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師も苦しんでいた︒そうした﹁現実のなかに正路を開拓し

昭和初期︑農村は冷害や政た旧八竜町の役場前に建立さ
治の貧困で疲弊し︑子供も教れた︒碑には成田が掲げた

青の魁だった︒え子等によって︑教鞭をとつ

授業さは
秋田県における自由教１９６７︵昭和翌年︑教
きがけ

軍隊生活ののち︑八竜町の小社で編集者となり活躍したが︑
学校の代用教員を大正末期ま昭和弱年如月病に倒れ銘歳で
で５年近くつとめた︒成田の亡くなった︒

男鹿市に生まれた︒５年間の成田は︑戦後︑東京の平凡

成田忠久は︑明治訓年９月弾圧され︑中断された︒

師たちが弾圧された︒たがこの運動は︑政府により

運動として東北一円に広がっ年北方教育社を設立し︑綴方
たが︑その運動に参加した教教育誌﹃北方教育﹄を発行し

方謹冨運動が奎活綴り方﹂捻出に苦労しながら︑昭和４

た︒成田忠久が起こした﹁北を営み︑運動費用︑生活費の

ただひさ

加日前３人の教師が検挙され成田は教師をやめ︑豆腐屋

太平洋戦争の始まる１年前︑た東北の教師達によって北方
６名の教師が治安維持法違反教育運動が起こされ︑その運
で検挙された︒さらに大戦の動を始めたのが成田である︒

１︲１１１１︲

的

冑凹一すること

︾雛一ｓ︑国は︑治安維持法による犠牲者の実態を調査し︑その内容を公表︾

の・−１︐国は︑治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること一
ゞ動−２︑震︑治安維持法犠牲者に謝罪し︑賠償を行うこと

二目︲一

的一ふたたび戦争と暗黒政治を許さないために
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秋田県本部
秋田県大仙市角間川町

﹁再録﹂シリーズ①県版﹁不屈﹂恥２︵１９９１年６月︶より

﹃治安維持法﹄の嵐のもとでだかがつだ
諸先輩の紹介にあだって︵下︶

導者でした︒二五年四月に治

同盟県本部副会長加菌通二郎︵故人︶

秋田県における共産党組織の確立と治安維持法の弾圧
安維持法が公布され︑二七年
の九月に第一回﹁普通選挙﹂

の県会議員選挙が実施されま
したが︑この時すでに党員だっ

月に︑秋田県の共産党組織は

いました︒こうして二八年二
票を得ました︒生まれたばか

五票︵十一パーセント︶の得

党候補としてたたかって六三

︵ご県党組織の確立と三・一五の弾圧
一九二二年に日本共産党が創

棚橋を責任者にして︑佐藤謙
りの県党組織は︑翌年に実施

た棚橋が秋田市で︑労働農民

立されますが︑二三年に治安
蔵︑平山忠尚によって確立さ

級的労働組合の最初の全国組

棚橋︑佐藤は︑わが国の階
判仁幽守・ゴーや鐵

︒ｂ屍尖参し

された第一回衆議院議員選挙

党員の合法舞台としての単一

織である日本労働君合評議会

︸

…

…
…

で一︑二区の労働農民候補を

推して戦いました︒この選挙
直後の二八年三月十五日に︑

天皇制政府は県党組織にたい
する最初の弾圧を加えました︒

この時秋田市の労働農民党事
務所など八ヵ所が捜査をうけ︑

棚橋︑佐藤︑平山が逮捕︑投
獄されました︒

今日ここにおいでの中央本
部副会長石黒周一さんと︑高
桑あっしさんが秋田の労働農
民事務所に︑泊まりこんでい
たので︑三・一五の弾圧︑捜
査と対決した歴史の証人です︒

天皇制政府は三・一五の年
の四月に︑労働農民党を解散
させました︒この時三浦雷太

郎らの共産主義者が︑これを
受けつぐ新党準備会を支持し
ましたが︑三浦と同じように
﹁秋田労農社﹂の運動にかか

わっていた近江谷友治らは︑

社会民主主義の潮流だった無
産大衆党へ参加を表明しまし
た︒

ろうということを口実にしたで産業労働調査所︑労働組合
ｐｌＩＩＵ０

同じく大会準備委員の加賀

から機関紙がとどいているだ屋喜一郎さんは︑この頃東京

続けました︒﹁多数派分派﹂

したが︑天皇制政府は弾圧し逮捕︑投獄されました︒

一六日この党建設のたたかいもわたる戦争に突入した専制
にたいして︑全国いつせいの支配に抗して︑全農全国会議
弾圧を加えました︒県内ではを軸にした農民運動と農民組
十四カ所が捜査され︑逮捕者織のなかで不屈におこなわれ

