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｢格差・貧困ノー！！みんなが尊重される社会を12．19集会」「赤旗」提供

●請願署名の各県の取琴組み：与早⁝⁝⁝：：言⁝⁝⁝⁝⁝一三

●現地報告／沖縄・福島⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４

●私も一言／高杉晋吾・ジャーナリスト：．⁝⁝⁝⁝：⁝．３

●同盟文芸／短歌・俳句・川柳⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：７

開会午蔑咋時︵受付午前加時・よ峰一︶

国会請願５月躯日︵月︶

に︑国会請願署名と会員拡大に力を注ぎ︑５月の国会請願と︑６
月の第詔回全国大会を成功させましょう︒

治安維持法と﹁共謀罪﹂学習のパンフレット﹁憲法違反・戦争
準備の﹃共謀罪﹂を粉砕しよう﹂が発行されました︒︵頒価２０
０円︶これを活用して︑学習・宣伝活動を旺盛に展開するととも

を根本からひっくり返すものです︒

請願署名の遅れを取り戻すため︑２月Ⅳ日︑増本一彦中央本部
会長の﹁訴え﹂を各都道府県本部に送りました︒残された２カ月
間全力で奮闘しようではありませんか︒
﹁３．妬﹂大弾圧から胡周年です︒１６００人余りが逮捕され
ましたが︑裁判官の拘引状による執行は妬人︑他は別件逮捕でし
た︒治安維持法の再来﹁共謀罪﹂を許してはなりません︒
けんでん
安倍自公政権が﹁国際条約に必要﹂﹁テロ対策に必要﹂と喧伝
して国会提出を狙っている﹁共謀罪﹂は︑国民の内心の自由を保
障した憲法四条に反する違憲立法です︒﹁共謀罪﹂が成立すれば
あらゆる﹁協議﹂︑メールでも共謀罪に問われ︑日本の刑法体系

国会請願は５月塑日に決まりました︒

ｒ０ＩＯＯＯ０ｌｌ００Ｉ１ＩＩ０１ｔＩｊｔＩＩ１０１１ｉ１ＩｌＩＩＩｌｌｌＩＯｉＩＩ０ＩＩｌＩ１０ＩＩｌＩＩ０１００ｊ０００１０ｌＩ１Ｉｌ１０Ｉｌ０ｂ０００︐６０６６８０００８■０００００００００４１０００１１１８８１Ｌ

●抵抗の群像／地下鉄スト争議団長・津野勇：：：⁝⁝⁝６

●顕彰碑／塩川達次・新潟県．：⁝⁝⁝⁝：⁝：⁝⁝：⁝⁝５
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会員の結びつき活かし︑
署名の飛躍めざす

