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全国絵を最高の嶺で迎えましょう
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●全国大会を最高の嶺で迎えましょう増本一彦会長の訴え．：：：：１

Ｔりり９１００００００４０６６０ＵＵｉｌＯⅡ４９申！︒

●私も一言／櫻井幸子︵婦人民主クラブ会長︶・・⁝⁝・；⁝⁝３

●顕彰碑／北大スパイ冤罪事件宮澤弘幸⁝⁝・⁝⁝・⁝：⁝：５

●抵抗の群像／拷問に屈せず闘った福田政勝：．：・・⁝⁝：６

●同盟文芸／短歌・俳句・川柳⁝．：．⁝・⁝⁝：：⁝⁝⁝．：：︑７
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２月娼日中央本部会長増本一彦
■４０６００９トー６４６０申

︵２ページへつづく︶

１１３人の紹介議員の賛同を得ることができました︒これは近年
では最高ですが︑国会議員の２割にも達していません︒

昨年は﹁市民と野党の共同﹂の運動の前進のなかで︑衆参両院で

たのです︒今年の国会請願要請行動は５月巧日に決まりました︒

いかなる弾圧にも屈することなく︑平和と民主主義のために闘い
抵抗した人たちの不屈の歴史が日本国憲法のいしずえを築いてき

ら決めたことはどんな困難や弾圧のもとでもやり抜く﹂ことです︒

９人です︒６月４︐５日開催の第調回全国大会までに︑全ての県
が自主目標を達成しようではありませんか︒
同盟の先達たちの﹁闘いと抵抗の歴史﹂の教訓の一つは︑﹁自

多くの県本部と支部が自ら決めた目標をやり抜くために競い合い
全力を尽くして奮闘したことでした︒
今日までに皆さんが決めた会員拡大の自主目標は︑１万９１２

この年間の運動の特徴的なことは︑自主目標達成８県をはじめ︑

１万６３７７人となりました︒あらためて感謝を申し上げます︒

の取り組みが進められ︑２月１日現勢は同盟印年の歴史で最高の

みなさんのご奮闘によって﹁創立帥周年記念同盟運動躍進年間﹂

ＢＢＯ００４０６０００００９﹄８０６

記

事
主な

衆議院第一議員会館大会議室

国会請願５月朽日︵水︶開会ｎ時
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治安維持法犠牲者
国家賠償要求同盟
；藤発行人田中幹夫

︵１ぺｌジからのつづき︶

最も勇敢に闘い抵抗した歴史を持ち︑３年後には結

す︒２０２５年には治安維持法制定から１００年に

変革する闘いが始まった１９２２年から１００年で

﹁国体﹂を両性の平等にもとづく国民主権の政治に

いるのですｃ２０２２年には天皇制軍国主義という

党１００年の歴史を持つ日本共産党の党員と支持者

もなります︒２０２８︐９年には３．喝︑４．焔弾

請願署名数も︑治安維持法の厳しい弾圧のなかで

の方々の何分の一しか獲得していません︒共同して

歴史修正主義者は戦

そうでしょうか▼１９２０年の国

この歴史の重要な節目を闘う活動方針を決めるの 際連盟規約は集団的安全保障の規

圧事件からも１００年になります︒

比で表す程度の数にしか手が届いてないのです︒国

いる野党全体の得票数からみれば︑まだ１０００分
会請願署名の自主目標の早期達成へ挑戦しましょう︒

土保全を約していいます▼魂年の

が ︑ 第 調 回 全 国 大 会 で す ︒ ２ ０ ２ ０ 年 代 に は ︑ 国 会 定は持ちながらも︑国際紛争の平
請願要求実現の運動に決着をつける意気込みが求め 和的解決︑軍縮︑相互の独立・領

