現行水準以上
つくといいな

め、皆より少 猛暑の中、日比谷公園での集会を終え、東京駅ま
し遅れて霞が でシュプレヒコールを続けながらデモ行進をする
支部の仲間
関に到着。野
外音楽堂を探
して歩きまわ

加しました。建設国保組合 り、やや苦戦

た。午前中は東京

めて参加しまし

た。都費補助が現行水準以 レヒコールを

長らが直接対応していまし 進は、シュプ

らの質問などに、都福祉局 天下のデモ行

様でした。

を維持していく為にとても
移動が分かりませんので、

働省、東京都、財務省と

も始まっています。厚生労 ご協力をお願いします。

徳武弘士

社会保障対策部長
丁寧な説明が必要かと思い

度に渡る長い取り組みにな

ア友の会 BBQ バスツア

しい BBQ をたいらげ、お

した。見る見るうちに美味
朝 時半に東久留米、続
いて清瀬を出発して、バ
スは高速に乗りました。
早速飲み物やつまみが配

おみくじを引いたりして楽 炎天下の BBQ 場は大勢の

頃に着き、お参りをしたり、 嵐山町 BBQ 会場に着き、

り上がり、楽しい交流会が

酒も入り、会場は大いに盛

恒例の嵐山町
BBQ
しみ、全員で記念写真を

で食材を下して準備します。

人で賑わっていました。皆 できました。

ございました。まだまだ

役員の皆さんありがとう

喜多院の散策中、五百羅漢前
で撮影。様々な表情やポーズ
の石像に興味津々

7.28 東久留米市民大集会

となる間に、食材や道具を でスムーズに進めることが

新海照明

シニア友の会会長

前日に準備をしたり、食 に十分気を付けて夏を乗

暑い日が続きます。体調
撮りました。皆さん境内

火越しから始まり、炭が赤々 材を事前に仕分けたおかげ り切りましょう。

川越喜多院五百羅漢へも

ほのかな明るさの
提灯を下げて

や近隣の散策など楽しん
だと思います。

準備。担当役員の古名さん できました。ご協力頂いた

会場の東久留米市民プラ

ザに着く頃、暮れかかった

空を見上げると、黒い雲に

覆われていました。パレー

ドの頃に雨が降らない様に

願いつつ、仕事で開始時間

から 分以上遅れてやっと

時半、市役所ロビーで

市長を選ぼうと訴えました。

状の諸問題に聞く耳を持つ

保育・高齢者・労働者の現

政をつくる会の人が、教育・

っていましたが、新しい市

既に各団体の発言が終わ

到着しました。

30

月 日（木）
、

都庁での集会。実

上つくといいなと思いまし 続けながら最

からの予算要求や、個人か しました。炎

は都庁に入ったの

た。ガン対策については、 後まで歩き、

予算要求集会に初

も初めてでした。

国と相談となり、勝ち取る 予算要求集会

しました。支

3600 人余りが集まりま

が参加、皆さん大変お疲れ りますが、大事な土建国保

午 後 か ら 日 比 谷 野 外 音 部からは 人

り始めていました。

議会議員の賛同署名も集ま の暑さを実感

事が出来ませんでした。都 の熱さと、夏

私は福祉保健局と
の交渉団として参
徳武部長が参加した東京都福祉保健局
交渉で要請書と都議 48 人分の賛同署
名を梶野国保課長に手渡す

44

青空分会 廣野順子

しながらの行進でした。

えているのか。足元を気に

ていたり、どんな光景に見

窓辺に佇む家族の影が映っ

物珍しそうに見ていたり、

交差点で信号を待つ人が、

心地良い風に救われました。

ョンを抜けて吹く、涼しい

らず蒸し暑く、時折マンシ

した。夜になっても相変わ

ながら西口公園まで歩きま

り、シュプレヒコールをし

を持ち、デモの体制をつく

参加者がそれぞれライト

りのある明るさでした。

げると、ほのかな、ぬくも

提灯の中に赤いライトを下

19

6

ーに行きました。 人で 羅漢に寄りました。 時半 モロコシも仕入れました。

今年は川越の喜多院五百 隣の道の駅で美味しいトウ

スーパーで食材等を積込み、 の乾杯で BBQ が始まりま

3

7
2

月 日（日）にシニ られました。

ます。交渉団に参加したた

月からハガキ要請行動 重要です。仲間の皆さんの
した。初参加の人にはこの

楽堂に移動し、全国 県連

25
7

47

9

そこから会場近くの

東久留米の教職員組合からは道徳教
育の問題に関して発言があった

7

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部機関紙

けんせつ
楽しい催し物盛りだくさん !!

