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■巻頭 言■

全国各地で小さな学習会をつくろう
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私たち は、この ような状 態を憂 慮し、改 めてマ ルクス主義 を学び 、労働運 動の階 級
的 強 化 に寄 与した いと 考え 、『 社会 通信 』の滝 野忠 氏に 甘え て、 手弁 当でお 手伝 い頂
き、 元全電通 千葉県 支部書記 長・市原 芳樹さん ( 歳 を
) 代表に 昨年 ２
( ０１８ 年 の
)２
月から 「労働 ・社会科学 学習会 」を毎月 開催し ている。 月は会 場の都合 で急遽 中止
となった が、２月 ～ 月 に 回開 催した。 参加対 象者は旧 社会党、 新社会党 、社民 党
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１ 、労働条 件はどう なって いるのか
資 本主義は 、より 多くの利 益を求め るため、 一方で 労働者か らの搾 取を強め 、他方
で資 本間の競 争を常と する。そ のため 同業資本 を吸収・ 合併し 巨大化す る。資本 間の
競争 はグロ ーバル 化に よっ て いっそ う激 化し価 格競争 を引 き起こ す。そのツケは下
請企業 中
( 小・零細 と
) 労働 者に押 し付けら れる。
労 働者は低 賃金と 労働強化を 強いら れ、消費 増税な どで日々 苦しさ が深刻にな って
いる。
地方自 治体でも 「平成の 大合併 」 １
( ９ ９９～２ ００９年 よ
) って 、平成の 年間 で
市 町 村 数は ３２ ４５ から、 約半 数の １７ １８ にま で減少 ２
( ０１ ９・１ ・８ 、東 京新
聞 。
) 市 町村 の２ ０１ ６年 の調査 では 、正 規職 員は約 ２７ ４万 人に 対し て非 正規職 員
は 万 ３１０ ０人 任
( 期６ヶ月未 満や週 時間未 満は含 まれてい ない 。
) 非 正規労 働者
の場合は ほとんど の自治 体で一時 金や退職 金は支 給されな い。指定 管理者制 度も導 入
され ２
( ００ ３年 、
) 下請に 回されて いる。 日本の公務 員数は 先進国で は最低 である。
労働 政策研 究所２０ １７年版 によると 、日本 の年間労 働時間 は１７１９ 時間で ある
のに対 し、ドイ ツは１３ ７１時 間、フラ ンスは１ ４８２ 時間であ る。年休 の支給日 も
少なく取得 率も悪 くサービ ス残業 も蔓延。
労 働者派遣 法 １
( ９ ８５年 導入 、
) 裁 量労働制 １
( ９８ ７年導 入 に
) よ って労働者 の不
安 定雇 用 は 、「偽 装請 負」 と共に 常態 化し てい る。不 名誉 なこ とに 日本 では「 ブラ ッ
ク企業 」も問題と なって いる。
フリター の数 ( ～ 歳 は
) 「総理 府・２ ０１５年版 子ども ・若者白 書」に よると、
２０ １４年 で１７９ 万人。ま た、フリ ーラン スは内閣 府発表で は３０ ６～３４ １万人
就業 者全体の ５％ 、
(
)
非正規 労働者が ４割を占 め、長 時間労働 による 過労死亡・ 過労自 殺者も後 を絶た な
い 。Ｉ ＬＯ 国
」 は国 際用語 に なっ てい
( 際労 働機 関 に
)よると、今や「過労死 (karoshi)
ると いう。
しかし、労働組合は資本と闘おうとしない。賃上げ闘争も「官製春闘」となり 、
「反
合理化 闘争 」「権利 闘争 」「職場 闘争 」「階級 闘争 」は 死語と なり 、労 資一 体で「 生産
性向 上運動 」にのめ り込ん でいる。う つ病 ・過労死な どの労 災認定も 労働組 合の取り
組み というよ り、労 働者個人、 遺族に よって闘 われて いる。
労働 運動の後退 は確実 に続いて いる。 従って、 その影響 力も影が 薄くな っている 。
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２、仲 間の集まり で労働 者思想の 確立と 階級的労 働運動 に小さな努 力
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の党員 ・支持者、 無党派 の方で主 旨に賛 同する人 々であ る。会員制 ではな い。学習 が
必 要だと思 ってい る人は誰 でも参 加できる 。
第 １回目の 参加者 は４名だっ たが諦 めなかっ た 。
特 別宣伝を してい るわけでも なく 、
組織的 協力も 一切ない。 全くの 自主的学 習会で ある。現 在では ～ 名程 の参加 とな
っている 。
参 考まで に、これ までの 学習テーマ を紹介 する。① 向坂先 生と岩井 章さん、 ②マル
クス 生誕２０ ０年と 『共産党宣 言 』
、③ 向坂逸郎 と『資 本論 』
、④三 池の闘 いと『向 坂
教室』 の映画 ３
( 時間 分 の
) 鑑 賞、⑤階 級的労 働運動の 再構築の 課題、⑥ 国労上 野支
部反合研 の学習と 運動に学 ぶ、⑦ 全電通検 見川分 会の組織づ くりと 全電通千 葉の闘 い
に学 ぶ、⑧ 唯物史観 を考え る１、⑨唯 物史 観を考える ２、⑩ 唯物史観 を考え る３。
滝野 氏には 、レジュメ や資料 づくりで 御苦労 頂いてい る。新 年 ２
( ０ ２０年 も
) 続け
る決意 でいる 。
今後 のテーマに ついて は滝野氏 にご相 談しなが ら代表の 市原芳樹 さん 、
参加者で議 論しな がら決め ていき たいと考 えてい る。
「 三池闘争 」では 、闘争中に も毎日 学習会が 取り組 まれてい た。と くに「古典 」を
中心に 学習を していた 本所支部 は、三井 資本の 分裂攻撃 ・第二 組合づくり が激し くな
っても 、他の支部 に比べ て脱退者 はごく 小数に過 ぎなか った。本所 支部は マルクス 、
エ ンゲルス 、レー ニンの基 礎的学習 で資本 主義社会 の本質を 学び、 労働者思 想の確立
・強 化に努め たとい う。古典 学習が如 何に大切 なこと か思い知 らされ る。
３、少 人数で 励まし合い ながら
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これまで 私は個 人学習が 中心であ った。 今でも毎 日最低２ ～３時 間は本を 読んでい
る。 マルク ス、エン ゲルス 、向坂逸郎 、岩井 章、灰原 茂雄さ んらの本 である 。１度や
２度 、読んで も私には 理解でき ないし 記憶力も 悪い。私 は同じ 本を何回 も繰り返 し読
んでい る。
しかし、 少人数に よる学 習会は楽 しい。 仲間の顔が 見える と悩みや 不安、 怒りも伝
わっ てくる 。何より も励まし 合えるこ とが嬉 しい。新 年 ２
( ０ ２０年 も
) 続けて いきた
いと決 意して いる。組 織も学習 会も潰す 潰
( れる こ
) とは 簡単で あるが、つ くり、 維持
し、定 着させてい くこと は闘いで ある、 最近つく づく感じ させられ る。
国 労上野 支部元委 員長で 上野支部反 合研 を再建し、 その中 心となっ て活動 されてい
る森 勉さんも 参加し て頂いて いる。彼 は職場の 仲間た ちの労働 実態、 不平・不満 に目
配りし 、実に 年以上反 合研は 続けてい る。学 習会の内 容も、マ ルクス、 エンゲ ルス
の古典や 時には講 師を招 いたり、 職場の問 題を取 り上げて 議論をす る。古典 の学習 会
では 、次回 学習する 部分を 持ち回り で担当 者がレジュ メをつ くり、読 み合わ せと討論
をす るという 。しか し、古典は 予習し てこない となか なか理解 が進まな い。
毎回 発行される 「国労 上野反合 研ニュ ース」で は、Ｊ Ｒ資本の経 営政策 や労務政 策
にも労働者 の階級 的視点か ら明快 な解説を してい る。
私 たちの学 習会は レジュメ と資料は 必ず準備 してい るが「ニ ュース 」 報
(告 を)出す
までに 至って いない。 当日、所 用で欠 席せざる を得ない 仲間の ためにも 、新年か ら事
務局を 担当してい る私の 責任で頑 張って 「学習会 報告」 を作成しよ うと考 えている 。
そして、 その先に 、参加 者が中心 となっ て新たな「 学習会 」をつく ってい きたいと
いう 夢を持っ ている 。
山
( 下 俊幸 )
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ソ 連 等 崩 壊 か ら ３ ０ 年
ー民主的な社会主義を創るー
ソ連 ・東欧が崩 壊して から３０ 年が過 ぎた。
残念なが らまだ その根本 的な原 因が本格 的に究明 されてい るとは 言いがた い。国内
的に も、国 際的にも 不十分 である。
我々は本誌でマルクス 、エンゲルス 、レーニンに沿って科学的な考察を進めてきた 。
（２０ １４年５ 月１日号 、１１月 １日号 、１１月 １５日 号、１２ 月１日号 、１５年 ２
月１５日号 、９月 １日号、 ９月１ ５日号、 １７年 １１月１日 号等）
崩 壊した後 は、ヨ ーロッパで もアジ アでも社 会主義 は消えて しまい 、国家独占 資本
主義の グロー バリゼー ションが 地球を覆 い、反 動が支配 してい る。
中国の 国家も党 も変質 し、いか に社会主 義を掲 げようと も、事実 上は米欧 日の独 占
