ぬまづ憲法

条の会

1４１号

３千万人署名を軸に

９条改憲ＮＯの声を
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根から、３０００万署名に
取り組もう。
何よりも３千万人署名を
軸に、市民とのきめ細かい
対話を広げ、進めよう。
そのためにも学び合おう。
ぬまづ九条の会も工夫し

の通常国会での改憲発議、
総選挙結果を受け１０月 秋の国民投票の日程を描い
２７日に九条の会事務局が ている。
概ね次のような呼びかけを
９条に自衛隊を書き込む
発しました。
ことについて、選挙後の世
改憲勢力は、自民党、公 論調査で、「朝日」賛成３
明党、希望の党、維新の会 ６％、反対４５％、「読売」
合わせて、３７４議席、全 同４９％、３９％と、その
議席の８割を超えた。対し 危険性が十分伝わっている て取り組みます。
て、安倍改憲反対の側は、 とは言えない。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
野党分断を乗り越え、立憲
九条の会が、初めて参加 北との対話 日本は迫れ
民主党、共産党、社民党、 した、「９条改憲ＮＯ、全
ゴルフやってる
無所属合せて、９０議席前 国市民アクション」が呼び
場合じゃない
後となった。
かける３０００万人署名の
トランプ大統領来日。安
緊急性がいっそう増してい 倍は選挙では北からの国難
る。
だとあれだけ騒ぎまくりな
来年 発議、
がら、初日５日はゴルフだ
国民投票狙う
と、あきれる。
草の根から 対話を
改憲原案とりまとめまで
「軍事衝突による惨事の
に紆余曲折はあろうが、本 改憲発議を拒むためにも 回避に全力をあげることこ
命は９条改憲にある。
国民投票で否決する力をつ そ、政治と外交の役割。そ
安倍首相は、来年１８年 けるためにも、全国の草の の一番重大な問題を語らず、
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圧力強化のみを言い立てる の核兵器廃絶決議案に国
のは、緊張を高めて政権の 連で批判と失望が相次ぐ。
浮揚につなげる、改憲の材
料にするという、別の意図 沖縄・高江 米軍へり炎上
があるからと言われても仕
方ありません」
炎上後、土壌ははぎとら
元日朝国交正常化交渉政府
れ牧草は踏み荒らされる。
(
代表・美根慶樹さん） 米軍の治外法権が続く。
麻生副首相は、選挙の勝 ・・・・・・・・・・・
利は「北朝鮮のおかげ」と
スタンディング
あけすけ。
改憲を断念させよう

未来」

参加費１０００円

「言葉のおそろしさ そして日本の

アーサー・ビナードさんの話

♪ フルート演奏 齊藤匠さん

沼津労政会館 ３階 大ホール

１１月５日（日）１３時１５分

あなたも ぜひ
１２周年の集い に

質問時間 与党有利に？ ＪＲ沼津駅南口井上靖碑前
１１月３日（金・祝）
会計 検査 院が 、 選挙 後に ＊ １ １月３ 日は、「 ９条改 憲反 対
「森友値引き６億円過大」 の意思を示そう」と国会大包囲集会、
と明かす。と、自民党は国 これに連帯・呼応して沼津でも計画
会質疑時間を与党優先に割 しました。
り振ると言い出す。
１１月１８日（土）
国会審議は実質６か月間
１１月２５日（土）
なしで済まそうとしている １３時３０～１４時１５
主催・戦争させない憲法壊すな沼津の会
のに加えて。
国会潰し、国民の声潰し。 ・・・・・・・・・・・・

信頼失う日本の外交

ノーベル平和賞授与式
にＩＣＡＮメンバーとし
て被曝者３名が出席予定。
他方、核兵器禁止条約に
一言も触れない日本政府

映画「抗い」と
太刀洗さくら弾機事件
元特攻隊員 杉田登さん
西(間門 に)聞く

映画「抗いあらがい」を
３月に観た。記録作家・林
えいだいさんを描いたドキュ
メンタリーである。彼は、
半世紀近く、炭鉱と朝鮮人
強制労働、朝鮮人・台湾人
を含む無告の民の戦争秘史
などを、ひたすら聞き続け，
撮り続けてきた記録者であ
る。
映画は、林さんの人生を
辿りつつ、「太刀洗＊さく

