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国家を溶かした安倍氏
桜を見る会 菅首相も同罪

9

集会・スタンディング
１月２４日（日）
沼津中央公園
集会 １３時３０分～
スタンディング１４時

土曜日スタンディング
１月
９日 １６日
２３日 ３０日

本 当 に 気 付 い て い る の で （「青木理「暗黒のスキャンダ
ル国家」より。ニュースキャス
しょうか。
司 法 の 判 断 と は 別 に 、 ター・故岸井成格さんの言）
安倍氏が制度への信頼を
失 わ せ た 政 治 的 ・ 道 義 的 ２０２０年を振り返って
責任は厳しく問われるべき
です。・・
九条の会メールマガジン
安倍氏のウソを追認して （１２月２５日号）編集後
きた菅首相もほぼ同罪です。 記でＴさんは次のように述
「国家としての日本、国 べている。
家の諸制度が、安倍政権の
７年あまりで溶解した、と
任期中の改憲を目指した
いうことです」。
安倍晋三政権が退陣に追い
以上は、文筆家・平川克美さ 込まれたことは、喜ばしい
んの問いである。 毎日新聞１２ ことでした。憲法審査会で
月２７日インタビュー記事より。 は８国会にわたって，自公
が企てた改憲手続き法の採
安倍晋三氏は国会議員を 決を市民と野党の団結で阻
辞職すべきである。
止してきました。
なお、平川克美さんは最
憲法を変えさせない
後に「あの人（安倍晋三氏）
は、・・そもそも政治家に
なってはいけない人物だっ
たのではないですか」と述
べた。
ここで思い出した。父・
安倍晋太郎氏は息子・晋三
について「こいつはね、言
い訳させたら、天才的なん
だよ」と述べたという。

２１年1月1日
事務局
神田健夫
921-7755

安 倍 前 首 相 は疑 惑 に満 との答弁は検察捜査で虚偽
ち満ちている。
（ウソ）と判明した。衆院
森友学園、加計学園。安 調査部は前夜祭を巡って安
倍前首相の悪行は、支援者、 倍前首相の虚偽（ウソ）答
友人に利益をもたらした。 弁は１１８回に及ぶと報告
首相が主催する桜を見る した。
会とその前夜祭（後援会行
事）。安倍前首相の悪行は、 政治的、道義的責任
何よりも本人の利益をもた
らした。
「国家の諸制度は人々の信
桜を見る会前夜祭をめぐ 頼に基づいて成り立ってい
り、前首相の公設第一秘書 る。その信頼を支える事実
が略式起訴された。安倍氏 がウソだった、ウソをつい
本人は不問に付された。
てもいいんだ、ということ
になれば、私たちは一体何
国会にウソをつき続け
を支えとして社会を成り立
たせていくのか。
これまでは私たちは、国
は法と正義の下で運営され
ている、と信じてきました。
その信頼が失われた。この
ことの重大さに、私たちは

国家の最高指導者が国会
を通じ、全国民にウソをつ
き続けてきた。
「安倍事務所は関わってい
ない」「補填していない」
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１３時３０～１４時１５分
場所・沼津駅南口
いずれも雨天中止

問合せ 藤井

電話０５５ ９-２２ ７-０１２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１２月１９日の集会 （報告）