﹁秋田共産党事件﹂で多数事件﹂の弾圧では︑三浦︑今
の弾圧犠牲者を出し︑県党組村らの党員とともに今日の大
織は指導部のほとんどを失い︑会準備委員の庫山寛一さんら
党中央との連絡も切断されまの党支持者をふくむ二五人が

と相次いだ弾圧

︵三︶﹁多数派分派事件﹂︑﹁人民戦線事件﹂

動の態勢確立のために熱海で

﹁三二年テーゼ﹂に基づく活思います︒

三一年秋に保釈出獄していた人が逮捕︑二三人が送検︑一
棚橋の指示をうけ︑党中央と六人が起訴され︑五年の実刑
の連絡のもとで県党再建の責をうけた鵜沼が獄死させられ
任者として︑三二年十一月十ました︒県内におけるこの実
日の﹁秋田共産党事件﹂の弾態は︑天皇制の残虐性ととも
圧で逮捕︑投獄されるまでにに︑戦前にいおける県党組織
果敢に戦い抜きました︒﹁秋と諸先輩のたたかいの︑不屈
田共産党事件﹂の弾圧は︑性︑大衆性を物語っていると

北地方委員会の書記でしたが︑千五百人︶・秋田県では百二

︵一九一○ 三八年︶が立つの直後に全国的な規模でおこ
ていました︒彼は全農全会東なわれたものでした︵逮捕者

いの先頭にさきにのべた鵜沼ひらかれた︑全国代表者会議

１﹄

れました︵三人はいずれも故

無産政党・﹁労働農民党﹂を
に加盟していた全秋田合同労

雫一

警察法による最初の弾圧をう
けます︒党中央は党再建をす

支持します︒秋田県の棚橋貞
雄らの共産主義者も︑すでに
組の︑平山は日本鉄道従業員

人︶・

のべた労働︑農民運動の展開
組合秋田支部の︑いずれも指

すめるとともに︑﹁普通選挙
法﹂の実施にそなえて︑共産

のなかで︑そのためにたたか

︵三再建と四・一六︑県党組織の再建と
四・一六︑秋田共産党事件の弾圧
三・一五のあと県党組織の三浦︑三・一五弾圧でのべた
再建は︑党中央オルグの杉本石黒さん︑関賢蔵︑大槻喜一︑
文雄の指導で︑日農オルグの田中儀助︑敦賀谷勝治の九人
安原謙市︑今村英雄︑後に全が有罪とされました︒

農全国会議の全国委員になっこの大会の準備委員鈴木清
た三浦雷太郎︑新党準備会オさんは︑旧制山形高校を放校
ルグの白水実などによってすされ︑東京で工場オルグとし

すめられました︒て活動していましたが︑四・
﹁二七年テーゼ﹂にもとづ一六で逮捕︑投獄され︑獄中

いた大衆闘争と大衆組織のなでのたたかいを代表作﹃監房
かですすめられた︑非公然の細胞﹄に書いておられます︒

苦難な党建設の活動によって︑四・一六弾圧で秋田以北に
秋田製油所︑国鉄士崎工場︑あった党組織は潰滅的打撃を
秋木能代工場︑農村では花輪受けました︒その後の党建設
などに党組織を確立することのたたかいは︑日本帝国主義

