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新しい年の始まりに当たり、船橋邦子代表の援拶と年鱚所は覗 人権

処視、差剛1溌言のトランプ政権の誕生に据編動く世界の申でもどう力を合
わせて生きていけばいいのか、5月 に予定している絵会に向けての提起翁 も

法が、議員立法として国会で取岬ぎたされてい誡 この法案ついて主導

的発言をされている千田有紀さんによる問題点についての明快な解説覗

日第4回 第4次男童典国参画基本計画等習セ肇ナT    ′

嚇 曲鱚鍮から劇燿基本酎画賤祓 凛置■回Vを申曲に』……

打越さく良弁護士によ崚、基本計画の申で最もページ数が多し畷閣分野
。「女性に対するあらゆる辣力』印不十分な点の指摘がありました.さ らに

問題の親子断絶防止法についても、憂慮すべき点についてコメントされま

し九。塵野優さん⑮報告覗

□ 1副陽1良早賞認念シンポジウム

男童Ⅷ まどこまで蛉んだが  ……………………………T…T…………………・

最終回となつた第四口 F赤松良予賞』はξ堂本暁子さんと林陽子さんか

受賞されましぬ 1月 14月 ⑮第1部緩賞式と    会口様子を、過去に

同ユース賞を受賞された斎藤文栄さん―から報告です6

□ 鵜本地震ロシン爛〆機羹地腕闘報告
1月 21日熊本で開催された彼興庁・内閣府主催 F熊本地震からの復興を

考える ～逸れからぬコミユニテイ再生を中心に』で④奥山恵美子鰤台市

長liOお話、盗鐵町仮設住宅での女性リーダこ吉村静代さんへぬ訪間記覗
:□ 揃 』咄      セミナⅧ :が

から …TttTT…∵……………撃………………lo
l月 27～28日 、“公益財国法人 司訓|は麒雛蠅瑳泣囃iと政治センターツ主

催で政治参画セミナーが開催されました。4つの講座の中から、小林麻理さ
ん 唯‖躙冬鰤凛曜悧睦央算檎輩輛告』について、黒見節子節雹報告しま丸

9

□ 地域からの発信

台画薬厭『“平等①文化"密創る ∫』 ………………………・T…T…………… 11
今回の地域からの報告は、景生秀子さん請 も

醐
瑚LttL文ふくおが'で

|ま
呼平等ぬ文イL"について、この10年追求してこられました。大切な地域

の仲間のネットワーク.元気が伝満 てくる報告覗

□おれらせ他 = 12



|

|

||

三2-



います。昨年lま女性議曼倍増キャンペ■ン
t・ クオ■夕制を推進する会、飢縣祀 (日 本女性差

Slj撤廃条約熙 0ネツトフアタ)す JW叩囃臨 (男女共同参画と災害復興ネットワーク)に北
京測鰹 として参加し活動しました。今集は新鷹に24条勒 えさせないキャンペーン、東京
からジェンダー平等を実現するネットワーク嘔旧動などに積極的に基加していくことが重要

だと考えています。また国会議員、‐地方議員と口連機にも取り組んでいきたいと思います。

新年早々の 1月 6同 、『墜 条変えさせないキャンペーン集会、不穏なトランプ勘暴亀加速

化する改憲と24条の蛛 の集鋼 彗「霙 条変えさせないキキンパニン実行委員会」主催で

開催されました。発の中で、提起 C議論された■とを共有したいと思い誡
:

まず明文改憲が目指すものIま緊尋茅悠条項、9条、別 業で気

緊急事態条項 (国家緊急権)め導入は、憲法秩序の停止を意味するものであり、国家の非

常措置の名のもとに国家権力の一部が大幅な権限を持つととにな柳、国民の生命より国家の

夏理「 な  れ:し亀 典熙%と同欄 こ抗議行動も 哨 睡 みなされ、緊急事態と

される可詣蜆 出てきま九 多発する災害時という説明力電なされていますつS、 すでにある「災

害対策基本法』で武忠できる日です。

24条 F家庭生活における個人の尊厳と両性の平等』lま、家族内ロジェンダーに基づく差別

や暴力克服の根拠となる条文ですが、個人主義が嫌いな国民党は『家族を破壊する条文Jと
批難し、攻撃対象としてきました

自民党の改憲草案に|ま F家族|ま、社会の自然かつ基礎的な単位とbで、尊重される。家族

lま互いに助け合わなけれぱならなしヽJが新たに明記され、家族の支え合いが強調されでいま

す。ジェンダー意識が強い現状を利用守漂 ぱ 24業から変えていくLとのハードル|まそれほ

ど高くないと考えられ誡

最近の民間企業や自治体による婚活支援や三世代同居への優遇措置など|ま 24条改悪⑪布

石といえるでしょう。

○自[]]l尋醤まず膨判唾槙雪懃理護竃島ヅ匁乞ζ童贔軋罪
えていく必要があります。

第 3峨課腫として、災害多発の時代に防災などに主体性l鏃口0参画しコミュニテイをつ

くりだしている市民とωネットワークロ閥題乱

これは、地域コーカスの皆様がすでに集艤されていることですが、歩画か動員かで地域の

あり方が根本的に異なることを昨年の櫨災地調間で痛はしてきました。一人下人が主体的に

考え、行動することが逗れほど歳められている時代はな財ヽように思い魂

年齢とともに歩くスピァ ドがどんどん遅くなりつつあります。早く行くには一人がいい。

遅い人に歩調を合わ輔 ことがこ⑮高齢批会を豊かに生きていく第ず歩酔 では、と最も足

の遅い私からの提案醜

どうか皆さま。課題lま山積みですがボチポチ楽しく力を合わせていきましょう。
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交流を押し付けている。離婚や婚姻費用ご
｀
  養育費の話し合いを申し立てたともても、 .

=  「まず|ま面会交流をしろ」といわれるので

ある.