撫鱗繊鱗蝋

で︑２︐３の支部以外は署名活動
が例年より遅れています︒会員拡
の状況を切り開くため﹁共謀罪阻

大も停滞しています︒県本部はこ
止︑署名・会員拡大の目標達成を

会員︑議員にその構えを持って

共謀罪法案の国会提出反対署名

もらえれば確実に署名は飛躍しま
県同盟はいま︑３．焔事件記念

と国賠署名をセットで取り組むこ

めざす﹃特別月間﹄﹂を提起︒

署名で重視していることは︑会
集会を空白地域で︑支部建設︑会

とを重視○２月の県本部常任理事

す︒それと空白対策の重視です︒

員一人ひとりが︑自分の持ち分の
員拡大と署名運動の飛躍を同時進

新潟県本部

﹁赤旗﹂読者や支持者を︑訪問し

に責任を持つこと︑目標達成にむ

会では︑支部の役員会が目標達成

す．

けて作戦を立てる︑すべての会員
どを確認しました︒何としても目

や団体回り︑各種集会での訴えな
標を達成し県本部結成訓周年を迎
︵事務局長瀬野幸男︶

えようと意思統一しています︒

会員の一同齢化や諸活動の多汽忙化

︵３ページへつづく︶

を︑と蕎闘しています︒

答棄め︑今月は１００筆の上積み

倍の２４４筆に︒２月はすでに︑

いますが︑美作聖文部は昨年より３

９筆元昨年比で９１３筆おくれて

県本部の到達は１月末で３２０

支部は引き続き︑奮闘
岡山県本部

常任理事会を受け︑岡山県の四

山形県本部

達成をめざす﹃特別月間﹄﹂を塞起

異嘩罪阻止︑暑苧会氏拡大の自認

︵事務局長相沢寛︶

行の壮大な取り組みを進めていま

て署名を広げることです︒

意識性さえあれば誰でもできる
ことであり︑確信を持つと︑一人
で１００筆︑２００筆を簡単にや

は︑多くの﹁赤旗﹂読者︑支持者

れる力持ち会員になります︒議員

を抱えているわけですから︑１０
０筆︑２００筆は軽い目標です︒

国会請願署名の遅れを取りも
どすためのご奮闘を

まれています︒しかも︑治安維
持法の現代版というべき﹁共謀
罪﹂の国会上程が企まれている
ときであります︒請願署名の一

中央本部増本一彦
２月の中央常任理事会で国会

筆一筆が︑この企てに対する反
月間や推進期間を設け取り組
みを進めている県本部もありま
すが︑ご奮闘を心からお願いい
たします︒２月Ⅳ日︵要旨︶

撃でもあります︒

請願署名の遅れを取り戻す意思
統一をしましたが︑ 残 念 な が ら
改善の兆しが見えません︒

昨年の国会請願の 紹 介 議 員 が
人に達し︑今年は︑過去最高
の１７４人を突破する条件が生
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｡雪詮懲海書真辛崇肇全碁崖主姪室受難諜燕：

︵２ページからつづく︶

スタ﹂などに取り組み︑測筆℃目

めていますゃ砕蝿用支部は﹁平和フェ

ます︒人が集まるところは︑進ん

年は３４００筆を目標に掲げてい

ある人が︑﹁勇気をもって働き

で出かけて行って︑署名を集めた

要旨を紹介します︒

かければ応えてくれる人は大勢い

いと思っています︒

人から協力をいただけた︒昨年私

神奈川県本部の国会請願署名の

１１筆︑団体署名弘筆です︒当面︑

現状は２月塑日現在︑個人署名４

神奈川県本部

署名遅れ克服に全力
支部の活動を報告

︵中部支部池岡康則︶

る︒こちらが勝手に垣根をつくっ
てしまっている﹂と発言された︒

戸全部を訪ねてお願いす

そこで私は︑勇気を奮って︑地元
地域の

烏取県本部中部支部の池岡康則

は１７５０筆を集めています︒２

鳥取県本部

鳥取県中部支部池岡さん
Ｓ４００筆目標達成へ

︵事務局長福井正樹︶

標達成に奮闘しています︒

玉野支部は昨年同時期の２倍を
超え︑２月８日に支部大会を成功
させ︑同盟員を１人増やし︑５月
Ⅳ日までに７００筆の目標達成に
頑張っています︒

岡山支部は昨年より４８０筆遅
建国記念日の集会などで１日以降
編集部に以下の寄稿をしました︒

さんは︑このほど﹁不屈﹂中央版

ることにした︒その結果︑９割の

１２２筆集め︑今︑同盟員への呼

れています︒支部は県人権連集会︑

びかけと友誼団体への要請をつよ

月即日現在︑１３５０筆です︒本

昨年実績の７０００筆をめざして︑

２月から４月までの３カ月間の行

動強化期間を設定︑遅れを取り戻

すべく取り組んでいます︒横浜中

央支部では︑昨年末にかけて蛇団

体を訪問︑羽団体から署名を受領

していま丈湘南支部では２月入っ

てから狸団体を訪問︑６団体の署

名を得ています︒県本部としては

３月中に３日間の訪問を設定︑団

体署名と個人署名に取り組む予定

です︒支部でのさらなる取り組み

にて具体化します︒

については２月記日の常任理事会

︵事務局長大益弘︶
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東電︒政府は一被災者補償
２０１１年３月ｎ日︑福島県南

