半の２人の思いに感情

ロ・マストロヤンニの競

移入ができるのだと思う︒

演とヘンリー・マンシー

大きな筋立ては︑愛し合

苦難と共に︑
﹃戦争﹄によ

う２人が戦争のために離

って平和な暮らしを壊さ

元の粘り強い闘い︑全国
の自然保護団体・個人の

とロシアの捕虜が埋まっ

国に広がっている︒オリ

ています﹂と説明する場

ジナルネガフィルムはイ

この映画は︑男女の別

ニの音楽が高く評価され︑

れを描いているが︑間違

世界で絶賛された︒封切

され︑復員しない夫アン

いなく反戦映画である︒

れる世界中の人に向けて

トニオ︵マルチェロ・マ

戦争で人生を狂わされる

武器による破壊的な暴力

支援で白保海上案は消え
て︑１９９８年稲嶺知事

面がある︒ウクライナは︑

ストロヤンニ︶を探しに

理不尽さがひしひしと伝

タリア本国でも消失し︑

第２次大戦のときにドイ

ソ連へ行った妻ジョバン

わってくる作品だ︒まだ

当時︑小生は田舎の中学

ツ軍とソ連軍が戦った場

ナ︵ソフィア・ローレン︶

を止めるためにどうした

所だった︒その土地が経

が苦労してやっと探し当

観ていない若い人にはぜ

この春に母を見送り︑

験した悲しい歴史と︑ひ

てた夫は︑若い妻と子ど

となり︑２０００年にカ

まわりの美しさとの対比

ものある家庭を持ってい

ポジフィルムからの修正

があまりにも大きく︑聞

ひ︒

が高い技術を使って行わ

特別な価値を持たせるこ

いたものは呆然とするし

生で︑リアルタイムで見

とになった︒

かない︒そして︑丘の上

る機会もなく︑この映画

ウから南へ５００㌔離れ

ひまわりはウクライナ

上映が広がっている理

れたようだ︒

たヘルソン州というとこ

の国花で︑国旗の黄色は

らいいのかと呆然とする

Ｉ・Ｔ︶

由は︑題名にもなり映画

ろで撮影された︒今︑そ

日々か続いている︒
︵あけびの会

の最も印象的なシーンで

こが戦場になっていると

分

年／イタリア／１０７

デ・シーカ／１９７０

監督＝ヴィットリオ・

︵Ｗ︶
もある︑画面いっぱいに

ウクライナ戦争で再注目された 年の名作

前半は︑夫婦の蜜月ぶ

たというものだ︒
広がるあのひまわり畑で

に何百という十字架が並

ポケットに忍ばせた母の

野古行きに同行してくだ

23
ひまわりの色を表してい

遺骨の欠片をそっと竹富

この旅の目的は石垣島

さった現地の陶芸家の方

20

23
いう事実が︑この映画に

ラ岳陸上案となった︒２

と名護の辺野古新空港建

新空港の開港前に飛行機

との雑談で沖縄につなが

11

ある︒ウクライナのキー

００６年に仲井眞知事か

業の着工の手紙を受け取

設阻止のささやかな応援

り︑２０１３年に新石垣
空港が完成した︒

ではなくフェリーで石垣

だった︒本島に行って辺

島に実家の母と一緒に訪

るきっかけの﹁白保の会﹂

前置きが長くなったが︑

問した︒２月なのに穏や

71

て！という気持ちで入会
したのが１９８６年︒定
期的に送られてきた石垣
島白保の空港建設につい
てのニュースを通し︑沖
縄へは行ったことがなく
ても︑白保の海や沖縄文
化に出会いたいと思い︑
﹁白保一坪共有運動﹂の
共有地主となった︒その
ことで︑次々と計画が進
む状況や建設阻止のため
の裁判の動きなどを知る

ＭＡＹ ＤＡＹあまがさき2022

島の渚に投げ入れた︒

ことができ︑沖縄県八重

プーチンの侵略戦争に抗議

ら地権者宛に空港整備事

沖縄へ思いを馳せる
を話したらこの方も白保

「プーチンは戦争をやめろ！」
「ウクライナに平和を！」の
スローガンを掲げた尼崎地区労のメーデー＝５月１日

40

かな美しい海を眺めなが

70
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（6）
2022年5月18日
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