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総選挙が近い中で同盟の存在を示そう

﹁私の生きる道﹂を見出すのかもしれない︒

野党共闘の破壊こそ︑今やなんのプラス要素も見当たらない自公政権の
唯一の延命策になりつつある現在︑さまざまなライバルとともに︑そこに

上げ︑あっという間に民進党を崩壊させた立役者でもある︒

第二の特徴は︑小池百合子都知事と都民ファーストの﹁化けの皮﹂が半
分剥がれたことである︒まだ半分剥がれていないともいえる︒そこに首の
皮がつながった小池氏の役割が見えてくる︒なんといっても４年前の都民
ファースト大勝から︑民進党の前原氏や連合と組んで﹁希望の党﹂を起ち

党共闘ではあったが︑十分に力を発揮したのである︒

都議選の結果︑第一の特徴は﹁市民と野党の共闘﹂の前進であり︑それ
こそが次のステップへの確かな足場であることを示している︒初歩的な野

きた︒

人三脚のような無策ぶり︑テレビで目立つようなことには熱心だが︑都合
が悪くなると姿が見えなくなるということを繰り返し︑多くの都民がコロ
ナ禍で苦しむ中︑感染症対策での中心的役割を担う保健所を削減し︑対策
の最前線に立つ都立病院・公社病院を﹁命より利益優先﹂の独立法人化し
ようとする小池都政の︑自公政治とまるで変わらない姿も明らかになって

築地市場移転での嘘から始まり︑コロナ対策では自公政権と瓜二つで︽一

はじめ︑４年間の小池都政が問われることになった︒

総選挙の前哨戦とも言われた東京都議会議員選挙が終わった．コロナの
感染拡大が続く中での選挙では︑疾療関係者や肚論の心配や懸念を無視し
て強行されようとしているオリンピック・パラリンピックの開催の是非を

会長吉田万三

三︑国は︑治安維持法の犠牲者に謝罪と賠償を行うこと︒

一一︲﹄﹂Ｏ

二︑国は︑戦前の治安維持法が人道に反する悪法であると認める

一︑治安維持法体制の復活に反対する︒

ふたたび戦争と暗黒政治を許さないために

【

同盟の存在も大いにアピールしていきましょう︒

いずれにせよ︑２〜３カ月後には間違いなく総選挙である︒私たち同盟
は多くの民主的諸潮流と力を合わせ︑﹁市民と野党の共闘﹂の流れを押し
進めていこうではありませんか︒その中で︑まだまだ知られていない国賠
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都議選につづき︑総選挙で勝利し︑

す︒この都議会選挙通りです︒

妬周任第妬回都大会を最高現勢で迎えように何としても勝利し４月３日の３つの国政補欠・再選
５月相日第 回都本部大会発言特集たい︒そして如月ま挙がホップで︑都議選でステップ︑
都議会議員選挙は貴重な前進を勝でには必ず総選挙があります︒コロそして総選挙がジャンプと︑大きく

ち取りました︒お疲れさまでした︒ナ対応にもワクチンの混乱にも︑オ躍進して野党連合政権に道を切り開

あり二部屋にわたり展示されてい

紙面にびっしりと絵と文が書いて

京に来ての開催なのだ︑是非見た
いと足を運んで驚いた▼全紙大の

と︑遠慮がちな案内をもらっ
先月号﹁巻頭言﹂に都本部大会のリンピックでも︑街頭や対話では無こうではありませんか︒今大事なこ
会 長 あ い さ つ を 掲 載 し ま し た ︒ 今 号 為 無 策 の 菅 政 権 に 対 し ︑ ﹁ こ ん な 政 と は ワ ク チ ン を 安 全 に 推 進 し ︑ 検 査 たのは２０１７年の６月︒遠い東

は来賓あいさつ︑発言要旨を掲載し権には任せられない﹂との声があちを拡大し︑十分な補償と生活支援を

ます︒こちから聞こえてきます︒国会では︑一体にして進めることです︒医療機
︻連帯の挨拶︼政治とお金の問題と政治の私物化究関への支援を強めることです︒さら
日本共産党東京都委員会明には全く手を付けないで︑憲法違に大事なことは五輪を中止してコロ
た︒そこにはアスベスト裁判の傍
副委員長望月康子反の悪法のオンパレードです︒ナ収束に集中することです︒都議団