に成功しました︒が三一年に中国東北部への侵

蕊

三三年十二月の﹁多数派分派評議会のあとをうけ事実上非

天皇制政府は︑二九年四月略戦争を開始し︑十五年間に

蕊
‑零
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…

のうちいまのべた安原︑今
可村
村︑
︑ま
まし
した
た︒
︒こ
この
の英
英雄
雄的
的な
なたたか

ｌＩＩｌＩ

I

2021年3月15日(月）

不屈（ 「秋田県版」恥357）
1989年5月8日第三種郵便認可
2021年3月15日(月）

不屈（ 「秋田県版」Nn357)
1989年5月8日第三種郵便認可

たが︑著書﹃嵐の中の烈士伝﹄

てもらいたいのである︒﹂

かけぬよう︑その片隅におい

・■■■ｌＵＩｌ９ＩｉＩＩＦＰ０ｂ Ｐ

をのこしています︒八○年一

ｑｌ１ｑ０■Ⅱ０日００■■５０■０９凸Ｇ

これまで度たびのべました
月に書いたその﹁あとがき﹂

ります︒

していましたが︑党中央の部
今村英雄は一九二八年から主
こう言っております︒

合法にされていた全協で活動
員だった三五年に︑逮捕︑投
に県南で活動し︑相次ぐ逮捕︑

でておられる鷹ノ巣の畠山忠

農系の人びと︑今日の大会に

じめ︑近江谷友治や南秋の日

事件﹂の弾圧では︑党員をは

年である三六年の﹁人民戦線

日独防共協定が調印された

青森で七九才で死去されまし

今村さんは八五年八月に郷里

し四五年の十月十日でした︒

ら解放されたのは︑敗戦のと

になって︑東京予防拘禁所か

太平洋戦争開始で﹁予防拘禁﹂

投獄のあと︑四一年十二月の

ができたら︑他人様に迷惑を

力はないので︑そういうもの

こと︒筆者には墓地をつくる

共同墓地を建立してくださる

輩諸君の記念碑︑できるなら

願いしたい︒今はなき同志先

﹁最後に︑秋田の人々にお

報告の要旨です︒︶

県本部結成大会でおこなった

日の治安維持法国賠同盟秋田

ります︒︵一九九一年二月十

られます諸先輩の紹介を終わ

これで今日の大会にでてお

獄されました︒

光さんら文化分野の人びとと︑

I

が求められています︒

国会請願は５月中旬の予定
県︒各支部同盟創立鋤周年
﹃コロナ禍﹄沈滞を打破し足を踏みだそう
今年の国会請願は５月中旬を予定してい
また今年は全国大会の年です︒さらに県
同盟︑各支部同盟は創立３０周年を迎えま

ます︒菅政権は場当たり的ヨロナ禍﹂対
策︑﹁森喜朗女性蔑視発言﹂︑﹁長男・総
す︒今年は県同盟にとって︑節目の年です︒

……

合せて三七人の秋田県関係者
が逮捕︑投獄されています︒

こうした相つぐ弾圧が︑長
谷川清︑今野直治︵ともに故
人︶らによる日本赤色救援会︑

工藤清人︵故人︶らによる
﹁新興教育﹂の読者中心の全
日本教育労働組合秋田支部︑

務相幹部接待問題﹂などどれをとっても政

休館月（月祝日の場合翌日）

斎藤孝輔︵故人︶らによる日
組織建設と運動の前進にとって︑決意と
段取り︑行動の具体化が重要です︒・

電話019牛33‑2216

学習会などを計画しつつ︑新会員拡大︑

入館料無料

年末年始

住所下閉伊郡田野畑村田野畑128‑9

署名目標達成へダッシ

開館9：00〜16：30

会長。茶谷十六さんの著書など展示。

権担当資格が問われます︒﹁オリンピック﹂

資料代若干

地元教師に寄せられた教え子からの軍

せんか！

は荒川鉱山と切っても切り離されない。

本共産青年同盟にも︑容赦な

開館10：00〜16：00
鮠上平和記念展示室

電話018‑881‑8035

日本最大級の三閉伊一摸に関する資料
を展示。敷地内に一摸指導者の「銅像」 、
近くに指導者の生家あり。秋田県歴教協

開催も大問題です︒国会がどうなるか不透

【岩手県】

【秋田県】

事郵便7000通、ほか教科書銃、軍服な
ど400点を展示。近くに平和観音堂、陸軍

休館月、火、祝日 （1月〜3月冬期休館）
飛行場跡あり。
住所北上市和賀町藤根114‑147‑3

…（大盛館内）

−4−
−5−

残

￨腰畷m調鯛雷關｜

敷地内に「おりん口伝文学碑」 、近くに
「荒川鉱山跡」 「松田解子分骨の墓」が
ある。まだ行ったことない方は是非。
住所大仙市協和荒川字川前9国道46号線
【岩手県】

く加えられました︒横手に帰っ

定休日年末年始

搦易／勇謬膠膠ｚｚ

休館月、火（月火が祝日の場合は翌日）
10:00〜16: 00

明ですが︑中央本部は５月中旬に国会御請

轡行って冴よう1戦争｡平和ど闘い②館へ

轡

搦

た鈴木清さんが中心だった日

開館9：00〜16：00

Z

本プロレタリア作家同盟で︑

電話0172‑59‑2080

この大会に出ておられる横手

産党入党。 日本児童文学者協会長。
住所黒石市中町5 （津軽こみせ2階）

ジ

電話0238‑37 5362（事前確認必要） ）

；

願行動を予定しています︒
４月末まで︑各支部の自主目標への努力

石生まれでプロレタリア演劇運動に参加

；

資料代100円

電話0197‑73‑5876

休館月（月祝日の場合翌日）
【山形県】
秋田雨雀（1883〜1962）は黒

’