そのときに|ま、DViまほとん画鵞慮され

ない。F夫婦の間の暴力は、子どもに1ま関係

ないJといわれるのである。しかも1.子ど

もに対しての虐待も認定のハードル|ま高く、

子どもが会いたくないという意思表示をし

ても、ほとんど蠅 されない。DVで接近

禁止命令が出ていても、裁判所は面会交流

⌒ を逸つてくる。

0
親子断絶防止法がない現状での家庭裁判

所ですらこうであるのに、法律が成立した

らどうなるの力ゝ DV被害者に選院を薦め

るときにt親子断絶防止法違反になる可能

性すらあるの地 DTは特別の配慮の対象

かもしれないが、DVだと認定されないの

で会つたら、連れ去りをしたと非鞣される

となると、DVによる避軸遭体がためらわ

れてしまう。

しかもこの法律の不思議なところは、行

政ではなく、子どもを育
|て

る組油岬噸居親に

_、 子どもを会わせる責任顧 わされているこ

鼈」とである。それでいて、ll囲はなん⑮羨
務も責任もない。つまり同居親は、薗会交

流をしたいという別居親の要歳に自分か費

任を持もで子どもを会わせなけれ曲 らな

いのに、別居親は「再婚したから、会いた

くない」Fも ういいJと いつて気まぐれに面

会輝頚端を中断することも、蔵覇慧するこよも

できる⑮規 子育てをする親は、plj居親に

振り回され、振り回された子どものケアを

することまでが求められる。

通常の国であつたら、Elj居親、同蝠

方に、約束を守る責任励書ある。絢東を守れ

iない別居親は、選罫会雖 網量をはく奪さオЪ喜
J(共同)・ 親権:も解鞘される。長期の間、き

ちんと扇方の拘束が果離 れているか、裁

判所が賢及 し、監視するシステムがある。
「
ところが日本にはそれlまなし聰

起このところも両会交流⑪絢東を1回破

るごとに、100万円の間接強制を支払いな

さいという判決ざ出たばかりである。妻の

再婚相手と妻本人力ヽ 面会交流の実現に努

めなお たため、合計 100万円の賠償命令

もでた。子どもが嫌がったりして面会交流

ができなかつた場合、日居親が割金を払わ

なければならない。こういう事例は増えで

いくだろう。外国でlま、敵意に面会交流を

失敗嬉せて|ま「会わせてもらえない」など

と訴えて、四れた萎からお金をむし柳取る

というケースも報告されている。局1鵬ても、

薇 安心できないの観

こ⑭法案で問題となるのは、主に保力や

Mが あつたゆ、相当仲漁雹悪い%の ほう

である。うまくいつているカップルであつ

たも、法律が,な くでも面会交流をさせるだ

ろう6むしろうまくいかない夫婦に、法律

を楯に、「面会交流⑪索晴らしさJを押し付

けていく追とになる⑪亀 それがどれだけ

危険なことであるかは二冒頭の長崎⑩殺人

事件を思い出せぱ明らかだろう。とても危

険な法業である。        |   |
製在、側釧礫涎に口14割が雨会交流を実施

し、養青費ぬ支払いiま 電割であるというQ

必要な⑩は面会交流ではなく、養育費を含

む子どものため⑮制度設計なのではない力亀

重要な口lまもt子ども⑩福祉であって、3・
ljれ

た制の権利ではない。
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だ定着していない。「自分にも55こ 1ころ

羹冒卜冒量瞥ξ贔桑爆鶴膀

巫lこ「躙 関係者lこまる蝠 :1と も`|う i鰊吸:

⑩中に、 Fな害者の国籍《障害口|な帰等を
聞わず』と記載されていも6・ I筆ルや明と運 ii

l緊眩裔鱚輩肇欠集葉写「。

ない』'と わどわざ瞼報ずであるLしな:し、実
際には確令されており.同性ヵッ・プル⑩な書

:

者を教済しな|ヽでしヽ正

'と

iヽ 夢ニ
ー
とにはな16

_  轟珀辟釉茫ざ屹||

1に
p・貪蒙きれるなき亀‐ l

h害な国塾プログラ|ム :法的‐な根拠削顧
いため、'ないよりは良いが強制的|こやろ℃
何か効駒留あるも印むはなしも面会交儡等:

院 で11lⅣ加埒 受量プログラムを1

週‐     |してきたlと受魃 を調しても
そポじて謳娠吻謝睡到曝瓢肖嘲こ養る層轟翡竃欄 |ゝ¶醒曖霙
では面会交流を投あるにあえうで如害蕎璽
生プログラムの受諄を論はる国もわる:口で、
せぬで自分⑩した尋:と 口振り返りをするよ

うilこ 甦てはしいく星ウl《ク1)つ g  i

にないが重理なこと
':翫

ド

(国に女性は翻撤廃奉覺翁》働腎らは、iヽ f婚 .

|

鷺籍 鑽 洟築|

|

i層君    :
姜青費⑪こfと な醗ぬで力五ら剛居という回は
不可ねであ雹息16条書はl F児竃輝対す面
[特や廓 等鵡 壷趣攀合には輸副無配慮

~
iを』:|と :赫瞳ぽ竜L認にがある調でなく、:稽厠 i

なら°な職ゝ |‐ 1.ξ           :
1島法鴨旧業では¬『子⑩利益を最幅優光
して考慮瞳なければならない』とあるL基
本鰺馘興夢業で |『剰こそ%を 表明す働

輸よJう彎ぬ』とL囲条3瞑で
鋼動列趙疵維|:螂節上  置同購舞・

6畢 :と 暉懇やではい1ま書い、とある力彗》云
ども回汁患などう.やろて把握する⑩か不明
瞭であ飩急聞題は山種ぱ力]ル

1淮律解でさて|

輔聯哺澪f鱚副晦ピラしつ:円を停り山多:
。
忘 [毒露書:『鱚 :勒
第7分辱1ま忙拳穆画面中で回ロペマジと

°
最多ぬべ‐ジがさかれているが、1:実務の現|

場調らは不十分端点封種蛉ある
:こ」とが‐わ繭菫

つた計れ       どもと,女性の費
生を書かし'面防止法を常抜きにがるもの

で動臨 ¥渕隋動向]=つ聯れて注目してし亀鉾
.Mなもなひゝ :・ ■ :・       ・「

二       1   _  
・

      11,      .
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。
帥 l争に績.靭 国内発で国連女性

条約の機降・ 普陶     鰹実現に

貢献して来た人力に選皓れて来た赤輸良子

賞⑩最後⑩記念ン'ン
がジ壼轟ぷ、1月 ■4日、

いお二人の投賞に、企国から多く日人が会

冬齊異常橿 さ血募ャ|ナ il
卜、国鞣螂木ず‐籾 亭よ量ル下蜘 輩様タ
な橋動彎行つてきた瑠S謬等ての仕事力]個人
でやる仕事では戦中甲舞。日,本中の女性毒
ちと■緒に活動して来た:その意を可縮に
してき危仲闇たちと‐下縮に受賞:時で嬉眸い

楓躊想脅述がた。また、す国聯的に通用する
日本にすもな:めにも1差別撤座のため暉ネッ,

トファクをはていく這との重嬰性を強調毎

林さんはも国内では八日りされて来た人々

⑪化理人も向闘腑昇女蕪同グ四会議面暴力

撤廃輪会ぬ委員iと bでぬ謄動等tri国躙的に

は、   躙 珍員畿貪〕コ脇曲硼ぬ活動を

行つてき起こと力露評価されて⑮受貞である

油聟ti二つのタイ義シグで嬉膨藤Ъめとなつ

たと話もたしかともは1:今年逸月ま奮ぬ

CI事画貯中委員長として回錘曲面に後にo
だぶこと、計もう一つは1昨年、自1本政府■
口揃告が出て以来ぎパッシングの対象とな
もてきだが、.卜 こ⑮受蜘ギ靱彙彙趣:しで⑩仕
事情対する本‐き驚支援と運帯であると受け
止ぬちれることでねi6。 受賞を機に、ます
ますジェンデ■平等のための輸警広げたい
と述べ起。  i■ | ‐  キ .「
お二人に賞を援与した国際女性⑮地瞳協

会名誉会長である赤松良子さんは、いも普
ながらの価快を回調で、それぞれにまつわ
るエピソードを抜露。堂本さんとは、千葉

県知事に立 ■
候補した際七ド::

千:業 に‐駆け |■

つけ応援しキ|:亀〕tyルが煙 膨、 |:|

見事勁
｀
選 を |「 :

果:た :さ れiたl｀ :´

こと6i林さん ‐` ■ :

準は、御自身ギ了員に選出された当時の思
い田

.警

交えせ:‐ よで'電譜り1ビロもていると
ゴメン

・
卜が賑えられた:鱚真)

第2部では電‐1受賞された騰二人が今まで
⑪活動を振ワ退財 力電行われたが、それ.