も見やすく書き︵描き︶込まれて
いた▼被害者と家族の証言に泣か

と報告集会など︑順に簡潔にしか

聴と闘いが︑被害者︑家族︑弁護
コロナ禍の中で︑昨日は入管法の改正を国民世論のは何度も都知事に要請ましたが︑科 士 ︑ 支 援 者 の 表 情 か ら 発 言 ︑ 裁 判

蕊罵剛窪籠篭驍霊鶏謹篝
乳乱動の前進に奮闘減法︑国民投票法改定や土地規制改きたのが自公都民ファーストです︒

日本社会の底流にある人権無視︒

勢に心底怒りがわいた︒命の軽視！

せず長時間働かせてきた企業の姿

がら石綿が命にかかわる危険なも
のと充分に知りながらマスクもさ

されていることに心から敬意を表し正法など﹁無能に見えるが︑やるべ自公都民ファーストと全面的に対 された︒過酷な病状もさることな

ます︒きことをやる強権政治の菅政権﹂だ決してきたのが共産党です︒都議選
訂日後に都議会議員選挙を迎えまと吉田会長が機関紙に書かれていた勝利で安心と希望の東京をつくりま

軍⁝
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・概
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云
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回⁝理⁝事
要・
︼⁝・⁝⁝⁝・⁝・⁝⁝⁝⁝⁝縄迩謹：雅璃鴎聟難講燕謹直域蝉しよう︒都議選と一体になった総選

一大会時の続きを６月鵡日に開催︒行う︒伊藤千代子の上映運動を強︾挙の激しさもましています︒前回
一各支部の活動と都議選の動向につめ上映債権目標加口をめざす︒な︾希望の党による共闘破壊の総攻撃は

回部永蔀恥大会選出弧唇貝

る︒多くの人に見てもらいたい︒

これは本にして多くの人に見ても
源て交流しました︒どを決めました︒また︑声明﹁改一記憶に新しく︑総選挙は支配層の攻
らいたいと感想を話して帰ってき
一大会決定にそい︑支部は国会請憲手続法改正案の採決強行に抗議一蝶︑共閾崩しも激しさを増します︒
た▼今年４月︒ついに﹃アスベス
︾願に向けて︑団体要請時に時間をする﹂を確認し︑首相と自公両党︾コロナ禍の都議選と野党連合政権
ト絵伝﹄として出版された︒﹁大
がけて懇談し︑署名の意義を理解本部に送付しました︒
切なものそれは命﹂と叫んでい

一頑張ることを表明します︒
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よろしくお願いします

東村山岡崎路辺

薪︶井藤英治江戸川横山一行

清水邦治板橋森山康平
風間秀子足立高橋陽ｆ
後藤太刀味葛飾志賀正

菅野亨一板橋永田佳

副会長江東猪又武夫

吉田万三練馬矢沢重光
練馬渡辺茂

会長豊島石嶋晴美

削紙諾州鑑瀧砿燗岬雌分臓畑測蕊弾州粥州塒剛畦鯉撫謹舳蛙剛紺肺繩唾
︑■■●■■●■

一人達成に向けて月１回の行動日を開催します︒

大事です︒だれひとり取り残さなのですか﹂﹁生理用品めちや助か

学校連携観戦をやめさせることがています︒﹁お米ただでもらえる

原田あきら
ら︵
︵杉
杉並
並区選出︶

い東京をつくるために頑張ります︒る﹂ヨミ袋一つでも自分で買う

日本共産党都議会議員

箇 ︐ 都都
誌議雨団 と 青 年

とお金がいるので助かる﹂と驚き
日本民主青年同盟東京都委員会と感謝の取り組みになっています︒

部を代表して挨
拶します︒青年

委員長新田祐也釦人︑１００人と列をつくるのは

・幽霊鮭瀧澤潔蕊助蹴合い

△醗叫会夢心︲離禍で青年学生の受け取るだけでなくボランティア

Ｐ懸員謀剰灘灘擁鱸詳鯏海帥鮮

部は︑革新３目
標の今日的意義

を 新 鮮 に 受 け 止 め︑
︑い
いま
まだ
だに
に治
治安
安
維持法下で犠牲になった人々を犯
罪者扱いしている政府だからこそ︑
民主主義を否定し人権を否定する

