ぬまづ憲法

菅首相は、会員の任命は

条の会

開会どころか、政府専用
機で初外交に乗り出す始
末（驚き）。
学術会議問題発覚後、
記者会見も開かず、初国
会の所信表明演説では、一
日本学術会議への乱暴な人事介入
言も触れず，頬かむり（驚
違憲・違法な任命拒否は撤回せよ
き）。
菅首相は日本学術会議会 日 本 学 術 会 議 法 の 第 ７ 条
員候補１０５人のうち、６ 「日本学術会議の推薦に基 分かれる 新聞テレビ
人の任命を拒否した。
づいて、内閣総理大臣が任
命する」を乱暴に踏みにじっ
１０月１日付け１面でス
た。これまでの政府見解も クープしたしんぶん赤旗に
山際寿一 前議長
覆した。６人の任命拒否の 続き、２日付けで、朝日、
山際寿一前日本学術会議 理由は何も説明していない。 毎日、東京は１面などで取
会長の「国の最高権力者が パンケーキで騙されてはな り上げ、詳報した。２日付
『意に沿わないものは理由 らない。
け読売、産経は拒否された
なく切る』と言い出したら、 菅首相は、「総合的・俯 ６人の名前の記載さえなく、
国中にその空気が広がる。・・ 瞰的」などと法律にない基 ３日付け産経は１面コラム
権威に忖度する傾向が強ま 準を持ち出す、推薦名簿を で学術会議を「時代遅れ」
る。それは着実に全体主義 見ていないと言い張る、あ と攻撃する異様さだった。
国家への階段を上がってい るいは直前に「拝見した」
テレビではフジテレビ解
くことになる」と語った。 リストは１０５人ではなく、 説員が学術会議会員（年金
的を射ている。
９９人だった、などと述べ なし）と学士院会員（年金
この任命拒否は、科学者・ る。支離滅裂で、どれをとっ 年額２５０万円）を混同し
研究者にだけではなく国民 ても法律違反を問われるこ て説明し、見識が問われた。
に向けられた刃である。
とになる。
その後、自民党、与党は、
任命拒否にはふれず、学術
菅首相の恐ろしさ
所信表明で 一言もなし 会議の予算、活動などの攻
撃をはじめ、露骨な論点そ
内閣組閣後、直ちに国会 らし、脅しの作戦に転じて
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いる。

９月末で ８３本の提言

日本学術会議は、今年だ
けでも９月末までに「同意
の有無」を中核に置く刑法
改正、子どもの成育環境、
認知症、大学入試の英語試
験、感染症の常置組織の創
設など、８３本の提言・報
告を提出しているという。

大きな共同行動を

第１部 チェロ演奏
十代田光子さん
第２部 講演
望月衣塑子さん （東京新聞

記者）

「コロナ禍の日本
民主主義とメディア」
入場規制により１００名
のみ。参加者はマスク着用、
体温３７．５度以下。
前売券・完売、
当日券ありません。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

憲法を変えさせない

憲法壊す な沼津の会

☏０９０ ７-０２４ ８-７２５
主催・戦争させない

問合せ 山崎

いずれも雨天中止

安保法制（戦争法制）、
集会・
スタンディング
秘密保護法、共謀罪法につ
１１月１４日 土
いて平和と権利の視点から
沼津中央公園
発言した学者・研究者が狙
集会 １３時３０分～
い撃ちされた。
違憲・違法な任命拒否
土曜スタンディング
の撤回を求め、大きな共同 １１月７日 ２１日 ２８日
行動を盛り上げていきたい。 場所・沼津駅南口
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１３：３０～１４：１５