的 大資本家 を凌駕 するかの ような大 資本家 階級が生 まれ、支 配する に至って いる。他
方で は失業者 やワー キングプ アなどの 半失業者 が、都 市にも農 村にも あふれて いる。
帝国 主義的不 均等発展 によっ て中国は 日本を抜 き 、
今やア メリカ に迫る勢 いであ る 。
中国が社 会主義 や共産党 の見本 のごとく 喧伝さ れ、労働者 階級は 自信を喪 失させ ら
れ 、労資協 調推進や 生産性 向上運動 にも利 用されてい る。科 学的社会 主義を 学び、党
と労 働組合を 強化し ようとする 運動に ブレーキ がかけ られてい る。
この 暗闇から脱 するた めには 、
「真理は繰り返して 」明らかにしなくてはならない 。
ソ連等 はなぜ崩 壊したか
２１世 紀にわれ われが 社会主義 を再生さ せ、今 度こそ人 類の確実 な進歩 を実現す る
ためには、 ソ連崩 壊、中国 変質の 根本原因 を広く明 らかにす ること が不可欠 である 。
核 心は、ソ 連等の 政権が変質 し、労 働者階級 の権力 から大き く逸脱 していった こと
に ある 。 マル クスの 『フ ラン スの 内乱』 を 解説し たエ ンゲ ルス の序文 によ れば 、「 国
家と国 家機関とが 社会の 従僕から 社会の 主人へ転 化するの は、これ までの どの国家 で
も 避けられ ないこ とであっ たが、コ ミュー ンは、そ うならせ ないため に二つ の確実な
手段を用いた 。」
（ＭＥ 全集 第 ２２巻２ ０４頁 ）
とこ ろがマル クスとエ ンゲルス がパリ ・コミュ ーンか ら汲み取っ た「二 つの確実 な
手段」が 、レーニ ン亡き 後のソ連 等ではお ろそか にされて しまった のである 。
国 家は階 級支配の 機関であ る。労働 者階級 の国家と は、労働 者階級 が生産手 段を社
会的 所有に変 革し管 理しつつ、 旧資本 家階級や 小経営 者等を支 配・教育 して、階 級の
ない社 会へと導 く国家で ある。 国家の運 営に当た るもの はあくま でも労働 者階級の 代
理人であり 、従僕 でなくて はなら ない。と ころが 主従逆転し て、こ れが労働 者を支 配
する 主人に なってし まうの は致命的な 変質で ある。国 家は階 級支配の 機関とし ての性
格上、 諸条件 によって 死滅への 期間が 長引くほ ど、この ような 変質を生 じやすい 。そ
れを避 けるために は「確 実な手段 」をと ることが 必要不 可欠なので ある。
先進 資 本 主 義 諸 国 がつ ぎ つ ぎ と 同時 的 に 革命 を 実現 す るこ と がで きな か った ため
に、 マルクス やエン ゲルスが 考えたよ うには 国家も、 階級も短 期間に なくする ことが
できな かった 。ドイツ革 命の失 敗をはじ めとす る国際的 ・国内 的諸条件に よって 、ソ
連の国 家が長く存 続する ことにな ったの はやむを えないこ とであっ た。し かしそれ だ
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けにマ ルクスとエ ンゲル スがパリ ・コミ ューンか ら学び 取り、レー ニンが 『国家と 革
命 』で整理 した労 働者階級 国家の 原則を活 かすこと が決定的 に重要 だったの である。
社 会主義国 家に不可 欠な三 原則
１ ９１６ 年に『帝 国主義 論』を書い たレー ニンは、 翌年の １０月革 命を１、 ２ヵ月
前に して『国 家と革 命』を書き 上げて いる。こ こにお いても、 レーニ ンはこの課 題を
非常に 重視して 、ほとん どの章 で繰り返 し論じて いる。
「ところ が、ほ かならぬ 、この とくに明 瞭な、ー ー国家問 題につ いてはお そらくも
っ と も重 要な 点で 、マ ルク スの教 訓が もっ とも わす れら れてい るの であ る！ 」（ レー
ニン 全集２５ 巻４５３ 頁）
「記録 や照合」 のかわ りに「統 計と計 算」や「 監督と簿 記係」と いった 表現も使 い
ながら、レ ーニン はどこま でもマ ルクスと エンゲル スの論文 や書簡 に基づい て、こ れ
に関 する問 題を繰り 返し論究 し、次の ように 整理して いる。
「彼 らが官僚 に転化す るのを ふせぐた めに、 マルクス とエンゲ ルスのく わしく 考究
した方 策が即時に とられ るであろ う。す なわち（ 一）選挙 制だけで なく、 随時の解 任
制、
（ 二）労働者 なみ の賃金をこ えない 俸給 、
（ 三）すべ ての人 が統制と監 督の職 務を
遂行 し、すべ ての人 がある期 間『官僚 』になり 、した がって、 だれも 『官僚』に なれ
ない状態へただちに移行すること 。」（同上、５２１頁）
これを労 働者階 級の国家 と国家 機関の三 原則と いってもよ いであ ろう。
レー ニンが 重視した こと
労 働者や農 民の社 会の召使 いである べきもの が、い つのまに か彼ら を支配す る主人
に変 質してし まうのを 防ぐため に 、
レー ニンが この三原 則を重 視したのは 当然で ある 。
１０月 革命数ヵ 月後に 開かれた ロシア共 産党（ ボルシェ ヴィキ党 ）第７ 回大会に 向
けて 書 かれ た『綱 領 草案下 書き 』では 、『ソヴ ェト権 力 につい ての 一〇 のテ ーゼ』 の
『ソ ヴェト 権力の強 化と発展 』におい て、１ ０のテー ゼのうち 実に６ のテーゼ は、前
記 の三 原 則を 実現す るた めの 内容 となっ て いる 。（全 集２７ 巻、 １５ ３～ １５ ７頁）
これら が簡単に 実現でき たわけ でないこ とは言 うまでもな い。こ れと時を 同じく し
て 執 筆 した 『ソヴ エト 権力 の当 面の任 務 』（ 同上 、２４ １～ ２８ ０頁 ）で、 レー ニン
は解 決への方 策を論 述してい る。
この マルクス の教訓で あるプロ レタリ ア権力の 原則の 重要性を、 レーニ ンのほか に
は一体何 人の指導 者が深 く認識し ていたの であろ うか。
三 原則の （二）に ついて、 いまはブ ルジョ ア専門家 の大物に は非常 な高給を 払わざ
るを えないが 、当面 の妥協であ り、パ リ・コミ ューン の原則や プロレタ リア権力 の原
則からの後退であり 、闘いの中で解消していかねばならないことも述べている 。
（三）
は「ただち に」と いってみ ても、 教育・文 化水準 の低いソヴ ィエト では、長 期にわ た
る闘 いとな ることも 、レー ニンは述べ ている 。
し か し、 レーニ ン後 の指 導者 にはこ の 原則の 追求 が見 られ ないど ころ か 、（一 ）の
共産党 の主要役職 への人 選におい て 、
たちま ち指名が 選挙に とって代 わってし まった 。
一党支配で は国家 機関でも 同様と なった。
忘れ られた三 原則
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期待さ れたスタ ーリン 後におい ても、教 育・文 化水準が いかに高 くなろう とも、 こ
れ らの原則 が追求 され、実 現され ることは なかった 。党幹部 たちみ ずからが 高給をは
み、 種々の特 権をも つように なってし まっては 、三原 則が無視 され、 忘れられ たのも
当然で ある。 共産党一党 の支配 で党と国 家とが 一体化し ていて は、労働者 階級国 家か
らの乖離 を阻止す ること も、社会 主義を 蘇生させ ることも できなく なって しまった 。
国 家と国 有企業が それに よって変質 してい ったので ある。 エンゲル スの言葉 を借り
れば 、
「国家と国家機関とが社会の従僕から社会の主人へ転化 」していったのである 。
プロレ タリアー トの独裁 から、 プロレタ リアー トに対し て新たな 「主人」 の如く なっ
た一種の 特権階級 の独裁へ と変質 していっ たので ある。ゴル バチョ フもエリ ツィン も
プー チンも 今日の大 資本家 たちも、み なそ の変質の中 で生ま れ育った 、ソ連 共産党と
国家 機関の大 幹部であ った。
国際 的な階級闘 争が激 しくなっ ている というの に、科学 的な社会 主義の 思想と理 論
が、指導部 にも、 労働者の 中にも 希薄にな ってい った。
国 際的な支 援を含 めて、軍事 費の比 率は大き くなり 、消費財 の生産 は豊かには なり
えなか った。 変質した 国家と企 業の中で は、労 働者が創 意性を 発揮するこ ともな くな
ってい った。一方 で人々 は欧米の きらび やかな浪 費文化 の宣伝に目 がくら んだ。
ア フガン への派兵 は特に 大きな負担 とな った。チェ ルノブ イリ事故 も大き な悲劇と
なっ た。社会 主義の 蘇生より も、反革 命による 崩壊の ほうが当 然とな ってしまっ た。
ソ連 等々に対 するアメ リカの様 々な介 入や工作 があっ たことも 事実であ る。しか し
ソ連共産 党と国家 が崩壊 の危機に 立ったと き、ソ 連の労働 者階級は なぜ反 撃に立ち あ
が らなかっ たのであ ろうか 。東欧諸 国も含 め、労働者 の圧倒 的多数が むしろ 崩壊を歓
迎し た事実を 冷徹に みるならば 、根本 的な原因 がどこ にあった かは明 らかであろ う。
社会主 義はよみ がえる