｜剛3鰯§鰯（農村文化研究所付属）
日本一小さい戦争資料館。−部屋の展
示だが、特高警察資料や戦時中の貴重な
資料が展示。農村文化研究所（農業と生
活資料展示）の見学もぜひ。
住所米沢市六郷町藤泉71‑32
1949年日本共
し、 1940年検挙。

す。会員以外の方も誘っ
館に行ってみませんか。

口
争。平和、闘いと抵抗の

織

入館料310円
￨魂面壷藍…｜

I

旅を計画しましょう。
（ガイド紹介できます）
な観光地と温泉がありま

口

て、学び楽しめる小さな

近くにはどこも魅力的
雪が消えたら近県の戦

＃

松田解子は秋田県が生んだプロレタリ
ア作家。幾たびの弾圧にめげず戦後も長
く活躍。大盛館は「荒川鉱山。宮田又鉱
山」の資料館でもある。松田解子の作品
開館4〜12月

開館9：00〜16：00

【青森県】

の高橋軍治さんが活動してお

1

2021年3月15日(月）

不屈（ 「秋田県版」NO.357)
1989年5月8日第三種郵便認可
2021年3月15日(月）

不屈（ 「秋田県版」NQ357)
1989年5月8日第三種郵便認可

県多喜二祭︵２月別日︶︑大館︒多喜二
記念の集い︵別日︶開かる
今回の多喜二
祭賞は︑団体の
部は﹃秋田県の
戦争遺跡ｌ次世
代を担うあなた
へ﹄を発行した
﹁秋田県戦争遺

与式には︑一昨年多喜二祭賞

を受けた故・渡辺豊彦さん

︵右上写真︶が︑多喜二が主

勝平の会︒元共同代表佐々木勇進意見を述べるようになりましなお︑地元の町内会連合組

蝋鮒鱈鱸熱熱雛型烈辮療舗感籍難聯
︲ジズはいらない﹂の歌をつく﹁勝平の会の人は︑皆がん
生左値をかける送恵で︑心を一つにり歌って反対を訴える人︑宣ばるね﹂とよく言われました︒
伝カーの運行︑音響装置を調それは︑会の活動が皆の日常
２０１７年ｎ月︑政府のイーい﹂などいろいろな意見や戸整する人︑という具合でした︒生活そのものになっていたか

ジス︒アショァ配備計画︵新惑いの声が広がっていたが︑そして︑原水禁世界大会ならだろう︑と思うｏ
屋と山口に配備︶が明らかに私たち﹁勝平の会﹂は︑イーど全国大会レベルの集会から多易珍謬謬珍謬珍珍

なった時から︑私たちは︑そジズ配備計画撤回のために︑４〜５人の学習会や井戸端会イージス配備撤回のをたた
の導入理由や機能が不透明でまず︑従前から毎週地元の豊議のようなつどいなどへも足かつた２年半︑防衛省に翻弄
あり︑何よりも地元住民を無町で行っていたスタンディンを運び︑イージス反対の協力︒されながらも︑配備撤回を勝
視して︑ミサイル基地を住宅グを県庁前でも行うことにし︑協同を訴え続けました︒ち取った︒が︑この背後に安
街に隣接してつくることに驚﹁イージス︒アショァ配備反これらは︑会員の一人ひと保条約と日米共同のミサイル
き︑﹁配備反対﹂を決意しま対﹂を広く市民に訴えることりが︑経験のあるなしにかか防衛構想があることも学んだ︒

した︒随時︑講演会や学習会にした︒わらず︑それぞれが出来るこ配備計画撤回を掲げて︑寝

一

国賠署名を訴える秋田支部の会員

︵国賠同盟会員︶の奥さんが︑
﹁研究会﹂を代表してトロフィ
を受けた︒

ｒ４９４ｌ０４４

した︒

尽きない話を

求めたことなど︑

に手紙を添えて送り︑感想を

を︑﹃種まく人﹄の小牧近江

宰発行した﹃クラルテ﹄１号

口

撤回までの２年半︑勝平の会ら行動を積み上げることで実べきと考え︑自費出版するこ
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跡研究会︵代表・

