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核兵器禁止条約元年の2021年を
市民と野党の共闘で政瀧淑の年にしよう
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核兵器禁止条約に参加する
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批准し︑世界をリードすること

け続けていますが︑本来条約を

政府は核兵器禁止条約に背を向

唯一の戦争被爆国である日本

た︒︵写真左︶

加を求める署名を呼びかけまし

日本政府に核兵器禁止条約の参

る滋賀県民の会﹂のメンバーが

に核兵器禁止条約の批准を求め

ＪＲ膳所竪副では︑﹁日本政府

れました︒︵写真蓮

慰霊・世界平和祈願法要が行わ

︵福家俊彦長吏︶で原爆犠牲者

た８月６日︑大津市の三井寺

広島原爆投下から花年を迎え

し

現しましょ篝恥
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総選挙前のこの時期に上映

公篇した決断はお宮譽壼日本学

術会議任命拒否問題での野党議

員の追及に︑後ろから秘書官が

手書きの答弁書を差し出し︑そ

のまま読み上げる菅の姿が痛々

しい︒おかしくて︑そして悲し

い風景です︒この映画のプロ

デューサーが日大芸術学部の学

生向けにこの映画の試写会をし

たら︑大いに受けて︑政治に興

味がないと言っていた多くの学
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原爆犠牲者慰霊。世界平和祈願法要
を求める署名を訴える

〒113‑0034

侶月6日大澤市三井寺）

（8月6日JR膳所訳）

治安維持法犠牲者
国家賠償要求同盟
日本政府に核兵器禁止条約の参加
日本政府に核兵器禁止条約の参加
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支部だより
寺含牽妥郡

映葛作臺菱の運動９渓が霊

函﹃わが青春つきるともＩ伊藤千代子の生涯﹄

﹃１０００９００８８６００００９■８００００３００１０００９０６００１６９９０８０．ＵＤ８■■■９８０９０４６６ｔ８９０００＄９８０００００８８８９００００００００００８ｇ９００００６６００００６００９９１ｊ︑

■

１礎毎叩泊帽輻湊創成郡浪切痩隔膜拶罎畷北獄藏・Ｉ：一蒋子の生涯制作を支える滋賀︲００隻別の無権利の時代に望

らせることは平和と民主主義を一
鰯雲騒漂懲肌蕊誰壷震剰鷲謹灘蕊需た．守る運動のさらなる
発展の一契｜

みなさま︑ご苦労様でした︒こることがなにより大事だと思いま︾の会︵略称Ⅱ映画﹁伊藤千代反戦平和と国民主権の声をあげ︾
の一年間私たちは新型コロナウ︑窕萱目相は︑国民の安心・安一子﹂滋賀の含第２回実行委員た無名の女性活動家︒伊藤千代︾
イルス感染症に悩まされて十分な全が第ごと言いますが︑本当に理宗７月調日關かれ︑新たに新子のたたかいを︑多くの人に知一

一

一大津支部は︑７月ｎ日に第妬回支部総会を開催しました︒一一﹃わが青春つきるともｌ伊藤千争する国づくり﹂に走るいま︑一

−

硫譲認識翠蕊鯏鮴蕊詫鯏蕊雛一一一鳶憲損蕊謹讓兎煮詠羨豊
一同盟県本部新婦人県本部滋でも結成するハ●ＤＶＤ﹁映一厘

マイナンバーカード導入︑戦争本日の総会で数多くの課題が提一賀県労連民青県委員会共産制作運動用ＰＲ版茄分︶﹂を︾

圭兎とが大切だと思っていま一兆

蕊鮮騨篭州謹墨蕊飢謹蕊岬澤一餓霊雲鈩霊夢葬霊謹蕊篭一
を押さえつけようとしていま式制作の取り組みなどが提起されま︾県支部と合わせて９団体が参加﹁協善量筌・上映債権取得﹂運一
︶することになりました︒実行委動をすすめる︑●原作本﹃増補一
私たちは︑先に行われた東京都した︒
議会議員選挙で共産党や野党共闘とりわけ︑ふたたび戦争と暗黒一員会では︑さらに参加団体を広版・時代の証一臺看伊藤千代一

を前進させ．ロナ対策でも﹁オ政治を許さないために二頁色い署一げるとともに︑著名士による運子﹄︑﹃地しばりの花﹄を普及一
リンピックより命を﹂の立場で名﹂をコッコッ集める︑大津支部︾動参加を呼びける取り組みを進することなどを決めています︒一
五輪中止を訴えてきました︒たた１８００筆の目標は高いようです一め︑制作支援運動を発展させる県同盟では︑全同明蚤云員に募一

かえば政治を動かせま丈が︑会員の皆さんの一人ひとりの曙﹂とを確認しました︒金を訴えるチラシと募金袋を届一
秋にも行われる総選李で︑市民働きかけで達成できると思うし︑一映画﹁伊藤千代子﹂滋賀の会けていま女同盟が伊藤千代一
唖は︑６月調日に結成されまし子映画化運動﹂の先頭に立つ一罵

守Ｃｅｐ■■■●■●■●ザ●●■■●●ｐ●●●■■■●画■●●■■・■■■ｇ■■■●■●●・色●■■Ｕ■●●︒■●●■■︒■●■■
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呼た︒結成総会では︑政府が雲とが求められていま支

