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安倍・自民党として「改 院党幹事長には世耕弘成前
憲シフト」の顔ぶれが出そ 通産相を据え官邸直轄を強
ろい、動き出した。
め、参院議長に座る山東昭
子氏は麻生派、日本会議幹
党憲法改正推進本部長は、 部である。
細田博之元幹事長が再登板
公明党との論議加速、野
した。「自民党案はたたき 党分断対策の布陣は、改憲
台」と柔軟に修正に応ずる への本気度を示す。
姿勢を示す。公明党の北側
二階幹事長、岸田政調会
一雄憲法調査会長は「積極 長が改憲論議促進に結束を
的に論議していく姿勢で臨 確認した。
みたい」とする。
安倍・自民党は、臨時国
細田氏と北側氏のライン 会で国民投票法改正を実現
が動き出す。
し、来年の通常国会から本
格的に９条改憲論議を進め
衆院の憲法審査会長には、 ようとしている。
国会対策に長い経験をもつ
佐藤勉元総務相を起用し、
９条の会メールマガジン
筆頭幹事には新藤義孝元総 は呼びかける。
務相を留任させる。
参院憲法審査会長には林
任期中の改憲を目指す安
芳正元防衛相をあてる。参 倍首相にとって、今回の組

安倍・自民 党 背水の 陣
心して 立ち向かおう

9

閣は「背水の陣」である。
改憲攻勢に出るのは必至。
心して立ち向かい、改憲発
議を阻止しよう。

ぬまづの会１４周年の集い

日時 １１月３日（日）
開演１３時１５分
会場 市立図書館４階ホール
ヴァイオリン演奏
池田敏美さん
（
お話 前川喜平さん
元文科省事務次官
現代教育行政研究会代表

参加券 １０００円
＊図書館の駐車は困難です。
＊参加券持参者を優先入場。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

表現の不自由展
国際芸術祭・愛知トリエ
ンナーレ２０１９で中止さ
れた企画展「表現の不自由
展・その後」は、大村秀章・
愛知県知事が再開を表明し
た。
その直後、萩生田光一文
科大臣は、芸術祭への文化

庁補助金７８００万円交付
を撤回すると決定した。
「この決定はテロ予告や
脅迫で『表現の不自由展』
を中止させた勢力に加担す
る行為であり、表現の自由
を圧殺する暴挙だ」「萩生
田氏は『中味については全
く関知していない』と説明
したが、それはうそだ。本
当は『平和の少女像』など
展示の中身が気に入らなかっ
たのだろう。・・
真の理由は、萩生田氏自身
のゆがんだ歴史観や嫌韓感
情、憲法が保障する表現の
自由への無理解にある。彼
は、『表現の不自由展』を
中止に追い込んだ勢力と同
じ思想と感情をもっている
のだ」 前川喜平さん東京新聞９月

集会 １３時３０～ （小雨決行）

１０月１９日（土）

主催・戦争させない 憲法こわすな 沼津の会

沼津駅南口井上靖碑前

１３時３０分～１４時１５分

１０月５ １２ ２６日（土曜）

スタンディング

会場・沼津中央公園

スタンディング １４時～

改憲発議を断念させよう
第５０回集会・パレード

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

大村愛知県知事は、この
決定に対しては、「表現の
自由を高らかに掲げて裁判
で争う」と表明している。
不自由展実行委と芸術祭
実行委が、中止前の状態で
再開すると、名古屋地裁で
合意した。「日本社会を覆っ
ている検閲という空気をは
ねのける最初の大きな一歩
となる」（アライ＝ヒロユ
キ氏）
美術のため、表現の自由
のため力をあわせよう。

やすい。（す）

「アートとしての少女像」が分かり

ン・ヨンファン 明(治学院大学教授 )

２９日「本音のコラム」より

事の本質をついている。
内閣として異論は出ていな
い。だから、萩生田氏の見
解は安倍内閣のものでもあ
ろう。内閣がここまで行き
着いている日本社会は真に
恐ろしい。
平和の少女像については、