ぞれのお話が著め奎ま二舟の米に心もせも
轟かしk:墟しくiまきあ様寿な■ピダード濃満
載であもた。字数の関係でここに書き尽く

す
警電熙憑電占[j訛謀基逸金爵轟鼈戌鳳

‐

N目0ネシトワ■ク脚陶 》を代表して
柚亦け 挙を1聯 7日yt槽甲洋票きを鶴

‐品 必 瞑 酬
亀:甲端ノゝ薫子港々 |《事1畢 口)ゃ 古僑剛六郎:
さⅢ (第 lБ 口)やに代中赤松良手賞受質

t

者ら,暉鷺申鋼い彙言葉こと督に、ジ生ン
ダT平等⑮実現準向、は藁継踪的な取組みに
ついて共通bた発言があつた逗奪ヽ 印象的
で品っした。
最後l軋 ,可翁を務ゆた国際女性④地位協

会会長中出下素子さんわら、数の適篇国会
で政治分5における昴鮨 国参画権腫法案
を通すこと毛置し、で大餞差別撤廃条約岬個,

人通細制度⑮選択巡定書繭織准をすること、
二点について発膏があつ:た。経ちらも:喫緊
σ嘔請恣辱J甦画酢πξ竃襲5‐尾3恵    |
赤松良子費はキ集で売縮する力菫t代わ崚

lこ 「赤松良子ジエンダー平等基h」 が始ま
、輸。「W彙期間は理二月li諏二日まt詳細はお
国際女性ぬ地位協会側pを    きと。

h韻瞳メ     趙 醜醐
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熊申錮轟`轟ヘレ.シボ        :|
拙橋 邦子 (別L京 国囲に読》

| だいずきプロジエクト

☆ 奥山仙台都長⑮精話 ‐ ■ .‐ Fll

l奥
山市長ぬ基調器演は、:き め綱やか¶識

:

羮謹t豊湯Lな人間性l主あふれた内蝙だもた』■
市長にとって⑮災書塵は1に轟ゴ首:分l鏑 |

いかlナるようぼ借鶉 を振
.叩

,通り。ⅢⅢll制
}

度として⑩取り組み鹿個 入々の思いに斡げ

幕蜂鮮明に期窯枠た内容押みをお個えじ聾(,

だん専ミユテティヽになつていつた。1自:主運 _

めないこともまた卜守タルの数としての実
ほと提害という理不思さ⑩中にい面倒 人々|

②鳳時ヽの間には
:ギ

:ャ'ツプがある逗とを自ml
的に語られた:       :    :
:さ らに女性∩視点、種輔着財梶茫諏彗不足|

。しでしヽた慮を反●世し、]:嚇 年ヽ間町内会に勒 l・

を入れぷよう
。
働きわけできたこ避tl:なぜ橿|

祉避離画が開識されなかつたか]こも際ヽでは、
隋 飢 閻 はある   なぬ緻趣攘|ヽ

守人犠牲が出なかつた画厚村大肉畑⑩事例i

醐紹介され縫心それば《t断膚ぬ墾l謀泌高地

。庶驚Ъで理動口な申:いた点を指摘さ■準彎
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1月 277露8日 に開催:き

≧
「日本経済と地方財政 下|

⑮自治悴議会1議員の役割響

蒻 内財漸龍ぬ瑾辣
① 「熙躍鎌釉年と

菅凛敏夫含ん)J

ど%か らヽ ミ都白身暉 尋を製 し、
さん中『憲法
勤1勢い鶉話、
詢ヽも日銀に

なく分呻飢
ぬ事麒と話ボ紀、

・
噌鰤]さ

。
高 第邊鞣直後

⑮    、消費%を提 起充てる
制度設計に問題はない口鰤 ど指摘さ鍋亀
ここでは、安性で初めで 彗鶉 輻

査官瑚ヽ林麻理さんぼ1.L
濶語を靱告する□専門

・
。

は法学、憲法、管理会 _1

計で1大掌で暴会計慕 i・

戦略酌14.誉教えて 耳|

いたと自蜃 介きれ毒亀

亀◎:(案は     :
〔JttL二J[菖量畳fliJ置営菫虐讐』雪壷き璽富≧i]il

勲組織でも憲

騰幅定咆:られ出機用とな柳lξ i に置属す
つてきたL

島 ,撞輩富,3

蘊ギL「嘩靡繹局

菖ヾ暑翫‐ざ
藤閂さ

:ん

は自銀い仕事等も
指示を出す甕限は画機的に

(官房、第1同■筆曼∫同》JI
名 触性は1鰊霧曲晏)沖

黒見
・
節子

洒 蜃 硼 脚 躙 鵬 冒り悩耐 Ⅷ .冬

二関する国     蔽

71年度国の予
1緻:J(鑑

も導鱚 lコ即
いている。
ッ

'卜

参聰

1  饒奪⑮  菫
1111‐

:

:質
疑の中でt「合計検鼈院守指摘し是正改

.

善されも.までプォぼこアップして改善率は '

高くなつてい緻tbちい加減な事業は遅やさ
せている、制度の値聯ヽ勝手浦Sよ聯Lよ うに制
度吻諦を見直じ:きせるЪ内如続嗣が大率で

。

中乱 』1と話されギ饒襲曜躊超過⑪im口 l越

睡会計呻連縮が必嬰だ励墨も,レ Ъろんな饉持を
クリアし難け鍋ばな幅ない印でしヽoにな:61

かかつ)野|ない』せ⑩こと。だつ」た口(個肉対

-10-
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lin學 静

1上蛉  写黎贄六
::事 搬蝿男女非同参画攀跡計画学ロセ尋ナT
9     ‐琴テ:甲縫鶴咆月世論人会』lま

2月 鋤 □ 《月》醜 こ⑩守16:調 と決定

讐1北洗調備嚢凸   i・:  
小歯繭暉燿拳薩窪琳  |

‐ ・:3蓬椰ぬでとう∫

.梶父勒2蠍文kt現基.証 ■
が、よかつた ∫  :  | ‐

心より鵜蒻卜申し上げよ丸

二月1調 国

『マン尋:ジ…瑚L京暉
.第 四興号‐  1・ :

