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張りましょう︒

安倍自公政権は︑国民の反対を押しきって﹁国際組織犯罪防止
条約︵ＴＯＣ条約︶に必要﹂︑﹁これがないと東京オリンピック
が開けない﹂などと共謀罪法案を国会に提出しました︒しかし︑
法案の目的に﹁テロ対策﹂はなく︑一般市民は﹁対象外﹂という
ものの対象の厳格な定義もないなど︑廃案以外にありません︒
待望の同盟創立別周年記念映画﹃種まく人びと﹄︵ＤＶＤ妬分︶
が完成しました︒各県本部と全支部に１枚づつ贈呈します︒ＤＶ
Ｄの頒価は１枚１０００円です︒全会員に普及し︑ＤＶＤを使っ
た小集会をいたるところで開いて︑同盟運動と国会請願署名活動
を語って︑参加者に入会を呼びかける力にしましょう︒
第犯回全国大会︵６月８〜９日︶までに会員拡大の自主目標の
達成︑来年の印周年記念日︵３月晦日︶までに２万人の同盟を建
設しようではありませんか︒
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事

主な

国会請願︵５月躯日︶まであと１カ月に迫りました︒右手に国
賠署名簿︑左手に好評の同盟パンフレット﹁憲法違反・戦争準備
の﹃共謀罪﹄を粉砕しよう﹂を持って︑署名目標達成にむけて頑
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国会請願５月躯日︵月︶

開会午前Ⅲ時︵受付午前川時より︶

血永塞職階肱肇ヂー琴蔵自貝今云舶卵士人今云圭壷宝圭
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「違法な埋め立て工事の即時中止・辺野古新基地断念を求る県民集会一
翁長県知事など3500人が参加（3月25日赤旗写真部提供）