憲法を変えさせない

５０名ほどの参加、その
パワー集結で凄かった。
菅政治の恐ろしさがコロ
ナ感染拡大への不安より大
きかったか。

２０歳の集い（成人式）

ぬまづ憲法９条の会は毎年 成

人式には、大岡中学校、門池 中

学校、金岡地区センターの会 場

で「成人式おめでとう」のリ ー

フを配布してきました。今年 は

新型コロナの集団感染防止の た

め中止することにしました。
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翌日、官邸からＮＨＫに
心底 恥ずかしい政府
「総理、怒っていますよ」
長崎の被爆者・谷口すみ とわざわざ連絡があった。
てるさんは、自らの背の赤 ２０１６年、官房長官時代、
い皮膚のケロイド写真を携 「クローズアップ現代」と
えて、命の限り世界に被爆 国谷裕子キャスターへの脅
の実相を訴えてきた。
しとそっくりだ。
ナガサキ、ヒロシマの被
脅し・圧力、会見・説明
爆者の長年の粘り強い努力 拒否、選別・飲食。メディ
を基に、２０２１年１月２ アへの支配・介入のプロと
２日、核兵器禁止条約が発 して、官房長官時代の経験
効する。歴史的な日である。 を生かして、菅首相はひそ
日本政府は核禁条約に反 かに活躍している。
対する。心底恥ずかしい政
府である。沼津市議会は核
辺野古新基地をめぐって
禁条約への署名を求める。
核兵器禁止条約を推し進
める政府を日本にと切に思
２０１８年１２月１４日。
う。
沖縄新基地建設に向け辺野
古沖に土砂を投入した日で
メディア支配のプロとして ある。
２０１９年１２月。日本
政府は、大浦湾のマヨネー
ズ地盤対策のため、工期は
少なくともさらに１２年か
かり完成は２０３０年代以
降にずれ込む、１４年時点
で「少なくとも３５００億
円以上」としていた総工費
も９３００億円に修正した。
菅首相は、１０月２６日
の所信表明演説（学術会議
問題、一言もなし）の後、
ＮＨＫ番組に出演した。キャ
スターから学術会議の任命
拒否を聞かれ、「説明でき
ることと説明できないこと
がある」と気色ばんだ。

「完成の可能性は低い」 型 迎 撃 ミ サ イ ル シ ス テ ム
２０２０年１１月。アメ 「イージス・アショア」は
リカの戦略国際問題研究所 破綻した。
報告書（筆者・海兵隊専門
その代替策として、菅内
家）は、辺野古新基地につ 閣は新たにイージス艦２隻
いて、工費の膨張、工期の の建造と、初の国産長距離
延長をあげて「完成する可 ミサイルの開発（２５年度
能性は低い」と分析してい 完了）を決めた。
る。
長距離ミサイルは現行の
「１２式地対艦誘導弾」の
「スガ案件」といってよい 射程２００キロを１０００
また、辺野古計画はもは キロまで大幅に伸ばしステ
や菅首相がこだわるために ルス性も持たせる。
存続している『スガ案件』
敵基地攻撃能力保有方針
と言ってよい」（沖縄国際 は検討を行うと先送りした
大学・野添文彬准教授）と が、この保有で実質的に敵
の指摘も。
基地攻撃が可能となる。
軍事費は５．３兆円、最
遺骨が混じる土を使う 大を更新した。
さらに、辺野古新基地建
設に沖縄戦激戦地の土を使
翻訳家池田香代子さん
う計画について「戦没者の
遺骨が混じった土砂を軍事
基地建設に使うなんて、死
者への冒涜です」と告発す
翻訳家・池田香代子さん
る。 （ガフマヤー代表・具志堅隆松 が東京の明治産業革命遺産
さん）
資料館を訪ねた。
戦争末期の強制徴用強制
イージス艦２隻の建造 労働の犠牲者を記憶にとど
長距離ミサイルの開発 めるために設けられた施設
秋田、山口への陸上配備 である。

展示は、ものごとを多角
的にとらえた先にテーマを
浮き上がらせるというより
も、一つの主張を押し出す
ことに力点がおかれている。
犠牲者の尊厳の回復、市
民の学習、国際的な学術交
流の場として機能するとは
とても思えない。 （ 全 国革

新懇ニュース・２０１０年１０

月号より）

政府が公然と差別する

高校生の学費無償化、１
０年になる、幼稚園・保育
園の利用料、昨年１０月か
ら無償化、コロナ禍の大学
生に学生支援緊急給付金」。
朝鮮学校、朝鮮幼稚園の
除外、朝鮮大学校の排除、
日本政府が公然と差別を続
ける。
憤りとともに、悲しみが・・
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ぬまづ憲法９条の会

第１５回総会のお知らせ

日時・１月３０日（土）

１３時３０分開会

会場・労政会館 第･３会議室

どなたでもご参加を