8
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建設国保予算要求

中央総決起集会

講演がありました。一 大本営陸軍部一号館。正面入り口とバ
号館『市ヶ谷記念館』 ルコニー、その後ろに続く講堂のみが
移築され、
「市ヶ谷記念館」の名で防
衛省敷地内にある。見学可能
は、1946 年から
年まで極東国際軍事裁
判（東京裁判）の法廷
となりました。裁判で
は A 級戦犯 人の内、
刑・禁固刑となりまし
た。1970 年には、
作家の三島由紀夫が、

防衛省の正門前で立ち止 バルコニーから「憲法

この市ヶ谷基地には、迎 亡くなった父を思い出しま 説し、その後割腹自殺

のようです。

猛暑の中、支部からは私と 化する為に用いられた標語
阿部通信員、砂川書記の
人で参加しました。全体で
備されていて、地下には弾 陸軍部通信隊に所属、地下 の市ヶ谷記念館を『東

人以上の参加があり、そ 撃ミサイルの PAC3 が配 した。父は大本営
（この場所） した所で有名です。こ

の多さには驚きました。
JR 市 ヶ 谷 駅 に 集 合 し 薬庫も備えています。すぐ で通信信号を打っていまし 京裁判記念館』と改め、展 が多くあります。新宿区平
て、講師の長谷川さん（東 近くには住宅やマンション た。 才の頃です。夜間の 示を改善する要求運動も行 和マップという地図も作ら
れており、区役所で手に入

にある事も、今回の取材で を手に遺跡を訪ねてみては

市ヶ谷記念館が防衛省内 れることができます。地図

京の戦争遺跡を歩く会）の があるわけで、もしも発射 空襲で、下町の方の空が真 われています。
案内で、防衛省脇の市谷亀 するような事態になれば、 っ赤に燃えているのを、高

東京裁判と市ヶ谷記念館の 新宿には、様々な戦争遺跡

教育宣伝部長 尾芦富雄

午後からは本部へ移動し、 知りました。軍都であった いかがでしょうか。

岡八幡宮境内の『陸軍省所 周囲への被害は避けられな 台から見ていたそうです。
轄地』境界石や、
『八紘一宇 いでしょう。恐ろしいこと
（はっこういちう）
』石碑な です。
る事が難しいのかもしれま
せん。

連日のギラギラ太陽が少

核兵器全面廃絶の願い、

し休憩したような 月 日 想いを伝える優しい調子の
（月）
、 時よりほんちょう シュプレヒコールに合せて、
第二広場に、東久留米平和 南沢交番、市役所、西口公
行進の参加者が集合しまし 園まで、三十分の短い行進
た。東京土建、新婦人、年 でした。行進中に訴えてい

