
世話人代表　　藤井純子　　　　URL：http://9-hiroshima.org/
連　絡　先　   〒734-0015　広島市南区宇品御幸1-9-26-413
　　　　　　TEL：070-5052-6580　　FAX：082-255-6580　
　　　　　　E-mail：fujii@jca.apc.org（藤井） 
郵 便 振 替 　     01390-5-53097 第九条の会ヒロシマ   年会費2,000円

2020年6月
会報106号

　　　　　　　　　　会報106号　　もくじ
1    8.6新聞意見広告2020にご参加ください！　　
 2    コロナ危機の今　どんな社会をめざすのか　……………… 藤井純子
 3    これまでの8.6新聞意見広告紙面
 6    黒い雨とは何か　　　 ………………………………………… 向井均
 8   ウィルスとの共生を …………………………………………… 笹川俊春
10  20年度中学校教科書採択　問題のある歴史、公民、道徳……… 山川滋
12  自衛隊は何をしているのか　呉、横須賀から ……新田秀樹、木元茂夫
14  李実根さん「高暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑」………………… 吉川徹忍
16  5.3憲法スピーチ　　 ………………… 石口俊一、金子哲夫、山根岩男
　　　　　　　………… 石川幸枝、友川千寿美、恩地いづみ、土屋みどり
20  活動報告　お願い　　4コマ漫画 ほか…………………… 土肥八重子
22  お知らせ･後記　　

　　

 　8.6新聞意見広告2020にご参加ください！

あなたは平和あなたは平和のスポンサースポンサー　 　 
　
申し込み方法　　お申し込みは、 この振替用紙をご利用ください。
◆   賛同金　　個人１口　1,000円  　　団体１口　3,000円　
　　　　　　　　　　　　（子どもさんなどはいくらでも結構です）　 

　 ＊ 振り込み　7月15日（水）まで　 直接渡し　7月19日（日）まで　
　 ＊郵便振替口座：　01390－5－53097　第九条の会ヒロシマ
　 ＊ゆうちょ銀行 ：お名前の掲載はカタカナ表記にさせて頂きます。

　　　  記号15100  番号23292341  ダイキュウジョウノカイヒロシマ
◆   お名前掲載 （可・不可）   ペンネーム、ニックネーム歓迎。匿名も可

◆   カラー紙面送付要の方には、8月10日頃、会員さんは9月に送ります。

みんなで作る意見広告　メッセージ募集中
メッセージ 31 字以内　6月末までに
分かりやすい言葉で、
振替用紙メッセージ欄に書いてお寄せください。

掲載日・掲載紙　2020年8月6日 （木）
　・ 朝日新聞朝刊大阪本社・西部・東北9県全15段
　・ 上記以外の全国の朝日新聞に全5段 
　

　

今年も
全国に
より大きく

憲法を活かす行動こそ、改憲を止める

★お一人の賛同も嬉しいですが呼びかけてくださるとなお嬉しいです。
　チラシは何枚でも送りますので、遠慮なくご連絡ください。
　

8.6 新聞意見広告 2019 年紙面

　今年も 8.6 がやってくる。広島・長崎の訴え「核と人類は共存で
きない」は、核兵器禁止条約を採択させ、発効への運動につながった。
ヒロシマの誓いは非核のみならず憲法第九条そのものだ。ストップ
改憲の声につなげたい。平和記念式典をコロナを理由に縮小するが
米国は核実験再開を検討している。祈るだけの場にしてはならない。

　安倍政権は核兵器禁止条約に後ろ向きで、海を放射能で汚染し、
辺野古新基地建設の工事を進める。日本の大地や空は誰のもの？ 
コロナ危機でも政権の無能さは誰の目にも明らかになった。PCR
検査をしない、実態もわからない、医療は崩壊寸前、自粛という
精神論的強制は暮らしと心を壊した。緊急事態宣言解除後は経済
重視に豹変し、政府の責任で命を守る気概は感じられない。最近
のツイッターデモは、こんな政権に政治を任せておけないという思い
からだろう。安倍首相は支持率が下がっても改憲を急いでいるが、
行動すれば政治・社会は変わることが証明された。昨年の意見広

告のタイトル「黙らない」を今こそ実践していきたい。

　8.6 新聞意見広告2020は、平和を求める声を集め全国の朝日新聞
に掲載する。地域によっては全 5 段になるかもしれないが、でき
るだけ多くの地域に大きく掲載し、ストップ改憲の世論の一助に
なればと願って今年も取り組む。心より賛同をお願いしたい。　



政治が近くなった
　コロナ危機が医療だけでなく、仕事に学校にあらゆる生活に

影を落とし「政治がこんなに私たちの生活に密接に関係してい

るのか」と感じる人が多いのではないだろうか。国には憲法

25 条で人々の命、生活、財産を守る責任があるはずなのに、

なかなか助けてもらえない社会的に弱い立場の人ほど苦しむの

は心が痛む。治療薬がないのだから仕方ないが、欧米のように

強制的な規制にしないで「自粛」としたのは補償をしなくても

済むからではないのかと勘繰りたくなる。結局「自粛ステイホー

ム」を強要し暮らしを壊した。緊急事態宣言が解消されても第

2 派、第 3 派到来の不安は尽きない。韓国や台湾は、コロナに

対する対応が早く、PCR 検査を進め、マスクの心配もしていな

い。ドイツなどのように補償がしっかりされた国では人々は安

心して生活制限を受け入れた。民主主義が根付くコスタリカは

小国ながらしっかりコロナ禍に取り組んでいる。政府が人々に

信頼されることがコロナ終息のキーワードかもしれない。

人々の声が大きく広がる
　「こんな時に政府批判ばかりするな」「今は一致団結する時」

「コロナ死も少なくて日本はスゴイぞ」という声も聞こえる。が、
アジアでは全体的に感染も死者も少なく日本はその中では平均

以下だ。「自粛警察」のように溜まったストレスを人を責める

ことで解消するのでは何も解決しない。それでも最近、きちん

と政治にモノ申すことは大事だと声を上げ始めた人が増え、希

望が持てる。ネット署名「東京高検・黒川弘務氏の違法な定年

延長に抗議し、辞職を求めます」に 35 万筆以上（5/22）、ツイッ

ター投稿「＃検察庁法改正案に抗議します」に約 900 万ツイー

ト（5/29）、そして「#国民投票法改正案に抗議します」が続く。

「# 自粛と補償はセットだろ」という人々の怒りで安倍政権の

支持率も 30％を割り、今度は「# さよなら安倍首相」が急速

に拡散されているらしい。とどめは全国の弁護士や法学者 662

人が、桜を見る会問題で安倍首相を刑事告発した。第 2 次告発

で告発人 1000 名を突破したいとのことだ。現職首相が法律の

プロから告発されるのはこの日本では前代未聞のようだ。
　
コロナ苦境から学ぶ
　私たちも、活動を休んではいられない。自粛中 YouTube を

使って映像で訴える。Web 会議も増えてきた。確かに安全性

は気になるが、悪質なものでなければ改善の余地はある。テレ

ワークも広がり、会議に出かけて「忙しい」と嘆かなくても、

家にいて、顔を見て声を聴いて話合いが楽しめることも知った。

いろんなことで従来のやり方にこだわる必要もないのではと気

づくことも多く大いに見直していきたい。日本政府も、いつま

でも「日米安保は不滅」などと言って米国追随に固執するのは

やめてほしい。できるわけもない辺野古新基地建設はもうやめ

よう、米軍基地も F35 も原発もリニア新幹線も、不要なもの

は多すぎる。避難所もホテルが使われたりこの機に改善が進む

かもしれない。コロナからもいろんなことが学べる。

コロナ危機に乗じる動き
　しかしこの混乱の中でイスラエルのネタニアフ首相は、占領

地ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地の併合を改めて表明した。

しかもそれをアメリカが承認するのは到底許されない。

　また中国政府も「国家安全法」を制定した。香港で言論の自

由が中国本土並みに制限され、自治を認める「一国二制度」が

揺らぐ。中国が香港や国際社会との約束を破るものだ。コロナ

自粛中の香港の人々も、たまりかねて五大要求を掲げてデモを

行うと、海外のメディアも入れない中、香港警察は中国政府の

圧力で主要メンバーほか多くを逮捕した。国家が「安全」を掲げ、

権力側によって人々の自由・権利が失われることに対して民衆

が諦めずたたかい続けている。台湾同様、日本の私たちもよそ

ごとではない。人々の権利は常に狙われている。

知恵を絞り対抗していく
　2013 年、安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能にする

ため、首相の意向に沿う内閣法制局長官に変えた。今年はモリ

カケ桜等の訴追を避けるべく検察官人事を行い、検察権力まで

操ろうとした。権力者の犯罪が野放しとなるのはごめんだ。　

　また安倍自民党 9 条改憲案は、単に自衛隊を明記するだけで

はない。併せて「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と明

記され、政府が米軍に言われるがまま自衛隊を自由に動かすこ

とになり 9 条を根底から覆す。そして緊急事態条項を明記すれ

ば内閣の出す政令によって国民の権利を制限し、政府は自在に

ふるまえるようになる。これ以上日本の立憲主義、民主主義を

壊されてはたまらない。知恵を絞り対抗していこう。

　ピースボートの川崎哲さんが「武器爆買いよりコロナ対策を！」

とわかりやすい数字を示してくれた。例えば武器購入費 1.1 兆

円で、集中治療室のベッドを 15,000 床整備し、人工呼吸器を

2 万台そろえ、看護師 7 万人と医師 1 万人の給与をまかなうこ

とができる。護衛艦「いずも」の空母化経費 31 億円、ステル

ス戦闘機 F35B の 6 機購入費用 793 億円の合計 824 億円で、全

国に PCR 検査センターを 130 カ所以上設置できる。「イージス・

アショア」導入費 129 億円で、高齢者をケアするヘルパーを

4,000 人増員できる。私たちも活用させてもらいたい。一人一

人がしっかり考え、行動して政治を変えよう。人々の声を聴き、

政策に反映する政権をめざそう。そのためには、まず市民が呼

びかけて野党共闘を実現させ、政権を変える一歩にすることだ。

広島県内でも少しだが動きが見えてきた。

8.6 新聞意見広告で思いを伝える
　名もなき人群れ、今、この日本でも無数の個人が積極的に声

を上げ始めている。第九条の会ヒロシマが毎年取り組んできた

8.6 新聞意見広告も、賛同者が力を寄せあい声をあげること。

名前と寄せられた様々なメッセージを載せて紙面を作っていく。

　ストップ改憲、命・人権を大切にし、核のない平和な社会を

願う私たちの思いを新聞紙面で多くの人に届け、賛同を得て世

論を高める一助となることを願っている。（2020 年 6月 1日）

藤井純子 ( 第九条の会ヒロシマ世話人 )

コロナ危機の今、どんな社会を目指すのか？　改めて考えよう 　　　　



92年朝日新聞広島県（全15段）大阪府下・東京3区（5段）

93年　中国新聞全域（全15段）

93年　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ紙　謝罪と九条（英語･ﾀｶﾞﾛｸﾞ語）

1993年　毎日新聞全国版全5段

2000年朝日新聞広島県（全15段）朝日東京都心版・西部版（5段）

　　　これまでの8・6新聞意見広告の記録

2001年 中国新聞全域（全15段）毎日大阪統合版・東京都心版（5段）

02年朝日新聞広島･呉（全15段）西部版・東京都心版（5段）

　　1992 年～ 2001 年　



09年 中国新聞　広島県（全15段）朝日東京都心版（5段）
11年 朝日新聞大阪統合版朝刊15段＋山口県版5段
　　　　　　　　　　　　　　　＋新聞東京都心版朝刊5段

08年 読売新聞大阪統合版（全15段）朝日東京都心版（5段）

04年朝日新聞広島･呉（全15段）大阪統合・西部版・東京都心版（5段）

03年毎日新聞広島含大阪統合版・東京都心版（7段）

05年毎日大阪統合版朝刊（全15段）朝日東京都心版（5段）

06年毎日新聞大阪統合版朝刊15段＋朝日新聞東京都心版5段 07年朝日新聞大阪統合版朝刊15段＋朝日新聞東京都心版朝刊5段

10年読売新聞大阪統合版朝刊15段＋山口県版5段
　　　　　　　　　　　　　＋毎日新聞東京都心版朝刊5段

2002 年～ 2011 年



12年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋毎日新聞東京都心版朝刊5段

16年6月29日　参院選前　中国新聞広島県内版朝刊15段

18年2月18日中国新聞広島県内版朝刊10段

15年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋東京セット版・西部版朝刊5段
　　　　　　　　　8月6日から一週間、毎日デジタルトップ

16年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段
　　　　　　8月6日から一週間、朝日デジタルトップ