11  :‐ 鋤17年 尋月1日揃

や 畔
'町

:岬 岬 顆 鋳 i

l       ‐

■     ‐ 荒晨酌レ3F
◇勁堕:g副翻薮圏鑢       :

北京駅硼事務周

-12-
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O「台湾I=準ぷ !‐ 女性口政治参枷詈武タ
ー
デギリア艶報熙!КD等■■〒■■幸■‐‐■

F偏同脚褥餡畿 Lず継爾雌躊暗 1椰動量  )
l  .倒朧暴麺てつbiまいかり       鰺皇)

台湾スタディ 0ツア‐仰初日にはrt   などで政治的交渉辟行われることも少

婦女新知轟金会⑩革務所にでt理事を  なく4なつてt台湾ぬ政治文ギLコ明らか

務める大長玲 (馴幽mず]腕噌 耳嘔嗜》  に愛おるた菖「も|ち るん、1台湾にもフ土

氏と、科書室長かしレクチャマを受け  ミニズムに反サ:る女性議員はいるが、

ることができ起志 曇報飩当体力琴提案.したことに対しで真で

戒厳令⑮しか針Tていた 198露 年、台  向励勘ら反対する女性議憂
‐
はほとんどい

湾で初めて女性の権利を掲:ドた団体で  ない息また、ア教育制度はジェンダー平

あ厄、婦女新知薙金会 (以下、墓冬会  等教育力竃加えられたことは、マスメデ

とする)が設立され亀。当時、言論癒  ィキプ
:な

ど⑩犬衆文化を変:える起とに大 |

自由油選保障されていなかつたため、1:雑、  きく奇与bている。

論社としての出発は、ラデゴカルなこ1   基金会力革t台釉幅漏ける女性政策を

とだったと言える。同じ頃に、他にも
― 憔め面上でも大き.最影鱚力

・
を持ちよ|ラ

女性団体が立ち上がり始めており、ど  になっためは、・基豊会のメンバーだつ

⑮組織も小規模だがt法律や医療など  た法律、1社会峨 il黄憧闘題⑩専門家

の各分野で清躍していた。ただ、国雛  洒墨::議員を
・して国政や地方政治に関ね

を抱えた女性たちぺ具体的:なサービス  顎、・政府ぬ委員会で意見できるように

を提供するには、大きくで安定 bだ組  したからだというG実際に女性政策に。

織が必要だと気づき、基凸会の組織を  影響力を与えるた|めには、選挙委員会

強イLしてきた。             と緑政院委盪金 (内閣爾婦女権逹促進
`

数十年前|ま台湾でも、政治家の性差  会).ロメンパ守になることが戦略と:し

nl」的な発言を批判 bていた回は女性団  で理想的で、R発会繭理事は4既に選

①・体だlすだつた。しかし現在ではtマス 挙委量合に入つている。なのでtこれ

メディアが率先して批判するようにな  からは帰女権鸞輻滲合にメンがこを進

つた。黄氏によれば、社会全体でジェ  崚込むこと辟課距だとしヽう。    |
ンダー平等への認識が高まつ.たのは、

2つポイントがあるという61)まず、

≒ ◎ □
=◇

菫金会⑪レタチヤ■でt著者が名番

政界におlす る女性⑩Ell合1曲霧多くなも.た  に学んだ迫と|はも1女性団1体諏彗中央政治

迫と、そして 2)・20馳 年にm.と民間  等猾虹方闊購旨権屏幕響に製票えるため⑪戦略

団体が協力して電セタシュアル 0マイ  で'あ る。1日 本⑩政治文ぜLや大衆度fL警

ノンティも含轡性教育やジ纂ンダー平
′ 変えるため:に もtやは卿糞性団体闊ジ

等教育ぶ始まつたことである。・女性議  ェンデ■平等
‐
を潤:結す女性識員を後押

員口911合力馨上γるにわれて、安牲議員   しし竜1由治的な場響力を高
fめ

ること辟
i

へ⑪性差別的な発言油電減り、1複抑会盆l  必要だiと`備魃‐したも|

-3-



礫祟茉捩巫六賽黙警  黎  炒黎 鰺l

鶉鶉靱靡吻濤11: 灯卵写予

行うL'■  ■1・
'Oltt 

Φ‐1' 1'■
‐     もおⅢ臨

'「

リン・テス
L■ヤイナ崚』‐1ともヽ13プ神グラムdtr『Ъテ111

力 '中Fメデ:L こうねll`と 〇

二

・ 4墓



池袋センタースクエアで開催され

たキ国の最示鱈月鋤 日～31口 3図‐》

と露月i26日 ⑮ :「外い』、に参加しま眸‐

た。豊島区と口非‐権と|い う尋ともFあ

り、広い会場に展示がネルも数多く蔦・
G年を経過 嘔譴復興⑩様子やその過 :

程、あるいは幅島⑪ような変わらな l

い状況などを、女性たち洒ま,ど う幕で 1

いるめか力堅浮き彫 :り
1に なづたもぬで

。レたD              =
◇ ∫国

・
◇

l・「集いJでは諸手県富古市から1:1宮

城県石巻市ゝ
‐
福品県bhおき市か:し被災

されだ緑影者⑩鈴 9人顆:ギご自
[身⑪写

真と『声」を示されもつ話されま膿
:た

』

先人たち⑪知恵を思いりつも 1ゝ1纏に規

しんできた宮古印人々が、}f躇潮曝:と い |

う娼のカベに固まれていく
iで

あろうも

逼机からの生清き‐喪失Q痛串鱗出てく

馳面は三れからで、感ぬ覆興`はまだ、
i

という石巻ぬ人々のこと。
・
帰避個難区

域となもヽ亀旨向町面に受脇:る >朧ぬ妻
警ぁ面方は1違難発ぬし。電話き希

il芭

分院
をよけ、ご、自1身甲折押骨党喜キ‐準ない
ながら被災した値家□人 .々に寄 U「続つ

てこられた纏緯を話嘔れこ編島⑩人々

の代尋やJひ情ギ章|き:義 野暉されて'い骨
と:提起串都ましたbA  ご
.どんな畢いで二1中:写幕驚撮P,事甲:を、
何を考えている⑩か、́何警訴轟た:聰中
瀞‐撮ゆっぱ・おしでなく=1・ 思者を採ぬ

で社会に向けおメッセマジを発信予
:き

程時⑩女性たち⑩強さや自.蕪中精神:l尋

鱚銘を受け|:手
いルをありたし1｀

知持ち:,

アしlηはiツ

Ъですo∴ 1       1
回嘘:嘆JF復興』とは側だろうと考ネ

させら無まibた口.基⑩出tと 敵射能赫間

Nは■いてきば堕暉:なるので卜ようか③
i『復鰈 蠅・ンピ諄夕を言われる』艶、二ど

う1日町Ъ議すか』とい働参加者からの

“1間に鳳 :[閂発呻問題が順東せず、困難 、

毅状疵ぬ人た
:ち
勘5荼く腸る⑩l己竜オリ

ンピンjク1こは歴汁』fやはりご日本の選

手鐵ぷ藩睡宇mと昴氣ヵ撃ちらぇるNオリ

ンピッ鼻に反蒻は低強いかξ・なぜ、キ

な⑪瀞』tiと置瑯鍾鮨抑固答鵬あつ程こ

とは、
`興
味深いとこでし赴。   ‐

ですよ:1神戸
'の
町ぼ美砂k“復興卿した

.襲已膵量デ [顧詈0

.葉
も聞こたますむ東北0大災書はヽ口 '