きるよう、意識を持ちたい

すが、現在の生活が維持で

いる人が何人いるか疑問で

金者組合、
保健生協の仲間達。 る事を、深刻に受けとめて

誰もが幸福になる社会
と思います。
NO MORE 長崎

NO MORE 広島

しかし、自分にとっての
NO MORE WAR

てはいる。
平和とは、誰もが心配なく、
三葉分会 宮下喜代子

て、となりの人も食べられ

松竹分会 阿部明子

念式典に参加の募集をかけ

瀬市の小・中学生を平和記

より大切なこと、今年も清

加していました。平和が何

この集会と行進に市長も参

言うこともあり、以前より

清瀬市は平和宣言都市と

げましょうと訴えました。

加するようみんなで声をあ

日本が核兵器禁止条約に参

平和にとっても危険です。

り続けることは、アジアの

た。アメリカの核の傘に頼

政府が、参加しませんでし

ために先頭に立つべき日本

国の日本、核兵器をなくす

しかし世界で唯一の被爆

となりました。

核兵器はもはや違法なもの

ま世界を動かしています。

爆者と私たちの運動が、い

のない世界を求めてきた被

が採択されました。核兵器

「核兵器禁止条約採択」の横断幕
を手にした東久留米の参加者

三度のご飯が食べられ、学
ぶことができ、余暇を楽し
み、老いていくことが、私
にとっての平和ですね。
この世に生を受けた、全

おだやかな状態にある事と でも自衛の為であって、攻 世界になりました。どっか
なければ、決して平和では

ての人達。自分が食べられ

書いてあります。戦争をし める為のものであってはな の映画では、人間の頭をい 近でおきる出来事に対して、 と筆が止まってしまう。自
ない。誰もが、幸福になる

結局平和とは、自分の身 ざ書こうとすると、ピタリ

ていなければ平和かと聞か らない。いつ飛んで来るか じって感情の無い人間にし 少しでも多く笑顔でいられ 分にとっての平和とは、と

社会、それが私にとっての

条を守り、核兵器を無くし、

滝山分会 西部力 平和の日本、世界をと訴え

な環境で育ちました。なの と間違え、仲間と笑いなが
で、戦争や社会の乱れ等で ら話せる。そういうのが「平
明日生きて行けるかどうか 和（ヘイワ）
」ではないでし
青空分会 石塚貴紀

の心配などは、正直想像し ょうか。
かできません。

自 分 に
とっての平
和とは何な
のか、考え
た事があり

たところ、定員を大幅に超

日本では戦争が起こってい にもかかわらず、約 100 されました。
とても暑い中、１時間半
ないから、平和なんじゃな 名の参加で、集会が始まり

月 日（月） 時半、 す募集があったとのうれし
た。何気なく家族に聞いて
みました。家の人は、今、 清瀬市役所駐車場に、平日 い挨拶の後、行進にも参加

ませんでし

平和です。

れたら、ちょっと違う気が 分からない弾道ミサイルを て平和にしようとするもの る事で実感するしかないの 何度も問いかける。憲法九

面子がすべて
順子（ジュンツ）

ピンフ

だけで、平和な世の中にす

します。隣の国では核実験 迎撃する、地対空誘導パト もありました。人間がいる かもしれません。

平和って奥深い
仲間の皆さん、組合活動 気の毒に思います。このよ
ご苦労様です。平和につい うに様々な事が起きていま
て、我が日本は世界で一番 す。単に平和と言っても奥

ヘイワ

平和とは平和

北浅分会 五十嵐留夫

平和な国だと思います。ヨ 深いものがあります。
ーロッパではテロが頻繁に
起きています。いわゆる爆
弾テロ。人ごみの中での自
爆、罪のない人まで巻き込
んで、連日のように報道さ
れています。これは何のた
めに？あるいは、北朝鮮の
ミサイル発射実験とか。ト

「ヘイワ」を「ピンフ」

手が鳴りやまなかった

であり、かつ頭
が役牌でなく、
待ちが両面
待ちの場合

いければ

ランプ大統領、あの男は他
にやる事がないのか
先日、九州地方では、大
雨による犠牲者が大勢出ま
に成立する。
なお、通常ル
ールでは、門前（メン
私にとっての平和とは何 ゼン）に限り成立し、鳴い
か。一番初めに思ったのが た場合は成立しません。ま
麻雀の一翻役で「平和」
、読 ぁ、今回の記事のテーマで
んで字のごとく「ひらあが ある「ヘイワ」ではなく「ピ
しかし、私自身、ヘイワ

ですね。失礼しました。
り」
。とてもシンプルなアガ ンフ」
リ役。

ほどの行進でしたが、竹丘
いのかと言っていました。 ました。
初めに主催者の挨拶があ 緑地公園まで全員無事ゴー
確かに外国では紛争をして

いる所があって、苦しんで りました。この 月 日、 ルイン。お疲れさまでした。
元塩分会 石垣市子
いる人がたくさんいると思 国連で「核兵器禁止条約」
います。でも、私は戦争を
していないという理由だけ
で平和だと言っていいのか
と思いました。
自分にとっての平和は、
自分や自分の家族や友人、
知人が心穏やかにあり続け
て、病気や事故に遭わない
で普通に暮らしていければ、
平和なのかなと思います。
清里分会 伊藤康裕

7

普通に暮らして

!?