ｴ願1と労働ｾﾝﾀｰ･全労連会館
電話03（5842)6461

署名目標の達成で国会請願を成功させよう
｢テロ対策」は口実共謀罪は廃案に

FAX03(5842)6462

共謀罪を導入しようとする安倍政
権の暴走の中で︑同盟が来年印周
年をむかえる中での国会請願はま
東濃西支部は︑署名運動におい

０筆も︑一人加筆を４月中に達成
釧路支部は︑野瀬義昭支部長代

頓挫させる困難に追い込まれてい

すます重要になっています︒

行が１月に国会請願代表に名乗り
を上げ︑署名とカンパを広げてい

ます︒多治見・土岐・瑞浪三市の

し奮闘しています︒

励まし︑今年も連続目標達成めざ

一度立って見せねか！﹂と会員を

意を固め︑母セキのょうに﹁もう

根を張り草の根の運動を続ける決

岐市での上映を働きかけ︑地域に

となっています︒映画﹁母﹂の土

若い世代への継承は焦眉の課題

状況になっています︒

同盟役員が病気・計報が続出した

つ役割を担い活動していますが︑

文化︑映画会上映など存在感を持

きました︒同盟が地域での平和︑

択﹂の請願運動を粘り強く進めて

支部は︑地方議会に﹁意見書採

して運動を展開してきました︒

で１％を超えていることを誇りと

人で︑２２００筆の目標は人口比

て連続目標を達成してきた記録を

ます︒美唄︑釧路︑札幌などの国

人口創万３千余︑有権者面万１千

で署名を訴えています︒

焔集会など各地の共謀罪反対集会

際女性デーや︑旭川︑札幌の３・

しようと呼びかけています︒

請願署名の遅れを克服し目標の達成を
国会請願むけ署名目標達
成めざし︑各支部が奮闘
北海道本部
北海道本部の署名の取り組みは︑

２月にこれまで最高の１７３３筆

増やし１万筆を超えましたが︑昨

年比２０００筆弱少ない状況です︒

道本部は共謀罪粉砕の署名と結

十勝では犠牲者・松本五郎さん
の学習講演会︵２月２回︶︑女性
部の﹁ひなまつりカフェ﹂などに参

合し︑会員一人ひとりが加筆︑加
筆をやり遂げ︑各支部が目標に接

近するよう﹁促進一三−ス﹂︵３月

加した会員が雪の中積極的に署名

国民の声を無視して閣議決定で

岐阜県本部

人口１％目標達成に全力

を訴え︑奮闘しています︒

は４回発行︶で強調しました︒

南空知支部は﹁不屈﹂支部版で
﹁多喜二や野呂︑西田の地元・空

知でこそ署名を広げ国会請願へ﹂
と強調○北見支部は団体目標を達

成しましたが︑個人目標の２５０

一︲共謀罪﹂︵組織犯罪処罰法改正案︶閣議決定に抗議︵要旨︶

３月四日治安維持法国賠同盟会長増本一彦
政府は本日︑﹁共謀罪﹂法疎噸する悪法案であり私たち
案を閣議決定しました︒これは絶対に反対するものです︒
は︑現代版治安維持法と言わ﹁再び︑戦争と暗黒政治を
れるように︑再び戦争と暗黒許さない﹂ために︑組織を挙
政治に引き戻そうとする狙いげて﹁共謀罪﹂粉砕のために︑
を持った︑憲法の人権条項を皆さんと共同して奮闘します︒
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多喜二祭続報
阪神一北言小林ゞ多喜二祭に

参加して３月枢日
第焔回阪神北小林多喜二祭が３
月哩日︑いたみホールで開催︒

青木洋子実行委員長が開会の挨

家活動に入ってからの生き様を作

市のクレオ東で一大阪多喜二祭２

労働者とともに歩み続けた多喜二

河東けいさんの一人語り﹁母﹂

の姿を語りました︒

権の﹁戦争する国づくり﹂のもと

に続き︑実行委員会を代表して有

０１７﹂が開催された︒

で開かれた多喜二祭は︑これまで

川功氏が︑今日の情勢にも触れつ

熊本︒人吉市多喜二祭

品からときあかしました︒安倍政

以上に深く多喜二の生きかたに重

つ﹁多喜この火を継ぐ﹂ことを呼

３月相日

熊本県の人吉市では今年も２月

︵大阪・松本害久夫︶

強い共感の拍手を送っていた︒

会場を埋め尽くした３８０人︑

ねて思いを巡らせるものでした︒

びかけた︒記念講演は文芸評論家

︵兵庫・吉岡けんじ︶

の津田章子さんの﹁多喜二の連帯

妬日に﹁多喜二・百合子に学び語

大阪小林多喜二祭

への情熱﹂と題して︑多喜二の

る早春文化のつどい﹂が開かれ︑

拶︒兵庫多喜二・百合子の会の演

﹁党生活者﹂﹁地区の人々﹂など

３月相日
森友学園問題︑共謀罪と政治情

本益男会長が﹁戦争に向かう時代︑
多喜二はどう生き闘ったか﹂をテー

の作品を紹介し︑厳しい状況の中︑

ながら多喜二を偲んでいたのです

が集まって名産の球磨焼酎を傾け

された２月別日に︑多喜二ファン

人吉市では毎年︑多喜二が虐殺

田人が参加しました︒

勢が激動する中︑３月四日︑大阪

森友学園の塚本幼稚園の園児が青勅語の精神は今も目指すべきだ﹂と述
Ⅷ熊鋤淵純鵬棚サ純訓洲紳Ⅷ叩純棚倣料剛鵬鮒附胤州硝Ⅷ棚加州隙帥棚Ⅷ寸踊縦射

けてアルコール抜きの﹁多喜二を

が︑１９８８年からは広く呼びか

偲ぶ会﹂として出発︒﹁多喜二・

百合子に学び語る早春文化のつど

い﹂と発展してきたのもです︒

今年は治安維持法の再来と言わ

れる共謀罪が急浮上してきたこと

を受け︑同盟本部ＤＶＤ﹃燃やし

にむけた意思統一を行いました︒

︵熊本・小田憲郎︶
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マに講演︒多喜二の生い立ち︑作

恥一三口
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教育勅語暗唱は許されない

前天皇のために命を賭して戦う言︒これは憲法とは相容れなｒものです︒
ことを美徳として国民に求め︑子戦前︑女性たちも治安維持法の犠牲者となり
どもたちを
ました︒共謀罪
侵略戦争に
の創設は︑女性
駆り立てる精神的支柱