治安維持法犠牲者等の闘いと抵抗の歴史は︑日本

られています︒

大会の前後には︑統一地方選挙と参議院選挙があ 戦争の放棄に関する条約は︑自衛

国憲法前文第一段に明記された両性の平等にもとづ
く国民主権と戦争の放棄︑基本的人権尊重主義の政

ります︒同盟の多くの活動家には選挙対策の任務が 戦争対象除外規定はありますが︑
求められるでしょう︒私たちは︑求められた任務を 国際紛争解決の手段としての戦争

は︑日本国憲法の平和と民主主義のいしずえを築い

誠実に果たすと同時に︑これらの選挙の後に続く闘 禁止︑国家間の紛争は平和的手段
いを発展させるために︑同盟が提起している諸任務 のみで解決︑戦争違法化に踏み出

治獲得の歴史です︒そして︑私たちの国会請願運動
た先達たちの業績を国会において顕彰し︑憲法の平
和と民主主義を不動のものとする最も根源的な憲法
擁護運動です︒私たち同盟が憲法改悪の重大な危機

をも全力で果たすべきです︒選挙運動と同盟の諸任 しています︒日本はこの２つの条
務とは矛盾対立するものではなく︑両方の任務を果 約に調印▼翠年の中国に関する九

領土的保全を約束しており︑日本

か国条約は︑中国の独立と行政的︑

に直面している現在の情勢の下で︑未だ根源的な護

たすことこそが﹁情勢に打ち勝つ同盟運動﹂なので

標を︑期限を決めて全国大会の開催日である６月４︐

代の幕開けに開かれるのです︒安倍政権を退陣させ︑

い抵抗した歴史から１００年という重要な節目の時

代金の納付など︑同盟運動を支える財政活動にも力

８年度会費納入︑年末募金︑名刺広告代金︑出版物

同時に︑３月末は同盟の会計年度末です︒２０１

されたもので寛︵大︶

者は︑まさにこの時期につくり出

ません▼治安維持法下加年の犠牲

家づくりを正当化することはでき

違法化をすすめているのです︒少
なくとも昭和の侵略戦争と侭儲国

同盟の根源的な憲法擁護運動の任務を果たす﹁地 は こ の 条 約 に も 調 印 し て い る の で
力﹂をつけるために︑会員拡大と請願署名の自主目 す▼いずれも第一次世界大戦とい
う人類の深い反省のうえに︑戦争

す︒

憲勢力に相応しい数万の組織的力量を持ち得ず︑国
ていないことは︑その負うべき歴史的責任からみて

会請願運動を大衆的憲法擁護運動に発展させるに至っ
も深く自省すべきことではないでしょうか︒

第調回全国大会は︑２０２０年代という天皇制軍

﹁市民と野党の共同﹂による政治への転換の国民的

を入れましょ声恥皆さんのご奮闘を心から訴えます︒

５日までに達成するために全力を挙げましょう︒

運動を発展させるためにも︑治安維持法犠牲者等の

以上

国主義による侵略戦争と反動・暗黒政治に反対し闘

闘いと抵抗の歴史の教訓を生かす努力が求められて
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県本部目標の達成に各支部全力で会員は別
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盟の方々が戦争への川びかけ交流会が計画されています︒
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を︑所謂指導者やそのは︑戦火をくぐり抜けてきた女性たちの戦争を繰川でいま攻郡上八幡へのバス旅行︑

理論批判に集中表り返してはならない
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９支部で１０３団体３６５支部・