17年朝日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段 18年朝日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段

13年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋新聞東京都心版朝刊5段 14年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋毎日新聞東京都心版朝刊5段

3000 万人署名掲載

変えたいほどに知っていますか？

2012 年～ 2018 年



　広島原爆の爆発の後、広島の北西部に黒い雨が降ったことは周

知の事実である。井伏鱒二の小説（1966 年刊）も、その映画

（1989 年、今村昌平監督）も話題になった。私は映画で矢須子を

演じた田中好子の演技もよく覚えている。けれども、原作を読ん

だ時も、映画を見た時も、これが現実の問題だとは思わなかった。

それを知ったのはようやく 5 年前のことだ。そのころ「黒い雨」

被爆者が広島地方裁判所に集団訴訟を提起する準備が進んでいた

が、その陳述書をつくる手伝いをしてほしいという依頼を引き受

けた時からだった。「黒い雨」にあった大勢の人びとが市や町に

対して被爆者健康手帳と第 1 種健康診断受診者証の交付を申請

した。（第 1 種健康診断受診者証で健康診断を受けた結果、国が

定める 11 疾病のどれかに罹患していると分かると被爆者健康手

帳を交付される。）それが却下されて、64 名が裁判を起こしたの

が 15 年 11 月 4 日。その後 2 度にわたって原告が増え、88 名の

原告団になった。裁判は 22 回の公判を経て今年 2020 年 1 月 20

日に結審を迎えた。判決は7月29日と予定されている。「黒い雨」

被爆者は、1976 年 9月、原爆被爆後 31 年たってようやく始まっ

た「援護」策の線引きによって排除されて以来、国から無視され

続けてきたが、間もなくひとつの区切りを迎える。

　本稿では「黒い雨」問題の要点を簡単に述べる。カギかっこに

入れた「黒い雨」という表現を使うが、雨の色が黒かっただけで

はなく、放射性物質が舞い降りたことの象徴だと思うからだ。そ

れゆえ、実際にその雨に濡れた人だけでなく放射能環境にあった

人びとを「『黒い雨』被爆者」と呼ぶことにする。

１．「黒い雨」現象
　「黒い雨」被爆者のために長年発言している矢ヶ﨑克馬博士の

書物と裁判所に提出した意見書を基に「黒い雨」降雨現象につい

て簡単に述べる。琉球大学名誉教授矢ヶ﨑博士は、広島大学で研

究生活を始めた人であり、今まで何度か原爆症認定裁判で証人と

して法廷に立っている。今回の裁判でも原告団のために重要な役

割を果たした学者だ。

　原爆が爆発した瞬間、中心部が摂氏 100 万度の超高熱の火球

が地上約 600 メートルの空中で発生、1 秒後に直径 200 メート

ルに膨張して約 10 秒間輝いた。その火球から熱線が四方に放出

され市内各地に火災が発生した。火球の中には核分裂で生まれた

放射性原子核、中性子によって放射能を帯びた爆弾の機材の原子

核、核分裂しなかったウランの原子核が閉じ込められていた。そ

の原子核はやがて放射性微粒子になり、その微粒子は水分子と結

合して水滴になる。これが原子雲になった。原子雲は頭部が高温

のために急上昇し、地上 8km～ 10km あたりに達すると、きの

この軸部分の外側に近い部分は、温度が低くなって上昇をやめ、

水平に広がっていった。頭部は地上 16 km あたりまで上昇した。

このきのこ雲の頭部、軸部分、途中で横に広がった水平雲にも放

射性微粒子が含まれていた。

　雨が黒かったのは大火災で巻き上げられたススが原因であって

黒い雨に放射能はなかったという主張がある。確かにススも原

因ではあったが、矢ヶ﨑博士の意見はこうだ。核分裂連鎖反応

によって爆弾機材は放射性微粒子となったが、その表面は光を

反射する状態にはなく、全ての光が吸収される状態であったた

め、火球内は大量の黒い微粒子群となった。これに火災のスス

が加わった。

　「雨は雲の下に降る」と矢ヶ﨑博士は言う。この水平雲の下に

雨だけでなく広島市内から飛んできた紙類や灰もおびただしく

降った。目に見えない微粒子も降ったに違いない。だから水平

雲の下は、放射能環境だったのである。

　なお、アメリカのネヴァダなど乾燥した砂漠地帯での核実験

では、爆発後の原子雲はすぐに消え、生成された放射性微粒子

は水滴にはならずそのまま風に流されて拡散する。日本のよう

な多湿の場合、放射性微粒子は水滴の核となって放射能雲を形

成し、その雲の下に放射能雨を降らした。

２．｢黒い雨」はどんな被害をもたらしたか
　では、｢黒い雨」はどう健康に被害をもたらしたのか。放射線

被曝に 2 種類あることはよく知られている。ひとつは、原爆爆

発直後に身体の外からガンマ線が襲って爆心近くの人の臓器を

破壊して急性症状を起こした外部被曝で、もうひとつは、放射

性物質が体内に入り込んで特定の部分にとどまり、その周囲の

細胞を破壊し続ける内部被曝である。これを起こすのはアルファ

線とベータ線で、アルファ線の飛距離は体内で 4/100mm、ベー

タ線は 1cm に過ぎない。外部被曝の放射線に比べるとずっと線

量は低いが、長時間にわたって染色体を破壊する。「黒い雨」被

爆者の場合、多くはこの内部被曝が問題となる。当時は上水道

ではなく、井戸水を使っていた人びとや山水をためて使ってい

た人びとが多かった。また、多くの家庭は「黒い雨」で汚染さ

れた畑の野菜を食べていた。ため池や川で泳いだ人もいた。雨

水としてではなく放射性微粒子のまま吸い込んだ場合も多かっ

たことだろう。こうして体内に入った放射性物質は体内のあら

ゆる臓器にとどまる。

　ところが内部被曝は軽視されている。国際放射線防護委員会を

始め、日本政府も放影研も、内部被曝は初期放射線によるもので

はないのでたいしたことはないとしている。「黒い雨」被爆者が

被爆者健康手帳を求めるのは、それに異を唱えるものである。

３．｢黒い雨」はどこに降ったのか
　この「黒い雨」が降った地域も裁判の争点になっている。降

雨地域を描いた図は 3つある。「宇田降雨図」、「増田降雨図」、「大

瀧降雨図」である。

　宇田降雨図は終戦の年の秋、当時の広島管区気象台の職員 6

人が 2 か月余りの期間で調査した結果を卵形として描いたもの

だ。この調査を指導した宇田道隆博士（宇品の暁部隊勤務、後

に東京水産大学教授）らは、広島市内を中心に人びとから原爆

黒い雨とは何か

向井　均



爆発時の火球、原子雲、積乱雲の発生、降雨、風向きなどの気

象状況、降下物、火傷や火災などについて聞きとる作業をした。

調査の途中で広範囲で雨が降ったと知り、郊外にも足を延ばし

た。そしてノート 93 頁に記録した。彼らが調査した地点を地図

上に印をつけて見ると、市内はその印で真っ黒になるほどなの

に、郊外はたいへんまばらであることに気付く。170 地点近い

調査地点のうち、裁判の原告らが降雨があったと主張する地点

には調査に行っていない。今と違って、終戦直後はさまざまな

制約があり、調査期間も限られていた中での調査としては貴重

なものだったが、この調査で雨域の確定をするにはあまりにも

不充分だった。調査員のひとり北勲さんは、これは暫定的な降

雨図だったと言っている。この雨域は、広い小雨地域の中に狭

い大雨地域（東西 1km、南北 19km）がある。どちらも長円形

である。政府が1976年に健康診断特例区域として指定したのは、

その大雨地域である。

　増田降雨図は気象学者の増田善信博士が 1989 年に最終発表し

たものである。増田博士は 1985 年 8 月、原水禁世界大会で「黒

い雨」被爆者運動指導者の村上経行（むらかみつねゆき）氏と会っ

た。博士は「気象の専門家として、あんなに激しい雨があんな

きれいな卵型をした地域だけに降ると思いますか」と村上さん

から問われ、頭を殴られたような気がしたと言っている。そし

て村上さんらの協力を得て、2 千を超えるデータを基に 1989 年

に新雨域を確定した。卵型ではなく複雑な形をした雨域で、従

来の降雨面積の 4倍だった。

　いちばん内側の小さな長円形が宇田降雨図の大雨地域で政府

　指定の健康診断特例区域。その外側の大きめの長円は宇田図

　の小雨地域。さらにその外側の、北に延びている区域は増田

　降雨図。大瀧降雨図は矢野を含む

　（大瀧慈「体験者の証言に基づく広島での黒い雨の時空間分布

　の推定」より引用。ローマ字のそばに筆者が日本語を添えた。）

　この降雨図の発表後、「黒い雨」被害者の運動は大いに盛り上

がり、広島市と県は黒い雨に関する専門家会議を設置して検討

したが、1991 年「黒い雨地域における残留放射能の現時点にお

ける残存と放射線によると思われる人体影響の存在を認めるこ

とはできなかった。」と結論を出した。

　大瀧降雨図は広島県と市が 2010 年以降現在も政府に対して降

雨区域を広げるよう要求しているものである。2008 年から行わ

れた広島市原爆体験者等健康意識調査において、広島市および

安芸太田町と北広島町の一部の約 3 万 7 千人を対象にしたアン

ケートなどで調査した。その結果判明したのは、やはり国指定

の特例区域（宇田降雨図の大雨地域）よりもはるかに広い範囲

で降雨があったということだった。これは増田雨域の外縁部に

ほぼ一致するものだった。調査の中心になった大瀧慈（おおた

きめぐ）広島大学名誉教授は今回の裁判で原告側の証人となっ

てその降雨域の正当性を主張した。

４．何が妨げているのか
　被告らが言うには、宇田降雨図の大雨地域を被爆地にはでき

ないが、有病率が高かったから被爆者援護の観点から健康診断

区域に指定した、増田区域や大瀧区域には正確性に疑義がある

ということである。また、原告らは被爆者援護法 1 条 3 号に該

当するとして訴えているのだが、その規定「身体に原子爆弾の

放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」を、被告の

国側は「健康障害を発症しうる程度の放射線被曝をしたような

事情にある者」と限定している。1980 年の原爆被爆者対策基本

問題懇談会（厚生大臣の私的諮問機関）が、被爆地域の拡大要

求については「科学的・合理的な根拠のある場合に限定して行

うべき」と答申したが、それ以来「科学的・合理的ではない」

という理由は、被爆者らの要求を拒否するために何度も使われ

てきた。今回もこれを守ることだけが国の立場のようである。

　裁判は「黒い雨」被爆者らの申請を却下した広島市と県を相

手取って起こされたが、国が被告側に参加している。市と県は

2010 年から国に対して大瀧降雨図を認めるよう要請し、毎年 8

月 6 日の広島市長の平和宣言でも「黒い雨」の降雨地域の拡大

を求めているにもかかわらず、「黒い雨」被爆者らの申請を却下

し、のみならず裁判では国とともに原告らを排除しようとする。

この矛盾した立場を市長はどう説明するのだろうか。

 