力関係に大きな変化

その後 の独占資 本が全 世界を覆 うグロ ーバリゼ ーション によって 長い反 動期は続 い
たが 、それに抗する反作用として 、労働者階級の闘いも脈々と生き育とうとしている 。
何 世紀も不 変かと 思われてい たアメ リカにも 、青年 の中に社 会主義 者が急増し てい
る。そ の団体 ＤＳＡ（ アメリカ の民主的 社会主 義者）の 会員数 は２０１６ 年時点 で５
千人だ ったものが 、トラ ンプ政権 誕生後 に急増し て現在 では６万人 となっ ている。
右 翼政党 が勃興、 支配し ている他の 諸国 にも、社会 主義政 党の成長 が見ら れる。
マ ルクス、 エンゲル ス、レー ニンの 基本的な 著作と 共に、向 坂逸郎の 『歴史的 法則
につ い て ー社 会革命 の展 望 』（社 会主 義協 会『日 本革 命と 社会 党』等 に 所収） をは じ
め、
『マルクス伝 』
（新潮社 ）、
『資本論と 現代 』
（法政大学出版局 ）、
『マルクスと現代 』
（大和書房）などの著作を学び 、今日の諸条件に適応することが不可欠になっている 。
新社 会をめ ざす皆さ んが混迷 から脱却 して大 きく前進 するた めに。 （原 野 人）