どの話を聞きました。八紘

笑顔でいられる事で実感
どこかの議員が秘書にむ
かって暴言を吐くニュース
や弾道ミサイル実験な リオットの起動展開訓練を がありました。これも平和
ら、どっかの国のトップに

どが行なわれています。 している国を、平和ですと なのでしょうか。どうせな
昔、アメリカのテレビド 吐いて頂きたいものです（こ

東久留米市国民平和大行進

戦争は犯罪

猛暑の中戦争遺跡を訪ねる

48

人が絞首刑ほか終身

28

まった時、 年前に 才で 改正に決起せよ」と演

大本営跡地に防衛省

教宣部平和共同取材
月 日（日）本部教宣 一宇は、世界を一つの家に

部会、平和共同取材が行わ する意味で、太平洋戦争の
れました。当日 度超えの 時、日本の海外進出を正当

7
弾道ミサイルが日本の排 は言い難いと思います。
他的経済水域に落ちた可能

24

2

平和を辞書で調べると、 性があるとの事。日本の自 ラマでは、神様に世界平和 れもまた争いを生む行為か

核兵器全面廃絶の願い、想い
大きなテーマを頂き、い

7

清瀬市国民平和大行進
8

7

!!

した。自然災害とはいえ、

画期的な一歩

横断幕やのぼり旗を掲げ行進する支部の仲間
撮影：早津輝吉
100 人の参加で長い隊列となった清瀬市の平和行進。渋谷清瀬市長は挨拶のあと、
先頭で横断幕を持ち、市役所からけやき通りまで行進に参加しました。

17

。
戦争や紛争がなく世の中が 衛隊の武器の保有はあくま を頼んだら、人間がいない もしれませんね）

16

88

市民運動が動かした

この条約は、9 月 20 日以降、50 ヵ国
の批准・受諾・承認・加盟がなされた 90
日後には発効します。また、核保有国であっても批准できる道がつくら
れ、「核兵器のない世界」への第1歩が踏み出されます。
核廃絶には核保有国の条約参加が不可欠です。いまなお存在する、
14900 発の核兵器。その内 1800 発は即時発射可能と言われています。発
射させず廃止に追い込んでいくことが今後の課題です。
ヒントはあります。国連会議の中で、反核平和運動があったからこそ
核兵器禁止が世界の多数派になった事が強調され、前文に明記されまし
た。つまり、市民運動が国際世論を動かし、各国政府を動かしたのです。
「核兵器禁止条約」が締結されれ
ば、核保有国をはじめ、被爆国であ
りながら会議をボイコットした日本
政府は世界の少数派です。粘り強く
行なってきた「草の根の運動」をさ
らに広げ、核兵器廃絶に同調せざる
核兵器禁止条約の採択が決まった瞬間
に立ち上がって拍手する各国政府代表 を得ない国際世論をつくっていきま
ら（ニューヨークの国連本部）採択時は しょう。
拍手等しないのが慣例だが、この時は拍
主任書記 山内高広

私たちの運動が
世界を動かしている

33

3
広島・長崎への原爆投下からじつに 72 年、国
連会議で『核兵器禁止条約』が 122 ヵ国の賛成で
可決された。ようやく人類が「核兵器のない世界」への画期的な一歩を
踏み出しました。
まず前文で、
「ヒバクシャ」の耐え難い苦難に寄り添い、その犠牲を根
本に位置づけ、70 年間続けてきた市民運動を高く評価しています。条文
では、核兵器の「使用・開発・生産・取得・保有・貯蔵」の法的違法を
明記しています。
その中でも特に重要な事は、核兵器の「使用の威嚇」が禁止されたこ
とです。これは、核保有国や同盟国が核保有を正当化するために主張し
ている「核抑止論」を真っ向から否定し、核兵器の存在意義をなくす画
期的な条約になっています。