輩妻境という光の'見えなしlTM轟泡えヽ

,マ.t基夕仄零曜恭き撃蜃熱を生:き轟吋|:

｀
都ぽ轟:駆

.ま :せれ貪 毒はないないこ
:キ

⑩:畢僕言竜.M:咽:繹藷輌象ていかれば鶴
らないと出に引みま:醸たま
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に続毎て声をお    ちがfЪ

隕鵞贔 謳ふF
たち|は|き場ん性悩鑓鰤幽を受けていな臨 |

.安曇爆障院制嘩撻繭制症過纏脚ヽ鏡重大な巖.I

〇 |

F雪   ‐
11

壇 隷   |‐ |

為は亀lmに辟 降中は♂彙書を現実l購・ |

には九粂1眈盤 曇‐

m‐ξ絆隧祓猾絣:

|
蜆鸞IM鰯1   躊隧蛛革導ご‐

墓ほ一



〇

触 19年にN画
=を

定年退職した後は七日本

で唯墓口 曇融黄婦』:資料館であるアタラ鎌ず
‐

プ・ ミ■―ジアム『女たち回戦争と平和資

料館」苺鰤馳血》_の館長趣iなつて今1に至蜀』
こうした経験から::悠法改正磐デオンテ■
クセ公言する●賠価 が、日本を「普通に
蒻争辟できる国Jにしようとした強行bた
力保法制ぬ制定 F施行を評すこ

|よ
鰤事で曹な

しゝ 安保法案をめぐ各国会審議では、「M安
婦』制度に関する国連の動砦亀、前旱こが
ンやアフガニスタン、イラクなど紛争下で
回職時性メカにつM.)で も何かとう取り上げ
なかつた。ジャ守ナリストをレてめ仕事も暑
『慰安婦』支援や資料館の選営に取切組ん
でき|たこれまでの人生も全て書定されたま

うな衝撃と評痛に襲鵡れてぃな墓とlii nう ち
⑮だった。

高璽鈴代さんはЪ珊覇市で婦人相議員と・

しそ7年《那覇市議会識Lと して
:ri進

年間

羹塁  蛉
、いるo女性たち甲苦し町

・
観ヽ実に寄聯棘いt

解職l等力臀辱くしてきた者と:時て躙 言率
‐

性にとつてピ⑩ようなも中で出濁渉喩晰解
帖みて知った6_沈院を強ぃられてい蜀糞跛
.たもと共に、外内甲元国であ長、米畢ぬ撒
退、削減を成の声を上げてきた、‐安爆はN
法は信⑮真逆にあ即、私⑮も:私赴ちm声を
鶏量にかき消すものであ輪薔戦麒Tlィ年経
つて、再が振り関し1こ押lし厘きわなような
凰鯰鱚iど怒戦を強くはじるもfと陳述膨起ξ

:

お二人繭thく ことち聯場を通iじて賭け
|

てきたこと:側 に対すヽ通暴蒟|さ囮たたか
い国軌跡は適くJ饉に響:く もいだ.るた。だか

ら尋号甲安保濃制構■印反対応具体的損害
|

に¶いて適鐸   Ⅲt∫ 11 1  ■ヤ〉

ず醤鰭膚よ鹸i:11:FI:=■ ■` 1l i

最後に原告代理典liO一人、角囲由紀子弁

護±削ま:と   陳述を行:るたよ
1讐

:く お農たともきアジナγ本

ことなく、文字冬唾:曝動的なもあだっだ。「

蜜重なも⑪岬吟聾ット≒曰ぐ努力をしてきたと
‐号枠ギ翡妻≒いコ

ー
)鐸甲暴力費肯ぼ う時

`

制瞬と囁撫準こ戦マ1撫事でQ努力が提|
番ぎ薔定されて,鴎美つた,仕れは原告準ち

⑩生き方そのもΦ■否定である轡女性奢⑩
爆麒]   萎くは現性で動り尊男性⑩
杯れにいわばi『お墨行き』ヒを与|た面の力藍、
今回口犠れである◎(戦争肯定社会はЪ憲法 ,

顆女性にも誕,い .鶴推個人と低てQ権利を否

定する幅
1口
であim、 長他的損けにもいてロ

詳細は玲後ぬ木共瓢間で立証する6

・
次攣 :岬 お囁 鯰舅 l辟り し、毒費

。集会醐参議院議柩奎館¶幽朧さ押準。卜大に、

1剛岬轟申:藁   鵡 瞬鏃輻 図鞍
:ビマ明ら中1導

にされもヽ1墨iもらも充実膿た集会
:.となもえ。1‐冷国の i41人の方⑮意見陳述は、

1

1     螂 起す意味奎t戦争む女性べ:

ぬ暴閂と|いう観曲から明らかにするも口で :

あり、1説得胸あうtのだつた。 111 ・ 織

なおこ1全国営起こされてい場安保進憲訴
訟は原砦威葺會わせ青暮1鑢 :人t代逮人は

―
『

―



向で、洋回蒲長にiザ市昴や鮨義の議馳費螂
ν`た1ラ|え:で慎重l直判断善マ%lき毎い』:準表 ‐

|

明してレl尋6晏9岬
1等⑭沖縄⑬県道具:晦 最線

:

とて絋|ロ

やはあ

暮開はな馨論:讐
:奎
讐1懸葛ィごと:経 最も鑢l十 '|

o費価なk巳也善ける穐鰤1ぎ
.■ iい

1.|二昨年ぬ姜操蘭鰤法叡伽 :||ぬ津山ぬ地‐

にもξ職套憲韮賣鑢隋 直脳を増える会、1サ

ィレント,スタンデ鎌.ンが等⑮繕動醐続いて
bb駒自:今回ぬ米畢準翻使用についてゝ‐1群翁
質な1馘 劇鶉懇識|は磋き∫要警薮瓢
なユI続けていきたL饂、lF

-3-
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.:‐

||‖‡

〇 |:

女鉤 参両推進条例JにRづき,鰤03年 ,

3月 |こ 町封職礫男女濃磋馘趙慇劃覇祠眈l i

を策窯b、 雪oll‐午量卿lこ第   著
‐
11

今回:錮17年度鞍ら⑪第翼次計画を策定

毎ようとしていまれ
昨甲11月 に中陶謗吻魃華鋼蝠 1吼・

県内|       でつくってぃる
ゆるやわなネットワータであう [みやぎク
女性議にのつどしⅦ力璽鷺帥ゃけてっ鼎甲
担当判「       :暴 ‖き争
申間案⑮:準 アリビギ睛慧晶葬換会を17.`ヽ