目雇労働者多く︑収入媚円以下の

米騒動と日本共産党の創立うけ飢えをしのぐ﹂︑犬上郡では

容とするブルジョア民主主義革

制︵天皇制︶の廃止﹂を重要な内

創立された︒日本共産党は﹁君主

９２２年７月晦日︑日本共産党が

社会主義運動も活発になりγ１

は︑１９２３年に栗太郡葉山村

県内初の日本農民組合の支部

が︑日本農民組合の影響があ亀

料減免要求が高まったこともある

増は︑風水害による不作から小作

増している︒この年の小作曇毒慧

１９２３尖正型︶年に師件に急

１９１８︵大正７︶年の﹁米展もの多し︑乞食にて糊口をしのぐも

命︑ロシア革命・中国革命に対す

︵塞圭黒市︶出庭で結成さ証つ

社がそれぞれ結成された︒
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と野党の共闘を前進させ勝利させそのために私端がんばりま支

ローリリＩｉ０ｂＩ■１１９０●△今１０１＄︒ｐ０４０００

︷再録一滋賀の平和と進歩の伝統

動﹂は︑生活を守るための民衆ののあり﹂といった状況で︑大津では

る干渉反対︑朝鮮︑台湾捧太か

明治社会主義と滋賀県

空前の規模の決起であった︒滋賀電柱に采穀買い占め不当な暴利を

いで翌型年に野洲郡中里村︵現野

一畳異︵十支部四百三十九▲が

らの軍隊の完全撤退︵植民地解

滋賀県では︑１９２３︵大正

結成され︑組合長には出庭の山本

県では︑蒲生郡宇津呂村︵現近江貧るものに対し制裁を加うべし﹂と

廻︶年から１９３５︵昭和︑︶年

七五三次郎が選ばれた︒結成宣言

洲市中主町︶比淫甲賀郡三雲村

にかけて︑部落解放をめざして地

には三塁ハ日本農民組合二加盟

放︶などを綱領に掲げた︒日本共

であるが︑これらの﹁騒動﹂の主る︒

方水平社が甲賀郡寺庄村︵現甲賀

シ︑全国的ナ農民組合運動二参加

八婚廻で百数十人︑甲賀郡長野の貼紙︑膳所町では﹁米価につき集

体は未解放部落の人びとであっ米騒動は︑日本の勤労人民の階級

市里閑町︶宝の木︑坂田郡北郷里

スル事二於テ真二農村ノ貧乏ヲナ

霧南堅雨市甲西町︶三雲で結成さ

た︒この震動﹂で宇淳呂村では的自覚を高め︑各分野で人民の運動

村︵現長浜市︶壬旱︑犬上郡河瀬

クスル﹃一トヲ知ツタ・主星マハ更二

産党の創立によって︑日本の進歩

聖人︑長野村ではｎ人の実刑者がと組織化が前進した︒労働者の大規

村︵説彦根市︶広野︑犬上郡豊郷

団結ノカト社会進化ノ理法二従

村︵現甲賀市信楽町︶で４００人合﹂を呼びかける貼紙が現れる︒当

出た︒このほか一宝へ郡山田村の未模なストライキがおこり︑１９２０

村く現豊郷村︶三シ池︑犬上郡西

上︑農民ノ根丞的解放ノ為二奮戦

れ迄そして１９２５︵大正姓︶

解放部落の人たちも米商・区長宅︵大正９︶年には東京で︵日本︶最

甲良村︵現甲良町︶呉竹で組織さ

セナケレバナラナイ．．．﹂と述べら

をめざす闘争は︑民主主義を真に

襲撃を計画したが︑丞問人が白米初のメーデーがおこなわれた︒二一

れた．滋賀の小作農家は全収穫量

れている︒

年２月晦日︑日本農民組合滋賀県

を寄付したため︑騒動にはいたら年に労資協調の友愛会は日本労働総

の鵠％内外の高率小作料に苦しめ

という規模で﹁騒動﹂が起こって時︑﹁騒動﹂のいかんを問わず︑県

なかった︒同霊と名称を改め︑労働組合の全国

られていたが︑その減額を求めて

徹底する新しい段階に入った︒

米価高騰による窮状は︑大崖︑組織としての性格を明確にした︒１

小作争議が発生し︑それは

いる︒米謹間におしかけ︑米価値民とりわけ貧困層の間で失政を問う

では帝内馬喰松屋町四百戸二千９２２︵大正皿︶年には日本の移民

下げ︑白米の廉売などを迫ったのエネルギーが高まってい︑たのがわか

人惨なり︒大崖暹隊の残飯を買い組合部落龍放を要求する全国水平

L
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﹁近代日本の曲がり角に緯泌鉾潮鮮がある﹂

﹁在日史学﹂歴史家・姜徳相さんに学ぶ高田直樹

あげたら皆殺しの対応が待ってい
るという支配の構造です℃
１９１０年に朝鐸砿轤管府が出来

在旦世の歴史家で滋賀県立大務﹂とは痔の務め﹂であり︑痔姜徳相さんは︑この虐殺事件のますが︑その総督は現役の陸海軍
学の名誉教授・姜徳相さんが今年務の歴史﹂とは﹁今歴史家がやらな前提として︑三千年にわたる前大将が務めました︒どうしてか︒
震災の朝鮮人虐殺の研究こそ︑﹁時争︑そして日露戦争後七年間にわ争︑義兵戦争の経験から︑軍事的