柴田真佐子団体を含む市民

続けた炎﹄などを学習し︑５月に

︵日本婦人団体連合会会長︶

現に向け共にがんばりましょ震う︒

としての役割を果たし
団体や労働組合
てきました︒日本国憲法のもと教育勅語は︑１の運動の弾圧を可能にし︑かつての治安維持法
９４８年６月四日︑衆．による監視・密告社会を再来させるものです︒
零参両院において排除．暗黒政治の再来は許されません︒共同を広げ︑

稲田防衛大臣は﹁教

雛た︒

計画している映画﹁母﹄上映成功

斗

︾﹄執行決議が行われまし共謀罪創設阻止平和・ジ三︾ダ⁝：平等社会実

獄
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雲﹃共謀罪﹄症ンフ即日甑冊を販売

パンフの感想は﹁ポツダム宣言

込みをかける算段をしております︒
部普及︒

同盟﹁共謀罪﹂パンフレットを釦

盟県本部会長は代表世話人です︒

名誉教授︶が︑﹁憲法の﹃本当の

英樹同会議代表委員︵名古屋大学

二衆院議員が国会情勢を報告森

購入︒当日配布する資料袋に一冊

日の３月５日が﹁共謀罪﹂学習会︒

介を受けました︒では︑なんと翌

﹁共謀罪パンフができた﹂との紹

３月４日の大阪府本部理事会で︑

月ｕ日︑全日本年金者組合神奈川

同盟神奈川県本部女性部は言．３

共謀罪パンフ−００冊を普及
神奈川県本部

︵大阪府茨木支部・甲斐冨貴雄︶

めばよう分かる﹂とのことです︒

ラスト付きの解説文をセットで読

しんぶん赤旗に掲載されていたイ

いパンフレットやで﹂﹁これと︑

の会が提唱して発足した団体︒

国賠同盟湘南支部とふじさわ九条

の﹁藤沢の会﹂は︑２０１４年に

士・横浜合同法律事務所︶・主催

集会の講師は海渡双葉さん︵弁護

んと？１４学習集会を開催︒学習

ンピックが開催できないなんてほ

てな−に？Ｉこれがなければオリ

ルにて︑﹁テロ等準備罪Ⅱ北謀罪っ

会は３月９日︑藤沢市民会館ホー

秘密保護法廃止をめざす藤沢の

期延長がむづかしいなかで︑問題

政権のもろさについて︑国会は会

法改正をねらっているとし︑安倍

森氏は︑安倍首相は任期中の憲

ろさについて縦横に話しました︒

と﹁壊憲﹂︑④安倍改憲戦略のも

③安倍改憲戦略における﹁改憲﹂

憲法︑年ｌ誕生の風景に立ち返る︑

走する安倍改憲路線について︑②

ろさと闘い﹂と題して講演︒①暴

力﹄のはなし〜安倍改憲戦略のも

から説き起こして︑国賠同盟らし

ずつ入れ受付で﹁資料代２００円

県本部会議室にて︑﹁第４回新春

大阪・ 茨 木 支 部

頂きます﹂と訴えて参加人数分の

のつどい﹂を開催︒記念講演は

ということで︑学習会用に訓冊を

はない︑ボールペンより嬉しい﹂

﹁こんなタイムリーなプレゼント

発売日はなんと３月１日とか︑

妬冊を販売︒残り５冊は知り合い

﹁共謀罪とはなにか﹂︑講師は増

治安羅誇濫竃塁琶国家曙厩躍双同盟

日本国憲法施行刊周年

天皇退位問題︑森友スキャンダ

ル︑自衛隊の日報隠ぺい問題︑共

ＣＡアジア

東京のＹＭ

３月５日︑

法講座﹂が

﹁日本国憲法施行︑周年春の憲

欧米で保護主義・排外主義が台

ると述べました︒

ように進まないもろさをもってい

個でも阻止できれば︑改悪が思う

首相がねらう憲法破壊の連環が一

るかどうかだとしたうえで︑安倍

ミクス破綻などの難問を乗り切れ

謀罪︑沖縄︑働き方改革︑アベノ

青少年セン
ターで開ら

そ発揮する時だと強調しました︒

頭している︒９条の底力をいまこ

憲法会議が春の憲法講座

が山積みしていると指摘しました︒

に販売して︑別冊を即日完売しま

本一彦さん︵弁護士・国賠同盟中

I〃@Jとm&tos.必を海〃・

︵県本部事務局長・大益弘︶

した︒支部への還元金は１５００

かれ︑共産

︵都本部事務局長・中嶋育雄︶

党国対委員
長の穀田恵

鹿

これに味を占め︑柳の下に泥維

うな戦争する国へ！現代版治安維

持法共謀罪反対・緊急学習会﹂
を開催︒開会あいさつは宗形孝至
さん︑講師は増本一彦・同盟中央
本部会長︒

同盟神奈川県本部は神奈川革新
懇の構成団体であり︑宗形孝至同

L−

濯渥頭嬢
錘

パンフレットの活用の推進を︒

央本部会長︶・同盟の﹁共謀罪﹂

トーーーーーーーー,一一一一=一一一一一一一一一にコーーーーー画一一

円です︒

I憲法違反･戦争準備の；
￨『共謀蕊ﾘを総砕しよう；

神奈川革新懇は３月過日︑県民

i流…砿翻錨ヶ抄の；

がもっともっといることを期待し

i抵宴準降塗と亜tj

17…

センターホールにて︑﹁戦前のよ
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検挙に屈せず再入山し薬王院貫主に

