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８月７日、自民党の小泉
進次郎氏が細川クリステル
さんとともに、首相官邸で
結婚発表の記者会見を行っ
た。菅官房長官、安倍首相
をたまたま訪問してのこと
とうそぶく。
８月１０日，新聞各紙に
文芸春秋９月号の広告が掲
載された。「初対談 菅義
偉対小泉進次郎」の見出し
が躍る。たまたまどころで
はない。事前に打ち合わせ
してのことと簡単に分かる。
官邸で結婚会見とは呆れ果
てる。
対談は安倍ヨイショで有
名な田崎史郎氏が司会し、
小泉氏は「改憲にはもちろ

公明党 改憲論議容認

ＮＨＫから国民を守る党
代表は、「スクランブル
契
( 約者 だけ がＮ ＨＫ テ レ
ビを視 聴で きる 放
) 送の実
現に安倍政権が同調すれば
憲法改正の国会発議に賛同
する」と述べる。改憲勢力
３分の２にあと一歩との見
方もある。

Ｎ国党、改憲は

ん賛成です」と述べた。
これで小泉進次郎は安倍・
菅に取り込まれ、「入閣確
実、安倍政権の（改憲の）
広告塔に」と，専らの評判
だ。

「前川喜平さん
大いに語る」

ぬまづ憲法９条の会１４周年の集い

みんな集まろう

9

公明党は統一地方選・参院
イランへの有志連合、ア
選までと異なる方針をとり メリカの参加圧力が強まっ 改憲を断念させよう
始めた。
ている。
北側一雄憲法調査会長は
述べる。
こうした状況下、草の根
集会・パレード
「少なくとも憲法の議論 の努力が一層求められてい
９月１６日 月(・休日 )
を行うべきが参院選の国民 る。別掲の集いに集まろう。 沼津中央公園
の審判だと安倍首相はいう。 チケットの扱いは９月中旬
集会 １３：３０～
小雨決行
改憲を進めたいとの首相の から。
思いの表れだが、少し国民 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
パレード １４：００～
の感覚とは、違う」としつ ぬまづ憲法９条の会
雨天中止
つ、国民投票法の議論と並
１４周年の集い
行して、臨時国会冒頭から １１月３日 日( )
スタンディング
『自由討議』の名目で、事 １３時１５分開演
実上、改憲案策定の論議に 沼津市立図書館
９ 月 ７日、
入ることを容認した。
４階視聴覚ホール
１０月 ５日、１２日
第１部
２６日（土曜日）
１３：３０～１４：１５
安倍首相は任期中改憲を
ヴァイオリン演奏
諦め てい ない ／発 議に 邁
池田敏美さん
沼津駅南口井上靖碑前
雨天中止
進する意欲を公言している
♪愛の挨拶
／ 自民 党案 に こだ わら な
♪望郷のバラード
主催・ 戦争させない
憲法壊すな 沼津の会
いと強調することで野党を
♪鳥の歌 他
取り込み改憲勢力３分の２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
の回復を図ろうとしている
第２部
お知らせ
◎ １０月２６日（土） １３．３
／辺野古新基地建設、さ 「前川喜平さん
０ 八法亭みややっこの憲法噺
らに、秋田などへのイージ
大いにいに語る 」
弁護士 飯田美弥子さん
ス・アショア配備、Ｆ３５
前川喜平さん 元文部科
(
裾野市生涯学習センター３Ｆ
Ｂ、いずも空母化、迎撃ミ 学事務次官、現代教育行政
前売り￥５００円
サイルなど軍事費を際限な 研究会代表）
主催 富士山すその九条の会
く膨張させていく。これら
会費 １０００円
は実質的な９条改悪だ。
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嫌韓扇動はやめよ
元徴用工問題は、今や、
日本の輸出規制、韓国のＧ
ＳＯＭＩＡ破棄と深刻な日
韓 関係に 至り テ
, レ ビ の嫌
韓扇動，反韓キャンペーン
が渦巻いている。
元徴用工たちの訴訟は民
事訴訟であり、被告は日本
企業である。まずは被告企
業が判決にどう対応するか
が問われる。ところが、始
めから安倍首相が飛び出し
て事態を混乱させ、国対国
の争いにしてしまった。
２０００年花岡・鹿島建
設、０９年西松建設、１６
年三菱マテリアルの和解で
は、日本政府は一切口を挟
まなかった。
日韓両政府は、一貫して
個人による補償要求の権利
を否定していない。サハリ
ン残留韓国人の帰国支援，
被爆韓国人の支援など、植
民地支配に起因する個人の
被害にも日本政府は工夫を
しながら賠償に代わる措置
を行なってきた。