情勢について

世 界は激し く動い ています。 トラン プは「世 界は米 国のため にある 」と、経済 、安
保 ・外 交 、な どす べて の問 題で勝 手気 まま にふ るまい 、世 界中 に矛 盾と対 立 抗
･争を
つくり 出していま す。Ｅ Ｕは も の国に 拡大しま した。 加盟の条件 は「国 家主権の 制
28
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限」で す。ＥＵは 大国か ら小国ま でさま ざまです し、歴 史も違いま す。自 分の国の こ
と を自分で 決めら れてない のはお かしい、 と混乱が 大きくな ってい ます。英 国のＥＵ
離脱 問題はそ の１つ です。
アジ ア、アフ リカ、ヨ ーロッ パを結ぶ 要衝の中 近東は 世界の石 油・ガス の供給基 地
です。イ スラエル はパレ スチナ人 の土地 を奪い、 植民を拡 大し続け ていま す。トラ ン
プ は、サウ ジと連合 しイス ラエルを 支持し 、イランを 敵視、 経済制裁 ー武力 をもちい
ない 戦争ーを 強め、 この地域の 平和と 安定をぶ っつぶ していま す。
東北 アジアーロ シア、 中国、朝 鮮半島 、日本ー は、日 本の北朝鮮 敵視、 南北そし て
北と米の 首脳会談 以降は徴 用工な どの歴史 問題、 輸出規制で 南朝鮮 批判をく り返し て
います 。日本はこの地域の安定と平和を担い維持する十分な地位にあります 。しかし 、
安倍 さんはト ランプが 世界をひ っかし 回してい るよう に 、
東北 アジア をひっかき 回し 、
己の権 力維持の 手段とし ているの です。 この他よ く伝え られるよう に、ロ シアをめ ぐ
っては日本 では北 方領土、 ＥＵと はクリミ ア占領 です。これ ら対立 ・抗争、 戦争は 始
まっ たばか り、情勢 はさらに 激動しま す。
世 紀は「 社会主義 の時代」 といわ れました 。しかし 、 世 紀後半、 大激動ー ソ連
崩壊 という大 政治反 動ーがお こり、１ ９１７ 年 月に 生まれ発 展した 国際政治 の仕組
みはす っかり 変わりまし た。世 界市場は 資本主 義と社会 主義の ２つに分裂 してい まし
たが、大 激動は世 界市場 を資本主 義的に 再編成し たのです 。昨年フ ランス で行われ た
Ｇ ７の会議 は何も決 められ ませんで した。 トランプ が原因と いわれま すが、 正確では
あ りま せ ん。 Ｇ７ はソ連 に対 抗し てつ くら れた 帝国主 義同 盟で す 。「 敵」が いな くな
りまし た。分解 するのは あたり まえです 。
世界市場 をめぐ る独占資 本そし て国家間 の競争で す。グロ ーバリ ズム、新 自由主義
が喧 伝され ています 。この 言葉の背景 にあ るのが独占 的大企 業の生死 をかけ た競争で
す。 独占は経 済的にも 政治的に も反動 ですから 、反動 政治とム キダシの 大企業の 儲け
主義ー 搾取と収 奪ーが世 界をのし 歩き、 矛盾をつ くり、 対立と抗 争と戦争 、そして 貧
困、格差、 飢餓を 生んでい るので す。
10

世紀、 世界市場 は爆発 的にふくれ 上がり ました。 ソ連、 中国等約 億人の 新市場
が一夜に生 まれた からです 。もの すごい技 術の進歩 と競争は 生産力 を高めま した。世
界の 富（ＧＤ Ｐ）は １９９５ 年から２ ０１６ 年の 年 間に、 兆ドル から 兆 ドルへ
と２・ ４倍に も飛躍しま した。 経済力は 国家の 政治、文 化、外 交、軍事の 基礎で す。
年の歳 月は世界 の主要国 、資本 主義諸国 家間の 力関係を、 大きく 変化させ ました 。
主 要国は 大きく４ ～５の グループに 分かれ 、 年間 を過ご しました 。第１ のグルー
プは 若々しく 異常な 速度で進歩 した中 国、イン ド、ベ トナム、 南朝鮮 といった国 。第
２は発 展がい ちじるしく 緩慢だ った米国 、独、 仏、英と いったＥ Ｕの中心 国。こ こで
特筆すべ きは日本 です。停 滞どこ ろか絶対 的に縮 んだので す。デフ レがいわ れます 。
デフ レは過 剰生産、 だらだ らした恐慌 だっ たのです。 第３は 、資源ー 油・ガ スーにた
より 、武器の 輸出で 米国と競争 する〝 遅れた〟 国、ロ シアです 。第４は 米国によ る経
済的制 裁に苦し められ、 成長を妨 げられ ているキ ューバ 、北朝鮮 、ベネズ エラ、イ ラ
ンといった 国です 。世界は こうし た絡み合 いの中 にあり激し く経済 、政治、 軍事で 競

20

21

20

24

11

23

12

-8-

い、経 済制裁とい う武器 を使わな い経済 ・政治的 、戦争 下にありま す。Ｅ Ｕ諸国で は
労 働者階級 を中心 とする〝 反乱〟 は今では 当たり前 、日常に なって います。
こ のように 世界の 主要国の力 関係は 大きく変 わりま した。力 関係に応 じた国際 的な
政治 と 経 済の 再編が 起こ って いる のが今 な のです 。ト ランプ は 「アメ リカ 第１ 」、習
さんは「 中華民族 の偉大 な復興 」
、プーチ ンさんは 「大国の 復興 」
、ＥＵは 「ヨーロ ッ
パ の復興」 をスロー ガンに 掲げ、民 族意識 をあおりあ います 。政治的 にも競 争し合う
姿が ここにあ ります 。
米・ 中は経済で 戦争し 、米国は イスラ エルとサ ウジを 使いイラン の石油 とガスを 手
に入れた いのです 。エネル ギー支 配が目当 てです 。中国が成 長を続 け米国を 追い抜 く
こと は簡単 ではあり ません 。中国は大 きく 広い。しか し、山 岳地帯が 多く、 土地の生
産力 は低いの です。人 口は世界 の５分 の１、 億人と ぼう大で す。生産 力を高め るに
は今あ る権益を 維持し、 新たに海 外に「 基地」を つくる 必要にせま られま す。権益 獲
得と守護に は軍事 力が必要 です 。
日米と中 国の対立 はこうし て深ま らざるを えませ ん 。
ロシ アにも 同じこと が言えま すよね。
最後 に日本 と南朝鮮に ついて です。安 倍はつ い先般ま で北朝鮮 、中国の 脅威を あお
り続け 、それを政 権維持 の策とし ました 。今は南 朝鮮た たきです。 日韓同 盟の解釈 、
歴 史 認 識に かかわ る諸 問題 で 、「 ぶれ いで ある、 けし から ん」 と。あ た かも、 南朝 鮮
が日 本の植民 地であ るかの言 動です。 ここにも 力関係 の変化が みられ ます。南朝 鮮は
大昔の 植民地 時代の朝鮮 ではな く、世界 第 位 の工業国 家なの です。文さ んは民 衆革
命が生ん だ政権で す 。
（滝野 忠 ）