家の４カ月もの長期勾留も︑運動
知事は︑政府の海底調査に強く
しんでいた︒

相馬市道の駅原町でコーヒーを楽

沖縄・国民の共同で基地建設

抗議し︑﹁埋めたて承認の撤回を

午後２時妬分︑職音と屋根の響

に責任を福島県本部

政府は２月６日︑辺野古新基地
ふくめ︑あらゆる権限を行使して

の萎縮を狙うものだ︒

建設にむけ︑海底ボーリング調査
止める﹂と表明した︒知事の闘う

き︑地震だ︑の声で駐車場を見る

は止められる沖縄県本部

を再開した．﹀

姿勢と県民︑そして沖縄への支援

産とあわせ︑

の多くの国民の強い意思がそろっ

品が空中を飛び交う︑東日本大震

と大きなうねり︑道の駅の展示商

１２９人自死数帥人霜島県内︶︒

ぃ２．旧決起集会︵赤旗提供︶

てこそ基地建設はとめられる︒こ
沖縄の戦後史は︑米軍と対峠し

あれから６年︑復旧には虹兆円が

工事の既成

出して﹁県

て基地建設をくいとめた貴重な財

かかるとの発表︒﹁生業を返せ﹂

﹁復旧﹂加速化の美名のもと︑政

ても︑帰還者が卵％以下︒同時に

地下水汚染の問題︑スポットで

り︑避難解除帰還を煽っている︒

府・東電は待っていましたとばか

漕

民のあきら

産をもっている︒﹁私たちが諦め

の訴訟が全国で加数件行なわれて

治到恥瞬伽t壷押齢甫魂師を]篭3勘粍，

男通詞暇荊．⁝・先拍居肩ツ限息据て副司さ

め感﹂を狙

いる︒原発事故により︑地域社会

日本国憲法は治安維持法を排斥︑

う︒︵事務局長山口文彦︶

この力を土台に県民一致前進しよ

炉の決議が満場一致で採択された︒

ことにある︒県議会で第２原発廃

原発売り込みに血道を上げている

政権が︑原発継続を掲げ各国への

ている有様︒最大の問題は︑安倍

いる︒東電は︑加害者でありなが

の不安定な汚染︑課題は山積して

内容は︑Ｉ﹁共謀罪﹂と治安維
立場
場①
①一
猛共
書謀
維持
持法
法国
国賠
賠同
同盟の立
罪﹂は形を変えた治安維持法②
司法取引と盗聴︑スパイによる

和と民主主義のために闘い︑抵

が適正に執行されたとは到底い
えない︑Ｖ太平洋戦争突入と治

挑発の危険③﹁共謀罪﹂は憲法
改悪の幕開け狙う④国連越境組

抗した人々を高く評価など︒

ら被害の期間︑支払いの額を決め

織犯罪防止条約の批准に必要は

注文は中央本部へ申込を︒

頒価２００円

生命を賭して侵略戦争反対︑平

ウソ︒Ⅱ治安維持法制定の背景
と目的︑Ⅲ治安維持法の内容と

安維持法の改悪︑Ⅵ治安維持法
の全面改悪︑Ⅶポツダム宣言と

権力による濫用Ⅳ治安維持法

は分断され︑避難指示が解除され

れば︑政府の思うつぼ﹂︑県民の
︵代表委員村山純︶

決意と闘いが大きく広がっている︒

災︑直接死１６０４人︑関連死２

●t

う暴挙だ︒

れからが正念場だ︒

i晦蝉，

1
脚
LM 3

反対運動の
中心的活動

事実化を演

辺野古新基地反対勝利の日まで海上パ
レード2月18日大浦湾（「赤旗」提供）

職繍：

−−4‐‐

日米首脳会
談への手土

腿．M

一憲法違反・戦争準備の﹃｜共謀罪﹄を粉
砕しよう﹂のパンフレットができました

，
､
f
，
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会員増やして世代継承

を増やし当面の目標子ある５０

０人まで︑人に迫りました︒引き

４回の﹁史跡巡りツアー﹂を計画︑

昨年ｍ月同盟新潟県本部は第
民の組織化に奮闘Ｕ翌年４月には︑