毎月の駅前宣伝訓回に
青森県本部
青森県本部は東青支部との合同

よいところは︑﹁私たちの思いを

伝えることができ︑かつ︑市民の

反応や声を直接感じとることがで

きる﹂こと至兆︵鎌田哲成︶

起訴︑巣鴨拘置所に拘留された︒

す︒第１回目は２０１４年９月で︑

自の街頭宣伝活動を実施していま

３月４日宮城県３部女性部の

山本秀順

高尾山は多くの東京都民がよ
銅年︑懲役３年執行猶予で釈放さ

Ⅳ年２月で鋤回になりました︒きっ

２回目の例会が開かれました︒講

尚綱女学校

く知る自然豊かな身近な山で︑年
れ︑高尾山に戻った︒妃年︑長野

かけは﹁同盟運動を国民運動に﹂

演は﹁こころざしを開花させるこ

で︑毎月１回︑駅前通りで同盟独

間２００万人を超える行楽客が訪
県松本市郊外の信州免川︑霊端寺

のスローガン︒﹁同盟を知っても

年薬王院に入山︑智山専門学校に

埼玉県入間郡水富村に生まれ︑訓

山本 秀 順 は ︑ １ ９ １ １ 年 ２ 月 ︑

の貫王を長く勤め︑その墓所に眠る︒

喜寺があり︑山本秀順は︑薬王院

の窮状を知り援助した︒

は︑妹尾と長野県下で再会し︑そ

高家村に疎開してきた︒山本秀順

前に家族とともに長野県安曇野郡

病気のため執行停止︒妬年終戦直

妹尾義郎は︑懲役３年で服役中

接訴える街頭宣

を得るためには︑多くの市民に直

らい︑私たちの運動に理解と協力

師は野呂アイ尚綱学院大学名誉教

少女たち加入の青春群像﹂で︑講

となく︑権力により犠牲となった

を卒業︒高尾山薬王院に戻った︒

して活動し︑妬年︑智山専門学校

研究会を組織するなど中央委員と

心に結成された進歩的な新興仏教

た︒１９９６年廻月４日逝去︒享

様﹂と慕われ信望の厚い貫主だっ

地域住民からは﹁御前様︑御前

立をすすめた︒

が灯り︑妹尾義郎顕彰碑などの建

王院には︑彼の尽力で長崎の火﹂

山し︑貫主を約如年間勤めた︒薬

認年１月︑高尾山薬王院に再入

稿を準備して

代で自前の原

毎回数人が交

し︑いまでは

少しずつ増や

購入︑弁士も

しい財政の中からハンドマイクを

必ず実行する一﹂こ・とを確認Ｌ厳

坂はっ霞病院坂猶興里塞らは︑

銀沓雌冨罰副設者謹別４回橡至︑

︵劉年９月逮捕︶・阿部和子︵乳

ア演劇同習邑︑鹿又︵高橋︶まさ

佐々木︵大原︶梅子︵プロレタリ

高橘とみ子命新田弊察で虐謹︑

︵﹁女プ恋孝塵関東地方委奮ｇ︑

師社会科学研究会︶︑伊藤千代子

北地方委員︶︑斎藤なお子︵女高

で︑山本秀順も高尾山で検挙され︑

師年新興仏教青年同盟への弾圧

年拠歳︒

いずれもミッションスクール尚綱

︵﹁不屈﹂宮城版打年３月号︶

熱弁をふるっ

麦逗京王縁局尾山口正黒ケー
ブルで薬王院墓所へ︒

街頭宣伝の

女学校の卒業生たちです℃

木八重子︵戦前の﹁女子学連﹂東

佐藤みさを︵陶晶孫の妻︶︑佐々

授︒佐藤をとみ︵郭沫若の妻︶︑

入学した︒その後︑妹尾義郎を中

伝も大きな力に
なる﹂との思い
から始まりまし
た︒﹁毎月１回

Ｉ抵抗の少女たち−

れます︒高尾山には約１２００年
の住職になった︒

￨
￨
￨
￨
￨
￨
￨
￨
探
訪

前に創建された由緒ある薬王院有

【顕彰碑】

ていま︑寛

︵同盟都本部顧問・宮田勝︶