　村上経行さんが 1989 年頃

掲示用に作画した増田降雨図

　（縦 172cm、横 121cm）

一番外側は少雨地域、内側の

複雑な図形は大雨地域。長円

形の宇田降雨図も見える。

毎日新聞社山田尚弘さん撮影

筒賀

加計

都谷

鈴張

飯室

可部

八木
古市

矢野

八幡

砂谷

戸山

水内

安野

中野

廿日市

広島原爆による黒い雨降雨図



はじめに
　新型コロナウイルスの感染が世界的規模で拡大し、感染者は

400 万人、犠牲者は既に 30 万人を越えた。いまだに感染の収

束は見通せない。市民生活は制限され、少なからぬ国々で罰則

を伴う外出禁止令が出された。日本でも緊急事態宣言が出され、

「自粛」という名の市民活動の制限が要請された。こうした状

況下、国家の指導者や各種メディアには現状を「戦争」と表現

する事例が多く見られた。中国・習近平国家主席の「人民戦争」、

米国・トランプ大統領の「これは戦争だ」、フランス・マクロ

ン大統領の「我々は戦争状態にある」等である。Web上では「戦

争」「国難」「非常時」「挙国一致」「非国民」という言葉が飛び交い、

政府への批判を罵倒したり、批判そのものを封じるような言動

がまかり通っている。「国民の団結が有無をいわさず求められ、

隊列を乱す者は糾弾される」（朝日新聞 2020 年 5 月 6 日）状

況を危惧する人も多いのではないか。

　一方で、感染拡大を新型コロナウイルスとの闘いと位置付け、

すべての人がその闘いの当事者であることを強調する言説は一

般の市民にも広く受け入れられている。新型コロナウイルスは

排除し抹殺すべき存在との認識が広く共有されているのだろ

う。しかし、ウイルスは本当に抹殺すべき存在なのか。今だか

らこそあえて立ち止まり、ウイルスと人間との関係について、

さらに、そこから見えてくる私たちの社会のありようについて

考えてみることも必要ではないか。

何を排除するのか
　ウイルスとの闘いはウイルスの宿主＝感染者の隔離から始ま

る。しかし、人間の五感ではウイルスを捉えることができず、

何らかの身体的な異常が現れない限り、誰が感染者なのか私た

ちには認識できない。ここに隔離の難しさがある。一方で、私

たちはウイルス感染による死が身近に感じられると、死への恐

怖に囚われ、自らの日常世界からウイルスを徹底的に排除した

いという意識に支配される。こうして私たちは、誰が「私たち

＝感染者でない者」なのかを確定し、認識できないウイルスの

代わりに「私たちではない者＝感染者や感染者と関わりのある

者」をカテゴリー化した上で、「私たちではない者」を排除する。

これが今、新型コロナウイルス感染拡大に伴って世界中で起き

ている差別と排除の構造であり、それは従来から私たちの社会

に存在する絶対的差別の構造そのものである。

　今年の 1 月にはヨーロッパや東南アジアで中国人への差別と

排除が始まる。日本でも 1 月下旬には箱根の駄菓子店が中国語

で「コロナウイルスをばらまく中国人は入店を禁止する」と掲

示し、札幌のラーメン店でも中国人観光客の入店を断る張り紙

が出された。少しだけ冷静に考えればわかることだが、中国の

面積は EU の 2.4 倍、人口は 3.2 倍である。例えば、イタリア

でウイルス感染が拡大したとして、ドイツ人の入店を拒否する

だろうか。

　では、なぜこのようなことが起こるのか。既に述べたように

私たちには誰が感染者なのかわからない。なのに「私たち」と「私

たちではない者」とをカテゴリー化できるのは、私たちが恣意

的な境界を設定するからである。その基準はウイルスに感染し

ているか否かではない。なぜなら、私たちには誰が感染者なの

かわからないのだから。とすれば、その基準はあくまでも「私

たち」が「私たち」の規範に基づいて恣意的に設定したものに

ほかならない。新型コロナウイルスの場合、最初に感染拡大が

発生したのが中国だから、「中国人は感染者」ということにな

るのか。しかし、それは思考停止の結果に過ぎない。とすれば、

思考停止させてしまう意識＝規範がもともとあったと考えるの

が妥当だ。その意識＝規範とは私たちの社会の中に存在してい

る差別と排外の意識、レイシズムである。現実に箱根の駄菓子

店店主は「うちの店はマナーの良くない中国人に荒らされてき

た」と述べている。そして、こうしたレイシズムを意図的に煽

るのはいつも政治家である。米国ではトランプ大統領の「中国

人のウイルス」、ポンペオ国務長官の「武漢ウイルス」発言。

日本でも麻生副総理の「武漢ウイルス」発言とそれに追従した

山本朋広副防衛相や自民党・長尾敬衆院議員、山田宏参院議員

の SNS での「武漢ウイルス」発信である。「たかが言葉」では

済まされない。

　しかし、言葉だけの問題でもない。安倍首相は 3月初旬、ヨー

ロッパや東南アジアでの感染が拡大していたにもかかわらず、

中国と韓国だけを対象に入国制限とビザの無効を実施した。3

月下旬、日本国民党代表の鈴木信行葛飾区区議は JR 金町駅前

で街頭演説し、「中国が言うことは信じられない」と中国を罵倒、

「武漢コロナ」「武漢肺炎」を繰り返したという（朝日新聞

2020 年 5 月 1 日）。何をか言わんや、である。さらに、さいた

ま市は幼稚園・保育園などへのマスクの配布を決めた際、埼玉

朝鮮初中級学校幼稚部を対象から外した。決定への抗議が相次

ぎ、一転して市が配布を決めると、今度は学校に対して「国に

帰れ」などの攻撃があった。日本社会に存在する中国や韓国・

朝鮮へのヘイトが新型コロナウイルス感染拡大を契機に吹き出

している。

　こうした差別と排除は日本国内の感染者や医療従事者、その

家族や関係者にも向けられ、誹謗中傷や嫌がらせ、噂やデマが

飛び交っている。それは感染への不安や恐怖という事情を考慮

しても、常軌を逸したヘイトそのものであり、この社会に存在

する絶対的差別の構造が新たな「私たちではない者」を創り出

し、標的にしたことは明らかだ。今回の感染拡大が収束したと

共生考　番外編Ⅶ 　　ウイルスとの共生

笹川俊春 ( 共生フォーラムひろしま理事 )



してもこの差別構造が存在する限り、ウイルス排除を口実にし

た「私たちではない者」への差別と排除が繰り返されるだろう。

それは歴史が証明している。

ウイルスとの共生
　では、どうすればいいのか。生物学者の福岡伸一さんが興味

深い指摘をしている。「ウイルスは自己複製だけしている利己

的な存在ではない。むしろ利他的な存在である。宿主（人間）

のたんぱく質分解酵素が、ウイルスたんぱく質に近づいてきて、

ウイルスの殻と宿主の細胞膜とを巧みにたぐりよせて融合さ

せ、ウイルスの内部の遺伝物質を細胞内に注入する。かくして

ウイルスに感染するわけだが、それは宿主側が極めて積極的に、

ウイルスを招き入れている」（朝日新聞2020年4月6日）という。

ではなぜそのようなことが起こるのかと言えば、「ウイルスこ

そが進化を加速してくれるからだ。親から子に遺伝する情報は

垂直方向にしか伝わらない。しかしウイルスのような存在があ

れば、情報は水平方向に、場合によっては種を超えてさえ伝達

しうる」（同上）ということである。私の理解によれば、生命

体としての人間が細胞レベルでウイルスを受容するのは生命体

としての多様性を確保するためである。もともと生物は雌雄同

体だった。しかし、絶えず変化する環境に対応するためには多

様な個体を必要とした。そこで雌雄が分離し、さまざまな遺伝

子を交換することで多様性を担保してきた。それが「垂直方向」、

つまり時間軸に基づく遺伝である。これに対してウイルスが媒

介する遺伝情報の交換は同時代という空間軸に基づく多様性の

確保である。とすれば、生命体としての私たちの身体はウイル

スという異物を受容することで、よりよく生き抜くために環境

に適応できる多様性を担保しているということになる。つまり、

細胞レベルでのウイルスとの共生である。

　一方で、ウイルスの感染が人間の命を奪うこともまた厳然た

る事実である。特に身体に疾患のある人や社会的弱者が多く犠

牲になっていることを考えれば、安易にウイルスとの共生など

と言い出すべきではないのかもしれない。いずれしても、まず

はウイルスの感染によって人間が死に至るメカニズムを認識し

ておくことは必要だろう。小島勢二名古屋大名誉教授（専門は

難治性血液疾患など）によれば、「顕微鏡画像（肺炎で死亡し

た直後の顕微鏡写真）から想像するに、新型コロナ肺炎が急激

に悪化するのは、肺の間質に集まった血液細胞から、免疫にか

かわる『サイトカイン』と呼ばれるたんぱく質が過剰につくら

れ、免疫が暴走するためだと考えられる。この点については、

多くの研究者の意見は一致している。新型コロナ肺炎において

は、間質に集まった血液細胞から出たサイトカインによって血

管の細胞が傷つき、毛細血管漏出が起こることにより肺胞内に

水分が漏れ出てしまう。その結果、肺胞と毛細血管とのガス交

換ができなくなっていると考えられる」（朝日新聞 2020 年 5

月 3 日）とのことだ。つまり、ウイルス感染によって人間が死

に至るのは自らの免疫が暴走し、ウイルスとともに自らの細胞

を破壊してしまうから、ということになる。

　ウイルスという異物を受け入れ、多様性を確保しようとする

細胞レベルでの共生の営みは、既存の自己を保持し、従前の秩

序を維持しようとする免疫の働きによって、自己の細胞ととも

に破壊され、その結果、人間は生命体としての機能を失い、死

に至るということのようだ。これはまさに現在の市民社会のア

ナロジーではないか。私たちが絶対的差別の構造を放置し、異

なる文化を持つ人々への攻撃を許し続けていけば、やがて私た

ちの社会そのものを滅ぼしてしまうということだ。個としての

私の身体には生命として生きのびるための共生のシステムが埋

め込まれている。とすれば、「個としての私」の集合体である

社会にも共生のシステムが不可欠であることは間違いない。

おわりに
　新型コロナウイルス感染拡大による犠牲者は感染者だけにと

どまらない。医療態勢の逼迫によって犠牲を強いられた人々や

経済活動の極端な収縮によって追い詰められた人々、さらに差

別と排除の標的とされた人々もまた感染拡大の犠牲者と言えよ

う。ただ、その犠牲がウイルスの感染によるものなのか、それ

とも、無能な政治による「人災」によるものなのか、それを見誤っ

てはならない。今の日本社会の被害状況は明らかに「人災」に

よるものだ。とすれば、それはウイルス感染とは別次元の日本

の政治・経済・社会の構造的問題であることは間違いない。今

後も新型コロナウイルスの感染が予想される中、「ポスト・新

型コロナ」の時代に向けて、この社会に根強く存在する差別構

造の問題を踏まえた上で、新たな共生のあり方を考えていく必

要があると思う。（2020 年 5月 14 日記）

朝日新聞 2020 年 5月 1日排外主義



　今年は改訂された学習指導要領による中学校全教科書が採択
される年になる。採択に至る手順はどこの採択区も次のようであ
る。5月の教育委員会会議で採択基本方針を決め、選定委員会に選
定資料の作成を諮問し、調査委員会が教科書の調査研究を始め
る。6 月上旬から下旬にかけて県内の採択区で 2 週間の教科書展
示会が開催される。そこで教職員や市民は初めて教科書（見本本）
を見ることになる。調査研究員の調査研究報告をもとに、選定委
員会で選定資料を作成して教育委員会に答申する。7 月下旬から
8 月下旬にかけて各教育委員会は選定委員会答申を踏まえて教科
書採択を行う。
　本稿では、中学校歴史・公民・道徳の教科書の特徴や問題点に
ついてお知らせする。特に右派政治勢力の影響が強く表れている
< 育鵬社 > の歴史・公民教科書、< 日本教科書 >< 教育出版 ><
廣済堂あかつき > の道徳教科書の問題についてお知らせする。読
んでいただき、別紙の各教科書・教材の特徴をまとめた資料と合
わせて、教科書展示会でアンケートに記入する際の参考にしても
らいたいと思う。
　
歴史教科書　
　「東京書籍」「日本文教出版」「教育出版」「帝国書院」「育鵬社」「学
び舎」「山川出版」「自由社」「令和書籍」の 9社が検定申請し、うち
「自由社」と「令和書籍」の 2社が不合格となった。

<育鵬社 >
１古代から現代まで、全体として日本を大国とする基本的な記述
は大きくは変わっていない。日本の侵略戦争、植民地支配に関
しても、アジア解放のためだったと正当化している。

２女性の役割は基本的に男性を支え家庭を守ることだと教える女
性差別の特集「なでしこ日本史」も、相変わらず掲載されている。

３現行教科書から昭和天皇特集を縮小し、その中で平成天皇につ
いても触れている。また、東京裁判特集も縮小した。「何がアメ
リカ国民を戦争に導いたのか」（日米開戦はルーズベルトの謀
略だという反米論）を削除し、露骨な反米色を若干薄めた。

４ 領土問題については、新たに大きく特集している。ソ連参戦の
かわりに千島列島をソ連に引き渡すという米英ソの密約（ヤル
タ協定）にいっさい触れず、千島樺太交換条約により、千島列島
すべてが日本の領土であるという認識がない。歯舞・色丹だけ
で、国後・択捉には触れず、二島返還論に立っている。竹島につ
いては、1905 年の日露戦争終了後、韓国併合に向けて植民地化
を進める過程での日本の領土化を記していない。

公民教科書
　東京書籍」「日本文教出版」「教育出版」「帝国書院」「育鵬社」「自
由社」の 6社が合格した。

＜育鵬社＞
１現行の教科書から大きくは変わっていない。「国民主権」よりも
「天皇制」の説明、「基本的人権の尊重」より「権利の制限」の説
明、「平和主義」より「国防の重要性」の説明などは相変わらずで
ある。曽野綾子氏の「よき国際人であるためには、よき日本人で
あれ」という問題のあるコラムも引き続き掲載されている。「核
融合発電」を「エネルギー問題の解決へのさまざまな取り組み」
のひとつとして肯定的にとりあげている。