年全農北蒲地協の書記になり︑農

なる︒その後︑帰郷して１９３３

９月〜如月を﹁会員拡大月間﹂と

０人の当面の目標を達成しようと︑

周年の節目の年として︑会員５０

央本部創立卵周年︑県本部創立

を迎えます︒昨年の総会以来︑中

長野県本部は︑今年創立如周年

本を取り寄せて奮闘中で生鬼

ために︑新会員用にボール︒ヘン訓

せて会員拡大にも力を入れていく

ン渡し﹂とともに会費・募金と併

続いて期末をめざして﹁ボールペ

塩川達次の墓を訪ね︑献花した
共産党再建運動にかかわったとし

して取り組みました︒

長野県本部

︵写真︶・塩川達次に初めて光が

て治安維持法違反で懲役２年︑執

度重なる弾圧に屈せず
活動した塩川達次

当てられ︑生家と墓が確認され︑
行猶予３年の判決︒

画を学び︑﹁森本幹雄﹂の名で作

て上京︒事務見習いをしながら洋

高等小学校卒業後︑画家をめざし

魚沼市︶で父直三の次男に生まれ︑

８月６日︑旧北魚沼郡小出町︵現

塩川達次は１９０８︵明虹︶年

線運動関連で検挙︒詔︵昭過︶年

の弾圧で︑検挙︑続いて︑人民戦

には︑農民運動︑無産医療運動へ

任書記となる︒師︵昭岨︶年３月

は葛塚︵現新潟市︶医療同盟の常

就き︑青年部を結成︑同年８月に

３月には北農民組合県本部書記に

弾圧にも屈せず塩川は︑翌年の

会員の殆どが帥歳以上の現状を変

部では︑上原県本部常任理事が︑

ました︒諏訪支

げ︑現職市会議
員の役員が一気
に５人増やして
新目標を達成し

００人に弓き上

人の目標を達成したうえ目標を１

この中で︑上小・更埴支部は別

る︒絶対に許さないたたかいを強

安維持法を成立させようとしてい

事務局長が﹁再び共謀罪という治

法人生加年﹂と題した国際政治学

中に第廻回総会︑午後に﹁わが憲

県本部女性部は︑２月７日午前

あることも明らかになった︒

品を発表した︒４．超事件で検挙

ｎ月訓日︑新潟地裁で︑塩川達次

れたが︑その３日目に死去︑享年

重体となり︑翌年８月︑仮釈放さ

６ヵ月の判決が下されゑ服役中︑

に再度治安維持法違反で懲役２年

誘い﹂の資料を持って取り組んで

象者だ﹂といって常に﹁入会のお

し︑さらに﹁会員以外はすべて対

を対象にあげ︑８人の会員を増や

えようと︑開歳以下の﹁若い人﹂

ことを振り返り︑﹁学友の命が憲

に学友が魚雷攻撃で全員死亡した

ことは重要と指摘︒学徒動員時代

あらためて憲法の重みを確認する

人の会員

ました︒

ともに生きて来た人生を熱く語り

畑田氏は憲法施行加年の節目に

鉦歳︒塩川達次は︑生家の墓に眠

法に詰まっている﹂とし︑憲法と
間﹂を設定して以来︑

こうして︑県全体では﹁拡大月

います︒

︵新潟県本部顧問・藤田正︶

る︒ＪＲ上越線小出駅下車︒

ぱいの１２０人が参加︒上野芙美

会を行いました︒講演︽吾陛云場いっ

者の畑田重夫さん︵兜歳︶の講演

されたが不起訴︒その後︑駒津大

めよう﹂と挨拶しました︒

と講演会開く岐阜県本部

県同盟女性部︑第旭回総会

塩川の妹リッさんが妬歳で健在で

…
学内の﹁戦旗社支局﹂の責任者と

塞一

房F ：
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た︒地下鉄では労働環境の悪さと

民の怨嵯の声が満ち溢れていまし

侵略を本格化し不況に苦しむ国

項目の要求をかちとりました︒

征兵士の給料は支給する︑など型