６月哩日に亡くなられました︒的ければならない仕事﹂そして関東大史︑すなわち甲午農民軍との戦姜徳相さんは︑それは甲午農民戦
歳でした︒

で闘われた義兵戦彙さらに三．いう認識に到達していたからだと

務の歴史﹂と思って取り組んだとたり日本の侵略に抗して朝鮮全土に対応しなければ統治できないと

﹁時務の研究者姜徳語っています︒
関東大震災での朝鮮人島事件︶︑シベリアでの独立運動丈軍隊が何万人もの義兵を詩

相Ｉ在日として日本の一独立運動とこれに続く満州︵間言います︒いわゆる憲兵政治で
植民地史を考える﹂
す︒このなかで日本の朝鮮に対す二千万朝鮮人の怨瑳の眼に囲まれ

虐殺は︑偶然起こったのをみなければならないと言いま伐﹂して植民地政権をつくった︒

姜徳相さんが亡くなられる直前ではない

憲兵には検事と判事の両方の特別

戦争状態が伏流化した日本騨篭篭鳩糯罐

装しなければならないという権

に出版された﹁時務の研究者姜る﹁敵視﹂の思想形成がされたのていたからハリネズミのように武
徳相﹂︵２０２１年４月一三書関東大震災研究で姜徳相さんが明で支
房︶をちょうど読み終えた頃に︑らかにしたのは︑朝鮮人虐殺はパ

美徳相さんの計報に接し霞した︒ラク菫の一過性の出来事で
この本は︑美徳相さんが市民に呼なく︑帝国日本の朝鮮侵略の連鎖のの朝鮮支配
びかけて行ってこられた﹁近現代なかで起こった︑ということです︒

韓日勉強会﹂のメンバーが闘病中内務大臣水野錬太郎が﹁敵は朝鮮姜徳相さんは︑日本の朝鮮支配権限を与えていました︒すなわ
の姜先生から間書きをしたオーラ人﹂と言い︑戒厳令が出される︒軍の特徴として︑﹁朝鮮を敵視するち︑三一か月以下の懲役罰金百円
ルヒストリーです︒ここには日本隊が朝鮮人殺しをやり︑警官は朝鮮戦争状態が伏流化している﹂と指以下の犯罪に対しては︑犯罪即決
の植民地主義︑歴史否定の攻撃に人暴動を宣伝する︒それを見た民衆摘します︒つまり︑朝鮮人が日本令により︑容疑者をその場で処刑

抗い闘った歴史家の生涯が凝縮さは自警団を組織し︑朝鮮人狩りを行の統治に従っていれば仮の平和はできるという信じられない権限を

れています︒美穂箱ぎんは︑痔い︑朝鮮人と確認すれば殺していある︒しかしいったん自分の声を与え憲兵政治を行ったので丈

みのこえ﹂︵１９９７年岩波書

鮮人学徒出陣ｌもう一つのわだつ

ます︒その時に出された本が﹁朝

滋賀県立大学で教鞭をとられてい

退官後に１９９５年から７年間

姜徳相さんは︑一橋大学を定年

ない

て日本の近代史は成り立た

朝鮮その鋳駿心支配存際い

近代史は成り立たない︑近代日本

鮮︑その統治支配を除いて日本の

考えたい﹂と．美徳相さんは︑朝

を提示する︒共に過去を直視して

ると思った︒いま︑埋もれた史実

識の齪嬬︑わだかまりの根源であ

隣国朝鮮︵南北︶民衆との歴史認

戦後日本とアジア諸国︑とりわけ

するものと思った︒そしてそれは

日本の﹃植民地欠落史観﹄を象徴

と言います︒日本の近代史には朝

と提起したのが在日の研究者﹂だ

本の国にはこういうことがあった

おいておいたものをさらけ出し日

ぎ﹃目を瞑ってそっとさわらずに

代○日本では﹁日本人が耳をふさ

ばデ力﹂と言われた軍事政権時

れていない︑韓国でやろうとすれ

植民地支配の研究はほとんどやら

英社新書︶日本でも︑韓国でも

います︒︵︻在日一世の記憶﹂集

うという方向に導いた︑と語って

共感が勇気をもって朝鮮史を学ぼ

だ﹂と言われ︑その言葉に対する

いというぐらい︑あちこちから

生は︑降りたことのない駅は無

発化した時期でした︒姜徳相先

戦後責任を問う動きが非常に活

思えば日本の植民地支配責任

９９０年代前半というのは︑今

﹁：私が学生生活を狸習﹂した１

回にこう書いておられます︒

本紙連載の﹁滋賀と朝鮮﹂第１

教え子である河かおるさんは︑

も務められました︒

資料館の設立にも関わり︑館長

ター・アリラン︑在日韓人歴史

市民講座の講師や︑文化セン

川︑田無︑足立など各地の連続

︑なぜこんな事態が生じたのか︒

店︶です︒この本の出版の動機を

の曲がり角には必ず朝鮮がある︑

鮮が﹁不在﹂であり︑韓国の歴史

集会に呼ばれていました︒﹂姜

紀この国には膨大な関連文献が
出版集積されたが︑この植民地

徳

相

さ

ん

が

朝

鮮

史

研

究

を

出身の級友戦友の存在に触れた

姜

日本の近代史研究には朝鮮
が﹁不在﹂蚕のＱ

１

ものはごくわずかなのが現実であ

Ⅱ

す℃

美徳相さんの一橋大学時代の

こう記されています心

と指摘していま丈

学には日本の資料分析が弱いとい

﹁わだつみを語り継いで半世

う両者の盲点を問う形で新たな道
１

﹁在日中學﹂存墨曝零

１

る

徳相さんは市民の運動に対する

る︒私は︑この欠落にどういう意
１

や

を開いたのが﹁在日史学﹂です︒
１

この姿勢を生涯貫かれたので

Ⅱ

姜徳相さんは︑朴慶植氏︑姜在彦

Ｈ

氏らと共にパイオニアとして﹁在

Ｍ

ようになったきっかけは︑当時日

日史学﹂を構築したのです︒

Ｉ

た﹂そして学徒出陣卵年の節目の

本共産党の統制委員会メンバーで

ｌ

時も﹁植民地学徒兵に言及した

朝鮮史研究家でもあった山辺健太

味があるのかとつれづね思ってい

ものは︑ただの一つもなかった︒

美徳相さんは︑国立︑渋谷︑立

たされた役割

市民の歴史教育︑運動に果

郎との出会いだった︑といいま
山辺氏から﹁日本の近代は朝鮮

統計からみると︑万人の学徒兵の
かに超える︒訓人に１人以上いる

の植民地支配抜きには考えられな

丈

ことになる︒・・・この見事な忘却は

い︒朝鮮は日本のゆがみを正す鏡

中で植民地出身者は５千人をはる

どうしたことか﹂﹁私はこれこそ
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首都・東哀型雲云議員選挙のたたかいと結果は
回窒息味・示唆するのか