「老朽原発うごかすな！ 関電包囲大集会」 ・８
ー本当に関電は責任持てるのかー

12

14

12

危 険な老朽 原発再 稼働を目 指す関電 に対して 、 月 日高浜 原発前 をスター トした
２０ ０ｋリレ ーデモ。 月８日 、関電 大阪営業 所前から 関電本 店ビルへ と６ｋの 最終
デモ 。昼過 ぎに 到着 し、 参加者 １ １００ 名の もと 「
・８ 老 朽原発 うご かす な！
関電包囲大 集会」 が開かれ た。
冒 頭主 催者 オ
( ー ル福 井反 原発 連絡会 の
) 林 広 員氏 より 「関 電幹部 へワ イロ は国 会
でも大 問題な っている 。資料の 提出や証 人にも 応じてい ない。 この集会で も世論 を盛
り上 げ 、ま すま す関 電を 包囲す る集 会に した い 。」と力 強く 挨拶 。続 いてリ レー デモ
の 報告、福 井・滋 賀・京都 ・大阪・ 兵庫・ 奈良、東 大阪各代 表が報告 された 。
と くに 京都 の仲間 より 、 各
｢ 自治 体に 申し 入れ を行っ たが 対応 はい ずれ の自 治体の
対応も 誠意的 であった。 、
｣ ｢反原発の運動は支持されている と
｣ も。福島 原発事 故の
避難者か らは 、 福
｢島原発事故により 、私と子ども２人 ０
( 歳と ３歳 は
) 避難してき た 。
当 時 安心 安全 。事 故が 起き るま では 、『 日本は 技 術も優 れて 、近 代的 な最高 の技 術を
持っています。チェルノブイリとは違う。万一の事故でも ･･････
』とい われてい た。
それが どうだ。 百万人に １人と いう小児 性甲状腺 ガン発 生率、今 福島で２ 百人以上 も
いる 。生きる権利を守るか譲るかの問題になっている と
｣ の 訴え は共感を深 め合っ た 。
こ の集会で も、反 原発は直 接的な被 害を超え て、人 類の存続 ・人間 の尊厳の問 題に
昇華さ れてい る。カン パ要請も 約 万 円超え集 まった。 どんど ん拡がる 輪。国策 か、
12

･

ー 中 東 の 宗 教 問 題 と 戦 争 ー

･

08

利潤追 求の原発稼 動はま すます国 民大衆 の反発を かい、 行き場はな くなる 。今こそ 安
心 安全な社 会を目 指そう 。
（９条ネット・滋賀・井沢 清）
YouTube

･ 老朽原発 動か すな関電包 囲大集 会２０１ ９
https://www.youtube.com/watch?v=_DKbvjPiDaI
12

億人の うちカト リック教 徒

億人
13

中東の宗 教問題
① ３つの宗 教は姉 妹宗教
中東 地域には 、主な 宗教とし て「ユダ ヤ教 」
「キリ スト教 」
「イス ラム教」 の３つ
が存 在し、いず れの宗 教も「奉 ずる神 は同一」 である らしい。
・「ユダヤ 教」 から 「キ リスト 教 」がで て、 さらに 「 キリス ト教 」か ら「 イスラ ム
教 」が生ま れ、聖地 は全て エルサレ ム地区に あると いう。
・「ユダヤ教」ー「嘆きの壁」
・「キリスト教」ー「ゴルゴタの丘」
・「イスラム教」ー「岩のドーム」

１ 、 世界 人口約

ロー マ教皇 が２０１９ 年 月 来日し、 被爆地 の長崎、 広島を 訪問し核兵 器の廃 絶と
平和を訴えた 。東京ドームではミサが執り行われ 、カトリック教徒はもちろん他宗教 、
無宗教の人 にも大 歓迎を受 けたと 報道され ている 。
カ トリック 教徒で もない日本 人が大 騒ぎして いるこ とが不思 議でな らない。日 本人
はお祭 り騒ぎ が大好き 、という ことなの か。
11

ロ ーマ ・カト リッ ク教会 の頂 点に立 つ
フランシスコ教皇の来日

08

③ キ リ スト 教の 信者 は 億人と 言 われ、 イス ラム教 も 約 億 人と いわ れて いるが 、
仏教 にも宗派 があるよ うに、 キリスト 教もイス ラム教 もそれぞ れ宗派が 存在する 。
イスラ ム教には シーア派 とスン ニ派があ りこの ２つの派に よる争 いもある 。キリ ス
ト 教、イ スラム教 、仏教 は世界三大 宗教と いわれて いる。
13

12
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② 姉 妹宗教が 、なぜ 仲が悪いの か？
・ユダ ヤ教の欠 点を批判 し、キ リスト教 が台頭 し、キリス ト教を 批判して イスラ ム
教 が生ま れたわけ ですから 、宗教的 には仲 が悪い。
・ キリスト 教は紀元 ０年ユダ ヤ教の 中に「イ エス」が 生まれ 、ユダヤ 教の刷新 運動
を始め 、ユダ ヤ教徒に 憎まれ「 十字架 刑」によ って処刑 されます 。イエ スの弟子
たちが「 イエス の復活」 という事 件に再結 集され 、イエス の教え を伝えるよ うに
なり キ
｢リスト教 と｣してギリシャ、ローマ、西洋に広まったと伝えられています 。
・ 通 常、 世界 的に 使われ てい る「 西暦 」とは 、「イ エス 」の 生まれ た年 と言 われ 、
西ヨー ロッパに 広がっ たことか ら、後 に世界的に 使われ るように なった と伝わっ
ています 。
・ ユダヤ教 徒、キ リスト教 徒、イス ラム教徒 の経済 的利害が 対立？
例えば 、イス ラム教世 界は産 油国が多 く、キ リスト教世 界は産 油国がな いので 原
油を巡 っての対 立もあ ると言われ ている 。

(1)