たことを重視︑高齢会員が多数と

︵３ページからつづく︶

いうなかで︑ご逝去等で退会者が

継いでいただくことを大事にする︒

ころまできました︒

計団体１４０団体７６０支部・分

分会の協力でした︒さらに都本部

﹃

ます︒県女
性部長のお
誘いで入会
し︑全国女
性集会に初
めて参加し

極的働きかけを事務局では取り組

また︑．人一人の同盟員の顔が

ました︒

あるのはやむをえないとしても︑

会合わせ９００団体︒︵内︑共産

見える支部・班づくり﹂をめざす

﹁熱海の温

００支部・分会支部協力要請︒合

党支部５支部で２２５党支部に︶・

ことにしました︒毎月退会者を上

は︑懇談ｍ団体︒知団体訪問︑４

請願署名の現在到達個人１０７２

回る入会者をと努力し︑増勢で経

泉に行って
みるか﹂と

んでいます︒

６筆︑団体１３６となっています︒

過５００人にあと一歩というと

広がり︑成果も土建など労働組合

月全国総会までには５５０人の自

までに最高時現勢５１１人を︑６

容はこれまで知らなかったことば

ら再度団体訪問で要請をはじめ︑

ＶＤを見て︑多喜二の写真には︑

２月の役員会では︑３月の期末

あらためて会員加筆の署名に取り

主目標を達成して︑３人の代議員

ればお引き受けします︒

りましたが︑勉強かたがたでよけ

県女性部の世話人への推薦があ

くしたいと思います︒

と国賠同盟の躍進のために力をつ

いっていますが︑選挙で勝つこと

りたいと毎日事務所にお手伝いに

今︑広島市安佐北区で議席をと

名にがんばってみました︒

で結びついた方に会員の拡大と署

この１〜２月に他分野の活動など

全国女性集会から広島に帰り︑

今日﹁燃やしつづけた炎﹂のＤ

かりで︑大変感動しました︒

組んでいます︒

涙がでてきました︒

︵事務局長中嶋育雄︶

す︒

︵事務局長竹村利幸︶

が胸張って参加しようと努力中で

の協力が広がっています︒１月か

気軽に参加しましたが
か︑
︑集
集会 の 内

昨年より支部独自の団体訪問が

遺族や関係者に先人の努力を受け

︵事務局長赤星守雄︶

署名３万筆・全国大会まで
に１３００人達成めざす
東京都本部
東京都本部は︑都如周年・中央

別周年めざして同盟の躍進に取り
組みました︒Ⅳ年︑把年の２年間
で２３１人増勢し︑念願の１００
０人を突破しました︒この教訓に

学び︑６月大会までに１３００人

の目標達成を決定しました︒

そのため︑新たに５支部建設と

５支部の再建を目指します︒この

全国大会までに︑自主目標５５

組︑高教組︑私教連と共に毎年開

女性交流集会初参加者が
署名別筆︑会員７人を拡大
広島・女性部員

間の教訓は︑会員拡大数の約帥％

この教訓から︑各支部で２回以上

催してきた﹁２．４事件記今鰐蚕雪

広島県女性部総会が２月閉日広

０人達成へ長野県本部

の﹁種まく人びと﹂などの上映運

が︑１００人余の参加で開催され︑

島市内で開かれました︒狸人が参

は﹁種まく人びと﹂などの上映や

動と月１回の行動日を決め取り組

この取り組みの中で開催現地で奮

加しました︒その発言から︒

２月型日︑長野県本部が︑県教

むことにしました︒そして︑１０

闘いただいた一人が入会され︑２

︿初めて全国女性集会に参加した

顕彰・講演会で拡大しています︒

０人の支部を５支部に︑各支部別

月末も増勢で迎えるめどがつきま

この１〜２月に会員７人を拡大

人以上をめざします︒

県同盟は︑昨年７月開いた第鈴

しました︒署名は別筆をこえてい

佐藤裕子さんの発言要旨﹀
回定期総会を﹁漸減傾向﹂で迎え

した︒

国会請願活動は︑昨年の教訓か

ら︑早く取り組むということで９

月から取り組み昨年ｍ月到達は︑
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顕川

宮澤弘幸
レーン夫妻を英語教師としてアメ

ることも一切しなかった︒戦後︑
リカから再び招いたが︑宮澤の名

野呂栄太郎﹁獄死﹂顕周年の碑
前祭︑横路孝弘元衆院議長が講演
戦前の日本共産党の指導者で︑
反戦・社会変革を志した多くの学
者と共同で﹃日本資本主義発達史
講座﹄を編纂した理論家の野呂栄
太郎﹁獄死﹂錨周年の碑前祭と記
念講演会が２月過日︑北海道長沼