ぬまづ憲法９条の会
１５周年の集い

１１月１５日・日
開場１２：４５
開演１３：１５
沼津市立図書館４階

安倍なき
ていないことは、悔しく恥
安倍改憲 要警戒
ずかしい。怒りを覚える。
だが、日本の世論は７割以
自民党憲法改正推進本部 上が核兵器禁止条約に参加
は新たに各派閥の長を顧問 すべきとしている。
に迎え新態勢を築いた。衛
政権を変え、核政策を変
藤征史郎本部長たちは鼻息 える、しかない。
荒く、年内に改憲案４項目
カナダ在住の被爆者・サー
の条文化を整えるなどと息 ロー節子さんは１３歳の時、
巻いている。
広島で被爆。４歳の甥が、
前号でも触れたように、 やけどで「黒い肉塊」とな
改憲を求める世論はない。 り、小さな声で「お水をちょ
だが、新たに国民民主党 うだい」と言い続け、苦し
が改憲論議促進を打ち出し みながら亡くなったことが
た。「菅別動隊」とも言わ 忘れられない。
れる日本維新の会は、今国
サーローさんは語る。
会代表質問で改憲をたきつ 「禁止条約は新たな扉を開
けている。
けるものです。これをくぐ
安倍なき安倍改憲に要警 り抜ければ、たたかいの新
戒である。
たな一章が始まります。‥
核兵器の終わりの始まりに
核兵器禁止条約 発効へ
たどり着きました。さあ、
扉へ踏み出しましょう」と。
１０月２４日に中米ホン
核兵器禁止条約について
ジュラスが批准し核兵器禁 菅首相は、所信表明で一言
止条約の、来年１月の発効 もなかった。
が確定した。核兵器に「悪
原発汚染水の放出 漁師の
の烙印」が押される。核兵
器は国際法上違法となる。 苦難・努力は何だったのか
この 禁止 条約 に、 唯 一の
戦争被爆国・日本が参加し
菅政権は東電福島第一原

第１７７号

発で発生するトリチウムな
ど汚染水を薄めて海に放出
する方針を固めている。
全国漁業協同組合連合会
は、「福島県漁業者は、本
格操業の再開に向けて一歩
一歩血のにじむような努力
を続けてきた．それが海洋
放出によって水泡に帰すば
かりか、漁業の将来に壊滅
的な影響を与えかねない．
わが国漁業者の総意として
絶対反対だ」と訴えている。
月内（１０月）決定を政
府は断念したが、状況は切
迫している。
漁民の思いを想うと切な
い。漁業者の１０年近い苦
難と努力、将来への思いを
政府は受け止めるべきであ
ろう。

メディアコントロール

の中心
臨時国会開会を控えた２
３日、菅首相は、新聞・通
信各社論説委員ら、在京民
放各社の解説委員ら、内閣
記者会加盟各社キャップと、
立て続けに懇談した。

大阪都構想 否決
政令市・大阪存続へ

「大阪都構想」の是非を問う 住民投票

大阪住民投票
良識を示す

こうした沖縄の歴史を学
ぼうともせず、「粛々と」
美しい海に土砂を投入し続
ける。歴史にも自然にも唾
を吐く人物を首相とする、
私たちの不幸を思う。そし
て、翁長知事の無念に思い
を致す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

薩摩藩が琉球貿易を牛耳
り、明治政府が琉球王国を
併合し、天皇政府が沖縄県
民四人に一人を犠牲にする
沖縄戦を強い、戦後は天皇
が沖縄の米軍支配を要望す
る。

２６日には所信表明後Ｎ のではなく、知ろうとしな
ＨＫに出演し、一言もなかっ いのである。
た国会と違って学術会議に
ついて饒舌に語った。

ニューヨーク・タイムズ
元東京支局長マーティン・
ファクラー氏は近著で、
「安倍政権において、『ア
メとムチ』の手法でメディ
アをコントロールしてきた
中心人物が、菅義偉新首相
だ」と記している。

メディア対策のプロ、菅
首相の動向は、メディアの
対応と合わせて、注意が欠
かせない。

菅氏、翁長氏を思う

菅首相は、安倍内閣の官
房 長 官と して 辺野 古 新 基
地建設のために、両手にア
メとムチをもって辣腕を振
るってきた。

５年前、菅氏は翁長知事
を前にして「私は戦後生ま
れだから歴史は知らない」
と述べた。菅氏は知らない