天動説 ・地動説 の論争 とローマ 教皇庁
① コペル ニスクの 地動説 を擁護し た、ジョ ルダーノ ・ブル ーノ イ
( タリア出 身の哲学
者 は
) ロ ーマ 教皇 クレ メン ス８世 によ って 、１ ５９３ 年ロ ーマ に移 され ８年 間獄中
に。 自説の撤 回を求め られた が拒否し 異端とし て１６ ００年１ 月８日、 死刑を下 さ
れ、同年 ２月 日ローマ 市内の 広場で、 ブルー ノは火炙り で処刑 された。
② ガリ レ オ・ガ リレ ーは 、同 様に 地動 説を支 持し 裁判 で無 期刑 となり 、そ の後 、軟
禁に 減刑さ れるも自 宅への帰 宅も許 されず、 一生監視 付きで 過ごした 。死後も 名誉
は回 復されず、 葬式さ え許され なかっ たという 。
正式な許 可に基 づく埋葬は １７３ ７年３月 日に 行われた 。１９ ９２年ロー マ教
皇 は、ガリ レオ裁 判は誤り であった ことを 認めガリ レオに謝 罪した が、ガリ レオ死
後３ ５０年 後のことで ある。 その後、 ローマ 教皇ベネ ディク ト 世は２ ００８ 年
月 日、国連や ユネス コが定め た「世 界天文年 ２００９ 」に関連 した演 説で、ガ リ
レオらの 功績を称 え、地 動説を改 めて公 式に認め た。ガリ レオの「 それで も地球は
動 いている 」とい う逸話は有 名。
③しか し、現 象形態と しては、 どう見て も「地 球の周り を太陽 が回ってい る」よ うに
見える 。
「現象に 於いて往 々にし て物事が 逆にみえ ることが ある 」
、科学こ そが事実
を 明らか にするの だ。
17

17

16

12

「労働力 」と「 労働」の 関係も 同様であ る。賃 金が労働の 対価の ように見 えるが 、

21

本質的に は「賃 金は労働 力の対 価」であ る。
「 労働の 対価」と なれば、 搾取 資
( 本による 剰余労 働、剰余 価値の取 得 は
) 完 全に隠
蔽さ れるこ とになる 。右翼的 労働組合 指導者 には「搾 取論」 が欠落し ている。 とい
うよ り資本と協 調して 隠蔽して いるの だ。
資本主義 的搾取 剰
( 余価 値 は
) 、階 級対立と 階級闘 争、階級 的労働 運動・社会 主義
運 動を決定 づける 。
エン ゲルスは 「二つの 偉大な 発見、す なわち 唯物史観 唯
( 物弁証 法 と
) 剰 余価値 に
よる資 本主義的 生産の 秘密の暴 露とは、 マルク スのおか げでわれ われに 与えられ た
もの で ある 。こ れら の発 見によ って 、社 会主 義は「 科学 」と なっ た 『
( 空想 より 科
学 へ』 と
)。
私 の家は 代々仏教 であり 仏壇がある 。お盆 と彼岸に は仏壇 に花を添 え、お 墓に花
を もってお 参りに行 く程度で 、これ といった 特別の ことはし ていない 。
親戚や 知人の 葬儀に行 ってお坊 さんの お経を聞 いても意 味もわ からず、 ご焼香し
て帰って くるだ けである 。
日 本では 今日、宗教 による 争いや戦 争など 聞いたこ とがな い。子供の 七五三 では
神社 にお参 り、結婚 式は教会 で、家を 新築す る時は神 主のお 祓いを受 け、死ん だら
お坊 さんにお経 をお願 いし戒名 を付け てもらう 。
初詣 も神社 明
( 治神宮な ど や
)寺 成
(
田山新勝 寺など に
) 行く 。古い家 では、仏 壇と共に 神棚も ある。
日 本人は宗 教に対し て何と 寛容なこ とだろう 。私は 非科学的 なことは 信じな い、
死ん だ後も あの世で地 獄と極 楽がある という 。私は死 んだら その人間が 存在し なく
なり、 再び会え なくな るだけと 思ってい る。

- 10 -

(2)

(3)

(4)

私は宗 教につい て、信 じることも 自由、 信じない ことも 自由、布 教活動も 自由、
批 判する ことも自 由と考 え、いわ ば無宗 教というこ とにな るが、本 音を言 えば「１
０ ０害あっ て１利 なし」とい うこと だ。

里山

流

釣

り

仏教国 でもフ ランシス コ教皇を 大歓迎 して迎え られたと いう。
かって、 森総理 大臣が「 日本は 天皇を中 心とし た神の国」 と発言 し物議を かもし た
こ とがあ った。
戦 前、 戦時 中は 治安 維持法 に よって 宗教 弾圧 があ った。 １９ ３５ 年 月 、「 大本
教」 は９４０人 が検挙 され、教 団は解 散を命じ られ京 都府綾部の 壮大な 教団施設 は
爆破 さ れ破 壊さ れた。 １９ ４３ 年７ 月に は 、「創価 学会 」初 代会長 の牧 口常 三郎 、
二 代目会長 の戸田 城聖が投 獄され、 １９４４ 年 月 、初代会 長の牧 口常三郎 は東京
拘置 所で獄 死したと伝 えられ ている。
戦前の 治安維持 法と２ ０１７年７ 月に 施行された 「共謀 罪」は同 種のも のであろ
う 。「創価 学会 」を 母体 とする 公明 党が 自民 党と一 緒に なっ て同 法を 成立 させた こ
と が不思議 でなら ない 。
相
(馬 洋 )

渓
変わ る渓流

11

10

今 年 の北 海道 は遡 上時 の６月 に雨 が少 なく （小 西さん 談 ）、 ニウプ 川も 発電 所の 吐
出口よ り上流 にサクラも ニジマ スも遡（ さかの ぼ）れな かった のだろうと 思いま す。
新潟や 富山も山形 も同じ で、パッ トしま せんでし た。最近 は毎年の ようで す。
国 連温暖 化対策サ ミット で訴えたグ レダさ んの「あ なた方 が話すの はお金 のことや
永 遠の 経 済成 長と いうお と ぎ話だ け」 のよ うに 、「い つま で上 手にな り 続ける 。釣 れ
るもの だ」と いう夢を見 ている のでしょ うね。
渓流釣り （渓流 ）や里山 を見て も「生産 適齢人口 」の減少 と同じ ことが現 れてい ま
す。 年ほ ど前の始 めた頃 は、お爺さ んた ちが山菜採 りなど に入る川 沿いの 山道が残
って おり、春 先は歩 いて帰って こられ たもので す。我 々のお爺 さんの時 代は、農 業中
心の人 が少なく なり賃労 働 、
しか も若い人 や子ども たちが山 菜をあ まり食べ なくなり 、
家族 の 嗜 好 も 変わ っ て 採 る 人 が 少 なく な り まし た （町 の人 が タラ の芽 採 りな ど を別
に）
。 全てが金の 世、間尺 に合わ ない山菜 採りな どしなくな りま した。
ベビ ーブー ム世代の我 々が 歳、馬力 も気力 も落ちて 、渓流釣 りに山奥 に入る 人が
少なく なっていま す。
漁 協も同 じで、人 もお金 も（組合 員や遊 漁証が減り ）小さ くなり、 放流数 も少なく
なり （お金 ）
、高齢 化で稚 魚を背負 って上 流での放流 ができ なくなっ ていま す。
北海 道での釣 り