２安倍首相の写真の多さ、天皇の写真の多さ、自衛隊の写真の多
さも突出している。天皇の代替わりがあったせいか、天皇の写
真はさらに増え、「情報と大規模災害」の特集では「天皇のお言
葉」が大きく取り上げられている。「平和主義」の項では、安倍首
相による自衛隊観閲式の写真を掲載し、初めて「旭日旗」も登場
させた。

３子どもたちを「改憲」に導こうという意図がいっそう露骨に
なっている。「憲法の入り口」と「憲法のこれから」を特集し、「憲
法のこれから」では９条や９６条の「改憲」賛成・反対に分かれ
て討論させている。また「メディアリテラシー」の学習である新
聞の見出し比べも、「9条改憲賛否アンケート」の記事である。

４「男らしさ・女らしさ」を「日本の伝統的な価値観」であるとか、
「家族の価値」を強調し、「夫婦同姓が家族の一体感を保つ」と主

張する「男女の平等と家族の価値」と
いう現行教科書の特集ページは削除
した。しかし「男女同姓は合憲」という
最高裁の判決記事を掲載するなど、日
本会議の根強い主張がにじみ出てい
る。

５経済の分野では、経営者の立場で考え
させる傾向が強くなっている。これは
他社の教科書も同様である。多くの子
どもたちは格差社会の中であえぐ労
働者にならざるをえないにもかかわ
らず、だれでも経営者になれるかのよ
うな幻想をあたえている。

山川滋 ( 教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま )

　　

       　2020年度中学校教科書採択　とくに問題のある歴史、公民、道徳教科書

育鵬社　公民　教科書 育鵬社　歴史　教科書



＊育鵬社は過去から一貫して男子は「学ラン」、女子は「セーラー
服」である。「学ラン」、「セーラー服」の中学校は少なくなってき
ており、男女別の制服についても性的少数者の子どもとの関係
で批判が高まっているにもかかわらず、育鵬社は時代遅れの感
覚に固執している。

道徳教科書
　「東京書籍」「日本文教出版」「光村図書」「教育出版」「学研教育み
らい」「廣済堂あかつき」「日本教科書」の 7社が合格した。

＜日本教科書＞
１「日本教科書」は、「育鵬社」教科書作成の中心人物である八木秀
次氏（日本教育再生機構理事長）が、晋遊舎（嫌韓本と児童ポル
ノ本で有名）の全面的な支援を受けて立ち上げた道徳教科書専
門の出版社である。一昨年、八木氏は「教育再生首長会議」の場
において、「日本教科書」の宣伝パンフレットを配布し、採択す
るように市長たちに働きかけた。このような教科書会社と政治
家の癒着は断じて許せるものではない。今年度の採択にあたっ
ても、厳しく注視する必要がある。

２内容は、現行の道徳教科書とほとんど変わっていない。「永久欠
番４２」「雨の日のレストラン」「ライフロール」など、人権侵害
もはなはだしい教材がすべてそのまま使われている。

３ただ一つ変更された教材は２年生の補助教材「込められた想い和
解の力」（安倍首相のホノルル演説）。代わりに「スペシャルオリン
ピックス」（知的障がい者のオリンピック紹介）に差し替えられた。

４文科省が子どもによる「自己評価」を奨励していることに基づ
き、各社とも何らかの「自己評価」欄をもうけている。「日本教科
書」は学習した「22 の内容項目」ごとに「レベル１」から「レベル
４」まで子どもに数値で「自己評価」をさせ、さらに「理想とする
人間に何％近づいているか」まで答えさせる。教員による評価
は数値ではおこなわないことになっているにもかかわらず、子
どもに数値評価させるのは明らかに矛盾している。子どもに心
を数値ではからせることをやめるべきである。

＜教育出版＞
１「教育出版」の道徳教科書は、貝塚茂樹氏ら右派の中でも日本会
議系の学者が中心となって作成している。貝塚茂樹氏らはもと
もと育鵬社から道徳教科書のパイロット版を出していたが、そ
こでは「子どもたちは実在の人物の話として学んでこそ感動す

る」という強い信念を語っていた。「教育出版」の道徳教科書に
偉人伝が多いのは、それと関係すると思われる。

２巻末の都道府県の偉人には、今回も「坂本龍馬」「吉田松陰」「橋本
左内」など幕末の志士が満載で、明治維新を美化する立場から人
物が選ばれている。だが実在の人物には多様な側面があり、歴史
的な評価もさまざまに分かれている。今、生きている人物ならば、
さらにこれから何があるかわからない。社会的評価が大きく変わ
ることもありうる。そもそも偉人伝は、人物のある一面だけをと
りあげて美化し、子どもたちに生き方のロールモデルとして示す
ことから、子どもたちに誤解を与え、歴史認識も歪めてしまうこ
とが考えられる。道徳の教材に偉人伝はふさわしくない。

３今回「教育出版」は、巻末の都道府県の偉人の中の「織田信長」や
「加藤清正」ら戦国武将をすべて民間人に差し替えた。略奪と殺
戮にあけくれた人物を道徳的な見本として教えてよいのかと
いう批判を受けてのことと考えられる。

４子どもによる「自己評価」は、これまでの「22 の内容項目」ごとに
「心かがやき度」を 3段階で数値評価するものから、数値評価へ
の批判を受けてか、文章記述に変更した。

５「新しい歴史教科書をつくる会」は、機関誌『史』3月号で、小中と
も「最も良い道徳教科書」は「教育出版」であると絶賛している。
理由のひとつに「多くの偉人」を取り上げていることをあげ、
「我が国の教育を正常化する第一歩」として、加賀市や松山市の
ように「教育出版」を採択することを求めている。

＜廣済堂あかつき＞
１文科省の「心のノート」「私たちの道徳」の出版社で、文科省との
結びつきが強く、文科省の意図を引き継いだ編集方針である。そ
の関係で「私たちの道徳」の教材を多く採用し、発問（学習の手が
かり）で生徒を内容項目（徳目）に強引に導こうとしている。

２主人公の男性がスポーツ（特に野球）で何かを成し遂げるとい
う話が目に付き、ジェンダーバランスが悪い。

３教材のトーンが一昔前の印象が強く、生徒にとって難解な教材
が多い。

４死を扱ったものが多すぎて暗い印象が強い。
５全学年にある見開き「いじめを許さない私たちの心」は、心情主
義の押し付けになっている。

６別冊ノートには 22 の内容項目（徳目）ごとに、最後は「～しよ
う。」という押し付けで終わる読み物が掲載され、非常に強引に
内容項目（徳目）を「刷り込むため」の仕掛けがなされている。

    �
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　新型コロナによる「非常事態宣言」の最中の 5月 10 日、海上自
衛隊佐世保基地から護衛艦「きりさめ」が約 200 名の自衛隊員を
乗せ中東派兵のため出航した。 2 月 2 日の横須賀基地からの護衛
艦「たかなみ」中東派兵に次ぐ 2度目となる。もともとは米トラン
プ大統領の有志連合への参加呼びかけがきっかけで、政府は有志
連合に参加せず独自の派兵を行うとしているが、米軍との情報交
換がされ実質的には米国の要請に変わりない。 

　1991 年 4 月 26 日の自衛隊としての初の海外派兵から 29 年、
あたりまえのように自衛隊の海外活動が続く。それを裏付けるよ
うに「憲法違反」の法律も次々作られ、「専守防衛」を逸脱した非公
開の活動も進んでいると思われる。 
　2009 年から続くソマリア沖での海賊対処は現在も続き、第一
陣の護衛艦「さみだれ」「さざなみ」をはじめ何度も派兵が続き、ジ
ブチには活動拠点として海外初の自衛隊基地まで建設している。
「調査、研究」というわけのわからない名目の中東派兵の「きりさ
め」の次も呉の護衛艦が派兵される可能性は高い。 

　一方、軍事予算は民主党政権時代にいったんは下がったもの
の、特に安倍政権に変わってからは増加の一途をたどっている。
2019 年度実績で補正予算を含めれば 5 兆 8 千億円近い。その最
も大きなものは米国製高額兵器の購入だ。F35 戦闘機の爆買い、
オスプレイ、イージスアショア等々。それに加えて在日米軍への
負担、これには岩国基地の拡張強化や出来もしない辺野古新基地
建設も含まれる。そして南西諸島シフトの自衛隊基地建設。 

　この間ピースリンクは、呉基地の監視活動を不定期だが行って
いる。横須賀や佐世保の仲間たちとも連携しながら、「自衛隊は何
をしているのか」探りたい。（次に木元茂夫さんの申し入れ報告を
紹介する。6月 14 日には木元さんの学習会を呉で予定）
　　ますます危険にさらされる自衛隊員、憲法第九条の大切さを市
民にも訴えていかなければならない

　第 3土曜で定例デモの日でしたが、デモは中止し、申入れだけ
をやりました。毎週水曜日の座り込みは継続されています。
　まずは、基地の警備員に「コロナに感染した消防隊の５人は完
治したのですか」と聞くと「私たちにも、そういう情報は入って
こないんですよ。私たちにもうつるかもしれないのに」「それは、
言語同断ですね。中で働いている人にも知らせないんですか」
「そうなんですよ。自衛隊の方は、いまこちらに向かっているそ
うなんで、少しお待ちください」という、いつもとは違う穏やか
なやり取りではじまりました。
　しばらく待って、50 代くらいの自衛官が出てきました。自衛隊
の定年を確認したら、3曹～ 2曹が 53 歳、1曹～曹長～准尉～ 1
尉までが 54 歳です。たぶん曹長クラス ( 旧陸軍の軍曹、兵曹長

クラス ) といった感じの人でした。自衛官の中には上昇志向のな
い人もいて、2曹で定年を迎える人もそこそこいるようです。
木元「座間駐屯地ではコロナに感染した隊員は、いない、という
ことでよろしいですか」
　自衛官「はい。いません」
木元「不幸にして感染者が出た時は、座間駐屯地を管轄する座間
市と相模原市に速やかに情報提供してください」自衛官「はい」
木元「河野防衛大臣が記者会見で明らかにしたのですが、東富士
駐屯地で開催される富士総合火力演習に座間駐屯地から 10 人
が参加するとのことです。ここには 92 式地雷原処理車が配備さ
れていますが、それが参加しますか」
　自衛隊の演習が「島嶼防衛」という名目で次第にエスカレート

新田秀樹 ( ピースリンク広島・呉・岩国 )

　　

      自衛隊は何をしているのか　ー　呉から、横須賀から

在日米陸軍司令部のあるキャンプ座間と
陸自第 4施設群のある座間駐屯地に申入れ
　　　　　　　　　　　　　　（バスストップの会ブログより）

20/5/11　中国新聞

木元茂夫（すべての基地にNo！を　ファイト神奈川）



しています。火力演習ですから、実際にロケット弾 (26 個の子爆
弾を内蔵している ) を発射して地雷原の処理をする演習をやる
のではと危惧したので、この質問をぶつけました。普通は、「そう
いう質問にはお答えできません」と拒否されるのですが、ちゃん
と答えてくれました。
自衛官「今年は規模を縮小して実施すると聞いていますが」
木元「防衛大臣は富士教導団 1800 人と座間駐屯地から 10 人と
言っています」
自衛官「(92 式地雷原処理車などの ) そういった機材をもってい
るのはここが主体ですから。どうかな。正確なことをと言われる
と、担当に確認しないとわかりません」
木元「わかりました。では、改めて議員さんを通してとか、質問さ
せていただきます」

木元「率直なところ、自衛隊の新型コロナに対する災害派遣は、
これまでとくらべて少なすぎると思いませんか。特に PCR 検査
に対する支援はあまりに少ないのでは」
自衛官「私たちには衛生隊がありますが、限界がありますから。
どこまでやれるか、私は医療担当ではないので勝手なことをい
う訳にはいかないのですが、知事さんの要請を受けて応えるよ
うに努力しています。自衛隊中央病院では、新型コロナの患者を
確か、100 人以上受入れています」
木元「自衛隊中央病院は、一度行ったことがあります。それは知
りませんでした」　　　　参加者「場所はどこですか」
自衛官「三宿駐屯地、渋谷の近くです」
木元「こういう状態ですから、新型コロナを終息させるために、
自衛隊のみなさんも医療能力を発揮して下さい」
　申入書を手渡して終了。

在日米陸軍司令官・米陸軍第一軍団前方司令部司令官　ビエット・ルオン少将様
陸上総隊司令部日米共同部長　斎藤兼一　様
座間駐屯地司令　小野一也　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申し入れ書
  