２０１２年廻月鵡日の総選挙
か！？という大きな見出しで︑そ

に１墓は政治的劇薬か悪魔の選択

大津支部支部長松尾隆司
で︑またしても政権交代が起こ

せて与党で１３５人となり︑２
４２の過半数を超えた︒民主党
はⅣ人︵改選響と惨敗○第３
極の︑みんなの党︑日本維新の
会も伸び悩んだ︒そのなかで︑

共産党は８人︵改選３︶と躍進
塞泉・吉良佳子︑大阪・辰巳孝

した︒とりわけ選挙区選挙で︑

Ｉ昔易副東京で異変が起こっ

太郎︑京都・倉林明子の当選

の衝撃を紹介した︒

の総選挙では日本維新の会も︑前
た︒日本共産党が︑Ⅳもの議席

り︑安倍目公政権が誕生した︒こ
石原東京都知事を擁して︑大阪の
を獲得し︑民主党や日本維新の↑

が行われた︒東京都の躯小選挙区
の結果は以下のようになった︒自

民党理民主党１︵７区長妻昭︶

公明党１︵週区太田昭宏︶維
新１︵鴫区柿沢未途︶・

共産党は妬選挙区すべてに候補
者を擁立した︒民主党と共産党が
候補者を擁立したところの票を単
純計算であわすと︑１区︑３区︑
狸区︑蝿区︑四区︑劃区︑塑区︑

の７選挙区で自民党の当選者を上
回っていた︒また２区︑４区︑５
区︑８区︑９区︑加区︑羽区︑型

らしくない候補者たちだった︒

選挙区制度の成せる結果であっ

魂の当選は︑そういう意味でも小

者とほぼ互角元あった︒自民党の

区の８選挙区では︑自民党の当選

党が変わったのか︑社会が変

と報じた︒東京選挙区で３位当
は︑﹃安保法制﹄を強行した︒間

２０１５年９月四日︑安倍政権

た︒

選した吉良佳子は被選挙権ぎり

２０１６年７月︑日参議院選挙

権﹂にむけて舵を切った︒

応えて︑﹁市民と野党の連合政

は共闘﹂という市民の大きな声に

髪いれずその日︑共産党は﹁野党

２０１４年廻月哩日︑総選挙

る︒

そのことを﹃週刊誌アエラ﹄
は︑新人類と表現したのであ

ぎりの釦歳という若さだった︒

対抗軸は共産党だけ？！

わったのか︒もはや安倍自民の

躍進した共産空理目立ったのは

ｌ自民圧勝の参院選で︑唯一

ｌいう見出しで

は︑ｌ共産党﹃新人類﹄の秘密

﹃週刊誌アエラ﹄︵８．５︶

は︑大去涯衝撃を与えた︒

地域政党から全国政党に脱皮しよ
会を押さえ﹁野党第一党﹂の座

者が 劇薬 を手にしたのは︑

い︒にもかかわらず多くの有権

主張に対するアレルギーは強

﹁共産党﹂という党名その主義・

に立ったのだ︒国民にとって︑

うとしていた︒

１２０１３年６月朗日
圭丞塁郁謹斑窮謹函暑豊美①

２０１３年６月詔日︑参議院選

挙の前哨戦ともなる東京都議会議
員選挙が行われた︒その結果は衝
倍・自民党独裁政治に対する究

それが国民に負担を強いる安

らⅣ人に倍増したのである︒全国
極にして唯一の﹁ＮＯ﹂の意思

撃を与えた︒日本共産党が８人か
に衝撃が走った︒﹁共産党は正し
表示だったからではないか︒Ｉ

︵改選︑︶を獲得し︑非改選をあわ

自民党鯛人︵改選型︶公明党ｎ人

果は以下のようであった︒与党は︑

議院選挙が行われた︒おもな党の結

続いて︑２０１３年７月虹日︑参

いことを言っているがのびない﹂
﹁巨大マスメディアが国民を左右
するんだ﹂という﹁二つの呪縛﹂
が音をたて孟朋れた︒

﹁週刊ポスト﹂は７月辺日号で

東京都議選の結果について
︿どうする﹁参院選﹂﹀﹁共産党

が行われ︑ｕ選挙区で﹁野党統一

主党を立ち上げた︒共産党は総選挙

た︒幻月２日︑枝野幸男らは立憲民

党﹂は﹁希望の党﹂に飲み込まれ

党の統一候補﹂が勝利した︵岩

が行われ︑︑選挙区で﹁市民と野

２０１９年７月虹日参議院選挙

なかで︑文京区︵２１３︶福手