ています︒全都で２︐０００人を越青年学生が自己責任論を脱けだ

野党共闘を大きく前進させる契機

援しています︒都議選で勝利し︑

者を立てず︑福手ゆうこ候補を応

この文京区では立憲民主党は候補

に見えるたたかいとなっています︒

都議選は野党共闘が具体的に目

保できない﹂﹁テレワークで出勤時民青同盟は総選挙で野党連合政

が︑残業がなくなり必要な収入が確どはもってのほかです︒

前は残業代で生活がなり立っていた憲に走り国民投票法を改正するな

になった﹂︑青年労働者からも﹁以もせず︑青年が望んでもいない改

﹁アルバイトがなくなり生活が困難は許せません︒必要なコロナ対策

なり立たず︑仕送りがなくなった﹂現場から引き離そうとする菅政権

学生からは﹁親の経営する店舗がける医療従事者をオリンピックで

中丸ミユキ

山崎元

矢野利直名誉会長

新宿阿部俊雄顧問

理事

事務局

薪︶和泉寿子柿沢繁

濱谷正支
中村茂樹会計監査

事務局長立・昭立山正

政策を次々と強行できると理解し︑

にしましょう︒また︑コロナ禍で

に残業を強いられる﹂など青年・学権を実現させるために︑総選挙と

目黒菊池誠一松井久雄
目黒森美彦四津谷伸子

風

−2−
−3−

へ

革新３目標実現が今日的には同盟

の目標を実現することにつながる

五輪を強行するのかが大きく問わ

生の中に生活困難が広がっています︒直結する都議選を重視して取り組

世田谷楠見宏義藤本増美
世田谷内野明和

世田谷山田純江東巨剛

豊島安藤郁子

一

I

える学生・青年から対面・郵送でアそうしているのを感じます︒この
中
嶋
育
雄
八
王子本條洋子
ンケートをとり︑深刻な生活実態がような実態があるにも関わらず検
八王子守屋直
明らかになっています︒査や補償をせず︑必死の努力を続 事務局次長北区宇都宮章

と確信を深めています︒

れています︒共産党はオリンピッ

民青の運動の中で︑この間に大きんでいます︒自分の生活を守るた
動です︒昨年の６月以降︑２６０回ながった青年は自らの問題として

く広がったのが学生への食糧支援活めの選挙だと周りに広げたいとつ

クを中止し︑コロナ対策に集中を

と闘っています︒とりわけ卯万人

開催し︑７︐３００人以上が利用し取り組み始めています︒

矛リンピックよりいのち優先に﹂

もの園児・児童・生徒を動員する

一
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そして︑学生との対話で特に顕
著なのは︑資本主義に疑問を持ち
きいと正確に測ってもらえるのかな
ロナ禍の情勢が亀戸事件の関東震災