名の      マ行いましな。  i
申躙 にiま、用 マイプリティに¶い

で相談対応や教育⑩充実呻記述が入るな

麒 面もあう瓦方でt,17項目あつた捐
標節幣早保已厠讀謂判ポ晴農協亀繍脇 |
役員に占め予鞭眸彎鞣を高める

11・撃ギ∩ :

項目』早なく鶴り,7:項目l易いて肘嗜滲1

‐下Ъぬ慟
!ま し帰li■ 11 :. ・幸

置   で|‡墨「男        ::
適ぬ甕 掛ヽ畿鑽曲Q魂価が必ni『町⑩.|

琴     |‐

』麒藝れ討与誕6.二  |

口 =リ ック1畢メ1議 :卜鶉 は1回 月14日 ,「
FI

がら-1、中浸1と ぃう1時蟄で、「女催議mOつ ‐

どLじ として言県を率i摩‐や麺崎蝠的なホ

神がなく、ビプ甲利こ嘩そ    轟
:

や要Rをだすミと
・幅卜で、2月‐中卸1こ重:

耀 黎 飲 めfl岬珈 雉 出ず硼
合

'荼

静轟:事曙しましれ     |
|‐
『みや∽参靡講mIPで岬rコ }柔 互い

に関心⑪ある         :研
但1誕魃 lこ鶴挙ザポ1  をお尋な

Pi轟 と醤目的吋岬騨集3月に明窯嘔毎1,

年ヽ 野率彎り,郡勒趾瑯坤L.りこユ̀:

郁国の研修翁魯鱚脆してレlます者会費

|

参押雫冑れゆ曇観輸書。ボ讐撒靖 4・
:

■拗    嘩自熙義 剰 党ヽ |:民 :

一.働 ―
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東京珈区テレピ「ニュ…ス女子」ベイト旗選問題直:麺感Ъず

第 量数安倍政権⑮誕生以来、日本働メ

デイアは、骨抜き、というより、安倍政

権に曲を導われ¬訊道の基本が共
.わ

れ本 .:

来の使命を呆たしていない。こ⑪点、ア

メリカ閲畷菫う。 トランフ竜た鋼輩原による露

骨なメディア攻撃は、健全ながディアが

存在している逼との証しと、もいえるから。

全般的な、日本のメディアの勢イLだけで

olまなく、含午にみつてからインタTネツ
ト上で lま断に繰 り返 されている沖縄、韓

国、申国人へωヘイ ト○スピーチが、公

共メディアに壁れ流される事絵が起通つ

た。(東京蜘Ⅸテレビ番組『ニュース女子』1

月 2曰 放送分)。

沖縄基地反対運動に排わ輸人たちへ⑪

偏見を煽る:発書『`反対線は過激派:日 当

で層われているJF県民のほとんどが甚地′

に賛成』などである。幸淑玉さんらの人

イ ト0暴 ピーチ問題に取り絶む「のつと

ぇねっと』と Fベィ ト放選にわ韻請議訂る沖

縄有志の会」が 1月 27日 、記者会見を

開き番組の検証、訂正電謝鵞|を求めた。  l
① 番組 |ま 「タテマ平造満麗ごとは一切な

し、本音だらlすのニュースショーJと謳

い、制作|まイヒ粧晶販売会社の DHG傘下

の「DHCシアターズ』
.で

、いまだに国答

癒Sない。          「   ・
現在も「沖縄‐の偏見をあ絹ゐ旗送を 1

許 さなしヽ市民有志』印呼がか lす で東京

EX前で抗議行動が続けしれている。到l⑩

(旗選蝙連・番組向上機構)はゼ寄せられた多

くの意見に応じて M=:側に報告書の提出

を求め、委員会で審議カミなされている。

な5tこんな幅道が生まれる⑮かぬ畏

間わら
1、

1月 28日 、アジア女性資料セン

l二墨  盟
:盤

梶
‐
i

ネットロオルタナティプメディア F③uF

na回直』主宰の自石草さんを講師に、通

のような♂ゝギト華風通2がなさオЪる壱⑮髄1につ

しヽての単習会を開いたb       ィi

そこで明らかになもたQは、旧 :(専京

メト.由 ポリ|タ ンテレピジョン)蘇ま覇電炭試情謳ぼ)‐

ロマカル局として1993年 150社 1目0億

円亜資本企で設立ゝオシフラの′都市博覧

会とず体化bて点蔵か、鹿島建設、ソニ

ーなどが最大田幽aを ビてっくられた。

開周讐前は暗ネ妻ルチ色デューサこ藉本
義置さんの場成方針、アナザーウェイ (既

存ぬテレビ%とは異なる遭》を求め、1日 の

番組編成'は二二■尋とドキュメンタリー

ロみ。最新も艶暑夕歩ずに頼らず、
°
営業

も電通や視聴幸に耐きない方法をと働な
ど自覇さんにともで魅力的な―m場たるた:

ところが振闘による混範が坐じt経営難

の立てほb繭Ъら1日 1回 時́間三ユこス枠

は縮ホЪ放選時間の切慟ヽ売り|を開始bた

ところに |⊃夏目が見れ MXIテ レピの代理

店業務が始ま嗜たこそのため.MIallには

,編成方針もなぐ、自石さんのことぱを借

りうと―F貸座敷商売」となっている口ぶ

現状と:い う。テレビをつlす るとバラ尋テ

ィ番組、テルピショッ:ピ ング赴時間油彗切

り売りされている現状は耐画だlナ⑪問題

ではない□

沖縄暴甲編見を動おる散送を許きない

市民有志は新宿デモをはがかけている[

Fデヤで沖縄入lの
帰見を煽るな。東京

並童[ニ ュニス女手].lザおかしいぞ !新宿

デ宅J。 4月 15日 午後1時集合、新宿駅

東画広礼]・
    ::

-3-
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況が報告された6避難指示=諏毬解除き

れた地減では、国鮮な生活を覚悟の

うえで地元に展i魯1人 が恥ギる二芳寺:竜

帰りたい |す れど帰れず、避難先:と の

二竃量繕
rを

埒ける人たち齢tiる :逹
離先での生活が根づき、楓品は戻ら

ないと決意した人たちもいる。そう

した機災者□間で今も、オ断が広辟嘔

ているL自 主避雛⑮親子の深刻さか

深まつている。各種□支援ε打ち切

られゝず層:⑪:隕済的国窮略:陥 る被翼

者がいる.見過ごせないの、はも巡発i

避難者に対するいじめが各地で発生

しているなど、復興口1格
差とゆがみ

のしわ寄せを子ど亀た:ち l油罵‰ろにか,

黙っている工と|だ 6.綾1災 の再生産1を

子どもたちに負わせてはならないと‐

強く思わせられた。      :