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一本の道を

まつすぐに
きたがわそうぞう

子と学問の話をしたに過ぎない︒

日︑釈放されて和歌山の自宅に帰っ

められ︑房に迫った焼夷弾の火に︑

１９４４年３月９日︑兵庫県で︑

共謀罪が﹁会って︑話した﹂だけ

た︒翌年８月︑日本共産党に入党︒

ざる旨を示唆強調したる論文を執

治安維持法違反︵目的遂行罪︶で

で罪に問うのと全く同じ状況だ︒

和歌山県を中心に関西一円で啓蒙

熱さに耐えかねた北川は︑布団の

１９０４年加月︑鹿児島市で生
検挙され︑同年ｎ月Ⅳ日︑起訴さ

同年廻月詑日︑神戸地方裁判所

活動に奮闘する︒１９４９年６月︑

筆掲載して︑学生並びに一般大衆

まれた︒神豆園間衷星哩八︵現・

れた︒﹃特高月報﹄は北川につい

で懲役２年の実刑判決を受け︑神

和歌山大学が設立され教授となる︒

まわりを駆けめぐり︑わずかな洗

一橋大学︶を卒業︒１ ９ ３ ２ ︵ 昭

て︑﹁日支事変後に於ける我国の

戸拘置所に収監される︒２月頃︑

設に尽力し︑日中友好︑日ソ親善︑

民主主義科学者協会和歌山支部創

の啓蒙に努むると共に自己の教え

和７︶年３月︑和歌山高商︵現・

客観情勢は独占資本家の少数大規

大阪刑務所︵堺︶に移されたが︑

部落解放などの運動にも活躍する︒

面器の水をかぶって気を失ったが︑

和歌山大学経済学部の前身︶の講

模化中小商業者のプロレタリア−

けられたまま︑衆人環視の中︑電

網笠をかぶせられ︑手錠に紐をか

子にして神戸商大に進学したる堀

師となり︑翌年教授となった︒経

トヘの大量顛落等に依り階級対立
ゆゆ
は愈々明確尖鋭化し革命的地盤は

１９５３年８月︑商学博士の学位

火は北川の房の一扉の前で消し止め

営学を担当したが︑ヘーゲルやマ

益々成長しつつありと為し︑当面

車で送られる時︑一人の小さな見

を授与される︒

田順次︑上田宇一︑高良武士等と

ルクスの弁証法を研究した学者で

自己の才能及環境に適応せる左翼

知らぬ男の子が顔を覗き込み︑

同年９月︑脳腫傷を発症し︑廻

られ︑九死に一生を得た︒政治犯

１９３３年６月︑和歌山高商の

﹁おじさん︑なんにも悪いことし

月２日︑和歌山県立医科大学付属

屡々会合して意識の啓蒙指導を為

学生・内田穣吉︵戦後︑日本学術

文化運動を為すことにより︑一般

てへんみたいやな﹂と言ったそう

病院で死亡︒鉛歳という余りにも

北川宗蔵

会議会員︑富山大学教授︑奈良県

大衆︑特に学生層に対する共産主

だ︒北川はその子に﹁おじさんは

早すぎる死であった︒北川は束泉・

れては困るという訳だ︒

立短期大学学長などを歴任︶等の

義思想の浸透を図り︑和歌山高商

何も悪いことをしていないよ﹂と

青山墓地の解放運動無名戦士の墓

は焼け死んでもいいが︑逃げ出さ

治安維持法違反容疑に関連して和

機関紙﹃内外研究﹄︑神戸商大機

答えたという︒

しつつありたり﹂とある︒北川は

歌山警察署で取り調べを受けた︒

関紙﹃国民経済雑誌﹄︑其他﹁神

空襲下の大阪刑務所での政治犯

見ての通り和歌山高商時代の教え

１９４３年加月︑宮川責︵前年︑

戸商大新聞﹄﹃関西学院新聞﹄及

の取り扱いは残酷なものであった︒

部・南本勲︶

︵国賠同盟和歌山県本部調査顕彰