24

7
50

あなたにとって
平和とはなんですか
人類は核兵器のない
世界を選んだ

7

16

核兵器禁止条約採択

2017 年 8 月 13 日（2）

けんせつ清瀬久留米
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7 月8 〜9 日（土・日）一泊分会経験交流集会
ゲームで大いに盛り上がり
私は今回初め 喜多見分会の活動経験報告

を受けました。分からない
ながらも支部の取り組みを

群馬県磯部
温泉で行われ

富岡製紙場の建物内で、
「木骨煉
瓦造」の建物を熱心に見学

家も畑も流され、家族や

今現在、地

の爪痕がのこ

す。甚大な被害

友を失くされた方には、

初めて参加し

球に異常気象

り、復興には長

た分会活動経

ました。もと

が多く起きて

い期間が必要で

心から追悼の意を表しま

もと行くつも

います。九州

す。雨降る所は

験交流集会に

りは無かった

北部、福岡、

として、この記事を書く権

ライクはそれ一回きりでし

会旅行です、楽しみ～！

したでしょうか。次回は分

いながらプレーして

ィールームへ移動し

北浅分会 安澤利昌

んばって下さい。

しています。が

う、心から応援

活に戻れるよ

日も早く元の生

きませんが、

何もお手伝いで

今の私には、

水です。

京は水不足、節

は降らない、東

のですが、同

会議の内容は長い話をた

ることによ

湿度が上昇、

流、打ち上げはとても楽し

気の合う仲間とならまた

線上降水帯が

り、空気中の

参加しても良いかなと思い

した。わたしは 位で副賞

河川の氾濫、山くずれ。

が降り続く。

時間居座り雨

発生し、長い

滝山分会 三浦和顕

ました。

かったです。

、 度上が

度、それより

水温が平均

日本海の

降り、水ガメに
じ分会の清水

だ聞かされる感じで、お世

朝倉、…。
純くんに誘わ

れて、他の参加者も仲の良 辞にも楽しいとは言えませ

尊敬の念を抱きました。
豊島区の後継者対策部が

色々と発言してきました。
南町分会 荒牧幸好

今日は〝イケル！〟

た富岡製糸場見学や夜の交

てこのような大 での秋元副委員長の話は、

他支部は若手とベテランの

です。 日目の分散会は、 しました。

いメンバーだったので参加 んでしたが、参加者で行っ

せて頂き、何を 秋元さんのように上手に話

の会議に参加さ ことができました。自分も

規模な東京土建 話し方が上手で楽しく聞く
2

するのか不安で せる人になれたら良いなと、 関係があまり良くない印象
した。
初日の会議で
は、色々な支部 主催したソフトボール大会
の人達からの報 の取り組みに興味があり、
告を聞きました 清瀬久留米支部でもやって
日目の夜の交流会は、

が、ツマラナイ みたいと思いました。
話が多かったで

す。その中でも、 支部の仲間とゲームで大い
に盛り上がり、楽しかった

利を獲得したのでした。

た。練習で全部力を使って

後日、筋肉痛は大丈夫で
久米川ボウルに

しまった感じでした。

加で、綱島分会長

いました。笑顔もあ

ストライクを出し

て、一杯やりながら

南町分会 高杉とし

て、南町分会ボウ

の始球式のあと、

り、残念顔もありで

たので、今日は〝

の順位発表です。一

巧みなプレーで見事優勝した畑田さんが「久々に
皆さんと楽しく過ごせたのが嬉しい」と喜びのあ
いさつ

何でも話せる仲間と交流

11

早朝に出発し、世界遺産の富岡製糸場を見学。
支部の仲間総勢 名で過去最多の参加に
世田谷支部の、

南町分会ボウリング大会

1日も早く
元の生活に

皆さん「ボウリン

月 日（日）
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9
リング大会を行い

各レーンに分かれ

楽しいひと時を過ご
しました。

イケル！〟と思っ

位は畑田勝子さんで

終了後はパーテ

たのですが、スト

私は練習の時に

した。

てプレーに入りま

16

1

2

グは久々だー」と言

23

1

なぜ行くかではなく
誰と行くか
ました。 人の参

7
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