イベントを企画しているとき︑コ

ちも虹規制やデジタル庁を監視監督

１１

自分の生き方を見直している青年
と思って︑マスクを下げてカメラに
当時の状況と類似している様に強く

ときに体温を測るカメラが取り付け

学生が多くいることです︒﹁自分
向かうと﹁適温です﹂と言ってくれ
感じます︒共青の川合義虎さんが被

する機関を作ろうと考えています︒

も社会に役立ちたい﹂﹁社会をよ
るが︑﹁マスクをきちんとつけてく

てあります︒その場合︑顔面積が大

くしたい﹂という思いが青年に広

︲ＩＩＩ１ＩＩＩ００ＩｊｌⅡⅡ日日ⅡＵⅡⅡ日日■ＵⅡⅡ８１０︲ＩＩｕＩ︽■９８１０

︻大会議案の提起と議論︼

加年度の活動報告と運動方針

本主義と社会主義でもない社会を

﹁資本主義は格差を広げる﹂﹁資

しているのですが︑こういった機器

像の虹システムが画像を検知し判断

ないことを指摘されます︒これは画

ださい﹂とマスクを正しくつけてい

にもあったんだなと︒そういった時

ドバンクの運動が︑１００年近く前

ほど民青の新田さんが報告したフー

権利を守るために運動を行う︒さき

災された人に食糧支援を行う︑働く

１２０１人まで到達している︒コ

に開き︑前進を勝ち取った都本部は

ぶことが大切です︒役員会を定期的

この間の各支部の活動経験から学

の大会を持つことは非常に大事です︒

事務局長中嶋青雄一

考えたい﹂と社会の在り方そのも
が市販されていることがわかります︒

代の中︑日本国憲法でなく︑明治憲
ロナ禍の中でも前進しました︒みな

曲

のが問われている今︑社会主義の
この度政府はデジタル庁を設置しま
法下で一生懸命活動されていた︒そ

がっています︒

展望を学び︑行動する民青同盟の
したが︑そういった虹に関して私た

﹁会員拡人と署名到達﹂﹁各支部

頑張り時だと感じています︒

の８．焔宣伝と伊藤千代子の取り組

さんの奮闘に敬意を表します︒

そのような長い歴史を持って現代に
み﹂の資料を見て下さい︒コロナ禍

のあと治安維持法で︑救援会も大弾

いたっている︒そういった点では若
の中でも伊藤千代子の映画製作の各

ちの個人情報がさまざまのところで

国公法弾圧事件の堀越事件や自衛
い人たちにどう伝えていくか︒今は
集会は︑回開かれ︑８支部で取り組

歴史の後戻りを許さず︑青年の

隊の監視事件︑そして今闘われてい
過去と現在︑非常にわかりやすい情

圧を受けながら︑救援し闘ってきた︒

る滋賀県大垣市で警察が市民を監視
勢です︒私たち救援会としても大先

つかめる危険な情勢となっています︒

守るために救援会としてもみなさん

あります︒選挙・政治活動の自由を

つながります︒

していた事件があります︒警察や自
輩であるみなさんのいろいろな経験

蓄積され︑分析され︑それが監視に

ましょう︒

初めて都本部
衛隊の手足を使って情報収集をして
や知恵を吸収していきたい︒

日本国民救援会東京都本部

大会に参加しま
いたが︑今回の法案でどうなるか︑

・方︑世界を見てみると︑別にＭ規

しています︒支部でよく論議をして

２年前の７人から仙人と大きく前進

特に新しく誕生した東村山支部は

要があります︒

ここから私たちはしっかりと学ぶ必

子の講演会︒学習会で増えている︒

えています︒全体の伽％が伊藤千代

まれました︒その中で会員が型人増

した︒

すべてインターネット経由で情報が

事務局
局長
長藤
藤田
田力

１１

﹁一ロナで大会延期となりました︒国

賠同盟が工夫して大会を開かれてい
と一緒になって頑張ります︒

に関して一定程度規制をかける法制

行動計画を決めて取り組んでいる︒

１１

廻人を増やしています︒一あ東村山常に重要です︒私たちの要求実現の

まだ計上されていないので︑実質は

のプラスですが︑中央への未払いが

話されたように﹁再び戦争と暗黒政現﹂と﹁菅首相の悪政への抗議﹂の

を踏まえ委員会を設置して検討し︑

要です︒新理事会で会計監査の提言

済を含めて短期長期の財政計画が必

わたって固定化しています︒この返

赤字の見込みです︒借入金は長期に

