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　五月晴れの下、メーデーと憲法集会が開催された。コロナ禍で集会等での人数規制がされて

いたが３年ぶりの開催である。久しぶりに大勢の人が集まり、改めて新鮮な気分を満喫した。

そのせいか何かパレード（デモ）もいつもより短く感じられた。

　メーデー、憲法集会でも右翼の街宣車が来ていたが、ロシアのウクライナ侵攻を契機に保守

勢力が勢いずいている。「平和、平和だけ言っていれば日本を守れるのか」、「北朝鮮の拉致被

害者が戻るのか」とさかんに叫んでいた。戦後 77年、日本は「平和憲法」があったから、紛

争に巻き込まれず平和であったのは紛れもない事実である。憲法第９条は、日本は国際紛争の

解決方法の手段として武力を用いないという宣言であり、決意を示したものである。他国を侵

略しない、そして他国から侵略されない関係を築く事が、時の政府の任務と責任なのだが、今

の自公政権は真逆な事をやっている。いたずらに中国や北朝鮮を敵視し、緊張感を高めている。

だいたい両国は日本と戦争しようと思っているのではなく、彼らが見ているのは米国である。

　ウクライナ問題を見ても米国は、本気になって戦争を止めようとしているとは感じられない。

ウクライナという領土を使い、お互いの持っている武器の性能と効果を試しているように思え

る。そして街は破壊され、多くの市民が犠牲になり、軍需産業、いわゆる「死の商人」が儲か

るという図式である。仮に台湾有事になったとしても米国は日本を守ってはくれない。日本が

米国の盾になって戦わされることになるだけである。ロシアの蛮行は決して許さるものではな

いが、私たちの敵はロシアではない。日本が戦争に巻き込まれるような策動を目論み、コロナ

禍で苦しんでいる国民を放置し、市民、労働運動を弾圧している自公政権こそが我々の敵であ

る。

　パレードの途中で右翼が、「なんだ年寄ばかりではないか。あと 10年もすれば、みんな死

んでいるわ」と言い放っていたが、お互い長生きし、後に続く戦列を整備し、そして彼らを見

返す日まで頑張ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝沢寿隆
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■ 4月 16 日、さようなら原発首都圏集会を