すぐに﹂生きた人生であった︒

に眠っている︒二本の道をまつ

敗戦を迎え︑１９４５年加月９

治安維持法違反で入獄︒和歌山高

び雑誌﹃経営﹄等に現行経営学の

空襲警報が出ると房内退避と称し

てんらく

商教授を経て立教大学教授︒戦後

資本主義的性格と其の矛盾欠陥を

あった︒

は労働者教育協会会長︶検挙の余

て︑一段と厳重に房の中に閉じ込

懸
は唯物弁証法に依拠せざるべから

笠

暴露指摘し︑真の科学たる経営学

噂

波を受け︑和歌山地方裁判所検事

ｰ ■ 一

局で事情聴取を受けた︒

−6−

(毎月15日発行）胸.51
2017年4月15日不屈
1989年5月8日第三種郵便物認可

同肌乎又ザ密
碓田のぼる選

俳句
生卵ぶつかけめしで春のデモ

望月たけし選

国際女性デー

国際女性デー中央集会は︑３月

８日︑東京都・品川﹁きゅりあん

短歌

ホール﹂で開かれ６００人︒飛び

埼玉県小池荘八
三重県橋本しげる

石川県野村芳泉

兵庫県岸本守

が報告されました︒

ノミクスの破綻による厳しい闘い

しました︒交流の広場では︑アベ

ける深い意味を涙を流しながら話

る環境を作っていくために命を懸

よいものを残し︑幸せに生きられ

かたか﹂︵防風林︶子孫のために

沖縄の人々の心は﹁風︵かじ︶

映像を含めて迫力満点︒

督三上千恵さんの講演は︑新作の

沖縄の闘いを映画にしてきた監

まれました︒

が参加︒会場いっぱいの熱気に包

入りでフィリピンのコラソンさん

神奈川県天野三葉子

大分県渡選幹生を許さない闘いの情熱が︑この句から熱く伝わる︒

南阿蘇の町議に初当選の同志なり八十二歳五回目に︿評﹀最悪の政権が閣議決定を連発している︒それ

て成る

東京都杵洲智子

共謀罪企む輩平然と﹁行い良き人は無縁﹂などと校多喜二の忌句にし己の歩みとす

淵に言う

静岡県江川佐一

二月から党員の列に加わりしとわれにひっそりと告セシウムや北の春野をさまよえり

げし人あり

岐阜県田中良

歌うかび意気込みペンを探す間に記憶は失せぬ老い﹁森友﹂へ寄付は知らぬと安倍の嘘
は哀しく

岩手県小杉正夫

原発の事故六年を経し今も傷痕癒えずに手立ても知多喜二の忌三度読んでも蟹工船

らず

︐鈴木いさお選

１ｉ：！ｉ：！ｉ︲︲︲︐︲！︲！︲！ｉ

岐阜県和田昌三川柳

真冬にも見られぬ程の猛吹雪にスノー外したを嘆く！ｉ︲

人々

長野では共産党が守護神と語る消防出初めの団員五体満足帰って来いよ自衛官

大阪府佐々木雅博

同盟は平和問題の先頭に立って

島根県小玉信恵

﹁安倍政権の暴挙︑オリンピック

儀して

クラス会は古都鎌倉の神社めぐり大仏様にまずお辞︿評﹀﹁死んで帰れと励まされ⁝﹂狂気の時代のあ

大阪府大和峯二

て共謀罪を
強行するこ
とは許さな

に方こ−︾一け

埼玉県福家駿吉の唄の一節を思い出す︒
鳥取県大久保糟苦

王キタス﹂は残業一○○時間ふざけるなと吾子もあまりにも総理の弁が軽すぎる

行くべし経団連前へ

大阪府堺谷肇夫

宮城県根本京子

ザクザクと長ぐつはいて雪の中共謀罪の学習に集う憲法に抵触さすが弁護士わかつとる

福井県元山章一郎
︿選のあとに﹀短歌は好情詩です○コトがら︵対象︶共謀罪話し合いでも犯罪に

に向かい合った時に︑心に起る感動︑思いを表現す

・埼玉県福家駿吉