還元金問題は支部財政に影響が州る

収入を確保して赤字の解消を行う︒

やカンパの支部還元金制度を見直し︑

の見直しが必要です︒例えば︑会費

は組織存続の最重要課題です︒支出

の抜本的改善が必要です︒会員拡大

情勢については来賓や会長からも衆議院選に勝利し野党連合政権の実

きたことです︒大会の特別決議として﹁都議選・

治を許さない﹂わが同盟の今の闘い２本の特別決議を提案します︒

根本的な解決を図るようにします︒

はずがない﹂と答弁している︒帝国えました︒蛎周年に向けて１３００

皇の警察がそんなむごいことをやる克服して１︐２０１人で今大会を迎

間について︑当時の法務大臣は﹁天その後多少減少しましたが︑それを

会で山宣が追及した３．幅事件の拷年かけて１︐０００人を突破した︒

にぶち込んで虐殺までする︒帝国識の会員数は約８５０人でしたが︑２

遂行のために反対勢力をすべて牢獄都同盟は拓周年を迎えます︒如周年

の取り組みがあります︒権力が戦争本共産党は１００周年を迎えますが︑

金も工夫して取り組んでいきたいと

れて活動できる都本部をめざして募

いると思われます︒全会員に支えら

とです︒コロナ禍の問題が影響して

夏冬汚万円︵前年比宛％︶だったこ

が１５０万円でしたが︑卯年度は︑

昨年は寄付金を含めて夏と冬の募金

部の霧闘で改善してきていますが︑

いでしょう︒なぜ支部還元金制度が

るということなので︑これはできな

いですが︑ないお金を支部に還元す

ました︒例えば︑支部還元金の未払

から︑どこが問題なのかが見えてき

また︑伝票が整理されてきたこと

が都本部に求められます︒

ります︒各支部との合意を得る努力

の健全財政確立は組織存続にかかわ

ので議論と調整が必要です︒都本部

議会でも公然とは虐殺・拷問を認め名の実現にみなさんの奮闘を期待し

思います︒支部での積極的な議論を

運動の中心に伊藤千代子の映画製作動﹂として綴っています︒来年は日

ることはできなかった︒しかし今のたい︒

あるのかです︒よく検討してもらい

元なしで納めるべきではないか︒

すが︑経常財政の黒字化へ根本的な

会計実務は適正に処理されていま

からの提案です︒

至急計画する︒これが補足的な監査

設置して財政健全化のための提案を

三役と事務局で財政対策委員会を

行動を掌握する︒こんな独裁的な男立てる︒妬周年に向けて毎月計画を

改善が必要です︒収入対策７つ︑支

会計監査柿沢繁

たい︒募金の還元もありますが︑還

お願いします︒

もかかわら壷﹁あれは適法だった﹂学ぶ﹂ということです︒今の情勢と

と言っているわけです︒こういう人治安維持法の歴史をみなさんと一緒

間がデジタル法を進めようとしていによく学び活動することが前提条件

が全国民を掌握したらどうなるかと立てて行動すれば︑必ず１︐３００

る︒菅首相がトップになり全国民のです︒各支部で毎月必ず行動計画を

会計監査報告

政府は問題が明らかになっているにこの活動で強調したいのは﹁よく

収支の特徴は︑会費納入率は各支

の重要性を改めて学びました︒その今年一年の活動を写真で見る活

同盟活動の重要さを学習し︑広げて力を挙げて闘い抜くようにしたい︒

支部活動の教訓は︑役員が職極的にためにも支部会員が一丸となって全

決算は︑仮決算で８８．０００円

の学習や論議をぜひお願いしたい︒

名に到達すると思います︒そのため

制を作る動きがあります︒個人情報

コロナの関係で建物や食堂に入る

度を作る動きを進めています︒私た

凸轡■■■■■■・■■■■■■■■■巴

とその後の働きかけで７人が入会し︑容を持っているわけです︒

結成総会に非会員が旧人参加︒当日いう問題として︑断じて許せない内

１１１︲

際に体温を検査します︒ビルに入る

ることに敬意を表します︒

そして今年都議選・衆議院選挙が

私どもも昨年︑

展望を切り開くためにともに闘い

｡

’
２回口の伊藤千代子講演会を含めてその意味で都議選・衆議院選は非

b
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荒川支