35

71

北 海道での 釣りを少 し考えて みまし た。１９ ９９年の 初当選 の時に音 威子府を 訪ね
ていま すが、 たぶん釣り をしな かっただ ろうと 思います 。
２００１ 年に初 めてルア ーのイ トウ釣り に地元 の釣り仲間 数人と 出かけま した。 全
体 で 一匹 でも 釣れ れば 上出 来で した（ 年 ほど ）。 あまり 釣れ ない もの です からニ ウ
10
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(5)

プ川な どの支流に ヤマメ のべ竿釣 りに小 西さんと 出かけ ていました （この ときは６ ｍ
の 竿で 号 のハリ ス ）
。 ㎝くら いので も釣れば 大きい 方でした 。
年 に初めてニ ウプ川 で ㎝近 いニジ マスを釣 りまし た（私はそ れでも ７ｍの竿 ・
０ ８
･ 号のハリス を使 い、彼らは ５ ４
･ ｍ の竿で 道糸１ ５
･ 号ハリ ス０ ４
･ 号 と実に アン
バラ ン スな 仕掛 でし た ）。今 では ㎝超 えのニ ジ マスな どご く普 通（ 天塩川 水系 では
ニ ジ マス が 増え、 ヤマ メ・ イワ ナが減 って いる 感じ ）。 選挙 の前 年で行 かな い年 や増
水で 釣りので きない 年もありま したが 、足かけ 年が かりで小 西さん と場所や釣 りの
仕掛を 一定程度 確立した といえ ます。
23

60

イトウが初めて釣れたのが
年、天塩川で支流の吐き出
し口で ㎝くらいを頭に２時
間くらいで５尾を針がかりさ
せ、３尾取り込みました。こ
の時は７ｍの竿で１ ２
･ 号く
らいのハリス、小西さんはル
アーでボウズでした。３年前
まで彼らはルアー竿しか持っ
ていなく 、のべ竿は私の１本 。
私が１尾釣った後、１本の竿
を小西・高橋さんで、一昨年
は山内さんの４人で回していました。

50

のべ 竿釣り
夏場にイトウ ニ
･ ジマ スを ミ ミズ のべ
竿釣りは（イトウの最シーズの晩秋に
ミミズのべ竿釣りをしたことがありま
せんので）私らだけでしたが、見てい
る人からボチボチ広がっていたようで
す。
私 の 竿 は サク ラ マス 対 応で ハリ ス １ ･
５号までです。下記写真※（ 年山内
・ 年 小 林 ） 私は １ ５
･ 号の ハ リス だ と
思います。正式に計っていませんが、
㎝くらいあっただろうと思います。
右 は ｅｃｏ音 威子府 の山 内さん）

（※ 写真左 は 筆 者 新 潟の 小林 さん 、

19
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06

70

10

本来イトウは肉付きがよく、負け惜
しみ でいう のであり ません が、今年の は少し 痩せてい ました 。昨年の 最後にば らした
物（ イトウが エサを食 ってしま した） は ㎝く らいあっ ただろ うと思い ます。
90

11

12

14

80

２号の ハリスで 竿が折 れるかと 思いまし たが、 持ちこた えました （竿は買 い替え ら
れ ないので 、１ ７
。
･ 号にも どした ）
魚の 釣れる 条件・釣 る条件

19

12
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① 川に魚 が多くい ること 、② 川の 条件が良 いこと （笹濁り 程度で 食いが立つ 。イ
トウ・イワナ類の方がヤマメ・サクラマスより濁りが強くても食う 。昨年のように ）、
③ 仕 掛け を繊 細・ 細く して 、魚 に違和 感を 少な くす ること （仕 掛け は細 いほ ど喰い
が良 い が、 取り 込み が大 変。バ ラン スを どう とる か。北 海道 の仲 間は ハリ スが３ ０
･
号 か３ ５
･ 号 で、 大物 を取り 込み やす いが 、食い が渋 くな る ）、 ④ 数 少な い大 物のチ
ャンス を着実 に取る（針 先が甘 くなった ら直ぐ 針を替え る、ハ リスの擦れ や傷が つい
てい た ら替 える 、取 り込 み場所 を常 に考 えな から 釣る ）。私が 北海 道の 仲間 と一番 違
う のは④だ と思い ます。
私 が北海道 でふだん 使う仕掛 け、来 年「夢を もう一度 」と考 えるなら 、まず自 分で
使う仕 掛けを 作って見て くださ い。この 仕掛け は小西さ んたちも 同じよう に作る よう
になりま したが（ 彼らは 少し北海 道的に大 味です が ）
。
仕 掛けを 自分で作 ってみる と魚の特 性も釣 り方も少 し変わっ てきま す。私は ニジマ
ス が針 ８ 号・ イト ウ 号で 作りま す。 ８ｍ の通 しの ナイ ロンハ リス の１ ７
･ 号 （フ ロ
ンより 水になじ み・伸び があって 引きの ショック を吸収 しやすい ）に竿に つける部 分
を投げ縄結 びにし ています が、チ チワ結び （こち らが簡単） でもか まいませ ん。 結
び目 は常に ８字結び にします 。
目印 の付け 方は、小さ いほど 風の影響 を受け ませんが 、年寄り には見え ません ので
その 辺 の バ ラ ン ス を （一 色 だ と ど れが 水 の 中に 入 って い るか 分か ら ない の で最 低２
色 ）。 ガ ン玉 をつけ る場 所に ハリ スを傷 つ けない よう にテッ シ ュを巻 いて 、水 で濡 ら
して からガン 玉をつ ければ、 しっかり 止まりま す。基 本的に支 流での 釣りはガ ン玉の
０ ４
･ 号か０ ３
･ 号でほぼ 対応し ています 。この 仕掛けの ハリス などは５千 円弱か と思
います。
渓 流漁は 針に水中 の石垢 やコケが少 しでも 着いてい れば食 いません し、ヤマ メ類は
かじ られて欠 けたミ ミズには食 いつき ません。 粘り強 さと繊細 さが釣 果にかかっ てき
ます。
友人へ

