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　１８年前も同じように暑い日だった。先月、１５日の終戦記念日に千鳥ヶ淵戦没者墓苑で

慰霊集会があり、平和フォーラムの構成団体の一員としてユニオン平和を代表して献花した。

１８年前は産別（私鉄総連）の役員として献花したが、その日も同じように暑い日だったと記

憶している。あれから１８年経ったが今の方がより危機的な状況にあると感じる。それに先立

ち、８月４日から広島で被爆７４周年原水爆禁止世界大会が行われ、ユニオン平和から芝﨑副

代表が参加した。翌５日、「話芸で学ぶ平和と核」の分科会では司会進行役を担当し、大変緊

張したと報告にあったが、自分も以前、同大会で運営委員として分科会の名称は正確に憶えて

いないが「東北アジアの非核化・・・」とかという分科会の報告書を担当したことがあるが、

専門的な用語がわからず苦労した。労働組合の役員は組合用語はわかるが他分野の事になると

わからないことが多いと恥じた思い出がある。当時の首相は小泉だったが、彼は、「自民党をぶっ

壊す」と言い首相になり、その後、竹中平蔵とともに新自由主義を推し進め、労働法制の改悪

を行い、結果として非正規労働者の大量拡大を作り出した。

　安倍政権は統計を改ざん、政権に都合の悪い文書は破棄し、忖度する人間だけを優遇すると

いうように民主主義を破壊しつくしている。たしかに自民党はぶっ壊れた。以前の自民党では

なく、より邪悪な自民党に生まれかったのである。安倍はアベノミクスの失敗から国民の目そ

らすために今度は徴用工問題等を利用し、嫌韓ムードを煽り、憲法改悪、戦争のできる国作り

に猛進している。もとより私たちの生活、職場、労働組合、労働運動は平和が前提の上になり

たっている。戦争はそれらのモノを全て一瞬にして否定、破壊することは歴史が証明している。

だからなんとしても安倍の暴走を許してはならない。私事だが９月末を持って、再雇用退職と

なる。微力ではあるがこれからも奮闘したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニオン平和事務局長　　滝沢寿隆

働き、生活できる

労働条件を

　　　獲得しよう
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　８月４日、折鶴行進のために平和公園に向

かい、「ユニオンネット平和」の旗を掲げ、

公園内で千葉・東葛ユニオンの仲間二名と合

流し、更に新社会党広島県本部との交流もで

き、デモ隊列に加えてもらい、炎天下の中、

総合体育館まで汗だくだくでデモ行進を貫徹

した。

　夕方より、世界大会・広島大会の開会総会

が１９００名の参加で開催された。主催者あ

いさつで川野浩一大会実行委員長は「核兵器

は地球上にただの一発も存在してはならな

い」と発言。各国で核兵器禁止条約への取り

組みが進んでいるが唯一の被爆国で日本政府

が禁止条約に賛同しないことを批判しまし

た。藤本泰成事務局長より大会基調が提案さ

れ、日本政府に禁止条約の批准を求める「核

廃絶 1000 万署名」を取り組むことを呼びか

けました。米国のピースアクションのスー

ジー・アリソンリットンさんのあいさつ。被

爆者の高品健二さんは「被爆者は核のない世

界をつくりたい」と力強く訴えられました。

　5 日午前中、「平和と核軍縮―朝鮮半島の

非核化と日本」の分科会で梅林宏道さん（ピー

スデポ特別顧問）からは北東アジアの非核化

とグローバルな核兵器廃絶へ日本の使命があ

ることを講演されました。

午後より、「話

芸で学ぶ平和

と核」のテー

マで講談：田

辺一乃さんと

落語：古今亭

菊千代さんが

２演目を行った。この企画で司会進行役を任

されてしまい、かなりの緊張感でノドがカラ

カラになりやっとの思いでやりましたが、無

事終了できました。

　6 日、早朝平和公園での「平和記念式典」

開催。松井一実市長は平和宣言で日本が参加

していない核兵器禁止条約への署名・批准を

安倍首相に促し、核廃絶実現へ一層の指導力

を発揮するよう求めた。安倍首相は「核兵器

の世界」実現しようと核兵器国と非核兵器国

の橋渡し役を努めるとして、核兵器禁止条約

への署名・批准を回避しているのであり、許

せるものではありません。

　世界大会・広島大会のまとめ集会が開催さ

れ、特別決議「中距離核戦力（ＩＮＦ）全

廃条約失効は許さない！」、ヒロシマアピー

ル（「核と人類は共存できない」「核絶対否

定」を訴え続ける）、「核も戦争もない平和社

会」を届ける取り組みを全力で進めること確

認し、まとめ集会を終了していった。

　記：ユニオンネット平和副代表　芝﨑眞吾

原水禁広島大会

原水禁広島大会

原爆ドーム

　ユニオン平和からは、宮川さん、清水さん

（東葛ユニオン）の 3 名の方が参加した。
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　戦後、74 年目の８月１５日、東京千鳥ヶ