部
又
部

風間秀子

今年一番力を
いれているのは

映画﹁伊藤千代
子の生涯﹂です︒
圭

昨年７月哩日に
役員会が確立できず︑

局長が亡くなった後︑

開きました︒前事務

けました︒

動に３人参加︒衆参議員に署名を届

賞はできませんでした︒国会請願行

画展ヌンセン病と朝鮮半島﹂の鑑

岡崎路辺

東村山支部を結成
支部運営を現事務局

東村山支
支部
部

しました︒加年度
長任せでしたが︑都本部の援助もあ

うにしていきます︒

豊 島支
支
部
部

安藤郁子

コロナ禍で会場が確保できず︑役

の支部結成は東村
員会や学習会もままなりませんが︑

私はⅣ年頃に会員になり︑支部づ

り３年前から偶数月に定例役員会を

なので最初は気乗りがしなかったの
くりをめざしてきました︒当時は５
役員会は学習例会を兼ねて︑拡大

山だけでした︒

ですが︑千代子さんの生き方を知る

人位の会員でしたが︑かなり古い人
役員会として︑参加会員はだれでも

より多くの会員が企画段階から参加

につけこれを映像で知らせることは

たちで消息が分かりません︒そこで
発言できます︒支部活動には企画段

開催し︑活動の具体化を進めてきま

すばらしいことだと受け止めました︒

会員を増やして羽人位になったので

し︑自分の企画として取り組めるよ

さらに全国で学習会が開かれ成功さ
豊島支部は毎年

ませんが︑刑務所には父が何回か入

ました︒両親は大したことはしてい

組合の文集に父や母の事を書いてき

到達︑会費納入状況︑会員現勢も毎

習会や企画の感想﹂を掲載し︑署名

ようになり﹁会員の戦争体験﹂﹁学

﹁不屈﹂足立版も毎月発行できる

自の取り組みはできませんでした︒

退会もありましたが︑ここ数年は独

また︑請願署名にも取り組み︑入

池袋駅前で︑大勢

り︑それで治安維持法がどんなにひ
月わかるようにして︑会員が国賠同

うにしています︒

階から多くの人に関わってもらうよ

ら新たに同盟に参加してくる人がい

るのですが︑いよいよ実行委員会を
どいかを知らせてきました︒８．幅
盟の存在を身近に意識できるように

くださる方があり上映債権を得てい

ています︒

豊島区雑司ヶ谷には︑宮城県の石

して同じ方向を見て学ぶ︑それを地

コロナ禍なので少人数でマスクを

願いし︑そろそろ動きだそうと思っ

いるので︑その方に実行委員長をお

一人映画債権を１口持っている人が

伊藤千代子の映画の学習会を開き︑

賠同盟の存在を区民に広く知らせま

れ㈹人と詔人の参加で成功させ︑国

生涯﹂を開き︑会員外を含めそれぞ

法と治安維持法﹂と﹁伊藤千代子の

昨年は学習講演会﹁香港国家安全

ひ催してほしいといわれていました︒

ました︒青柳さんからは墓前祭をぜ

会長だった青柳盛雄さんが働いてい

た︒その事務所に同限の中央本部で

で事務所を構え人権活動をされまし

まいがありました︒布施さんは新宿

巻市に生まれの布施辰治弁護士の住

道に繰り返していくのです︒先月は
ています︒

した︒しかし︑緊急事態宣言で︑国

私が都本部事務局に勤めていて忙

喜一﹂を見ま︷賂﹁よい活動ですね﹂

1

﹁鶴彬﹂を見ました︒次は﹁小林多

立民俗博物館の特別展﹁性差︵ジエ

と賛同し入会する人もいて︑楽しく

足立支部涜谷正支

しく︑支部活動に集中できずにいま

支部が中心になって進んでいるとい

４月ＭＲに第陥回足立支部大会を

の前後で墓前祭を催します︒その節

う事がひとつ︑もう一つは東京年金

進めています︒

したが︑これからは豊島支部中心で
はぜひ皆さんもご参加ください︒

ていることです︒この流れを作って

部や東京山宣会などにも広がってき

全都に広がってきており︑救援会支

︑口の上映債権者を獲得しており︑

者組合が積極的に取り組み︑すでに

取り組みたいと思います︒池袋にお

藤田廣登

こうした運動の中で︑東京年金者
組合の中心幹部の方が︑同盟が中心
になって製作・上映運動が進んでい
ること︑１００年も前の国家的犯罪
に決着がついていないという訴えを
聞いて︑これは国賠同盟だけの運動