　神奈川県内の新型コロナの感染者は、とうとう 1200 名を超えてしまいました。県の発表によれば、5月 13 日現在、感染者の
累積数は相模原市 83 名、座間市 8名となっています。キャンプ座間でも感染者が出たと報道されていますが、感染者の治療、感
染拡大防止策は十分に実施されているでしょうか。
　相模原市の 4月 21 日付発表によれば、キャンプ座間内で米国人 1名、日本人従業員 5名の感染が確認されているとのことで
す。「日本人従業員５人は、キャンプ座間内の消防隊の同一チームに所属している。現在、感染者を含むチーム全員を自宅待機さ
せるとともに、各感染者の接触者の調査、使用施設の消毒・洗浄を実施した」とあります。
　米国人については、「すでに回復している」とされていますが、3月 28 日付発表では、「同患者は、2名の家族とともに在日米陸
軍施設に居住していた。家族のうち一人は検査の結果、陰性だった。いずれの家族もキャンプ座間で隔離されており、再検査を受
ける予定である」と微妙な言い方がされています。再検査の結果はどうだったのでしょうか。また、日本人従業員の、その後の健康
状態はどうなのでしょうか。米国人と同様に「検査」は実施されたのでしょうか。4月 21 日以降の経過が発表されておらず、私た
ちは不安を感じています。在日米陸軍司令部が座間市と相模原市に、必要な情報提供と詳細な説明を行うことを強く求めます。

　自衛隊の感染者はどうなのでしょうか。河野防衛大臣の発表によれば、海賊対処に係る CTF151 司令部、統合幕僚監部、熊本県
の健軍駐屯地、沖縄の那覇基地、県内でも横須賀基地の 2名など 13 名の感染者が出ているとのことです。しかし、感染した隊員
が居住する自治体への情報提供は極めて不十分です。座間駐屯地で自衛官の感染は確認されていませんが、不幸にして感染者が
発生した場合、座間駐屯地司令が、座間市と相模原市等関係自治体に速やかに情報提供をされることを求めます。

　河野防衛大臣は 5月 8日の記者会見で、東富士演習場で予定されている富士総合火力演習に、座間駐屯地から 10 名を参加さ
せると発表しました。第 4施設群には 92 式地雷原処理車が配備されています。26 個の子爆弾の入ったロケット弾を発射し、一
気に地雷を爆発させ、進路を啓開するものです。
　最近、自衛隊の演習が島嶼防衛の名のもとに次第に実戦的なものになっていることに、私たちは危惧の念を抱いています。
自衛隊のみなさんの新型コロナに関する災害派遣は 4月～ 5月 8日までで 30 件、派遣された隊員はわずか 257 人でした。しか
も、いま、最も求められている PCR 検査に自衛隊が協力したのは、宮城県と長崎県だけでした。「今回はあらかじめ 1週間に限定
する「異例の対応」をとっている」「訓練や物の準備は外せない」(「朝日新聞」4月 28 日付 ) という、湯浅悟郎陸上幕僚長の、軍務
優先の姿勢が報道されています。座間駐屯地のみなさんはどうお考えですか。日本における PCR 検査の実施数が、ドイツや韓国
などと比べて極めて少ないことが、マスコミの報道によって、ようやく明らかになりました。背景には、医療費削減を最優先課題
として、公立病院などにベッド数の削減を求め続けて来た安倍政権の政策があります。自衛官のみなさん、私たちが守るべきは、
自らと隣人の命ではないでしょうか。それにまさるものはありません。「いずも」を空母化したり、F-35B ステルス戦闘機を 147
機も購入するために、私たちの貴重な税金が 6.7 兆円も使われようとしています。自衛官のみなさん、必要のない攻撃能力の高
い兵器の購入をやめさせ、医療の強化を進めるために、私たちと共に声をあげましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 5月 16 日　バスストップから基地ストップの会と、申し入れ行動参加者一同



はじめに
　2020 年 3 月 25 日夕方、李実根さん（広島県朝鮮人被爆者

協議会＝朝被協・会長）がお亡くなりになった（享年 90 歳）。

李さんご家族の依頼で、お通夜・葬儀など一連の行事を導師と

して執り行った。私が李さんに出会った1981年夏以来39年間、

家族のようなお付き合いをしていただいた。最後にお会いした

のは 2 月 20 日。握手した手を離されず、後ろ髪を引かれる思

いで介護施設「アリラン」を後にした。コロナ感染拡大の影響で、

その後お会いすることはかなわなかった。

　李さんが「朝被協」を結成し会長に就任したのは、1975 年

8 月 2 日。翌月の 9 月 5 日、李さんは藤村耕市先生（三次地方

史研究会会長）の案内で、深川宗俊氏（歌人）らと共に初めて

朝鮮人労働者の強制連行・強制労働問題調査のため、高暮ダム

（現庄原市高野町）を訪れた。「県北の現代史を調べる会」は、

李さんらの訪問を契機に生まれ、『戦時下広島県高暮ダムにお

ける朝鮮人強制労働の記録』（1989 年 7月）に結実した（次の１．

の内容は『記録』を参考）。

１．高暮ダムと朝鮮人強制労働
　高暮ダムは中国山地の奥深い広島県北部、広島市街地から北

東 120 ㌔にある。神野瀬川上流の高野町（現庄原市）高暮地

区に 1940 年～ 1949 年、戦時体制強化のため、「聖戦貫徹」を

スローガンに建設された。高暮地区、隣接下流の君田村（現三

次市）住民の反発にも関わらず、農家、田畑・山林を強制的に

安く買い上げられた。

　1937 年からの日中戦争での労働力不足を補うため、15 ～

25 歳の青少年を含めた朝鮮人労働者約 2000 人が連行され、強

制労働に従事させられた。かれらは « 集団 » と呼ばれ、過酷な

労働とたこ部屋同然の非人間的扱いを受け、多くのいのちが犠

牲となった。堰堤には何人かの朝鮮人労働者が立ったまま埋め

られているとの地元住民の証言もある。地獄のような酷使に耐

えかねて山中に逃亡するも、捕まり、リンチを受けたという。

しかし、地域住民たちによる「逃亡援助という心温まる話も少

なくない」（李実根『プライド・共生への道～私とヒロシマ～』

2006 年 7 月、汐文社）。逃げてきた朝鮮人に地下足袋を与えた

り、こっそりおにぎりを持たせて県境を越えた島根県赤名（現

飯南町）方面に逃がした証言もあった。ダムのためといって、

家や田畑を奪われ夫を戦死させられた君田の小野久子さんは、

おにぎりを渡したという。「私もあの人たちも戦争の犠牲者で

す。犠牲者同士助けあうのはあたりまえです」と述べている。

記録に残そう！朝鮮人犠牲者追悼だけでなく、君田・高暮住民

の温かい思いも込めて。この李さんの《共生》への願いが、藤

村先生をはじめ県北の教師・ジャーナリストたちによる研究・

調査で前掲の『記録』となった。広島高校生平和ゼミナールの

生徒たちも、1980年代から広島朝鮮中高級学校との交流を始め、

1986・1991・1993 各年には高暮ダムフィールドワークに取り

組んできた（『朝鮮人強制連行・強制労働問題「歴史を学ぶ高

校生」』1994 年 6月）。

２．追悼碑建立をめざして
　1980 年 5月から、北海道北の極寒地・朱鞠内（雨竜）ダムで、

殿平善彦さん（深川市）たち浄土真宗本願寺派僧侶を中心に朝

鮮人強制労働・たこ部屋労働犠牲者の遺骨発掘運動が始まった。

同年 9 月以来、度々殿平さんは広島で遺骨発掘と韓国への遺骨

返還経過の講演と、李さんとの交流を深め温めてきた。李さん

も殿平さんに呼ばれ、朱鞠内を含め北海道各地で「朝鮮人強制

連行・被爆者問題」の講演を重ねた。

　朱鞠内ダムに、朝鮮人強制労働犠牲者追悼と東アジアの平和

と和解のための「願いの像」除幕式が執り行われたのは 1991

年 10 月 6 日。翌月の 11 月 25 日、本願寺広島別院で殿平さん

の講演会。隣にいた李さんは、「高暮ダムにも追悼碑を作ろう」

と私に語られた。李さんも北海道講演の折、「願いの像」を訪

れた。朱鞠内の碑は北海道電力の協力を得られず、ダム堰堤下

流の民有地に設置。李さんは語った。犠牲になった朝鮮人犠牲

者のためには堰堤・ダム湖畔に碑を置きたい。ただ電力会社敷

地内に朝鮮人犠牲者碑の前例は全国にない。李さんは「中国電

力と相談する」と述べて、本社に通っては断られ、悔しさを私

に吐露された。

　1992 年の暮れ、通って 3～４回目頃の李さんに笑顔。中電

が断る口実は民間団体には提供できないという。本音は、自分

たちの負の過去を象徴する碑を敷地内には設置したくないよう

だと。ただ李さんの熱意に中電の担当者は、「地方公共団体へ

の寄付は可能だが…その後は責任を持てません」と呟いたそう

だ。ピンときた李さん、私に「今から高野町に行ってくる」と

言い残し、藤村先生を誘い自家用車で高野町役場に向かった。

町長室で対面した高暮住民の田中五郎町長（当時）は共感し、「高

野町が中電から場所の寄付を受けましょう。そこに碑を作って

ください」と述べた。町長は人権と平和に理解があった。以後

李さんは、田中さんが町長を終えた後も尊敬し、大切にされた。

場所は堰堤そばの湖畔の「一等地」。それからは時間をかけて、

募金を呼び掛ける個人・団体の選定、モニュメントの形などの

相談を受けてきた。

３．「高暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑」除幕式
1993 年 9 月、李さん、藤村先生、田中高野町長、藤原清隆君

田村長、安部恵証浄土真宗本願寺派広島別院副輪番、山代巴さ

ん（作家）、石田明先生 ( 全国被爆教師の会会長 ) の７人が「高

暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑」建設委員会の代表委員を務め、募

金を広く市民・文化人や被爆者団体、本願寺広島別院などの宗

教団体、広島県教職員組合など教育団体に呼び掛けた。

吉川徹忍 ( 浄土真宗本願寺派僧侶、元私立小中高校教師 )

　　

      李実根さんと「高暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑」ー共生への歩み
高暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑
碑前祭で ( 田森孝仁さん撮影 )