記録作家 林えいだいさん

５月号に掲載予定でした
が、校正段階で杉田さんが
怪我をして、その後入院・
通院が続きました。そのた
め掲載保留に。
ようやく掲載できるよう
に。今月号で（その１）、
来月以降に（その２）を掲
載する予定です。
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ら弾機事件―朝鮮人特攻隊
員処刑事件の闇」を明るみ
に出そうと、生存者が年々
少なくなる中、証言を求め
て歩く林さんの姿を追う。
＊福岡 県筑後地 方の大刀洗町
には東 洋 一 の規 模 の陸 軍 飛 行 場
があり、特攻基地が置かれた。

その直後、沼津朝日新聞
２０１６年１２月１日号を
偶々手にした。杉田登さん
西(間門、元特攻隊員 の)エッ
セイ「少年兵の回顧」に釘
付けになった。参考文献に
「太刀洗さくら弾機事件」
林(えいだい が)挙げられて
いたのだ。
杉田登さんにご登場いた
だくことにした。

満９０歳
桜が満開の４月中旬、西
間門、千本松原近くの杉田
登さん宅を訪問した。
杉田さんは満９０歳、大
変お元気である。版画制作
に打ち込んでおられる。
もともと絵が好きで油絵
を描いていました。５０歳

代中頃から版画を始めまし
陸軍特別攻撃
た。風景版画中心です。
振武隊 に
千本プラザで、市から講
師を依頼され版画教室をし
陸軍特別攻撃第２２６振
てきましたが、その卒業生 武隊配属を命じられました。
は３００人を越えるんです 気の引き締まる思い、反面、
よ。
「俺の命もこれで終わりか」
と複雑な思いでした。機上
機関士として特攻訓練に忙
しい毎日となりました。

１７歳５か月で
少年飛行兵

民生活部長でした。
（その１）
注） 林 さんは、２０１７年 ９

月１日に逝去されました。享年８

４歳。現在、東京・在日韓人歴史資

料館にて追悼写真展「軍艦島―朝

鮮人強制連行の記録」が開催され

ている。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

改憲を断念させよう

集会・パレード

昭和２年 １９２７年
第２９回
１０日程延びていたら
(
)
生まれ。父親は鳶職人。当
□沼津中央公園
時、沼津市出口 現・幸町
６月頃、３日間の特別休 □１１月２６日（日）
(
)
に住み、夏休みはパンツで 暇で帰郷。沼津大空襲で焼
１３時３０分 集会
家を出て、そのまま海にと 野原となって、駅から千本
（ 小雨決行）
いう日々だったという。
まで何もなくよく見えまし
１４時００ パレード
荒(天中止 )
どうせ徴兵されるのだか た。
ら検査まで待っていられな
８月１５日の後、あちら
憲法改定の国会発議、国
い。お国の為にと、１７歳 こちらで焼却処分の煙が立 民投票させないために、沼
５か月で少年飛行兵に。
ち上がりました。
津の会は継続して集会・パ
戦争が１０日程延びてい レードを続けます。
昭和１８年、東京陸軍少 たら、私はこの世にいなかっ 主催・戦争させない憲法壊すな沼津の会
年飛行学校 八戸教育隊 で たでしょう。
(
)
１年間の訓練、上級の浜松
台風で
陸軍飛行学校での短期訓練
闇屋などフラフラしてま １０月２９日の「改憲を
の後、昭和１９年太刀洗飛 したが、２５，６歳頃、市 断念させましょう」の集会・
行部隊、さらに茨城・西筑 職員採用試験に合格し、市 パレードは、台風２２号接
近のため中止しました。
波基地に転属。
役所に。
昭和５９年か６０年頃、
市役所を１年早く退職、市