…￨駕灘蕊欝溌零懸謹器篭禽:奉軸嚇鶏蛎溌息藝隙:人鱈倉金……合

ではないのではないか︑民主勢力の

﹃

Ｊ二一■ｌＬ昼■二

︾一 一

６句

暖人･井上百合子〈伊轟千代子》

いけば必ず東京での製作資金は達成

菌n画がアトリエ■毎回、呂醸■r伊塞手代子の生迩｣ゴーゴービジュアル全蚕

墓があり︑９月廻日が命日なのでそ

ています︒

貴韓嘉舗j熟訂篭諒薦畿電臨麗驚?蕊鰯裟鴎巽謡拳ｦ蕊雄蕊一へ嬰潔意

︻特別発言︸

局長の報告

嘘がでた会となりました︒映画の新タ
ｊイトルは﹁わが青春つきるとも﹂と
都議選・衆

−伊藤千代子の生涯−

映画﹁伊藤千代子の生涯﹂の製作運動の進捗状況と訴え

請願の日に合わせ
にもありま

棚して︑サブタイトルに﹁伊藤千代子

議院選とい

るとも

都本部全体での取り組みは︑事務

て映画千代子役主
したように

川の生涯﹂としました︒もともと﹁３．

う大きな闘

，』

できると確信しています︒

ンダー︶の日本史﹂と高麗博物館企

を連続していくことにしました︒

で８．旧街宣をし

たち上げて広く呼び掛けることにな
終戦ビラをⅣ年からは毎年﹁赤旗﹂
しています︒

るので確信が深まりました︒

りました︒運動としては映画を作る
に折り込んでいます︒

荒川支部ではすでに１口出資して

事を知ってもらうのですから映画会

私は共産党後援会の新聞や年金者

支部結成となりました︒

した︒

h

善

５月廻日︑国会

演俳優の紹介と歓
各地で実行
委員会も出

肝喝不屈の青春﹂という内容をどうタ

いが連続す

同盟の活性

権力に

声をあ

嵐圭史
石丸塵二郎

迎の集いを開き︑

５﹁久しぶりに心洗われた﹂という声

イトル化するか考えていました︒こ

る中ではあ

来て前進し

の映画は多くの若者たちや大学生・

りますが︑

６

高校生にも観てもらうことを考えて

発私は︑４月６日に初めて千代子役

化につなが

相乗効果と

頭に抜擢された井上百合子さんに会い︑

ればと思い

７

L

乙女が

cA",j<｡‑c搾罷〃 灘

毎句唾1
､垂ユ
Q亭＆みぁ，
4命房久侭1
『…E零]
.○空宣畏ﾜﾙ

行おり︑グッとくる題名にしました︒

月原作本を差し上げ読んでもらいまし

１

年た︒一か月後の廻日の挨拶は非常に

東京の特

ます︒

狸しっかりしていて︑彼女は成長した

１

4

せようという広がりができ︑そこか

映画作りは大変

』

’
｜

塚瀬香名子甘川宙三子宜野慶万鈴

平田卿

田上唾

角田萌采

なり「■豆琢

認▲

璽
醗

’