 追悼　　



　広島高校生平和ゼミナールに参加した私の教え子の中高校生

たちも、他校の生徒たちと広島そごう前街頭や、学園文化祭で

の募金活動に立ち上がった。市民・団体の募金も併せ 500 万

円で追悼碑が建立された。碑は朝鮮半島から取り寄せた花こう

岩で、「過去の日本が行った植民地支配が悲劇を生んだことを

反省し、日本とアジアの平和を守る決意を新たにし、日本と朝

鮮両民族の変わらぬ友好を誓う」と、過去の反省と未来への決

意が刻まれた。

　1995年7月21日、小雨の混じった暑い蝉しぐれの湖畔で、「高

暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑」除幕式が、地元住民や在日朝鮮人

を含め約 150 人の参列者で営まれた。李さんは建設委員会を

代表して、「民族差別で犠牲になった同胞の無念さは計り知れ

ない。これを機に、世界の恒久平和を願ってお互いに新しい未

来を築こう」と挨拶。当時ダム建設に従事した朴泳来さんが過

酷だった労働を証言。地元中学生や広島高校生平和ゼミナール、

広島朝鮮中高級学校の生徒たちは平和への思いを述べた。

　「除幕式の後、堰堤に行きました。苦しんで作られたダムを見

ました。…最後にみんなで『アリラン』『ふるさと』を歌えたこ

とに感激しました。日本と朝鮮をつなげる « 橋 » になれると思い

ました」（教え子の中学 3 年男子）。「参加した朝・日両学生達を

中心に、参加者全員で冥福を祈った。…朝鮮人と日本人が共に手

を携えて活動したことが、一つの形になった。共生への新たな一

歩だった。私にとって何より嬉しかったのは、その活動に若い学

生世代がたくさん参加してくれたことだった」（李実根、前掲書）。

４．李さんのもう一つの「ふるさと」高暮
　ほぼ毎年、高暮地区自治会 ( 世話役：草谷末廣さん ) の運営

で「高暮ダム朝鮮人犠牲者追悼碑・碑前祭」（共催「ふるさと村・

高暮平和の集い」）が開催されてきた。挨拶の中で李さんは、

朱鞠内「願いの像」への連帯の思いに触れた。地元代表挨拶の後、

広島高校生平和ゼミナールは「平和の誓い」、広島朝鮮中高級

学校は「追悼の言葉」を述べる。在日朝鮮女性同盟広島県本部（委

員長：呉栄順さん）の人々と、広島朝鮮中高級学校の生徒たち

は朝鮮式チェサ（追悼）を執り行い、参列者全員で献花、私は

読経する。日朝の生徒たちは李さんの話から、日本の侵略戦争

と植民地支配の戦争責任と歴史教育の重要さを学び、李さんの

人柄を通して「平和と和解」の大切さを実感してきた。一人ひ

とりの個性の違いを認め、異なった民族・文化を尊重すること

の素晴らしさに気づかされてきた。

　高暮地区住民や日朝の生徒たち、在日朝鮮人たちとの出会い

を通して、過去に学ぶ「平和国際交流の場」が中国山地の奥深

い高暮の地に出現した。李さんは「地元の人たちや老若男女を

問わず民族を越えて集う、私のもう一つの『ふるさと』」と満

面の笑みだった。

　1998 年 8 月、私は韓国での「日韓共同ワークショップ」

（1997 年、朱鞠内から始まった後の「東アジア共同ワークショッ

プ」）で 10 数名の日本・在日・韓国の大学生たちを引率して、

忠清北道の小さな町に入った。19 歳の時、北海道の炭鉱に強

制連行された古老への聞き取り調査だった。日本への不信は根

強く、古老は「この中に日本人がいる」と語るなり固く口を閉

ざした。緊張漂う中、通訳の韓国の女子大生は泣き出した。

　私は広島県高暮ダムで、李さんを中心に住民や日朝の生徒た

ちが手を携えて実現した、碑建立・碑前祭を報告した。理解を

してくれたのか古老は、日本の戦争責任、強制労働と未補償賃

金への積年の怒りを語り始めた。李さんの取り組みと共生への

努力は、韓国在住の強制連行体験者の心を開いた。

おわりに――李さんの思いを継承する意味
　李さんの高暮ダムへの思いと継承の意味を考える。私たち生

きている者から犠牲となった朝鮮人労働者への思いを伝えるす

べはない。しかし、亡き犠牲者からの思いを私たちの想像力で

受け取ることができる。過去の歴史を学び、高暮ダムの堰堤に

立って、追悼碑の前で想像し偲ぶ。あの忌まわしい植民地支配

のさなか、朝鮮人としての誇りを奪われた若者たちは、異郷の

地でどんなに差別され悲しみと苦しみの中でいのちを終えたの

か。その一つ一つのいのちの証が、ダムの堰堤と追悼碑である。

民族を越えた交流と歴史を共有して継承し、平和と民主主義・

人権を学び、アジアの民族和解を構築しようとする若者たちが

育っている。李さんの願いでもあった。李さんの共生への思い

は金鎮湖さん（朝被協理事長）が継承される。教え子たちと堰

堤を歩いていると、広島朝鮮中高級学校の生徒たちが靴をぬい

で歩き始めた。もしやこのダム工事で亡くなった、あるいは堰

堤の中に埋められているのは同胞であり、ご先祖かも知れない

と。時折見かける光景だがいつも心に沁みる。

　李実根さんに深い哀悼の念を捧げます。　(20.5.22 記 )　　

　　　　

高暮追悼碑前でお勤めをされている吉川徹忍さん  
↑

碑前祭での
李実根さん
碑前祭での
李実根さん



20 年 5月 3日憲法記念日に　
　　　　　石口俊一（ヒロシマ総がかり行動共同代表　弁護士）
　この大変な時期に司法の場も緊急に救済を要する問題を除い
ては全面的にストップしてしまいました。司法が一時的に機能
停止に陥っています。このように大変な状況だからこそ、憲法
の問題を訴えてきた私たちとしては、二つのことを話したい。
　一つは、今は憲法の力が試される状況であるということ。も
う一つは憲法を活かすことが求められている状況であるという
こと。憲法については、日弁連が「憲法って何だろう」という
冊子をつくりました。この冊子で多くの方々に憲法を学ぶ機会
をもっていただきましたが、いまの状況はもっとその意味で皆
が憲法を知る、それを使って活かすことが求められています。

　一つ目の憲法の力が試されているということ。今、命や健康、
感染防止のために、仕事、移動、教育、裁判などさまざまな権
利が制約されている。残念ながら、これは仕方がないと多くの
人が思っています。ただ、本当に納得できる制約なのか。そこ
は他人任せにせずに、自分の頭で考える時期だと思います。な
ぜ制限されるのか、何処まで制限されるのか、それはいつまで
続くのか、その理由、根拠は何なのか。私たち一人ひとりがこ
の国の主人公としてきちんと考えて納得してこそ、そのことが
許される。そういう権利を憲法は保障しています。その判断を
する上で大事なのは情報です。何がいま起きているのか、何が
大変なのか、なぜ私たちの権利が制約されなければならないの
か、それは仕方ないことなのか。そのことを判断する上で、情
報はとっても大事です。多くの人がこれは大事だと思った情報
は交換しあい、ひょっとしたら政府が大事な情報を公けにして
いないのではないか、もっと大事な情報をきちんと伝えるべき
ではないのか、今こそマスコミの人たちが、私たちの代わりに
質問をして大事な情報を出してもらう。その上で私たちが、憲
法が保障した権利が制約を受けたりするのはやむをえないこと
なのかどうか、そのことを本当に考えていく。そういうように
憲法が試されている時期だと思います。

　もう一つは、憲法を活かすこと。憲法には多くの権利を認め
た条項があります。憲法 13 条は、個人の尊重、そして幸福追
求の権利を保障しています。今の大変な状況でこの憲法 13 条
を考えるのであれば、私たちの幸福追求権を実現する、そのた
めに憲法を活かすのが国の責任だと強く訴えたいと思います。
　それから、憲法 25 条です。私たちの生活やいのちを保障す
る責任が国にあることを明記しています。政府が憲法に命じら
れて憲法を活かすという活動をすべき時期です。　
　今年の予算のなかで 5 兆３千億円余りの軍事予算は、残念な
がらそのままになっています。アメリカからF35という戦闘機、
私たちが広島の空を飛ぶなといっているオスプレイなど高額で
買うことになっています。今まさに不要不急、私たちの生活に
とっては要らない、むしろ平和を害する軍事費の予算こそ削っ

て、25 条で定めた私たちの生活、暮らし、文化そのためにこ
の予算を使うべきです。それこそが憲法が命じている国の責任
だと思います。これが憲法を活かすもう一つの道です。
　憲法 29 条には、財産権の保障があります。個人的な財産は
保障される。それが行き過ぎの問題もよく言われますが、今は
自粛という名前で多くの仕事や働く権利が制約されていて、そ
の補償は十分ではありません。皆さんも感じているように、こ
れは国の強制とほとんど同じです。国が強制的に私たちの権利
を制約すれば、それに対して補償する責任があります。財産の
補償については、この 29 条 3 項にも明記されています。日弁
連が日本国憲法をクリアファイルにして配りました。この中に
いま私が言った憲法の条文が書いてあります。私たちはこの憲
法を武器にして、どのような政策をとるのが憲法を活かす道な
のか、今の状況を乗り切るために国がその責任を果たすことを
訴える。これこそ緊急事態宣言真っ只中の 5 月 3 日の憲法記念
日に、わたしたちが考えることだと思います。

　今、司法の場で重要な問題が起きています。今年 1 月に、あ
る検察官が閣議決定という名前で定年延長になりました。これ
は、多くの人が指摘しているように、明らかに検察庁法違反で
した。だから、ご承知のように国会論議の中で法務大臣がしど
ろもどろになったり、まともに答えられない、とても情けない
状況でした。ところがこの 4 月に、コロナ問題のドサクサにま
ぎれて、検察庁法という法律を改正して定年延長、つまり先に
やった憲法違反を次の法律改正で誤魔化そうという法案がいま
審議されています。この問題で全国的に声を上げようという中
心になっている福井の弁護士さんは、これが通ってしまうと、
法務省は法がない法務省になってしまう、このようなことを弁
護士として許せるか、このようなことを国民のために放置でき
るかと、がんばっています。日弁連もこの法改正はおかしいと
反対の声明を挙げました。今、全国の 15 の弁護士会で反対声
明を挙げています。もうすぐ広島の弁護士会も挙げる準備をし
ています。おそらく、そのうち全国の弁護士会が声を挙げます。
声を挙げにくい現役の検察官の人たちも、この声、皆さん方の
応援を待っています。自分達の職場が政府の言いなりになって
しまう、正義が貫けない職場になってしまう、それは困ると訴
えています。
　ぜひ、皆さんと一緒に、憲法を守り、そして活かし、憲法を
私たちが自由に使いこなせる、そういう社会をつくっていく。
その結節点、学びの日というこの５月３日を一緒に迎えて、考
えていきたいと思います。ありがとうございました。
　　

5.3 憲法スピーチヒロシマ 2020
戦争させない・9 条壊すな！ヒロシマ総がかり行動実行委員会は、毎年行っている 5 月 3 日憲
法市民集会の代わりにビデオレターにしました。紙面の都合上、すべての方々は載せられなくて
残念ですが、各課題に取り組む 7人の方々からのメッセージです。