それ と 今で も５ 人一 緒に 渓流釣 りを やる のは 元々 無理 があり まし た 鮎
( と違 い釣 れ
る ポイ ント が狭い し、 じき に釣 れなく なり 移動 が必 要 。
) 昔は 夏
｢ ヤ マ メ一里 一匹 と
｣
も言 われてい ました。 比較的若 く、磯 釣りをし ており馬 力があ る方なら 、小西・ 小林
・その 方で新し い川を求 めて釣る など、 ２チーム にしな いとならな いと思 います。 い
ずれ に して も２ 名分 のの べ竿を 用意 する のは 無理 だと思 いま す 支
( 流 のニジ マス であ
れば８ｍの渓流竿で十分 、私も小西さんも１本はあります 。
（
)
･ ８
･ 小林 義昭 ）

Ｍユニオ ンの方 で北海道 に行きた い方は 、一緒し たらどう ですか。 海釣り をしてい
る方 のよう ですので 、ルア ー釣りでや るか、 自分での べ竿も 仕掛けも 用意して もらわ
なけれ ばなり ません。 小西さん たちは それぞれ 竿を折っ て１本 しかなく 、予備が ない
ようで す。

10

◇ 読 者 か ら の お た よ り ◇
･ あいば 野集会開催

30

日 、平和フォーラム関 西ブロックと２０１ ９あいば野に平和 を！ 近畿ネット主催の 緊急

オスプ レイ飛ばすな！ 日米合同軍事 演習反対！ 憲法改悪阻止！
月

11

（９条 ネット・ 滋賀

５ ６０ 人が 参加

井沢 清）

月 １日に 行わ れた。 メイ ンは元福 井地裁裁判長 の樋口英明さ んと、東電 裁判原告団の 武藤

武 藤類子 さん は、 ９月

日の 東京地 裁判決への怒 りを表明。

回の裁判で多 くの証言が あり事実

37

いと 語った 。最 後に

月８ 日に 大阪関電 本店までを 歩く広畑貞昭 さんは、当初は ためらい があった

さんは パワポの映像 をバックに 、「障害者」など も参加できる「人に やさしい反原発運動 」にした

老朽 原発を うご かすな ！リレ ーデ モ兵庫か ら丸尾牧兵庫県 議などが壇 上に上がった 。宮嵜やゆみ

拘らず裁判所は 無罪の判決 。
「静かに怒りを 燃やす鬼」 になると結ん だ。

が 明ら かとな った 。経営 最高 責任者 が決断す れば、あそこま で大きな被 害は十分回避 できた。にも

19

こそ力 をあわせて原 発を無くそう とまとめた 。

最後 に前 の世代 より 福島事 故を 経験 した今の世代の 責任が重大で 、脱原発の 人が過半数を 超える今

ら、 福島事 故の 具体 的内容 に立 ち入り、 過酷事故の 危険性がある 原発にはその除 去が必要と した。

類子さ んの 講演 。樋口 さん は「私 が大飯 原発を止めたわ け」を、原 子力発電の構 造・仕組みの 話か

参加で

「さよ うなら原発 集会」は、今年は「 老朽原発うごかすな ！ リレーデモ」と連 携し５６０人の

月 １日 いた みホ ール で 第 ８回 さよ うな ら原発 集 会

した。集会 決議で日 米合同演習反対 の決議をし、 高島市内の デモ行進をしま した。

滋賀で 今夏 ・野 党統 一候補 で当選 した嘉 田由紀子参議 院議員のそ れぞれのメッセ ージが代読さ れま

こんな 嘘つき政権とは闘う 。」と力強い挨拶 がありました。沖縄 平和センター山城 博治議長と地元

特にロー マ教皇と挨拶した安 倍首相は『日本は平 和を目指していま す 。』と大嘘を平気でい う。

坂 田冬樹副委員 長は「昨日定期 大会が開 かれ、安倍政権 とも闘ってい くことを確 認しました。

ど ん増やし ている。確実に戦争 できる国づくりに走 っている 。」 と。 また、連帯ユニオン 関生支部

と 見立て てテ ロリス ト訓練 が行 われ ていた。こん なことを今 やっているんで す。自衛隊基 地もどん

務局長 が挨拶 。
「京丹後の米軍Ｘバンドレーダー基地の監視活動を続けているが、先日は 、
『北 朝 鮮 』

生代 表も挨 拶。 連帯 の挨拶 では 、京丹後 米軍Ｘバン ドレーダー基 地を憂う宇川 有志の会永 井友昭事

回もの 合同 軍事訓練は初めてだ と挨拶、２０１９あ いばのに平和を！ 近 畿ネットワークの野 坂昭

仲間が アピ ール を行い まし た。主 催者の 平和フォーラム 関西ブロック ・仁尾和彦 事務局長は、 年二

翌日か ら強 行され る今 年二回 目の 日米合同軍 事演習を前に 、近畿各地から 集まった約 ２００名の

日 米合同軍事演 習反対集会が、 滋賀県高 島市の住吉公園 で開かれまし た。

30
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医療 や 介 護 は 保険 料 も 利 用 料も 高 く な り利 用

人 も。 高所得者は相 続税や株式 等々の優遇措置 も多々あり 、年間所得
45 31

〔※ 〕

https://www.nenshuu.net/over1000/contents/over_1oku.php

費税は撤廃しかない 。５００兆円にもなる大企業の内部留保は賃金等へ放出すべきだ 。
（宮本嘉峰 ）

４０ ００万 超か らは 「税率 ％ 止まり も
｣ 不公平 だ。政権党は「 社会保障の充 実 を
｣ 持ち出 しながら
何回も 引き上げ た消費税だが、騙さ れてはいけない！ 貧 乏人も金持ちも同率 で徴収されてきた 消

年 収１０ ０億 円以上 の人 が

無料化 実現 を願 いたい 。ネ ット検 索資 料〔※国税庁 発表の統計年 報より、年収 所
(得 １
) 億円以 上の
人数と割合のデータ 〕で２０１８年度 、年収１億円以上は全国で２万３８４３人（東京９３２０人 ）。

各自 治体 の保 険料の 段階表 は高 所得者 優遇を示す。こ れらを洗い直 し、低所得 者の国保や介 護の

で きない 人が 多くな って いる。 保険 料滞納で資 産を差し押さ えられ悲惨な事 件も増える ばかりだ。

今こそ低所得者の国 保や介護の無料化 実現を

〔『老朽原発うごかすな！ リレーデモニュース９号 』
（松田 ）抜粋 〕

が、共 感が広がっており、リレーデモを 機に今一度反原発の運動を大きくしてい こうと訴えた。
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