載釦

外池智秋田大学

＝

教授︶﹂︑個人

作品﹁同志田口の感懐﹄を
朗読する塩田睦子さん
記念講演では︑北条常久氏

I県 多喜菫祭

の部では︑長ら
く﹁大館・多喜
二記念の集い﹂

実行委員長を務
めた故・大山兼
司さんに贈られ

遺跡研究会﹂には国賠同盟会

1

一錘

●

●舎苛
６ｒ七

一︾︲八梗・仁一．ｆ

寺＆

．︾多喜二ご﹁篭
文予特一●一北条常久さえ

県多喜二祭には１２０人︑

員も数名おり︑執筆を担当し

一

大館の集いには７０人が参加
ている︒故・大山さんも国賠

た︒

した︒いずれもコロナ感染防
同盟会員であった︒秋田の授

﹁秋田県戦争

止対策がしっかりと行われた︒

時旬

イー美・アショァの活動雲り返る⑥溺蕊膨轤蓬緩認鶏になったもの

外 池代 表

鳥鍵

地元では︑この計画に﹁なは︑毎週地元と県庁前の２ヶ現したことでした︒とにしました︒
んで新屋なのか？﹂﹁反対﹂所で︑のぼり旗を立て︑プラ多珍珍珍珍ｚｚ珍豫４月ころ出版の予定です︒
二番最初に狙われる﹂﹁政カードをつくり︑声をあげ︑こうした勝平の会の活動が︑みなさんのご協力をお願い
府の決めたことだ︑仕方がな反対を訴えてきました︒県民にイージス反対の声が大し︑報告とします︒

一一一一

’

唖
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回秋田県多喜二祭
第
に参加し︑軍事評論家や学者珍謬豫珍珍多珍多Ｚとはなんでもやる決意で取りても覚めても走りまわった事
の意見を聞き学習した︒政府が︑イージス配備計画組み︑互いに尊重しあいなが実と経験を記録に残しておく
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ヨ

と

に

の

ｰ

で

みではなく︑ＰＣＲ検査を一

もつと増やし︑感染者を見
つけて接触者を断つことが
大事ではないでしょうか︒

編集後記

今回は︑３５７号をお届け

します▼﹁ちょっと高田さん

の体調が快復するまでの間︑

ピンチヒッターでお願いしま

私たちの活動にも︑大きな

闘﹂で菅政権を終わりにし

ります︒﹁市民と野党の共

す﹂と最上会長に言われ︑

影響を及ぼしました︒これ

て︑野党連合政権を目指す

やっています▼原稿などは︑

さて︑今年は総選挙があ

までの政府のコロナ対策で

最初の国政選挙です︒そし

会長や会員の皆さんのおかげ

Ｃｅ色■■●●■■■ＤＢ■■■■■●■■■●■色■■■ａ■●■■巳■口■■■■︑■■■■■■■■■■■■■ｐ■●●●■■■■■■■■■■■■■■■●＆■桓●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■●●■■■■は■■■■■●■■■■■酋■■■■

ｒⅡ００９０甘００６︐０日Ⅱ■９６０■りり６８０８日守０９■０▲■◆４６︒﹄■０合■興り■８０００・可Ⅱ﹄■０００００６１９０Ⅱ００．■唾９・■０．・ｑ９﹄Ⅱ１６０・■ＢＯＯもｐ０ｉ■Ⅱ０６４００００６０Ⅱ！△Ｕ０興り▲

〆、

イ

−■

〜

ウ

謡

言

方々の期待にこたえての決意で
す︒同盟としても最大の応援を
しましよう︒

凸︑Ⅱ

■ｐ◆今

３月１８日告示・４月４日投票の県知さん３人は︑国賠同盟のみならず︑多く︾

−

さ

立

■
■
■
■

叩字亀一司或︺↑︾ニク﹄翠一・一︑・今ＪＰ戸１１︒﹄︲ｐ

あいばみきこ
●

さい︒︵横手市相川修二︶

いますが︑長い目で見てくだ

い︑つたない機関誌となって

そんなわけで︑これまでにな

そろ泣き言が出てきました▼

と言ってくれませんか︒そろ

﹁私がやるからもういいよ﹂

できません▼高田さん早く

トも十分に使いこなすことが

また︑折角の﹃編集長﹄ソフ

けは思うようにいきません︒

高田さんが快復したのにまだ

たまでは良かったのですが︑

﹁ああ︑いいですよ﹂といっ

は後手後手の政策で︑菅政

て︑今年も支部として︑個

で何となるのですが︑割り付

いわざるを得ません︒飲食

権に緊張感が欠けていると

人・団体署名活動でも大き

感染拡大を避けるため︑

に感染拡大となりました︒

を

一ナ感染者が出てから︑全国店の時短要請ということのく飛躍を勝ち取りましょう？

昨年は１月に初めてコロ

会長浅石重美

大館鹿角支部

●己
銀
■

←ローーーーヰー一｡一一一合，■=凸 ■ロロ･‑凸一色守

争一ワーーロ｡=中早‑‑

｡

=凸年年合一年｡口早毎一一

◆●｡■■p■■■■■■■■■■ロ■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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