　例えば、軽症者対策もその一つです。ようやく民間ホテルなど

の借り上げが進んでいます。しかし、なぜか「オリンピック選手

村を使おう」との声が上がりません。このことは検討されなかっ

たのでしょうか。不思議で仕方ありません。

　ところで、「新型コロナウイルス対策が進まないのは、憲法に『緊

急事態条項』がないからだ」と主張する人たちがいます。果たして、

本当にそうなのでしょうか。

　安倍政権のコロナウイルス対策は、現在の法律でも十分可能な

対策がきちんと行われていないところに問題があります。

　場当たり的で人気取りとも思える政策にはうんざりします。し

かも、科学的根拠に基づいたものとも思えません。大事なことは、

全ての情報を開示し、正確なデータに基づいた政策を国民にきち

んと説明することです。科学的根拠に基づいた政策の確立こそが

大切です。忖度は必要ありません。

　繰り返すようですが、今大切なことは、命を守ることです。

そのための知恵を結集することこそが、政治に求められています。

国民の命を守るため、やれることはすべてやる。国民の信頼を得

てこそ、政策を推進することができます。

　そして、その過程を検証するためにも、すべての情報をきちん

と管理し残すことが絶対に必要です。情報の改ざんや隠ぺいは決

してあってはなりません。正しい情報に基づく検証なくして、憲

法を語ることはできないのです。

て、熱烈な応援演説を繰

り広げました。河井夫妻

だけでなく首相、官房長

官の責任も問われる事件

なのです。
　また、自民党からの１

億 5000 万円には、私たちの税金である政党助成金も含まれて

います。全く有権者を愚ろうした行為であり、自民党の責任も

厳しく問われなければなりません。
　克行議員は「事実を調べ、説明責任を果たす」と言って法務

大臣を辞職しましたが、その後も「捜査に支障をきたす」と説

明責任を果たしていません。あんり議員も何も話そうとしませ

ん。それどころか、国会にもほとんど出ずに、給料である歳費

はきちんと受け取っています。コロナで職を失い、家を追われ、

解雇される人が続出するなかで、こんな国会議員を許していて

いいのでしょうか。即刻、辞任を求めます
　安倍政権は検察庁の人事にも介入、意中の人物を検事総長に

つけようと画策しています。日本は法治国家です。憲法を順守

すべき総理大臣が、人事や閣議決定で、自分たちの都合に合わ

せて勝手に解釈を変え、法律を変えてしまう。こんなことはあっ

てはなりません。こんな検事総長のもとでは、河井事件は握り

つぶされてしまいます。
　憲法 12 条は「この憲法が国民に保障する自由および権利は、

国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」

とうたっています。　私たちは微力ですが、無力ではありませ

ん。「おかしい事にはおかしい」と声をあげていきましょう。

河井疑惑をただす
　　　　　　　　　　山根岩男（河井疑惑をただす会事務局長）
　私たちは昨年 12 月、561 人の市民・県民とともに河井克之

前法務大臣・あんり参議院議員を、参院選挙をめぐって、①車

上運動員に既定の倍額の報酬を支払った、②県議・市議などに

「当選祝い」とか「激励金」と言って現金を渡した、買収容疑

などで広島地検に刑事告発しました。
　当初、70 人の告発の段階では、「告発を慎重に審査している」

と広島地検はなかなか動きませんでした。それが200人を超え、

561 人になっていくと告発を受理し、２人の事務所や自宅など

を家宅捜査しました。561 人の声が検察を動かしたのです。そ

して、秘書 2 人が起訴され、あんり議員の連座責任も問う裁判

が始まりました。「おかしいことはおかしい」と声をあげた市

民の力が捜査を後押ししたことは明らかです。
　捜査が進む中で、自民党本部から１億 5000 万円ものお金が

河井克之・あんり事務所に振り込まれていたことが明らかにな

りました。もう一人の溝手顕正候補には1500万円。10倍、びっ

くりする額です。この１億 5000 万円が何に使われたのか、闇

の中ですが、とんでもない疑惑が明らかになりつつあります。
　広島の県議・市議、そして市長・町長に河井夫妻が直接現金

を配っていたのです。安芸太田町長は「返そうと思ったが機会

を失った。道義的責任がある」と、町長を辞職しました。受け取っ

た側が辞職したのに、渡した側、買収しようとした側が居直っ

ている。非常識です。まさに金権腐敗の選挙が、わたしたちの

知らぬところで行われていたのです。
　その選挙で安倍首相や菅官房長官は広島まで乗り込んでき

命を守り、人々の信頼に応える政治を
　　　金子哲夫（ヒロシマ総がかり行動世話人　元衆議院議員）
　新型コロナウイルスの感染拡大は、今私たちにかつて経験し

たことのない脅威を与えています。一人ひとりの命の問題です。

しかし、2月以降の安倍政権のコロナ対策は、残念なことですが、

いのちの問題として十分だったとは言えません。「いのちよりも

東京オリンピック」「いのちよりも経済が優先」となってはいな

かったでしょうか。確かにコロナウイルス対策の中で、経済は

大きく後退をしています。しかし、これまでにも日本が経験し

たように、経済は大きな痛みを受けても、何時かは回復します。

回復させることができます。でも、一度失われたいのちは、決

して取り戻すことはできないのです。絶対に忘れてはならない

ことです。命が最優先される政治。これは与党、野党を問わず

政治全体に課せられた重い責務です。残念ながら、政治の中に

その姿を見出すことができないのは私だけでしょうか。

　繰り返すようですが、お金より命です。

　命を守るための医療体制の整備は急務です。医療現場の厳し

い状況が連日報道されています。私は、水際対策に重点が置か

れている時期から、今やるべきことは、最悪の事態に備えた医

療体制の整備を急ぐことだと考えてきました。それは、早くに

感染が広がった韓国やヨーロッパ諸国の状況や対策をきちんと

把握していれば、当然に考えることができたことです。



保育の現場からー「保育の今」と「憲法」
　　　石川幸枝（ヒロシマ総がかり行動共同代表　保育園常務理事）

　保育は、児童福祉法に規定され、この法律は、憲法 25 条「生存権」
に基づいています。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する」とありますが、日本の保育所の生活に今そ
れが保障されているか？という問題提起です。保育所の役割は「子
どもたちの健やかな育ちの保障」と同時に「保護者の働く権利の保
障」、この二つを使命としています。子どもの権利条約にある「生
きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「意見表明権」など「子ど
もの最善の利益」を常に考えた保育をすることを求めています。
　今、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、いつ誰が感染しても
おかしくない状況の中、子どもたちの命が危険に晒されている現状
だ、という悲鳴にも似た保育者たちの声が上がっています。
　「緊急事態宣言の発令」で、「3 密を避けましょう！」と呼びかけ
られています。しかし、保育園は「登園の自粛要請」はできますが、「休
園」にはできません。全国的に言えば「原則休園」と「原則開園」と様々
で統一されていません。医療関係者に、必要な治療の役割を果たし
て頂くため、消防士さんには、救急救命に頑張って頂けるように「保
育」は続けられます。安心な生活が送れるように頑張っている警察
官や介護施設、スーパーで働く方々のために保育は継続します。
　しかし、保育所が安全な施設であり続けるための努力がどれほど大
変なことか思いを馳せていただきたいのです。保育園は、「3密」が集約
された場。幼い子どもたちは、友達とじゃれ合ってあそび、保育者は、
抱っこしたり、食事や睡眠の世話を間近でする。それが保育ですから、
本来「密接な関係」であり、「濃厚接触」そのものなのです。

私は映画屋です
 　　　　　　友川千寿美（シネマ・キャラバン V.A.G）
　私は映画屋です。出来上がった映画を、映画館のない市や町、
映画館ではない場所で上映する仕事をしています。私が働く事
業所シネマキャラバン VAGは、映画を届ける空間を、映像 Visual6
割、音響 Audio4 割、6対 4のバランスでつくることにこだわる技
術屋集団でもあります。6 対 4 は映画を楽しむベストの空間環境
の比率であると言われています。この仕事を始めて 45 年。今、コ
ロナ感染の影響で初めて経験する出来事に見舞われています。
　日本で一人目の感染者が発表されておよそ 1 か月後の 2 月
20 日頃から、2月末、3月、4月の映画会の延期や中止の連絡が
毎日のように入り始めました。そして、3 月は 99.5％、4 月は
100％、5 月もほぼ 100％映画会の仕事が無くなりました。それ
どころか、今や 6月、7月の映画会もキャンセルの連絡が入るよ
うになっています。2日前には、10 月の映画会も、どうしようか
と相談の電話がかかってきました。
　今年は、被爆後 75 年の節目の年です。75 年は草木も生えない
といわれたヒロシマの 75 年目の夏がやって来る年です。あらた
めて原爆の悲惨さや平和の大切さを伝えようと、広島市などでロ
ケした新しい映画の上映会を、広島県内各地で予定しています。
　また、今春から全国各地で公開が始まった神山征二郎監督の
新作「時の行路」を、広島では長年製作支援を続けてきた市民グ
ループの人たちと一緒に広島市内の映画館で公開をスタートさ
せたばかりでした。映画館の方も、ゆったりと座れる座席を更に
ひとつづつ空けて座る工夫や、上映が 1 回終わる度に座席シー

トを消毒するなど、細心の注意を
払いながら上映を続けてくださっ
ていたのですが、広島県の緊急事
態宣言が出て止む無く休館とな
り、「時の行路」の上映も中断した
状態です。
　政府が言う”不要不急“の中で、”映画“は不急ではないかもしれ
ませんが、少なくとも不要ではないと断言できます。音楽や演
劇、文学と同じように、映画も人間が生きていくうえで『心を整
える』ための大切な役割を持つ文化のひとつであると思います。
このままでは、映画を届ける役割の人間たちが滅びてしまう。
　先日、政府が提供する「新型コロナによる影響で事業が大幅に
ダメージを受けた事業所を支援する国の金融機関」へ窮状を訴
えて資金繰りの手立てのため申請に行きました。ところが、昨秋
別の民間金融機関への返済遅延が見つかり、1 円も提供できな
いと断られてしまいました。もちろん遅延は良くないことです
が、今回のコロナ感染被害拡大がなく、2月末から 5月までの映
画会の仕事が予定通り実施できれば、国の金融機関への申し込
みをすることもなかった訳です。連日のニュースなどで流れる
安倍首相の「わが国のコロナ対策費用は世界でも最も手厚い」の
言葉が何と空々しく聞こえることか！「お役に立てなくて、すみ
ません」という電話口の国の金融機関の担当者に、思わず「死ね
ということですか！」と叫んでしまいました。
　しかし、今こそ決意します。コスタリカの女性の国会議員の言
葉「負ける時は、あきらめる時です」。

　児童福祉法による「施設最低基準」は、乳児一人に 3.3 ㎡、畳 1
枚が基準。3 人の乳児に 3 畳の部屋。幼児一人に 1.65 ㎡、畳半分
が基準です。その上「待機児童の解消」のため、定員を超えて子ど
もを受け入れています。最低基準ぎりぎり状態（お昼寝の布団は重
なり合って敷くしかない状態）の中で、一日 10 時間以上という長
時間を保育所で過ごしていて、「コロナ対策としては危険な場所」
です。ひとり感染したら、一気に感染するので保育者たちは大きな
緊張感を抱え保育をしています。仕事に入る前には検温し、マスク
の着用を欠かさず、消毒と換気に気を配りながら保育をし、子ども
が帰った後、すべて消毒をし翌日の準備をしてようやく帰宅します。
　それでも今、保育所でのクラスターが発生している深刻な状態が
各地で起きています。こんなに奮闘する保育所に、マスクも消毒液
も不足しています。保育をつづける保育園に、国から、体温計やマ
スク、消毒液など必要な物資を支給してほしい。更に「認可外保育
施設指導監督基準」にも満たない「認可外保育施設」では、保育士
資格者が半分以下でも「保育料の無償化」の対象となっています。
　国が「子ども子育て支援法の改正」をして、昨年の10月から始まっ
ています。国が自ら進んで「児童福祉法の施設最低基準と保育士配
置基準の違反」を認めてしまったことは大きな問題です。これは、
保護者の経済的な公平は保たれたかもしれませんが、子どもの生き
る権利、命に大きな格差が生まれてしまったからです。
　保育者たちは、コロナ感染の脅威と闘いながら今日も幼い子ども
たちの命を守るために懸命に頑張っています。保育者たちの努力が
報われるように「最低基準」を引き上げてほしい！   子どもたちに
は、幸せに生きる権利の保障・土台として「平和憲法」を手渡したい！



労働組合の立場から　　
 　　　  土屋みどり（スクラムユニオン・ひろしま書記長）
　新型コロナウイルス感染拡大で労働者、市民の生活が激しく脅
かされている状況のなかで、5 月 3 日憲法記念日を迎えることと
なりました。集会は中止となりましたが、労働組合の立場から、み
なさんに一言メッセージを送りたいと思います。
　現在、コロナウイルスの感染拡大で、わたしたちの社会生活、社
会活動が寸断され、停止に追いやられようとしています。この状況
の中、命を懸けて医療現場を支えている医師、看護師、事務職員が
います。そして、医療器具、防護服、マスクなどを製造し、運ぶ運輸
労働者の労働があります。さらに生活を支える食糧を生産する農
家の人たち、それを加工する労働者たち、どんなことがあっても社
会的インフラを支える労働者たちの労働があります。この多くの
つながりの中で、私たちは生きています。普段はあまり意識をする
ことがないかも知れませんが、この社会的関係があって、わたした
ちの生活は成り立っています。
　その労働者、市民の生活が今、危機的な状況に置かれている、ま
さにその最中に安倍政権の危機管理能力のなさや無能性が暴露さ
れてきています。口先では「命を守る、生活を守る」といいながら、
小手先的な思いつきでの対応に終始しています。466 億円もの巨
額な資金を投じてマスク 2枚を全世帯に配る政策には本当にあき
れ果てます。「アベノマスク」と揶揄されるのも当然でしょう。資金
を投じるならば、まずもって医療現場で不足するマスクや防護服、
消毒薬などの調達に使うべきでしょう。こんな政権にこの国の未
来を託すことは到底できません。
　私たち労働組合には、コロナウイルス感染拡大で、「仕事を失っ
た」「賃金をカットされた」「シフトを減らされた」などの相談が多

数寄せられています。先日、賃金
カットされた労働者の相談を受け、
団体交渉を行い、雇用調整助成金の
活用をしてくださいと提案しても、
「申請書類、手続きが大変だ、申請し
ても実際お金が入るのは 2～ 3ヶ
月後、一旦会社が休業手当を支払わなければならないが、それを払
えない」と泣き事を言ってくる事業主もいます。確かに、大手企業
なら 2ヶ月くらい休業手当を支払っても、国の助成金が入るまで
持ちこたえられますが、それすらできない企業も多くあります。救
済措置がなければ、これからもっと解雇の相談が増えてくるので
はないかと思っています。
　さらに、労働組合の立場で、いま非常に危惧しているのは、労働
組合つぶし、労働運動つぶしの策動です。関西地区生コン支部にか
けられた弾圧は、ひどいものです。団体交渉を要求すれば「強要、脅
迫」と言われ、ストライキをすれば威力業務妨害とされ、警察に逮
捕され拘留されるという信じられない出来事が起こっています。
憲法 28 条には労働三権（団結権、団体交渉権、争議権）が保障され
ています。この正当な活動が、威力業務妨害にあたるのでは労働組
合活動は成立しません。大弾圧です。民主主義の危機であると言え
ます。関西生コン支部の闘いと連帯して闘っていかなければなり
ません。そして、闘う労働運動のうねりを作っていかなければなら
ないと思います。
　日常生活が大きく変わり、大変な時ですが、労働者、市民のみな
さん、共に未来に向け乗り切っていきましょう。　　