淵戦没者墓苑にて行われました。

　初めに戦没者への黙とうの後、平和フォー

ラムを代表して福山共同代表は、「安倍は戦

争による唯一の被爆国でありながら核兵器禁

止条約に反対し、沖縄辺野古に米軍の新基地

建設を強行している。かつてなく国民に怒り

は高まってい

る。安倍政権

打倒にむけ野

党、市民の共

闘の輪を拡大

しよう」と挨

拶しました。その後、立憲民主党を始め、各

政党から慰霊と不戦の誓いが述べら、主催者

の献花の後、平和フォーラムの構成団体であ

るユニオン平和を代表して滝沢事務協長が献

花を行いました。　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　

　ユニオン平和は、フォーラム平和・人権・

環境に加盟しているユニオンの集合体です。

平和・人権・環境に係わる諸課題の理論 ･ 情

報・行動を発信していきます。

　加入は、団体、サポーター会員として、個

人単位での加入もお願いしています。

　是非ご参加ください。

会費－年会費

団体：一口　１０００円
個人：一口　１０００円
　※団体個人とも、可能な方
　　は複数口お願いします。
※サポーター会員証を発行しています

　参議院選後、初めて

の８月１９日、１８時

３０分から安倍政権を

退陣に追い込む「１９

日行動」が行われた。

参加者は１６００人！

開会あいさつは高田健

アジア・太平洋の人びと
との和解と共生をめざし
て、非戦の誓いを新たに

共同代表、「野党と市

民の共闘」で改憲勢力

の議席を２／３に以下

に抑えた。自信を持っ

ていいことだ」等を訴

えた。コールは「安倍

９条改憲ＮＯ！辺野古新基地建設断念を！ホ

ルムズ海峡に自衛隊を送るな！」などの声を

あげた、立憲民主党から佐々木副代表、共産

党から山下副委員長が駆けつけ連帯のあいさ

つをした。

改憲発議を必ず止めよう！
戦争法の発動とめよう！

左：金澤前全労協議長
右：滝沢事務局長

記：ユニオンネット平和事務局長　滝沢寿隆　
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日時：2019 年 9 月 16 日（月曜）

場所：代々木公園 B 地区

主催：「さようなら原発」一千万署名　市民の会

　内橋克人　大江健三郎　落合恵子　鎌田慧　

坂本龍一　澤地久枝　瀬戸内寂聴

当日の日程　　　　　　11 時ブース開店

12 時 30 分ライブ　　   13 時 30 分発言

15 時 10 分パレード出発

　世界中を震撼させた福島第一原発事故は終

わっていない。その刑事責任を問うため、全

国の 1 万 5 千人が告訴・告発を行い、検察

庁が不起訴とするも、市民からなる検察審査

会が強制起訴を決めました。

　刑事裁判は約 1 年 9 か月 37 回にわたる公

判をもって結審し、2019 年 9 月 19 日に東

京地方裁判所が判決を言い渡します。

短編映画「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」

Youtube で公開！　観てみよう－よく分かる

https://www.youtube.com/watch?v=ZJhyDSnutqk

＊ 9 月 17 日　日朝ピョンヤン宣言 17 周年

集会（東京 : 文京区民センター）

＊ 9 月 19 日　安倍政権追わせよう！院内集

会（参院議員会館）

＊ 9 月 19 日　安倍 9 条改憲 NO ！安倍政権

退陣！国会行動（衆２議員会館）

＊ 9月 29 日　JCO 臨界事故 20 周年集会

＊10月 1日　原子力空母母港化反対集会（横

須賀・ウェルニー公園）

※アピールグッズ、いろいろ持っ
て、渋谷・原宿の街で訴えよう！

首都圏での沖縄・辺野古関連のイベント

＊「宮古島からの SOS」上映会

　９月 11 日　九段生涯学習館

＊美ら島からの染と織－色と文様のマジック

　～９月 23 日まで　渋谷区立松濤美術館

＊琉球人遺骨返還請求訴訟を支える会／関東　結成の集い

　９月 28 日　韓国 YMCA

＊沖縄戦首都圏の会　総会＆記念講演会

　９月 29 日　文京区民センター

＊月例・防衛省前申し入れ・抗議行動

　10 月７日　防衛省正門前（市ヶ谷）

＊止めよう辺野古新基地、土砂投入！東京東部反戦集会

　10 月 10 日　錦糸公園オリナス側

＊警視庁機動隊の沖縄派遣は違法・住民訴訟－判決

　12 月 16 日　東京地方裁判所 103 号法廷

憲法理念の実現をめざす第 56 回大会

　11 月 19 日～ 21 日　函館

　現在、東京南部の伊藤さんが参加する予定

です。カンパをお願いします。