−6−

I

徴は同盟の

譲働鼻旬倒e食 繍

印南虚

〈セA1
糟茂0

8壬摩宜項り
'軍更》

金田窮夫

窪涯俊介

t賓鯵てつ〕

桂壮三郎瞳督作品封
■麺画垂･■兜:｢時代の旺言者伊藤千代子」藤田贋登(学宙の友杜･刊）

■

なと思いました︒

2022年3月完成

1鰯

食 安魚

竹下景子

く
2021年秋クラインクイン

−7−

(東京版)No466
付録

月刊「不屈」Nb.565
2021年7月15日発行

(東京版) No466
付録

課題ではないのかと考え︑お一人が
同盟に加入されました︒

私は全国釦県くらい回ってきまし

たが︑この中で１００人位の方たち

が同盟に入会されました︒また︑北

︻閉会あいさつ一

ｌｌｌＩ

会長吉田万三

植竹団扇選

の宇都宮さんが

しい社会に足を踏み出していく︑こ

繰り返し強調しますが︑本当に新

との州会いやつながり︑結びつきが

理事を引き受けていただきました︒

れは我々の世代だけでなく︑若い世

非常に短時間

ん︑長野での共闘の羽田次郎さんが
とはいっても北区は大変だと思いま

代 と 一 緒 に な っ て 新 し い 時 代 に 足 を 短命内閣覚悟のうえの開幕か

新宿区阿部俊雄

つなぐ手に寝たまま歩く子の重さ

請願への紹介議員を引き受けられま

す︒都議選︑衆院選と野党共闘の進

踏み出すことで︑同盟の活動の意義︑

生まれてきます︒同臘運動とかみ合

した︒いま確実に同盟への共感が広
化が試され︑大変だと思います︒て

また伊藤千代子の映画の意義を若い

の大会でしたが︑

まってきていると実感しています︒

んやわんやの時期にいまから突入す

世代に大いに語って一緒に闘いの中

を活用することで︑皆さんが汗水を

も残されています︒こうしたところ

力の刀で旧裁判所が保存され︑独房

います︒例えば︑松本には︑民主勢

を進めることを検討し実行に移して

ヶに近い形で︑出費を圧縮して製作

たちは︑四月開始の撮影はオールロ

う経験があちこちで生まれてきてい

盟に参加してもらっている︒こうい

盟運動につながりがなかった人が同

映画製作運動を通じて︑いままで同

心になっているのが︑伊藤千代子の

の活動が着実に進んでいる︒その中

ましたが︑非常に困難な中でも支部

今日の発言の中でも触れられてい

た︒これから本当に大変な激動のひ

なさんの協力で意思統一ができまし

限られた時間の大会でしたが︑み

活動を前進させていきたい︒

ロナの中ですが︑ぜひ力を合わせて

ろいろと工夫して活動している︑コ

私が言うまでもなくみなさんはい

いきたい︒この点を強調し︑まとめ
とします︒

どうもありがとうございました︒

︻読者からの投稿歓迎︺

団扇

オリパラヘの子らの動員腰を折る

中野区中嶋育雄

中止しか残る道なしリバウンド

足立区高橋陽子

いのち犠牲に五輪強行する政治

八王子清水邦治

別枠の抜け道もある一万人

練馬区中村茂樹

観戦で感染於至如何せん

豊島区藤本増美

荒川区風間秀子

公明党嘘と脅しで稼ぐ票

いま皆さんが一番心配しているの

ることになるわけですので︑みなさ

流して集めてこられた貴重な貧金を

と月ふた月を迎えますが︑十分に健

とはいえ今年は︑都議会議員選挙

康に注意しながらみんなで頑張って

ますから︑ぜひこういう点も大いに

が掲げる﹁２０２０年代に治安維持

が迫り︑総選挙もあります︒﹁大変

学びながら進めていきたい︒

法体制に決着をつける﹂という課題

戦の中でも新しいいろいろな人たち

だ大変だ﹂というだけでなく︑選挙

この映画製作・上映運動は︑同盟

有効に使います︒

が本当に大事になっています︒

て︑私たちの活動を進めていくこと

は︑新コロナの暴走の中で本当に映

わせて︑ぜひ活動をすすめたい︒

杵

で活動が前進していくことを心がけ

今回新しく北区

)}！

んで大いに協力して援助していきた

海道の野党共闘で当選された松木さ

↓

画製作が進められるのか︑その製作

庁

いと思います︒

●

資金は作れるのかという事です︒私

せ、

に大きく貢献できるものとなる事で
１︶ト生凸﹃／◎
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