選択的夫婦別姓の法制化を求めて
　　　　　　　　　　　　　恩地いづみ（第 2次別姓訴訟広島原告）
　うちですごすゴールデンウィーク、ちょっと気分が下がりますが、

webでリレートークっていう初めてのことにチャレンジしてみます。

　私は 36 年前に結婚しました。名前を変えるの嫌だなー、と思いま

したが、いったんは夫の名字に変えました。しばらく通称で旧姓を

使いましたが、通称はどこでも普通に使うことはできません。7 年

後ペーパー離婚して名字を元に戻しました。それから 29 年、事実婚

で暮らしています。事実婚では名前の問題はなくなりますが、今度

は夫婦としての権利がありません。法定相続人でない、税制上扶養

家族にならない、配偶者ビザはとれない、とかいろんなことで法律

婚と違います。法改正を長いこと待ってましたが、なかなか進まな

いので何とか変えたい、と 2 年前に裁判に参加しました。広島、東

京本庁、立川支部、三カ所で同時進行している集団訴訟です。三カ

所ともに昨年秋、地裁の判決が出ましたがいずれも棄却でした。現

在三カ所とも控訴しています。パワーアップして臨みたいと思って

います。5 月 3 日は 1947 年日本国憲法が施行された憲法記念日。憲

法には夫婦が同一の権利を有する、と書かれています。個人の尊厳

に関わる､わたしの名前。名字を失うこと、夫婦のどちらかが名字を

失わないと結婚できないことは、やはり本質的平等に立脚している

とはいえないと思いませんか。昨年参院選前、党首討論で、選択的

夫婦別姓に賛成しなかったのは自民党党首、安倍首相だけでした。

　世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数」ですが、

2019 年のランキングは、世界 153 カ国のうち、日本は 121 位と過

去最低の順位。首相が選択的夫婦別姓に反対の国です。さもありなん、

ですね。政治の場に女性が少ないことが大きく影響していると言わ

れています。議員の女性比率が高ければ選択的夫婦別姓への法改正

問題、違った展開があるのでは､と思います。候補者を男女交互同数

にする取り組みとかすすめてもらいたいし、男女だけでなく､国籍、

年齢、性別、体のハンディ、いろんな人たちを意識的に見える化し

て発言の場を増やす試みは、政治の場だけでなく、社会のいろんな

所で、わたしたちの市民運動の場でも､もっと広まってほしいと思っ

ています。2017 年の内閣府と 2019 年連合の調査二つは違った調査

なので比較できませんが､どちらも反対は少ないです。選択的という

ことの理解が進んできているんじゃないかと思います。議員さんの

理解も進んできています。党首が反対と言っている自民党の議員さ

んにも賛成を表明される方が増えてきました。だんだん世の中の受

け入れが進んできていると感じます。もう一押し、世論を動かして

いきたいと思います。コロナの緊急事態ですっかりかくれてしまっ

ている選択的夫婦別姓、それ以外も、もりかけさくら・けんじちょ

うじんじ・へのこ・ふくしま　ほかにもほかにも、いっぱい宿題が残っ

ています。忘れないように頭に刻んで自粛の日々を過ごそうと思い

ます。そして、次の選挙には投票行動に繋げたいと思っています。

それまで、いまはステイホーム、ステイセーフで過ごしましょう。



土肥八重子さんの漫画

あなたはこの吹き出しの中に
ナンと書き込みたいですか？



活動報告  （第九条の会ヒロシマほか　関連団体、ネットワーク、実行委員会含む）
4月   3 日（金） ヒロシマ総がかり３の日行動　1７時半～　本通り青山前
 15 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電本社前街宣―中止
 20 日（月） 第 2次別姓訴訟 広島高裁 初回期日延期（ → 6 月 8 日 ( 月 )15 時～）
 22 日（水） 第九条の会ヒロシマ世話人会　午後 2時～　　Web会議　65 分
 26 日（日） ピースリンク平和船団海上デモ―中止
 28 日（火） 4.28 沖縄主権回復の日を問う広島集会　広島と沖縄をむすぶ ドゥシグヮー　　―中止
5月   3 日（日） 戦争させない・9条壊すな！ヒロシマ総がかり憲法集会―中止　　5.3 憲法スピーチ配信
　   6 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣―中止　ユーチューブ配信　
　 13 日（水） 第九条の会ヒロシマ世話人会　午後 2時～　　Web会議　60 分
 19 日（火） 府中市、三原駅前等で、19 日行動
 30 日（土） 広島と沖縄をむすぶ ドゥシグヮー　湯浅一郎講演会―中止
6月   3 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　本通り電停前　12 時～
   ヒロシマ総がかり３の日行動　17 時半～　本通り青山前
   5 日（金） 第九条の会ヒロシマ会報 106 号発送　13 時～　広島市市民交流プラザ

　5 月 19 日に府中では、 １ヶ月ぶりのスタ
ンディングとリレートークを行いました。
バナーは「安保法制は違憲です」ではなく「＃検
察庁法改正案に抗議します」「＃検察庁法改正
案を廃案に」の二つだけ掲げました。今回は
テーマを絞るべきとの会の総意です。市内２
箇所で 15 人が参加。府中は従来から人通りが少なく、車窓に向かってのアピールが主な目的です。
　マイクロ飛沫を通行人に飛ばすことは考えにくいので、リレートークも行いました。弁士同士の感染予防のためにマイクは弁士
が変わるごとに消毒しました。検察庁法改正案に反対する大きな世論の発端になったハッシュタグの文字を大きくしたことが功を
奏し、普段は素通りする若い層が注目し、手を振ったり応援してくれました。小さな町の片隅で行う行動は、大きなデモにならな
くても、同じ思いの人がいるとわかってもらえる大事な作用があります。粘り強くやっていきます。（石岡真由海）

19 日行動　広島県府中市

関連団体も集会は中止、裁判は
延期、世話人会・事務局会など
殆どWeb会議が行われている。

雨竜管内幌加内町の雨竜ダム（朱鞠内湖）はアジア太平洋戦
争中の 1943 年に完成しました。ダム工事には、3000 人に及
ぶ朝鮮人労働者が強制的に動員され、劣悪な労働環境で多く
の犠牲者を出しました。
　湖畔の旧光顕寺が「笹の墓標展示館」に改装され、死者を
弔い、史実を伝えてきました、同封のパンフをご覧になって
再生のための募金をよろしくお願いいたします。
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◆ピースリンク学習会「自衛隊は何をしているのか」
　6月14日(日)　13：30－16：00　ビューポートくれ中会議室
　参加費：1000円(学生・障がい者無料）
　講師：木元茂夫さん(すべての基地にNo！を　ファイト神奈川）
　主催：ピースリンク広島・呉・岩国　
　連絡先：090-3373－5083(新田)　要予約　定員:20名
＊ 6月13日(土)予定の九条の会・はつかいち憲法学習会は中止です。

◆教科書問題を考える市民ネット・ひろしま総会＆記念講演会
　6月20日（土）14：00～16：30　広島市留学生会館
　　内容：2020年度　総会
　　記念講演 講師：永田浩三さんー『慰安婦』問題、沖縄問題、マス
　　　　　　     メディア、原発、コロナそして教科書への政治介入を考え
　資料代：1000円　　要予約（先着50名）
　主催：教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
　連絡先：090-6830-6257（岸）

◆6月23日「沖縄慰霊の日」（予定）
　6月23日（火）18時頃から、原爆ドーム対岸で、沖縄戦はじめ
　　原爆犠牲者などすべての戦争犠牲者を追悼する時間を持つ予定。
　共催：広島と沖縄をむすぶつどい　広島と沖縄をむすぶドゥシグヮー
　連絡先：090-3373-5083(新田)　 090-6432－5054（多賀）要連絡

◆中国電力株主総会　本社前行動　スタンディング
　6月25日（木）9時ごろ～　予定
　主催：上関原発止めよう！広島ネットワーク
　連絡先：090-6835-8391（渡田）

◆紛争における性暴力根絶国際デー6.19
　　～インドネシア・南スラウェシで日本軍の性奴隷にされた女性たち～
　6月27日（土）14：00～16：30　広島弁護士会館　2F大会議室
　講師：鈴木隆史さん（桃山学院大学兼任講師）
　資料代：1000円（学生無料）
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　連絡先：090-3632-1410（土井）

◆8.14日本軍「慰安婦」メモリアル・デーキャンペーン　
　 8月14日（金）12:00～13：00　広島市本通り電停前（青山側）
　
◆日本軍「慰安婦」問題解決をめざす水曜街頭行動　
　7月1日、8月14日、9月2日（原則毎月第1水曜日)
　　広島市本通り電停前（青山側）　12:00～13:00
　内容：リレートーク、パネル展示、「岩のように」ダンスと歌等　
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク　
　連絡先：090-3632-1410（土井）　

◆第3回共生フォーラム
　7月26日（日）14時30分～16時30分　広島市留学生会館2階ホール
　講師：加藤直樹さん（ノンフィクション作家。単著『九月、東京の
　　　　　　　路上で　1923年関東大震災　ジェノサイドの残響』
　　　　　　『謀叛の児　宮崎滔天の「世界革命」』『トリック
　　　　　　　「朝鮮人虐殺」をなかったことにしたい人たち』）
　参加資料代：1000円（正会員は無料）
　主催：NPO法人共生フォーラムひろしま　
　後援：広島市・広島市教育委員会
　連絡先：070-3771-9235（法人事務局）

お知らせ

・20年会費・カンパを送ってくだった皆さま、有難うござい
ました。今年も 8.6 新聞意見広告に取り組みます。全国に掲
載する予定です。チラシは何枚でも送りますのでご協力・
ご支援をよろしくお願いいたします。

・封筒のタックシールに皆さまの入金状況を記載しており
ます。入れ違いで間に合わなかった皆さん、ゴメンナサイ。
また間違いがあれば、遠慮なくご連絡ください。

事
務
局
か
ら

8.6 新聞意見広告を全国に大きく！　ご賛同くださ～い！

◆　

◆　

◆

集会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況から中止・延期の場
合もありますので、特に室内では、予約が必要な場合もあります。
連絡先に事前にご確認・ご予約ください。また密を避けるため間
隔を空け、マスクの着用でのご参加をお願い致します。発熱、体調
不良の方は参加せず、ご自愛くださいますようお願い致します。

後
記

・今年は集会ができなくてチラシがたくさんあります。心苦しいのです
が多めに送らせて頂きます。是非！周りの方に呼びかけてください。

・そろそろ街頭行動が復活。会議はもう少し Web かな？　当分は
コロナ状況は続きそうだし。これはこれからも遠い人や忙しい人
にも入ってもらえる（入ってもらいたい）ので続けたい。

・先月、8.6 意見広告のチラシを同封してもらったグループの会報
が休刊になった。お礼をしなきゃと思ってたのに。ぜひ再刊を！

・孫の幼稚園も休みが長かった。楽しいけどちょっと疲れたかも…

　　　　本の紹介

「対決！安倍改憲」梨の木舎　
　高田健　著　　　定価：1600 円
　東北アジアの平和・共生と新型コロ
　ナ緊急事態宣言。市民と野党の共同
　の現場からの熱い報告。分断を乗り
　越え、日韓市民の連帯を実現した
　30 カ月の記録
1章　連帯を共同の輪を広げる
　　『週刊金曜日』連載 2017 ～ 2018
3 章　国会内外で続く改憲発議阻止
　　『週刊金曜日』連載 2019 ～ 2020

高田健さんより
　この度「対決！安倍改憲」という単行本を作りました。緊急
　事態宣言との闘いや 5.3 準備などの中でも出来る時に残して
　おきたいと一種の使命感のような思いでまとめてみました。
　この本は、市民連絡会事務所で取り扱っております。送料は
　当方持ちで発送します。（郵便振替用紙を同封します）
★申し込み：許すな！憲法改悪・市民連絡会
　101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-3-3-402 市民ネット内
　　<kenpo@galaxy.ocn.ne.jp>  03-3221-4668   Fax03-3221-2558

◆8.6ヒロシマ平和へのつどい2020
「被爆･敗戦７５年　今、問われている民主主義」
　8月5日（月）18:00～20:00（17:30開場）　  　
　　　　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ5F研修室ＡＢＣ
　第１部　問題提起
　「被爆・敗戦75年　ヒロシマから」　　西岡由紀夫さん　
    （ピースリンク広島・呉・岩国呉世話人）
　「2020年　朝鮮半島をとりまく情勢」　尹 康 彦さん
　　　　　　　　　（在日韓国民主統一連合広島本部副代表委員）
　第２部　記念講演
　　　  「危機の時代とナショナリズムにつまずく民主主義」
　講    師 ：小倉利丸さん（批評家・元富山大学教員・現代資本主義論）
　参加費 ：1,000円
　
◆8.6関連行事
　7：45～ 　グラウンド・ゼロのつどい（原爆ドーム前）
　8：15～ 　追悼のダイ・イン（原爆ドーム前）　
　8：30～  「8・6広島」デモ出発（原爆ドーム前～中国電力本社前）
　9：15～　 脱原発座り込み行動（中国電力本社前） 
   主     催 ： 8・6ヒロシマ平和へのつどい2020実行委員会
　　　　     http://8-6hiroshima.jpn.org/tudoi/tudoi.html
   連絡先 ：事務局 090-4740-4608 (久野)
　　　　     E-mail　86tudoi.hiroshima@gmail.com
＊新型コロナウイルス感染状況によっては会場や内容が変更になる　 
    可能性があります。その場合はホームページでお知らせします。