□防災を手がかりに地域を変えるも・・

妾性酷韮妙二夢二ぬ動善
二日圏ロシンポでは、「女性防災

りこダーの活畢呼平骨可警性を謡題』
と題して、宮蛾ぬ各地で活躍する女
性防災 リータ∵5塙 か ら、女性が地域

で力を発揮すら,た め⑩知恵 と課題が

実艤blJを もとに報告 されFた 。女性のli

豊かな力が F男 社会』の地域で発揮

されるには、女性薗野が確かな防災

力を々につける起ととあわせξ::男 女

共同参画の地域に,作 り愛えることが '

必要である。.そ
:め

た|ぬ守こ]ま、
・
地域iを‐

超 えた女性防災 りごダ■:い幕
iジ

トワ

ータロ鰺歳塵1篭二意・黒耗定
|ぬt晰べぬ女

・

性 の妻画力ま不可欠でわるL防災 を手

掛かりみした尋女共同姜画社会づく

i砂・は地域 と'地方の活鰹化にわな|がmt
と確信できらシンポだつた。

①参1方面で清i回する女性たち|の連携

最後⑮シンポでは、「『女たちが

動く』市.軌筆者たちの 6年後」とロ

しだ震簗から1年 という早い時期に鶴

、被災地⑮女性たち⑮典々嘔ぃ_状 況警

i軌雫レキ案性≒争⑩ O年後⑮今油ヨ即:

昔′され轟。事日奏暮雰災で甲事.惟率
握によ章性団・作、地方自治作、救に、キr
教育など多様な場で動く藷性た.場′峨

連携1に よつて 取 柳組まれた。その i31'

とlま 逆に多様な場で働 く女性⑮姿を

浮き彫L柳 :に 1し たず 多方面で満 暉tす:ひ

女性たち口件は心強い。女性視点で「

口鵬書対応 とM盤せ い うテーヤ lま 一

定面市民権が得られ'た が、実蹂に根

付かせ面i面 はご
‐
in.力葛らだ。全国の女

:

僕たもと連携
.し

て、これからも取駿

組応そttご訴春でぁる。    1

‐Oi機簗地繭1駒■攀慣を続げる  |
.最1後ft匡 下言。‐震典を考え感尋とは

戦律費1看1皐 る尋1挙 でもある。霧災馨
生時に政府:画 対応励菫遅れためば年気‐
事聾.l■

もいて,憲 陶上⑪規定がなかつ

た鐵ヽらだとしてょ大規模提害時など

に中
:宴

致:席に櫓限を築申する F緊急

事、簡操:口'』 :を 、政:憲頃 日と膨で発議・

する1動き:が 赫るをしかb災害時に必

要なぬ
―
藤
‐
、横

=災
之
′
事音・綾災自治樺∵

繭権帳|を
1強 く,す ることである。農翼

讐量密に詢厠きせ:で は最
・
らないこご

を:振羹地1品ち
―ぬ芦任して発信眸てぉ

きない。`
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らしさを示す鵡要はなおヽ、今後も女性候補  で%る。

者はジェンダー役割は苦虚するにろうと結

肛』通しション趾 婁は ,

大学準教授を7ァ シリテァタ■にも手デツタ ず.

マン、ドーラン両教攣ムこ―試囲窯子崇古屋本
学教授が加澱り、F多様性の糧点かい1見赴ト
ランプ政策」:をテ■守にテウルギテ■プル

で議論をすすめた:試団教授は、
'自。分はヒ

ラリー eク リントンとり、バ宝星墨・サン

I:0鼈夏借遍ず『i『
:勇猛醤憑蜃青荼塁

⊂)内晟|:畢曇露霞抒テ奪写蟄氷六|[裏移夢
腎OS謄∬還幾言夢了      良鸞』
盆ё誕覺は

'建
輩翼型言

驀釉蒻≧堀魏躙弥嘲』
尋ンな電写ξ曇曇:豊量尊全旦壁晏曇肛電
ζ懃亀塁嘉i零鬱事事菫了ユ贔虔亡曼冒璽
響同電lin藝氷逗反黎巡馨麗仄05NET

①で     こ隋
電量恣繕懃当慧督:辟病与積♂曇隆藝量魯
[露不l覧轟量|[1詈言T雪嬰≫][曇
まヲ櫻鱚鯰郵`鷹瞼吻[I

l曇画纂臓聾筵蜀熙趾為@礼②竃写i'、雪予
看篭弁言曇T世魯菖糧亀言[ま言響毒電1.
か』という問いを考えるうえて大変示崚的

1?≒準挙1警嘆く芦夕多く開われた。私はT
解をほれずに言うなら、『ヒラリ奮だから負

けた』⑮ではなbiヽかと思う。格差と貧口を

解決する水,mチ土ty載 :をまぬ儡:夕く⑪国

民⑩声に√う発をど菫かしで:われもうよく

迅たえた□が卜
｀
プンプではなかも1なが。

°デロ0甲
`年:■大統領選で亀オバ竜こヒフリー

鯛民主覺⑮翁認を:ぬ ぐ崚デツド・ヒ…卜を経

叩広げて覇Ъ趾七著珠:平榊団体ロピースアク

妻当ンが繊兵轟ヤイランペロ封悠など政治

分が大統鑢になつたい濃轟器廃簿をすすめ

る』ど表明し鶴平和運mを含晰広範な支持

.を集めたι:|オバ寺・魅畢事産業と
:岬
決卿がで

書き:根本的 続チェレジ
島警実行すること

はかなわなか_■たがt鷺
iラ
リユが大統領に

響つ
|た として、業炸ポカミ島借拠|ができたが

どうか、i太い暉暴聞lだ。li =|
トライプ政節はこ|・事事面でも経済面でも

掴本に童大:な影響を及ぼす。.世界:l直率先し

てトランデなでを.してしっぽを振りまくり:

t私たもの準忙積曇金をァメ」搬あ起用創出

備i  釉に据
①

ちが、トランデ政策■の機婉アタ讀1ヨ ンを

継続.こで咆勘。平和|lm咆■人権:な ど檬々

なふ祠守藉吻ずるi胚俸が大舎流す濁と柳く°
警≧要酷量晶冬曇辱「菖i亘』業肇甚旱奮ま
籍を握轟葛讐たtヽ。

-7-
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去る 3月 12日 、富幽県民共生センタ‐

Fサンフォルテ」にで、第ず国選択的夫婦 :

則姓を実制する会 ι富山口総会記訛講演と

して、お茶⑪水女子大学大学院准教授申蛛|二

榮 (しん・きよぉ)さんに『m.  ⑩
・
i

家族法敗票を振り返る一保寺噌隆又論をど
1

う乗叩越えたの計 ゝと口してみ演驚鑽 :―
‐

ました。重い演題にも関わらず:実際ぬ経

験を通した解叩易いお話と、業しかな回

調 0親しみを込ぬで⑪語りかけで、多くを

学がことが出来ました。

講演は韓国はM韮 運動を利逹も添理
ユ

|

解賑やすいように、瞑国家族制度から誦し

て頂きました。

講演を利な叩によ「とめさせて頭きます。

F旧来の韓国家鹸制度は、1父系血統飢

また姓不愛の源則:涸彗あり、血縁が変わ幅な
ぃ口で姓も一生木変讐す抵J韓国民法では、 |

特に減 による%の姓につし哺贄判軸硯慮
lまありませんQしかし、姓不屹原則にとも

て、その意味で夫婦麒鮭です高圃姓団誅⑮・

られて昨ヽませんでし亀。

旧来⑩家族制度は多く口不正羹を含んで

いました。徹底的父系主義そして『戸nl
と家族の序列イヒ、撮児文婦で女児堕隧など

人1国 がランス彎乱れ、子ども通椰で再婚口|

場合親子二人|を も姓が異歳る(量   は 1

同じ)な どです。        イ

90年代後半ごろから“平等で民主的な家

族嗣場を実現する家族ぎ1を求⑩働市民国「

体がt個人単位□社会に向け七i声菫涎眩廃 .:

止・一人■緒 :柚Å鞣性の身分鰤虚な
1自
指

ングを最闘瞼 bま はた。また一人デモと言

いましてt.参どす甲鈴暉専:ケ翔 ibで国
1会前で何面‐画p話鴨:継

S.罫 l｀

レートータもや
咽ましたふ

.」 i違
縫書き讚

.し鏃寺職は、
違F籍制度漁重無くな

るこ̀家嬢漠用製"、
プ韓国の誇るギさ伝続・

親拳行ωらがWまぷ"、
中戸主制度廃止は一

部麟鱈女性を強う肉慶写::な どと反激してき
。
ま,bた。 |   ‐

■・ 1%mi部求の大統領選挙候補わたちの公

絢に《
雌
戸韮坊度廃上

顔
をなおきを輸

:連
とに

:圧楊し、曲山隼麓月
。
感   が国会に

l、ぬ率つて、褥鰤晰曝漿鐸判権を下し、:国会

も後遺しヽで民法改正を通過成立させました。
.樹×飩t i7年に塵鱗滸動を経ft“戸主費中』は
。とテ葛声籍詢度が廃■・されゝ

::国民デ入ひと

iり が個人籍を狩つ民簿lこ設立されまbた□
: 
二甲島め,新責ず祗鍮評司ウTという与うに

カラッとヽ量わコ:憲淮力S慮め:為

磁
個人の導

厳7を享受bてい薫九 ,日本でも必ず民法
ば,m正ができ働b』 &⊇手旨ル趙 くくられ

ましに す・:    ‐
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|◎m尚辟磋愧獣サl l 111
i13月

19日 ‐嚇勢庁は2時■曳ぺ墓スきんど3。

⑬鯨ざ競巡鍼量摯 :|

話し合いまLな。  ■

・

 dB噌
難 蜃 藝 躙 肇 裁 翫 卸 曝 業 諄

1:'   li     lili

:4月
:ユξ日11《求》1鱚 |「⑩ 耳パ■ス

さん輩1曇彗 ■ 1■ - 1

‐睾割り聾畢輝動や 、 ‐

%を開 しまれ
-1 1言■  r

-19-
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戦争I毬結びつ《薙蠅謄嶼も,ない
輻                b》

2017年 4月 日9日 、沖縄では「辺辟古

新基地建設阻止/非謀罪廃案/4,9耶ギ届

辱の目を忘れなしヽ県民集会』が選辟古⑮

キャンプ 0シ ュワプ前で開催されたし

き帥0人以上の県民や他府藁か巳赫,加
者が日米両政府に悪りのこぶしな学げた◎

また 1年前田4月 28日 は、元米軍属に

⊂)』 [顧ξ魃⑮撃藝棒:]几言:鋏ミ電『1
ずは鴨牲になつ糞彼女に

'瑯
者業員で裏

悼⑬然とうを捧げ、二度とこのような機

忍な事件がほこらなルヽように祈った。み
後 71年が経過 ビ、日本復帰から闘もなく

45年か経とうとして
lヽ 働⑮呼■仰事甲羊

両嘩府に民事を踏肇tこ 吟LⅢ、人暉菱侵
害されてきたことだろう力、普天聞轟鎚
ぬ危険性除去と言いな力Sら移転先は県内
の辺野吉だという。『辺罰古瀬i唯

下Q鐸投
・
策」とオウム返しの様に発言してきた。

安保問題や基地問口|に詳.し い専門家は
『決してそ⑮ような事はない」との見解

CDだ。菅官房長官こそ鳳考停車‐を導:こ しそ

いると思う。なぜ ギ沖縄』だけむ中カト竜

1%に満たなしヽ曝員はどうで幅iいいとい

うことかる日本国民は基地や原発:D間魃

にあまい関わろうとしなしヽ。みんな⑩間

題である|まずなの1にb安倍政権はこれま

で F沖縄に寄り添もでしヽく」と何度も発

言bできた。名護市長選挙や衆議瑕躍挙t

県議会選挙など週野古新轟地反対⑩候補‐

者が多く当選bたが、民意を
―
無視した野

惜政権⑪強権的なやり方で今や辺野古の

海にプロックや石材が投入されている。デi

狩俣 信子

(司回京銀明沖鰤 O沖     》

:回 先だけ⑩「沖縄に寄り添ラ』は直しく

審くだけだ6国 と口裁判でも前知事のF埋

め窯て書調ル・が有効などうかが重覇爆さ
'れ、■長知事⑪発書と思いは制 鴨捨ても

れた1司法も二樺軽なニモ沖縄l≧襲it惑

かっている。尋辱背⑪潟業者ギ潟業権を

置廉軋脆1肇辱置
:[曇

量言警髯薔
‐
最F進爵

力儡業権を政乗しても埋め立ではっいて

1等纂卸姜め許可ゴ1感曇|あり、i就職1対
応は意図的蜆凛とし郡言いようがなぃ。
何が荷嗜遮沖縄1と基地を押し付けょぅ≧

眸リユとかO ttp翠野芦ではЪ毎日、姉議

甲畢響尋肇が行われているギ押:碑喧県Q
:熾

動蹂ギ5QO人も鳶て県量を弾圧したこ
とは評せない。海では電海上爆安‐度の船

が、瑚).さ.な却ヌマlこ乗つている反対踊Q
人の首をしめコlすた場、.海蝠澁あるなざ

して痛あつけてい慟。私は現場からぬ要

請ち:あ り事情調整曜出向:嚇たが、け瀞ヽ人

がたくさん出ていう.:的を押され骨析し

たりt指を拾じ曲1ず いれで骨新したりし

てギプスが備をしい66月 議会で取勤1曇

げiる ことを胸墓したui私たちは戦争に結

びつく基地lまいもない。議員も過11回は `

旱朝1現場で1反対揃議をbてい面ぼ今⑪安

繕政権に民主主義はあるのが』¬=画城博治

儡縄平和運動センタ守議長は、.152日 間電

匈圏され縫忘
:罐

棚調ベロ中で:F暴謀Jして

反対運動をしただろうと言.われたとωこ

|と 。ぃま⑮ F共謀穿』は何としても止めな

ければならなbヽ畠個人岬思想信粂口自由

があギない。 ぃ、=;。   ・・
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