支援し︑すべて勝利した︒その

主党や無党派の幅広い人たちが

日本共産党の候補者を︑立憲民

１１

候補﹂が勝利した雲皐舞岩手︑

直前に︑民進党が希望の党に合流す

手︑宮城︑秋田︑山形︑新潟︑長

裕子３０８１５票︵弱・

１１１

宮城︑山形︑信嘗崎山梨新潟︑

野滋賀愛媛︑大分︑沖縄︶︒

南北多摩４区の５選挙区で︑

長野︑三重大分︑沖鎧趨・加日
るという重大な逆流が生まれたもと

た︒

後の７月釦日︑東京都知事選挙で

でも︑市民と野党の共闘を揺るがず

％︶︑北多摩４区︵２１３︶原
紀子２１９３９票︵型．副％︶

は︑トップ当選をした︒︵定数

に突入していった︒

や︑オリンピック・パラリンピッ

ス﹂の感染が拡がる中︑その対応

会議員選挙が﹁新型コロナウイル

２０２１年７月４日東京都議

主党の候補者を︑共産党や無党

多摩２区の７選挙区で︑立憲民

蔵野市︑小金井市︑小平市︑北

渋谷区︑中野区︑立川市︑武

３２０２１年７月４日
墓驫副婆云謹畠鑿③

小池百合子が当選した︒

断固として追求した︒共闘勢力の一・

本化のため全国師の小選挙区で予定

１

２２０１７年７月２日
候補者を降ろす決断を行い︑多くの

︽

総選挙での︑東京の溺小選挙区の

派の幅広い人たちが支援し︑す

ｌ立候補者数︶︵％得票率︶

結果は︑以下のようになった︒自民

クの開催をめぐって︑論戦が激し

べて勝利した︒そのなかで︑渋

ところで自主的支援を行っていっ

墓晁却鑑寧蓋謹員撰蕊②

議会議員選挙が行われた︒結果

党四︑立憲民主党４︵１区海江田万

く交わされていった︒結果は︑共

谷区︵２１５︶中田喬士２２２

た︒そんな中で︑︑月翠日の総選挙

は︑共四人自記人公詔人都
ファ蝿人民進５人ネー人維

里６区落合貴之７区長妻昭焔

四人自認人公認人都ファ鉦

０４票︵狐袈ｎ％︶︑中野区

滋賀では︑９月聖日︑３８０

にも配慮して溺全選挙区のうち︑１

共産党はあ小選挙区中︑野党共闘

方︑連携の中身は︑都議選ではか

る︒当選者の数以上に︑その闘い

党︑立憲民主党が勝利したのであ

４︶五十嵐衣里２６８７票︵

訂．鯛％︶︑武蔵野市︵１１

３︶酒井大史２０６３３票︵

票弱．

中村洋２８ｒｌ２票︵鰹・錨
︵ｐ８へ続く︶一

逃は︑トップ当選をし迄
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翌２０１７年７月２日東京都

１人無６人計１２７人と︑共産

区菅直人︶希望の党１︵虹区長島

人立巧人ネー人維１人無

党は四議席と躍進した︒自民党は

昭久︶公明党１︵狸区太田昭

歴史的大敗北︵弱人↑謁人︶と

︵３１５︶西沢圭太３５７４９

人がピアザ淡海ホールに集まっ

区︑６区︑７区︑咽区を含む８小選

ってなかったものであった︒市民

宏︶・

４人計１２７人となった︒共産

なった︒小池旋風の中︑都民

て︑﹁市民と政治をつなぐ＠大

挙区には候補者を擁立はせず︑市民

と野党の共闘が粘り強く︑画期的

％︶︑立川市︵２１

津・高島の会﹂が結成された︒

と野党の共闘を追求した︒東京でも

にすすめられていったのであゑ

ファーストは大量当選した︒

情勢はめまぐるしく動いてい

市民と野党の共闘の力が発揮された

・的％︶三鷹市︵２１３︶

く︒９月弱日小池百合子は﹁希望

ことは︑結果からも明らかであっ

文京区︑豊島区︑北区︑日野

の堂を結成し︑９月詔日罠進
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︵ｐ８より︶２０１３年には
全選挙区で議席を得ていた自民・