東京新聞８月７日文化欄鄭栄 チョ
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米農家と牧場主の勝利 とうとしている。
マヨネーズ並みの地盤に
９月２５日、安倍首相
建てる基地は大規模地震を
とトランプ大統領が、日米 想定しない。
貿易交渉に合意し、共同声
防衛省は９月６日に「技
明に署名した。
術検討会」を始めたが、メ
トランプ大統領は、アメ ンバーは防衛省、国交省関
リカの農業団体代表を首脳 係者ばかり。沈下する基地
会議に同席させて「米国の にお墨付きを与えるため。
農家、牧場主にとって巨大
陸上自衛隊が宮古島への
な勝利」と述べた。
ミサイル基地配備説明で
米国産の牛肉の関税は、 「弾薬庫」を「保管庫」と
３８．５％から段階的に９ 偽って説明していた。その
％に削減され、日本から輸 弾薬庫を１０月に着工する。
出する自動車・部品の関税 民家まで僅か２００ｍ。嘘
撤廃は事実上先送りされた。 と住民だましに島民は怒り
安倍首相は飼料用トウモ の声をあげている。
ロコシの大量輸入も約束し
１０ ８ ６ ５ ３
た。
安倍内閣は、日米貿易交
渉を国会にも隠し通し、世
１０月１日から消費税が
論を欺き続けてきた。今回 ８％から１０％に増税。軽
は初期の合意で交渉はさら 減税率とポイント還元の組
に続く。
み合わせで、消費者が実際
に負担する税率は、１０％、
沖縄 お墨付きとウソ ８％、６％、５％、３％の
５種類になる。消費者にも
辺野古新基地建設予定地 業者にも不平等が生じる。
の軟弱地盤は、最深部分は
日を追うにつれ増税負担
海面下９０ｍもある。７万 がのしかかることに。
７千本の砂の杭を海底に打

台風被害より組閣？
９月８日午前、気象庁は
「首都圏を含め記録的な風
雨の恐れ」と最大限の警戒
を呼びかけた。翌９日早朝、
台風１５号が千葉市に上陸
し、館山市では最大瞬間風
速４９．０ｍ／秒を記録し
た。千葉県民を中心に大規
模な停電と断水が直撃した。
安倍首相は組閣に夢中で、
経産相、復興相、防災担当
相の紹介の際、緊急対応を
求めることさえしなかった。
（テレ ビも閣僚 候補や 小泉新 大
臣を追いかけるばかり）

昨年７月、西日本豪雨時
の飲み会「赤坂自民亭」を
思い起こすが、「命と健康」
を軽んじて恥じない安倍政
権である。
台風１５号は、関東地方
に上陸した台風の中で、最
強クラスだった。
地球温暖化で台風が強くなっ
ているという。

気候スト、国連サミット
９月２０日、気候スト・

集会に全世界の若ものを中
心に４００万人が参加した。
２３日、地球温暖化防止
を目指す国連気候変動サミッ
トが行われた。スウェーデ
ンの１６歳のグレタ・トゥ
ンベリさんは演説で「もし
あなた 権(力者 た)ちが私た
ち 子(ども を)見捨てる道を
選ぶなら、私はこう言う、
絶対に許さない」と迫った。
約６０か国の代表がスピー
チした。米日首脳は登壇な
し。トランプ大統領はパリ
協定離脱を宣言、安倍首相
は石炭火力発電の新増設を
計画・推進する。
小泉環境相は、ニューヨー
クでインタビューに、気候
変動に楽しく、クールに、
セクシーに対応したいと軽
口をたたき、脱石炭火力発
電政策を問われ、言葉に詰
まる。
気候変動問題も日本はア
メリカとともに世界から孤
立する。

東電判決と 関電闇金

検察審査会の強制起訴を

受けての地裁判決は、勝俣・
元東電社長ら３氏を無罪と
した。１５．７ｍの津波予
測の社内検討を完全に無視
した。
関西電力は、八木誠会長
ら幹部２０人が立地自治体
顔役から３．２億円を受領
していた。もっと深い闇が
あるだろう。

貨物駅用地 強制収用へ

９月１８日、静岡県と沼
津市は、原地区の貨物駅用
地の強制収用にむけ裁決を
申請した。沼津駅の鉄道高
架化は、壮大な浪費型事業
で、今後市財政を圧迫し、
市民生活を置き去りにし、
自然景観を壊していく。白
隠さんを泣かせ、市民を泣
かせ、未来をになう子ども
たちを泣かせる。
長崎県の石木ダム建設も
強制執行目前である。映画
「ほたるの川のまもりびと」
が描いた１３世帯、５４人
の人たちは５０年に及ぶ闘
いを続けている。（す）