検挙した︒その中に北海道帝国大
結び付けて北大の責任を追及する

２０１４年︑秘密保護法反対と

院議長が﹁現代と野呂栄太郎の時
代﹂と題して講演しました︒

野呂の甥にあたる横路孝弘元衆

町で開かれ︑和人が参加しました︒

学工学部学生・宮澤弘幸と同大予

運動の高まりの中で︑北大はよう

誉回復は無視を続けた︒

科英語講師・ハロルド・レーン︑

日清︑日露︑太平洋戦争を除いて

も沁回も﹃出兵﹄をしてきた︒共

謀罪︑秘密保護法︑安保法制強行

の安倍政権は︑このような時代に

引き戻そうとしている﹂と力説し︑

︵北海道本部会長宮田汎︶

斉藤良彦・長沼副町長も挨拶しま

した︒

愛知で第一回易喜二祭﹂開催

２月Ⅳ日︑名古屋市・労働会館

ホールで﹃小林多喜二の思想と文

学﹄の著者︑尾西康充三重大学教

授をお招きして︑愛知での第一回

連絡会議︑日本民主主義文学会名

多喜二祭が開催されました︒
代も勝手にひかれていた︒権力は
なんとひどいことをするのかと皆
怒ったと聞きました︒野呂の妹で

満杯の１７０人を超える参加者で

は︑死ぬまで頑張らなくては﹂な

︵愛知県本部事務局長若山晴史︶

をつなぐ決意や﹁戦後に生きた我々

れか﹂を引用して︑多喜二の思い

か︒みんなのため︑もう一度立た

んの叫び﹁それ︑もう一度立たれ

感想文には︑多喜二の母せきさ

した︒

脚年︑日
本は現憲
法の下で
戦争はし
なかった
が︑その
前の明治
元年以降

どが寄せられました︒
は日本は︑

の柘年に

同盟県委員会などが参加︒ホール

古屋支部︑国賠同盟県本部︑民青

実行委員会には︑愛知文化団体
ある母は﹃世の中には正しいこと
をしても捕らわれることがある﹄
と 教 え て く れ た ﹂ と 語 り／
︑︑﹁
﹁戦
戦後
後