治安維持法に抗した父と母そして私４爲蒸ｇ
していない︒何処かに隠れて様
子をうかがっ．ているのかと思っ

た﹂と言兎なぜか校庭を全員で

﹁休み時間にグローブがなくなっ

らかした︒その休憩時間の後︑

の子が真新しいグローブを見せび

小学校高学年のある日お金持ち

しい男の子だった子は︑﹁自分の
小学校時代は︑ずっと最低やっ

う︒話してくれた小学校時代大人

され︑骨になって帰されたとい

アジアの何処かへの旅行に連れ出

﹁男の子Ｏ﹂は来なかった︒東南

講堂から出た︒その後のこと

み上げた︒式が終わって全員が

たが︑男子たちは戻らなかっ

徒の名前を読み上げる時となっ

り︑とうとう担任が受け持ち生

も戻る気配はなく︑式は始ま

ていたが︑開式の予告がされて

探すことになった︒大銀杏の高い
た︒高校生になってやっと自分に

Ｍ子

枝に引っかかっているのが見つ
なれた﹂と話した︒

帰った男子は︑卒業させられな

の選挙区のうち︑巧の

選挙区で空白となっだ︒４人区

かった︒担任は︑﹁叱らないから

社会の底辺︑貧困︑暴力・犯罪

いぞと叱られたけど﹁卒業証

党は︑
の品川区でも議席を失った︒自

︵犯人は︶申し出なさい﹂と待っ

等を小学校の頃からその断片を見

２ヵ月後に迫った総選挙におい

都議会議員選挙の結果は︑

だ自公与党は敗北した︒

目標の過半数にも届かなかつ

民粥人︑公明認人︑合わせても

て帝民と野党の共闘による政
たが︑誰も言い出さなかった︒担
知る﹂と書いた︒何の悪いことを

任は黒板に﹁天知る︑地知る︑己

年︶にした︒あの人たちは自分の

ていた父は︑﹁日本が軍隊・武器
の力で朝鮮を植民地︵１９１０
の？﹂と聞くことができた︒

に奉業式のこと︑何があった

書は渡されたと聞いた︒

は︑風の便りで式が終わって

た︒担任は泣きながら名前を読

権交代﹂が可能なことを︑示唆

していない自分も︑この言葉に背
意思でなく日本に連れてこられ︑

してい尭伶

首都・東京の都議会議員選挙
筋が伸びる思いがしたのを覚えて

自分たちや町内の貧しい暮らしを

る︒これは日本が間違っている︒

戦争が終わった今も帰れないでい

た﹄と言えないという気持ちが

素直に﹃ありがとうございまし

たくない﹄という話になった︒

ら﹃不満を持ったままで卒業し

﹁男子の間で卒業式の数日前か

妬年を経て︑その中の一人Ｋ

は︑その時どきの政治動向を反

歳代にクラス会があった︒グロー

している人も皆が楽しく暮らせる

大きくなっていた︒当日集まっ

このことから加年近く経ち︑如

ブを学校に持ってきた子は連絡が
良い社会にならないといけない﹂

いる︒

映し︑その結果は︑その後の政
治動向に大きな影響を与えてい

く

取れなかった︒﹁男の子Ｏ﹂は︑
と話した︒

円の豪邸を建てたと隣席で聞いて

わめきを感じた︒私の横の列はク

卒業式当日講堂に入ると少しざ

う﹄と歩き出した︒線路を越え

たらいつものように﹃山へ行こ

﹁サラ金取り立て﹂で郊外に３億

いた子が説明した︒２年後のクラ

名古屋神戸︑十二月には京都など

大津事件を前後して︑十一月には

区細胞非合法■の地方的権力闘争

いるけれども︑実は共産党滋賀地

疑者の釈放等を表面の口実として

果は︑一九五一年二月一日の第十

︵二︶暴力的︑戦闘的であること︒

︵三︶いわゆる地域権力闘争の展開

と見られるこ皇
︵四︶旧朝連系朝鮮人と共産主義勢
力とが撞濯設口作して事件の主

導力を握っているとみられる
こと︒

︵一︶については︑大窪事件当日は

競輪が催きれる予定で︵雨天のため
中止︶警備の勢力が競輪に割かれる
日をねらったとしています℃︵三︶

については︑﹇各種各様の問題をと
らえて臆窪唄要求︑抗議等を名とし
てデモ行為から集団暴行︑騒擾事件
まで惹起している﹂例として︑大津

事件当時検察庁内に撒かれた朝鮮語
ビラの内容が翻訳して邉載されてい
ます︒少し長くなりますが引用しま
す．

吾等は次の事を要求する
一︑夫の賃金では食っていけない︑
一︑寒さをしのげる内職をョ﹃一セ︑

一︑貧困な同胞に正月を越せる物

一︑何の根キヨの無い救護資

造事件を即時取消セ︑

動する八幡の暴力団ネッ

一︑朝日人民間のリカンを策

ゆる愛国者を即時釈放︑

一︑朴光海︑岡田を初め︑凡

失業者に職を与えよ︑

一日三百円を出し︑一切の

一︑職安労働者に食える賃金

を取るな︑

一︑ピン困者より一切の税金

利子の資金をカセ︑

一︑商工業者に無タン保︑無

イを出セ︑

コマ︑シオカラ︑ハクサ

一︑ニンニク︑トウガラシ︑

出セ︑

一︑炭モーブ等の越冬物資を

一︑昼食のかけを認めよ︑

を出セ︑

一︑先生に越冬資金三ヶ月分

出セ︑

一︑朝鮮児童に教育補助金を

一︑生活保護法適用セョ︑

セヨ︑・

水茎項米代を無ショウで

一︑失業者に︑家賃電燈︑

たところで︑︵ｐ︑へ続く︶

で﹁朝鮮人騒擾事件﹂とされる﹁事

である︒権力闘争であるが︑一挙

﹁国政調査報告書一神戸その他の地

回国会参議院地方行政委員今至云議

︵一︶多分に計画的であること．

ラス男子の席であるが︑全員着席

調官庁﹂側の言い分と︑﹁被疑

件﹂が起きたため︑十二月中旬に衆

に暴力革命の過程に持ち込むこと

における騒じょう事件実情調査報告

録第六号に掲載されています︒

﹁所見﹂として︑次の四つの特徴

品を無料で出せ︑

一︑米代を上げるのは反対だ︑

−8−
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ス会には︑サラ金取り立ての

一学期を何とか乗り切りましたが
者﹂である朝鮮人側の言い分を併

大津事件②

猛暑もあってだいぶパテ気味です

記した後事件の径格﹂を次の

河かおる

⁝︒前回に続き︑﹃新大津市史﹄を
ように規定しています︒

議院法務委員畳云と参議院地方行政委

なく︑鮮人の民族感情に乗じて釈

天津騒乱事件の性格は鮮人被

員会が︑名古屋︑大津︑京都︑神戸

放運動を重局潮に盛り上げたとこ
ろにくふうがある﹂

書﹂として一九五一年二月十六日に

﹁名古屋事件﹂︑﹁大津事件﹂︑

参議院地方行政垂蓄畏云の調査結

法務委員長に提出されました︵金慶

﹁京都︵円山︶事件﹂︑﹁神戸騒

﹁ｕ・訂﹂闘争﹄神一厘産一・青年セ

す︒

が共通的にみられるとしていま

収︶・この報告書では︑一庵﹁取

ンター出版部︑一九九一年︑所

擾事件﹂の順に概要を述べた後︑

海・堀内稔編著﹃在日朝鮮人・生活

衆議院法務委員会の調査結果は︑

た︒

に国会議員の調査団を派遣しまし

件﹂について書きま主

頼りに一九五○年十二月の﹁大津事

滋賀と朝鮮
65
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共産主義勢力と旧朝連系朝鮮人のことが﹁破壊分子の策動﹂﹁暴職種は︑被差別地域のためのもの