鍋日夜︑ついに交渉は妥結し︑出

ストライキ後︑地下鉄では党細

同年４月娼日に妬人が検挙され︑

胞も共青班も発展したのですが︑

１日皿回乗務が加回乗務になる労
し︑不満が渦巻いていました︒

働強化で病気になる乗務員が続出

下鉄ストライキは︑数多い戦前の

１９３２︵昭和７︶年３月の地
梨市牧丘町︶柚口３５０番地に︑

加月加日︑東山梨郡諏訪村︵現山

津野は︑１９１０︵明治妃︶年

始まりました︒彼は仲間にも恵ま

者の津野勇に会い︑労組づくりが

針をもって︑﹁無産青年新聞﹂読

の永田耀氏が﹁全協﹂の新しい方

になって川崎・横浜地区で活動し

下鉄を首切られた後は︑党オルグ

い拷問を受けましたが屈せず︑地

争議団長の津野は︑特高の激し

その後も検挙が続き︑ついに押し

労働争議のなかでも︑よく準備し︑

父森太郎と母とくの次男︑男２人︑

れ︑赤塚正子︑松崎演子︑小松勝

を再建する責任者となって奮闘中︑

ました︒詔年１月には神奈川県党

全協・交運オルグで山梨県出身

職場の特殊性を生かした戦術で︑

女３人の真ん中に生まれました︒

の後活躍した鐸々たるメンバーと

子︑豊田文子︑松岡朝子など︑そ

潰されました︒

争議団員が固く団結してスト破り

た性格の人でした︒村の高等小学

津野は非常に考え深い︑落ち着い

よ︒②現在日給１円妬銭を１円如

府刑務所で腸結核で重態となり仮

数年の獄中闘争でも屈せず︑甲

同年２月羽日︑ある橋の上で特高

銭にしろ︒③出征中は給料を全額

釈放︒生家に戻って一週間ほどの

ともに︑①入営︑演習の際は休職

この地下鉄の経営者は同じ山梨

支給しろ︒④勤務時間を７時間に

師年３月７日午前９時︑まだ妬歳

校から宇都宮の鉄道学校に入りⅣ

出身の根津嘉一郎で︑労働者を搾

しろ︒⑤女子の日給を１円晦銭に

５カ月の若さで亡くなりました︒

す︒戦前を含めた日本労働運動史

される︑この地下鉄ストライキを

り取ることと政府の手厚い庇護の

しろ︒⑥主要駅に便所を作れ︒⑦

警察にはさまれて検挙されました︒

準備し︑争議団長として勝利に導

もとに巨万の富を築きあげました︒

詰所を改善して地上に作れ︑など

の菩提寺︑園光寺に眠っています︒

として除隊後直ちに元給復職させ

しかし︑舵年までは﹁解放のい

今でこそ首都圏の地下鉄は縦横に

項目に及ぶ要求条項を練り上げ

︵﹁山梨解放運動のあゆみ﹂に投

歳で地下鉄に就職しました︒

しずえ﹂︵弱年如月発行・日本国

野−万世橘−神田間の４．４キロ

走っていますが︑当時は浅草ｌ上

ました︒ストの形態︑準備などは

作家の山岸一章氏と山梨の同盟関

もあって︑﹁乗ったか？﹂が合言

綿密に計画し︑食糧品︑寝具︑医

稿された山岸氏の原稿および﹁も

いたのが津野勇でした︒

民救援会︶に﹁山梨県出身﹂とあ

の営業区間でした︒巷では珍しさ

係者などの困難で地道な調査によ

ぐらのうた﹂より引用︑編集︑加

筆しました︶・山梨県同盟・顕彰・

薬品に至るまであらゆる物資が準
備されました︒地下鉄は犯年３月

編集委員会︵文責︒高取国勝︶

葉になり︑大盛況でした︒

争議が闘われた時代は昭和大恐
慌後で︑日本帝国主義が大陸への

別日から４日間完全に止められ︑

り︑﹃月刊学習﹄にこの記録が発

津野勇は富士山を見渡せる牧丘

るだけで生まれた村も不明でした︒

には必ずといってよいほどに紹介

そ﹄つそごり

を出さず︑多くの要求を勝ち取っ