﹁野呂の骨箱は針金でぐるぐる
にまかれていて︑所持金から火葬

やく冤罪であったことを認め︑風
２月塑日の宮澤弘幸命日には︑

化させないことを約束した︒

ら大審院を通して﹁スパイ﹂容疑

部電気工学科入学︒

１９４０年北海道帝大工学

代々木初台で生まれる︒

１９１９年東京府代々幡町

いる︒︵福島清︶
略歴

毎年︑顕彰・追悼墓参を継続して

北大ＯＢらが東京新宿・常圓寺で

れた宮澤とレーン夫妻に対して抵

北海道帝国大学は冤罪に陥れら

メリカへ送還された︒

監され︑レーン夫妻は収監後︑ア

が確定し︑宮澤は網走刑務所に収

ドは懲役焔年︑ポーリンは同吃年

を否定し続けたが︑宮澤とハロル

宮澤弘幸とレーン夫妻は一審か

同ポーリン・レーン夫妻がいた︒

と︑全国でかねて内偵の対象者を

る外諜容疑者一斉検挙の名のも

特高を総動員して﹁開戦時におけ

１９４１年廻月８日︑内務省は

に

鋤儒スス
パパ
イイ
冤冤
罪罪
奉事 件に陥れられた

’
抗することも支援の手を差し伸べ

１９４２年廻月猫日軍機保
護法違反で逮捕され晦年の刑︒

１９４５年加月加日釈放︒

１９４７年２月躯日服役中
の病で死去︒

￨…"気鱸學講潔望臆総鍵
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スネ骨曲がる拷問に

屈せず闘った糠畦疎臘

５キロの道のりを三々五々参加者

務所から︑中塁別橋駅までの約１．

るデモを福田が計画した︒前橋刑

刑期を終えて出獄するのを歓迎す

の無産者診療所開設に協力した︒

織が作られた︒また︑福田は高崎

会を軸に焔の工場と︑の町村に組

かに︑前橋・高崎・桐生の市委員

には︑全農・モップルの組織のほ

県下に３万人いたという貧困状

が増えるようにして︑最後は約１
００人のデモを敢行し﹁帝国主義

態の炭焼き農民の木炭検査規則の

また︑５月１日のメーデーに際

農民で県庁包囲を呼び掛けていた︒

特高の監視をはねのけた︒

地主や高利貸しに対する時には︑

しては︑﹁共同耕作を通じてメー

その前日の９月躯日︑戦前群馬最

戦争反対！﹂などを叫んで散会し︑

狼のような形相で怒鳴り散らす﹂

デーをたたかえ﹂の方針のもと︑

大の大弾圧が加えられ︑福田は東

た︒福田は︑大男の上に﹁強欲な

高崎市︶の農家の６人兄弟の末っ
﹁爆弾のさく裂するがごとくに相

係争中の畑に１５０人の組合員を

京に逃げたが︑群馬に戻ったとこ

争を展開し︑一気に勢力を拡大し

子に生まれた︒隣家には︑後に首

手を恐怖させた﹂と盟友の一人で

結集させ︑雑草を抜かせ︑取り囲

全国農民組合室農︶の左派であっ

すぐに農民運動に足を踏み出し︑

春に帰郷した︒時に妬歳であった︒

労働者などを経て︑９年後の鉦年

朝鮮・中国東北部で放浪し︑炭鉱

東京送還を一緒に見守ったと堤が

崎の斉藤力宅に泊まり︑関係者の

事件﹂に加わった︒福田は︑伊勢

駆けつけ︑そのまま﹁多喜二奪還

り︑急きょ伊勢崎警察署仮庁舎に

から﹁多喜二を救え﹂の電話が入

釧年９月６日の会議中に伊勢崎

馬における戦前最後となった︒

が検束された︒このメーデーが群

れ︑怪我を負う者が続出し︑多く

して民衆に襲いかかり︑頭を叩か

警官隊は︑カボチャ大の石を準備

第廻回メーデー会場に合流した︒

県庁裏の前橋公園で行われていた

む警官隊と対時した︒一団は群馬

諏歳の若さであった︒

加月羽日家の離れで死んだ︒享年

日赤に入院したが︑回復せず記年

の結果肺結核がさらに重くなり︑

るほどの激しい拷問を受けた︒そ

ろを検挙されて︑スネの骨が曲が

で中退しロシア語を学んでから︑

た全農全国会議派の堤源寿と一緒

書き残している︒

４月には県常任書記に選出され︑

青年部を基盤に活動した︒翌犯年

のオルグとして帰ってきた泉吉次

その直前の７月頃京都から組合

ともに日本共産党群馬県委員会を

入党し︑桐生で入党していた泉と

導の下︑福田・堤は日本共産党に

躯年５月頃に党オルグ山口の指

群馬県本部副会長︵当時︶が報告

の過去帳から発見され︑住谷輝彦

﹃真紅院想脱道覚居士﹂が福田家

年の墓前祭の際に︑政勝の戒名

弾圧を逃れ︑西毛に戻り︑堤・福

が桐生に入り︑鎚年２月の桐生の

須永好の指導した強戸村が裁判

︵群馬県本部事務局長︑長谷川直之︶

を行った︒

多まちを迎えると︑運動が全県に

再建した︒さらに︑党オルグの信
このような中の犯年３月に︑４．

闘争を含む穏健な小作争議を展開

したのに対して︑小作人・貧農の

広がった︒特高の作成した組織表

’