報告書はこれを﹁日常生活上うに職安事件と検察庁事件が併行とだけ言いたかった︒室業式に戻小学校の建物が立派な鉄筋コン
の問題から反米︑反戦運動までしておこっていても︑日本人が主る者はいなかった﹂とあの日のこクリート製であったのに新制中学
広い範囲に及んでいる﹂とし︑体である職安事件はほとんど霊硯と券闘くことができ迄
校は木造２階建てであった︒折し
要するに前者を名目にすぎないされていることなどから︑朝鮮人６年生担任だった女教師は戦前もテレビでは毎週プロレスカ道山
と見なしているようです︒しかに対する恐怖感︑嫌悪感を読み取親が決めた許嫁を待ち︑私たちをの派手な活踊が放映される︒木造

し全一西項目のほとんどが﹁日ることも不可能ではないとしてい卒業させた後加年のソ連シベリ校舎の腰板は﹁足蹴りの技﹂で一

常生活上の問題﹂で︑反戦はとま丈ア抑留を終えた人と結婚された︒枚残らず割られていた︒弟の持ち

と言った頃だ︒卒業式の前日︑Ｒ

川知事が汚の春は泣かさない﹂

うつるで卑屈な視線があった︒蜷

の視野から外される︒彼女らには

た︒３学期になると就職組は先生

率が低く︑就職する人が２割はい

笑った︒私の中学は市内でも進学

と皆で言い合ったのです﹂と言って

おられたのや℃後でもっと頑張ろう

れるだけで︑僕らの雰囲気を感じて

言ってくれた︒教員室にたまに来ら

教育を守る大事な時期だろう﹄と

がないように見える︒子どもたちの

はヨ最近以前に比べ若い教師の元気

業式の日あなたのお父さん︑Ｋさん

歌ってくれた︒この人の聡明さも

ショーンとマルセーズを最後まで

きなりルマルショーンルマル

語は？﹂と言ってみたところ︑い

イツ語の子守歌︒私がラランス

シア語の童謡を歌ってくれ次にド

さんらに紹介してくれた︒まずロ

でね︒○○ちゃんなの﹂と看護師

﹁私のお友達のＡさんのお嬢さん

罪の松山事件支援の署名活動を続

折々の要求署名活動︑取り分け冤

を！﹂であった︒帥歳後半から

までに︑何としても平和な日本

でながら︑﹁この子が大きくなる

父の口癖は︑膝に抱いた孫を撫

フイル交響楽団で唄ったのだ︒

た︒当時指揮者は朝比奈隆︑大阪

団﹂に挑戦上氾歳まで参加し

もかく反米の内容は少なくとも朝鮮人が︑仕事と食べ物と生活夫は︑年間のブランクで学歴な帰った文集に吊︶柿食えば鐘が鳴
明示されていません︒と教育と戦争反対のために︑せいく︑資格もなかった︒近所の自民るなり法隆寺︑②桃食えば鐘が鳴
そして報告書は︑今回の事件ぜいがパチンコとトウガラシで党議員の世話を得て︑理方公務ります寺の鐘︑③窓見れば見るほ
を朝鮮戦争の推移に刺激された﹁武装して集団的な行動に出た星として働くことができた︒ど割れている︑④・・・﹂家中で