るものです︒それゆえ・作品には作者がしっかり存古里を国と東電いつ返す

在するわけです︒

かけました︒

う﹂と呼び

をあげましょ

い﹂﹁総力

霧
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烏管零酌メツやヤー

｜事務局日誌一
３月５日憲法施行沌周年集会
３月８日国際女性デー中央集会

３月９日﹁不屈﹂編集会議
３月旧日第︑回解放運動犠牲者
合葬追悼会

３月烈日国際人権活動日本委員
会幹事会

３月四日共謀罪﹁閣議決定﹂官
邸前抗議行動

集会

３月釦日﹁平和への権利﹂院内

始まり︑小林多喜二への思いを語な体験が語られます︒一

一同盟創立帥周年記念映画が３月牲者４人をカメラが追う場面からで逮捕された菱谷良一さんの痛切一

茄日に完成しました︒

一東京・代々木上原の小さな録音る二人のナレーター︵米倉日呂登︑臨床心理学者の横湯園子さんは︑一

の声が広がり

の提案に同意

まく人びと﹂

クターの一種

男さんの証言が続きま︷ｋ

は労働運動の先頭に立った杉浦正

工クラブ﹂を組織して投獄︑戦後

た父について証言︒戦争中﹁出版

説︑谷岡健治さんが特高刑事だっ

頒価１０００円︶

ました︒︵ＤＶＤ上映時間妬分︑一

かな︑心に残る映像作品が誕生し一

起こした決意を語りま手入さわや一

ないと﹁女の平和﹂アクションを一

あの時代の再来を許してはなら一

ラッシュバックに襲われた︒一

り︑戦後も母がたびたび投獄のＺ

貫タジオに増本会長︑田中事務局若杉民︶が登場︑治安維持法制定投獄された父が病死︑治安維持法一
一長も立ち会い︑題名は鶴見デイレに至る歴史経過を山田朗さんが解違反歴を持つ母と流転の生活を送一

一挙に決定︒

場面は国会請願行動に戻り︑国
賠同盟活動の意義と内容を紹介︒

国会請願行

動に参加する

州大学名誉教授。安倍政権による憲法破壊と沖縄の今＝小林武・沖縄大学客員教授。福島はい
ま一線量計を担いで＝安斎育郎・安斉平和科学研究室。若者の貧困と「経済的徴兵制」＝布施
悠仁・平和新聞編集長。＜エッセイ＞「反戦主義者なる事……通告申上げます」森永玲・長崎

【主な内容】国会請願（16年度）の紹介議員一覧。「治安維持法」と共謀罪＝内田博文・九

新聞論説委員長。与謝野晶子の反戦童話＝古淫夕紀子・近代文学研究者。日本唯一の革新正義

の詩吟の会＝園部道香。＜治安維持法下の弾圧、抵抗の群像＞東北大学一学生運動を中心に＝
柳原敏昭。日本共産党第3回大会と米沢共産党事件＝後藤太刀味。兵庫県における闘いと弾圧
の歴史＝戸崎曽太郎など。定価1000円、申込みは中央本部・各都道府県本部へ。

治安維持法と現代を結ぶ運動理論誌発行治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟

シを紹介しました

今年は新たに︑加歳から１０７
歳までの１１１１人が合葬され︑

式典後︑青山墓地の無名戦士墓で
献花しました︒

した。

一別周年記念映画完成！ｌ題名﹁種まく人びと﹂に決定Ｉを宮田道本部会長が証言画学生一

大阪府本部茨木支計
は、3月25日、手作警
の看板を作り、初めて
の街頭宣伝を実施しさ

豪雪の北海道ロケ︑生活図画事件
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