焔事件で弾圧された岩崎亀一郎が

田と合流した︒

８月には全国常任書記となった︒

夫からも電報が寄せられた︒一昨

田年墓碑が完成した際には︑剋

に全農西毛地区協議会︑全農県連

犯年９月鍋日には数千人の炭焼き

相となった従兄弟で同い年の福田
越菟がいた︒ともに高崎中学︵現

ある富沢実が書き残している︒

撤廃運動を工作隊を組織して広げ︑

高崎高校︶に進むが︑政勝は４年

日︑群馬県群馬郡金古町足門︵現

福田政勝は︑１９０６年３月型

…

団結で地主を追い詰める激しい閾

’
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同盟文芸

短歌碓田のぼる選
東京都杵渕智子

夜間中学に文学学ぶことの喜びを映画生き生きとし

て﹁こんばんはⅡ﹂

腰痛の妻に代りて家事仕事苦労がしみる大寒の日々

福井県元山章一郎

花好きの君の気持を知るごとく玄関前の水仙咲けり

静岡県江川佐一
﹁徴用工﹂解決済みと言うけれど植民地化の罪に時

効はあらず大分県渡辺幹生
沖縄の﹁県民投票﹂の結果待つ未来をひらくことＬ

成るべし岩手県小杉正夫
福豆に英気養い満を持す二大選挙へ八十路の始動

鳥取県大久保槽吉

漸くに市民と野党の集まりの開かれるという近くの

町で岐阜県和田昌三

日の丸を振られて兄は出征す遺骨帰らずなじまぬわ

れは兵庫県岸本守

かってなき論弁・偽造の政権のパフォーマンス見抜

き息の根止めん岐阜県田中良

手と足を吊し合い基地反対者を逮捕せし警察機動隊

岬聞にはあらず大阪府丸尾ことよ

く選のあとに﹀本稿執筆時点︑沖縄の県民投票の圧

倒的勝利の報が知らされました︒この明白な県民の

意思さえ無視しようとする安倍政治は︑ますます墓

穴を掘るばかりです︒団結した力が未来をひらいて
いきます︒

俳句望月たけし選
埼玉県小池荘八

二月来る兜太に告げる日の確か

神奈川県天野三葉子

兜太言う﹁私が俳句﹂秩父春

三重県橋本しげる

早春や除染の里に暮らしの灯
おのれだけ善がる政権狐火や

岩手県畠山文裕
春よ来い灯油の憂い去ってくれ

鳥取県大久保槽舌
︿評﹀一句目は﹁九条俳句﹂勝利︒二句目は雑誌
﹃兜太﹄の発刊という前書きがついていました︒反
戦平和を貫いた金子兜太の志を引き継ぎ︑一斉地方
選︑参院選頑張りましょう︒世直しのたたかいの中
から良い作品が生まれることを期待します︒

川柳鈴木いさお選
世界の祈り核禁批准今年こそ

大阪府堺谷九条男
︿評﹀唯一の被爆国だからこその切なる願い︑早期
実現を︒

大阪府佐々木雅博

如月に梅の香かおり多喜二祭
トランプにおかしいですよ平和賞

東京都中村茂樹
隠しましょ誤魔化しましょう安倍のミス

東京都阿部俊雄
引き返せジュゴンと民意タッグ組む

大阪府塩田鮎子

創立別周年記念会員拡大
５人以上の顕彰者︵２月弱日現

在︶第岨次発表・６人︵累計１

３６人︶

浅子蕪衣・大野辰男

︻東京︼２人︵累計焔人︶
矢沢重光・中村茂樹
︻埼玉︼２人︵累計５人︶

前川守

︻愛知︼１人︵累計８人︶
田中久幸
︻岡山︼１人︵累計４人︶

降です︒

なお︑ｍ人以上の拡大者は現
在弱人です︒引き続き５人拡大
と合わせ﹁顕彰制度﹂を６月の
全国大会まで継続します︒基点
は前大会︵２０１７年６月︶以

︿寄贈本紹介﹀

﹃立憲政体改革の急務﹄島田邦

二郎史料集成淡路島の﹁自由

民権﹂と憲法構想︵編集・発行
大阪民衆史研究会︶定価２０

００円︵税別︶

︻計報︼

太田まささん死去屈歳︶

２月旧日死去︒三重県本部︒
昭和９年ｎ月四日︑治安維持

法で逮捕投獄︑執行猶予︒
共青加入︑全協一般組合員︒
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