子が﹁Ｍぢゃん︑進学も考えた
くれた○

け︑いろんな集会で﹁Ｋさんは必

︵家庭の事情︶けどダメやった︒

然ることながらこの世代の人のア

医だった大伯父の服を譲り受け︑

あったが︑父には礼服がない︒軍

挨拶に立った︒もう戦後哩年目で

講︶の日︒父はＰＴＡ計役員として

であった︒まさに比良八荒︵八

学には講堂がなく卒業式は青天井

年ぶりの再会だった︒私たちの中

女は﹁Ｍちゃん！﹂と叫んだ︒溺

Ｉ﹂と声をかけた︒振り返った彼

視線を感じ︑後を追って﹁あの

組とすれ違った︒その中にＲ子の

してくれた︒ある日美術館で４人

た︒この目と言葉の力が折々に押

ためにもな﹂とバトンを渡され

の水一ヨライ堂の牧師に嫁ぎ夫他

のお母さんだった︒もう一人はお茶

から分かったのだが︑仕事仲間の方

切った人がいる．一人は亡くなって

学院同級生にもう二人百歳まで生き

百歳の天寿を全うし亀その母の女

ひょいと出てくる︒凄いことに母は

源氏物語︑清少納言の言葉が日常に

よ﹂などと言ってい亀平家物語︑

田舎から出てきたばっかりだった

常的に接している︒穆村春子など

もクラシック音楽映画演劇に日

した雰囲気があったらしい︒卒業後

裁縫︑声楽︑書道等しかも伸び伸び

としていたから︑和歌︑古典文学︑

弟が中学生の頃︑母はＰＴＡの

寝ていることの多い加年余りの後

帰国後肝臓・心臓の不調に一日中

全てに耐えている顔をしていた︒

晒し布で吊るようにして抱いて︑

れないと覚悟しつつ︑ケ月の子を

引き揚げ船の中で命尽きるかもし

のだった﹂と話していた︒母は

な太陽︑それはそれは荘厳そのも

らった︒﹁空を深紅に染める大き

疲れながらもこの太陽に元気をも

にも書いている︒母も次々と病に

な太陽を姉たちは覚えていて作文

満州大陸の地平線に沈む真っ赤

うしだった︒

カデミックさにびっくり瞬きしど

母が亡くなって昭年になる︒

戦後布年︒父が亡くなって諏年︒

今年は︑３．１５弾圧から卵年︑

生き１００歳の天寿を全うした︒

と言われたというが親兄弟の分も

歳で逝った︒母は二十歳までの命

後の何回かの脳梗塞を起こし︑酪

てしまって腰痛が再燃した︒その

医者の許しを得ずに仙台に出かけ

が嬉しくて術後間もない身体で︑

る﹂と言ったと帥歳で手術︒回復

た︒医者が戸手術をすれば歩け

引きずるようにして仙台へ出かけ

当時の女学校は﹁良妻賢母﹂を旨

方の紋章等を外して着ていた︒こ

界後に九州人吉の施設に入られ迄

コーラスに通い出贋﹁第９合唱

︐私の分も頑張るんやで︒みんなの

の時の話を溺年後の同窓会で︑当

この方が卵歳の折に娘と尋ねた︒

︵終わり︶

痛を押して蟹のように歪んだ足を

立っておられた﹂と言われた︒腰

ず︑署名用紙︑画版を首に下げて

時組︽鼠瞥易誕師だった方が︑幸
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﹁伊藤千代子の生涯﹂紹介
ＤＶＤ存冒︽て

大津支部芝川源一郎
この春︑入管法改正が話題にな

り︑特にスリランカ女性のひど

今回劇映画﹁伊藤千代子の生
涯﹂紹介ＤＶＤを見て思い当たっ
たのはこれだ︒

﹃わが青春つきるともＩ伊藤千代子の生涯﹄

制作・上映運動で行動

具合が悪くなってもほったらか

境も冷暖房はもちろんなく︑体の

合いをしました︒その中で︑

ん・滝の３人で︑女性部の話し

お借りして︑古谷さん・山梶さ

７月型日︑山梶さんのお宅を

るだけ多くの方々に伝えるため

人の少女﹁伊藤千代子﹂をでき

確認しました︒権力に抗した一

﹁また行こう﹂と次の行動日も

彦根愛犬支部滝すみ江

し︑どうにもしかたなくなれば病

刑務所での拷問︑刑務所内の環

院へ連れて行くが︑入院時も手錠

れ果て苞

また特高Ⅱ入管という遺伝子に呆

る︑という﹁今もある光景﹂に︑

をかけたまま︑特高が見張ってい

動をしてみようということにな

動﹂について話し合い︑訪問活

千代子の生涯﹄制作・上映運

﹁﹃わが青春つきるともＩ伊藤

畠山沙智子さん字︿津

●●︒●●●●●●●●●●●●●■■●■■■ｅｏＧ●●■●■●●■●●●●●■Ｄ■■●●■︑●●●●●●

を広げていきましょ壹乳

に︑各支部・各地域でこの運動

●●

り︑記日に３人で実行すること

た︒亙﹃日は︑人にし

ＤＶＤの中で印象的だったのは

７月詔日︑山梶さんの家から

ぼり﹂集めて頂いた署

支部︶から届きまし

かった﹂ということばだ︒資料を

３人が出発し︑近江八幡市・東

名用紙と一緒に届きま

になりました︒

見る限り︑社会変革に確信を持っ

近江市の女性の方の家を訪闇し

三１代子も多喜二も一歩も引かな

て生きていた千代子が決してプレ

︑ご﹄︒ご︾ 手

Ｑ

●吾

３人で︑カンパ２万円︵翌日十一
■皇︽

６千円︶をいただき︑

■？

ロ

寺

０．−打；露︒．●↑
﹁地しば．唾＊・

●

●

１ＪＰ４■■ａＰｑ心４４︲Ｏｆ４４ｆＯｆ︲ＯＴ４ｊ■ａ９ｆ．■可ｊ９︒ｐ﹄■７日９９︲９．６１︐ｄＢｄｏ﹄１匹Ｔｒ０中ｌｂｐ

昏Ｐｌｒ
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●●
①︾
Ｑ今
︸ 緯︐⁝ｉ︑
証言者伊藤千代子﹂１冊を寅
っ
︑．

■

りの花﹂３冊・増補版﹁時代の一一・・・．︑︾︽︲γ︑︑
●●︑︾ｐ

〆

︽Ｋ束が．・
７人と出会い︑電話で●
の
Ｄ
︑約
Ｑ令寺︶

●

●

●

加時〜面時で８人に訪問して一︒︽
●ｅ

け止めてくださいました︒︒︲︒

した︒

ました︒どの方も気持ち良く受

●

ることなく︑特高の拷問にも耐え
て刑務所の中でも女子房の仲間と

抵抗運動を続けていたことは驚き
であるし︑その肉声を聞いてみた
いと思１

今回の映画が千代子の存在を現

代に蘇らせるものであってほし
い︒

○●
●
夕
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
．
〃
．
︑
ａ
●
●

４ｈ＄・１︒Ｔ︲り︲ＦｊＩ供︒ｔＢＩＬ■９Ｆｊも申０９→４１︲ｆＩ０ローリ←
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い扱いが注目され︑具合が悪い
と訴えても診察も受けられず︑

ようやく病院に行けても点滴は
長くなるから︑と無理やり帰さ

れたり︑あげくは動かなくな
り︑声をかけても反応がないに
もかかわらず放置し︑死なせて
しまった︒その様子のビデオを
身内に開示することさえ理由に
ならない理由で拒否している︒

これが報道され︑改正入管法は
ついに取り下げとなった︒

ｂ ｌ ｌ 卜 Ｆ ６ １ １ ． ０

入管職員の非人道的な振る舞
いに何か既視感があった︒
I
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