ところが、安倍首相は、
１９年の施政方針演説では、
中国、ロシア、北朝鮮との
関係改善は述べても、日韓
関係には一言も触れず、６
月の大阪でのＧ２０会議で
は、韓国の文在寅大統領だ
けは完全に無視し、立ち話
さえしなかった。
安倍首相は、日韓国民の
仲を裂き、両国民を対立反
目させるようなことは止め
るべきだ。韓国政府と、冷
静な対話・議論を開始する
ことを求めたい。

愛知トリエンナーレ
「表現の不自由展・その
後」が、脅迫、テロ予告を
うけて開幕３日目で中止と
なった。
河村たかし名古屋市長が
「平和の少女」像、天皇に
関する作品について抗議し、
中止を求めた。同氏は日本
軍慰安婦をデマというデマ
まで飛ばした。
＊本件については次号以降改めて触
れたい。

原告に謝罪した。だが、そ
年金財政の検証 の首相談話をよく観ると、
「かって採られた施設入所
厚労省は参院選がある 政策の下」とあり、歴代政
ので公表を遅らせてきた年 府が進めた強制隔離政策を
金の財政検証が８月２８日 明記せず、他人ごとのよう
に発表された。新聞の大見 な記述となっている。強制
出しを拾うと、読売、産経 隔離を施設入所と書き換え、
「年金現役収入の５割維持」 粉飾する。
その精神の腐食に驚く。
両紙ほ ぼ同じ見 出し。 「５割 維
持」と肯定的に評価する。
ハンセン病元患者もその家
朝日「３０年後に２割減」 族も、筆舌につくしがたい
毎日「年金水準２割減」
“人生被害”をこうむった。
東京「年金水準２割弱減」 偏見と差別は人々にもあっ
静岡「年金３０年後に２割 た。そのことを深く心に刻
目減り 現役収入５０％」 みたい。７月のことだった
各紙共通して、３０年後２割減とし が、今もなお、心に止めた
ている。と２割減の厳しさを伝える。 いこととして記す。
現在の受給者も年々減ら
佐野ＳＡと関西生コン
され、若者の将来の年金額
も２割も減らされる。国民
年金の減額はさらに大きい
お盆期間中、東北道の佐
という。市民と野党の連合 野ＳＡの食堂施設が営業停
で、安心して暮らせる年金 止かなどと話題になった。
の方策を考えてほしい。
従業員の９０％、５０人
が組合を結成し、総務部長
ハンセン病元患者、家族
と支配人の解雇撤回、経営
陣の退陣を求めてストライ
ハンセン病家族訴訟は原 キを敢行していた 今
( も続
告勝訴の熊本地裁判決が出 く こ
) とが 分か っ た。 働く
て、政府は控訴せずとし、 者に良き結果あれと望む。

関西では、建設現場で使
う生コンクリートの製造、
運送にたずさわる労働者
関(西地区生コン支部 へ)の
大弾圧が続いている。２０
１８年８月から１９年４月
半ばまでの逮捕者はのべ５
８人、起訴は４３人に及ぶ。
同労組は異端視扱いされ
がちだが、戦後史の中でも
未曾有の理不尽な弾圧に抗
する、労働者・市民の幅広
い対抗が求められている。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

自衛隊明記
賛否拮抗

時事通信の８月の世論調
査で、安倍政権下での憲法
改正については、「反対」
が４１．３％で、「賛成」
の３２．１％を上回った。
自民党の改憲案にある憲
法９条への自衛隊明記につ
いて、「賛成」３５．３％
で、「反対」３６．１％と
拮抗（きっこう）した。

「９条を変えてはいけな
い」世論を作りましょう。