東京の亀戸中央公園で開催した。福島原発事
故から 11 年、世界に類のない巨大事故は、

未だに廃炉の行方も

見えない。国と東京

電 力 は、ALPUS 汚
染水の海洋放出を強

引に進めている。再

び福島の海を汚そう

とする。事故の教訓
と反省を生かすことなく、政

府は新たなエネルギー基本

計画を策定し、30 年までに

電源構成に占める 20～ 22%

を原発で補おうとする。それ

は30基の原発を再稼働が前提になっている。

さらに破たんしている核燃料サイクルの延命

を図ろうと強引に進める。福島原発事故から

廃炉の時代を迎え、世論も強く求めている。

今こそ「さよなら原発」の声を上げ、脱原発

のうねりをつくりあげよう！

■ JAL は、やっと交渉会場

を指定してきた。人通りのな

い羽田空港の片隅にある整備

ビル。JHUが要求する「165

名解雇争議の早期解決を求め

る団体交渉」が

5ヶ月の空白を経

て、4回目が再開

された。4 月 19

日、日航整備ビル

前に、当事者、支

援者 40 名が駆け

つけ宣伝行動をし

た。

　さらに 4月 28 日には JHU の都労委調査

が行われたが、同日調査の国交省は出席せず

その誠意が疑われ

る結果であった。

■ 5 月 4 日には、

昨年の 12 月に逝
去された細井砂織さん (JHU 組合員 ) の偲ぶ

会が行われた。JAL の不当解雇から 11 年、
無念の悲しみでし

た。

　会場には、当該

組合員をはじめ、

ライナ侵攻は、多くの

民間人を虐殺と 500

万人を超す避難民を作

り出した。また、国内

では、エネルギー危機
に乗じて原

発再稼働、

紛争危機を

煽る政府自

民党による「非核三原則」の放棄「敵基地攻

撃」「核の共有」「防衛費 GDP2％」等々、物

騒な戦略言葉が並ぶ。憲法をも踏みにじる戦

争体制を築こうとしており、岸田政権の軍備、

環境政策に真っ向から立ち向かい「平和と民

主主義」を構築する決意のもとに総会が進め

られた。

多くの支援者たちが生前の細井砂織さんを偲

び、謹んで集まり、思い出を語った。また、

細井さんの意思を引き継ぎ、JAL 争議の早期

解決を墓前に報告することを約束した。

■ 4月 21 日、フォーラム平和・人権・環境

第 24 回総会原水爆禁止日本国民会議第 98

回全国委員会が、開催された。ロシアのウク

亀戸中央公園

メイン会場

落合恵子さん

団交会場前

団交会場前

会社対応

偲ぶ会

滝沢さん

偲ぶ会

芝崎さん

総会会場
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■『憲法改悪を許さない 総がかり行動 署名

街頭宣伝』が 4月 21日、新宿駅西口で行わ

れた。共催は、戦争させ

ない・９条壊すな！総が

かり行動など。天気は夕

方から雨の予報が出てい

るとき、何とか持って欲

しい思いで、街宣行動が

始まった。

■ 4月 22 日には、反

失業千葉県共闘会議の

総会、29 日にはメー

デー前夜祭が千葉市民

会館で開かれた。アメ
リカのシカゴで「8時間労働」を求めて決起

したのが、メーデーの起源です。私たち労働

者はいつも、資本の搾取に抗して、労働条件

の向上を勝ち取ります。闘わ

なくては勝利はないことを歴

史が教えてくれます。メー

デーを機に低賃金と労働強化

から脱却する運動の展開を目指します。万国

の労働者団結せよ！

■第 93 回日比谷メーデーが、5月 1日、日

比谷野外音楽堂で開催した。「1日 8時間労
働」を起源にしたメー

デーは、労働者の団結、

労働者こそ社会の主人

公を自覚させる。万国

の労働者団結せよ！

の声が轟いた。3年ぶ

りの日比谷メーデー

は、天候にもめぐまれ

6000 人が結集し、日比

谷野音を労働者が埋め尽

くし開会した。右翼の嫌

がらせもあったが、土橋

までデモを行った。

新宿西口 菱山さん

新宿西口

訴える JAL 争議団

小柳さん

霞門

日比谷メーデー

有明防災公園

会場からデモ行進へ

■ 5 月 3 日の憲法記念日は、3年ぶりとな

る東京・有明防災公園での集会実施になった。

「改憲発議許さない！守ろう平和といのちと

くらし憲法大集会」のスローガンのもと、会

場にはゾクゾクと参加者が集まり、その数は

15000 人にのぼった！

右
翼
の
妨
害
を
許
さ
な
い
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ているが、ロシア、ウクライナに憲法９条が

あれば、戦争は起こらなかった」と発言がさ

れた。おかざき彩子さんは対話の集いそして

　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。

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

■おかざき彩子さんが全国を駆け巡り対話集

会を開催している。4月 16 日、北海道から
始 ま っ た

「おかざき

彩子全国を
走る」は、1カ月を迎えようとしている。参

院選選挙投票日の 7/10 まで 2カ月に迫る。

5月 8日には九州に入り、熊本、鹿児島、長

崎を回った。5月 12 日に

は東京入り、囲む集いで

は、「共闘して社民党比例

枠でおかざき彩子候補を出

すことによって、憲法と改

憲阻止を若い人につなげる

ことが参議院選の意義であ

る」「ウクライナ戦争で日

本は軍備増強を図ろうとし

街頭での訴

えと、いま

全国を走っ

ている。

■ 5月 10日東京・数寄屋橋でユニオン平和

銀座街宣行動をした。ロシアのウクライナ侵
略は、多くの市民が

死傷、生活は破壊さ

れた。ロシア、ウク

ライナの双方は直

ちに停戦すべき。5月 9日の

NHK世論調査は、「日本の外

交努力におよそ 60%が支持」

を持っていると答えた。果た

して、日本政府は何をしたの

か、NATOと同調しただけで

はないか。何ら外交努力はし

ていない。日本国憲法にある

不戦の誓いを生かした外交、

反戦・平和を持って現地外交

に行くべきである。

　街頭では、滝沢事務局長の

主催者の訴え、京浜ユニオン

から伊藤さん、京葉ユニオン、

お互いさま、JAL 争議団から

の訴えがされた。

　武力・威嚇・抑止論で平和

は作れない。憲法 9

条を世界に拡げ、世

界の民主主義として

捉えよう。

鹿児島 東京

新小岩

亀有

東京東部集会

街頭で

銀座数寄屋橋宣伝

署名行動

芝崎さん

伊藤さん

滝沢さん

街頭での訴え