津野勇

勝利した地下鉄スト
ライキの争議団長

l
録蕊鶏
灘

て勝利した労働争議として有名で

率C

表され︑はじめて津野の不屈の人

生が明ら か に な り ま し た ︒
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兵庫県岸本守

パス一回慎重を期す七並べ

神奈川県天野三葉子

鳥取県大久保槽言

大阪府佐々木雅博

今年こそ核を止めるとペンを出す

大阪府大和峯二

沖縄の民意が苦難耐えている

鳥取県大久保槽舌

べったりの握手と笑みで国を売る

︿評﹀諭吉の言葉に叛き︑人の上に人をつくり下の下
に人をつくる今の差別社今﹃

大阪府堺谷肇夫

人権は天賦のものと論吉言う

川柳鈴木いさお選

綿帽子除けば新芽春を待つ

安倍辞めよ声泌みてゆき雪とける

埼玉県小池荘八

多喜二の忌共闘記すカレンダー

石川県野村芳泉

特攻の﹁飛燕﹂公開それも謎

い時代をつくる共闘の拳で︒

法を成立させようとしている安倍政権打倒は︑新し

く評﹀屈しなかった多喜二のかがやき︒﹁共謀罪﹂

同盟文芸
俳句望月たけし選
短歌碓田のぼる選 ああ二月多喜二全集開く旅 三重県橋本しげる
福井県元山章一郎

党史百年まで生き市民と野党の新しき世を見たしガ

ン手術後を

リハビリで歩く堤の前方に心安らげ．ウノトリ立つ

岐阜県田中良
島根県小玉信恵

﹁戦闘﹂を﹁衝突﹂とごまかす防衛相派遣の隊員が

明記しているのに

大分県渡遥幹生

わが投書読みしと卒寿の学友は京都よりまた電話か
け来る

静岡県江川佐一

わが歌の拙なき一首とびあがり喜びくださる同志九

十六歳

埼玉県福家駿吉

トランプに丸ごと国を差し出してへつらう首相は我

慢にならぬ

岩手県小杉正夫

雪溶けずこの寒さ来て民襲う彼の大統領の仕打ちに

も似て

大阪府丸尾ことよ

粗大ごみ運ぶがごとし機動隊手足四人もちゴボウ抜
きして

たなごころ

﹁赤旗日曜版﹂自衛隊員特集に野党政権樹立ふつふ
つ

第一と第二が握手する掌に潜む魔物の悪夢に吃る

鳥取県大久保捜吉
︿選のあとに﹀元山作品の原作第一句﹁ガン手術後﹂

は結句に︑田中作品の四句﹁いいことありや﹂は︑

それぞれ直しました︒短歌の心が深まる事です︒

大阪府塩田鮎子

同盟の法務相要請ｌ治安維
持法の本質解明

国際人権活動委員会は昨年吃月

８日︑法務省交渉を実施︒菅野亨

一中央本部国際部長が請願要請内

容を発言︒これに対して吉田日里

法務省大臣官房秘書課国際室長は

﹁治安維持法は当時適切に制定さ

れたものであるので︑損害賠償を

すべき理由はなく︑謝罪および実

態調査の必要もない﹂と発一言

同盟中央本部は１月娼日︑増本

一彦中央本部会長名で︑金田勝年

法務大臣あてに︑﹁法務大臣は︑

日本国憲法が掲げる国民主権︑平

和主義︑基本的人権尊重の礎を築

いた婆捧⁝に雲いて

反対してたたかい︑抵抗した歴史

生命を賭して戦争と植民地支配に

を正当に評価し︑国の謝罪と賠償

の顕彰措置を執られることを﹂の

文書をもって要請しました︒

︻計報︼

島津昭さん死去

中央本部顧問の島津昭さんは︑

２月５日死去されました︒

謹んでご冥彊をお祈りいたします︒
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と記念講演をしました

て講演寺井勝夫実行委員長︵同

た︒

の境遇や教育環境を読み解きまし

広島多喜二祭

盟小樽支部長︶が多喜二文学碑建
設の秘話を語りました︒

２００３年から始まった広島多

多喜二展

森下辰衛氏が講演

喜二祭は今年ｕ回目を２月四日広

山田慶昭氏が講演

つどいは２月四日︑釧路市内で

島市中区で行い︑別人がつどいま

多喜二釧路の集い
漬本鶴男氏が講演

開かれ︑１３０人が参加︒三浦綾

した︒元県議の楠忠之さんが﹁昭

兵庫・多喜二記念集会
２月四日︑神戸まちづくり会館

子記念文学館の特別研究員の森下

和の初めに戻さぬの訴え﹂・同盟

を併設︒

開かれました︒主催は国賠同盟東

並・中野・渋谷第羽回多喜二祭が
で︑兵庫県小林多喜二記念集会が︑

辰衛氏が﹁三浦綾子﹃母﹄が現代

２月虹日︑座・高円寺２で︑杉

京都本部も参加している同実行委
実行委員会の主催で開かれ︑約帥

﹁現代版治安維持法﹃共謀罪﹄﹂

員会︒３２０人の参加︒佐々木憲

さんは︑この国のために遺言とし

｜事務局日誌一

たとのべました︒

も裁判官や政治家として生きのび
北条常久・山田火砂子両氏が講演

秋田県・大館市多喜二祭

た﹂などと話しました︒

の講演︒多喜二は︑特高によって

県本部会長︑山田慶昭・弁護士が

漬本鶴男さん︵兵庫多喜二・百

のことを考える地平を広げてくれ

に語ること﹂と題して講演︒﹁三浦

実行委冒異云を代表し戸崎曽太郎

合子の会会長︶が﹁宮本顕治・百

て﹃母﹄を書き︑みんなでこの国

人が参加︒

二はどのように時代をとらえたか﹂

第焔回神奈川七沢多喜二祭

合子の﹃十二年の手紙﹄の時代を

同盟兵庫県本部会長が挨拶○

荻野富士夫氏が講演

と題する記念講演をしました︒

２月虹日︑伊勢原市民文化会館

語る﹂で記念講演をしました︒

小樽墓前祭

﹁第団回秋田県多喜二祭﹂は２

ました︒主催は七沢多喜二祭実行

部会

２月１日中央三役会議・国際

２月２日中央常任理事会．

月咽日︑秋田市で２００余人︑翌

両日とも記念講演は文学博士・

記念の集い﹂には１００人余参加︒

﹁母﹂多喜二役の塩谷瞬氏が挨拶

墓地の雪を踏みしめて参加︒映画

同盟道本部の宮田汎会長が﹁多喜

市民による群読﹁多喜二と小樽﹂と

のつどい﹂には２４０人が参加︒

と懸命に表現した﹂と挨拶○﹁記念

いを次の世代に受け継いでほしい

戦と平和を願った多喜二さんの思

人に宛た達筆な手紙から︑小林家

二の父・末松が小樽から故郷の知

た︒北条氏は昨年発見された多喜

の母の物語﹂の魅力を語る﹂でし

砂子氏が﹁映画﹃母小林々室昌二

母の手紙﹂︑映画監督・山田火

北条常久氏の﹁多喜二父の手紙

２月配日﹁平和の権利﹂実行委

２月型日母親大会実行雪異云

巨員今云

集会

２月相日差別・貧困ノー２．四

巨貝今云

二の火を継ぐ小樽の人々﹂と題し

２月Ⅱ〜枢日国民救援会中央委

２月３日女性部会
﹁母﹂の多喜二役の塩谷瞬氏が﹁反

委員会︑共催︑同盟神奈川県本部︒

会場に展示された多喜二のデスマ
スクとコートなどの遺品

過日の﹁第兜回大館市小林多喜二

1

墓前祭は２月別日︑卯人が奥沢

で︑神奈川七沢多喜二祭が開かれ

虐殺され︑その特高官僚は︑戦後

昭さん︵前衆議院議冒邑が﹁多喜

佐々木憲昭氏が講演

第鯛回杉並・中野・渋谷多喜二祭

二没後別年各地で﹁季重量蔵毎開かれる一

胃
参加者３５０人︒荻野富士夫小樽

＝

一
一
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