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ふたたび戦争を繰り返させない集い

立川談四楼師匠講演会

日にち：2018年8月15日（水）
場 所：エルパーク仙台 セミナーホール
時 間：10:00～12:00（9:30開場）

安倍政治を斬る！

チケット代 1000円（当日入場も可） ★終了後アピール行進をします。
主催／平和・民主・革新の日本をめざす宮城の会（略称：宮城・革新懇）
連絡先／仙台中央法律事務所 気付 TEL:022-227-2291

第

次辺野古支援連帯行動

どを巡り、沖縄戦の悲惨
な歴史、米軍基地の存在
による事件、事故、環境
破壊、住民の命を顧みず
民意を踏みにじってまで
米国に従う日本政府の異
常さを痛感させられまし
た。
行動の中で印象に残っ
ているのは、高江と辺野
古 で 見 た 警 備 員（ 労 働
者）です。高江では誰も
いないゲートの前で炎天
下の中、６名の警備員が
無表情なまま仁王立ちし
ており、辺野古では抗議
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事務局
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安全で安心して暮らす権
利で明確なものであり、
また本来あって然るべき
ものです。しかし警備員
が守っているものは、本
人達も見たことがない人
を殺すために兵士を養成
する米軍基地であり、豊
かな自然を壊し、静かに
平和に暮らしたいという
願いを奪う基地建設の進
行です。この警備に携る
人達の気持ちを考えれ
ば、米国だけのためであ
って、自分達にとって何
のためにもならない仕事
をやりたいと思っている
はずがありません。沖縄
がかかえる米軍基地の

全国を平和行進 in宮城

行動を阻止するために、
海上保安庁や海上警備会
社の職員が何隻も警備艇
を出し監視。政府が勝手
に決めた立ち入り禁止区
域に入ろうとする住民を
執拗に威嚇する姿を見た
とき、なぜ同じ日本人ど
うしが米国のために争わ
なければならないのか、
この人達は何を守ろうと
しているのか、本当にこ
の警備の仕事をしたいと
思っているのかを考えさ
せられました。
抗議に参加している人
が守ろうとしているもの
は自分達の生まれ育った
様々な問題は、住民の当
然の願いや権利を奪うだ

核兵器廃絶を訴えながら

けではなく、個人の尊
厳、人格までも奪いさ
りかねない問題でもあ
り、一刻も早い辺野古
新基地建設の中止と米
軍基地の撤去を願わず
にいられません。

沖縄だけの
問題ではない
現地では米軍基地を
沖縄に押し付けておけ
ば本土は安全と考えて
いる人も多くいるとい
う話を聞きました。辺
野古新基地が完成する
ことになれば在日米軍
の武力は増強されるこ
とは明らかであり、オ
スプレイの本土配備も
進められるでしょう。
今や米軍基地の問題は
他人ごとではなく、日
本全体の問題であり、沖
縄で起きている問題は近
い将来私たちの身に起こ
り得ることと考えなけれ
ばなりません。
やはり沖縄は三線の音色
２０１８年原水爆禁止
平和大行進が、５月６日
北海道礼文島から出発し
ました。

６月

日

国を行進します。
◇ ◇ ◇

と青い海と空が似合いま
す。戦闘機やオスプレイ
の爆音やコンクリートで
固められた巨大な基地は
必要ありません。長い間、
米軍基地によって苦しめ

高江ゲート前

りました。約 名以上の
方が集まった集会では、
松島町からは町長はじめ

今年は役場前が工事中
のため、松島町文化観光
交流館前を集会会場にな

20

全・安心な社会をつくる
ために一緒に前進しま
しょう」と話しました。
行進では時折霧雨がふ

生協の理念とは相いれま
せん。みなさんと共に安

議長や課長など役職者も
参加しエールをいただき
ました。連帯の挨拶で医
療生協の蒲生功理事長
は「軍拡や軍事的威嚇は

60

土地や海、自然であり、

海上保安庁と地元住民

辺野古海上

（二面に続く）

出来たことに一安心。（松
島医療生協：高橋康則）

受ける中、最後まで行進

進の後ろに並んだトラッ
ク数台から常にクラクシ
ョンを鳴らされる妨害を

る中、交流館から海岸駅
近くの天隣院まで１・４
㎞を行進しましたが、行

られている沖縄の方々の
思いに寄り沿い、平和に
暮らせる沖縄を取り戻す
ために、沖縄の支援行動
を続けていきたいと思い
ます。

沖縄上空から

世界大会参加の決意表明をする佐々木隆行さん

原水爆禁止世界大会が
開かれる８月６日の広島
を目指して、核兵器廃絶
と平和を訴えながら、全

松島での平和行進の集会

なぜ同じ日本人どうしが
争わなければならないのか
６月 日～ 日の日程
で第 次辺野古支援連帯
行動に参加してきまし
た。連帯行動には１年目
からベテランまで事務局
を合わせ約 名が参加。
梅雨明け間近の暑い日差
しのもと、タイトなスケ
ジュールではありました
が、基地を始めとした沖
縄をめぐる数々の問題を
学び考えさせられ、たい
へん有意義な行動でした。
行動の３日間は数々の
沖縄戦の戦跡や普天間・
嘉手納、高江、辺野古な

新基地建設反対のプラカードを掲げる民医連の参加者
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ビール系アル
コールがおいし
い季節到来であ
る。▼私のよう
に不健康な生活
を過ごしていると思っ
ている方も多いのでな
かろうか？健康的な生
活を求めウォーキング
やジョギングを始め、
健康管理にスマートウ
ォッチを購入する人も
多いのでなかろうか？
▼多くのスマートウォ
ッ チ は、 ス マ ホ 接 続・
契約しないと有効に活
用 で き な い。「 契 約 」
を最後まで熟読してい

るのだろうか？多くの
「契約」は、個人情報と
機器使用を手放すこと

になる。▼不健康な生
活習慣を見直すために
最新機器を活用してい
ると思ったら、スマホ
のメール、電話帳、写

真が抜き取られ、カメ
ラも自由に使用され、
最後は「別の人間にな

りきる」アバターにも
同意したことになる。
▼ＷＨＯは「社会的に
もすべてが満たされた
状態であり総合的なも

の」と健康を定義して
いる。今の社会は健康
な道に進んでいるのだ

ろうか？ 無限に収集
した個人情報を誰が使
用するのだろうか？数
十年後の社会はどうな
っているのだろうか？
▼不健康化が進む社会

の中で、最新の健康機
器を見極め、自分が健
康な人と思う生活習慣
の特徴を取り入れ、自
分の生活習慣を振り返
りながら妥協し、自分
の身は自分で守ること
がベターなことと思う。
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（二面からの続き）

日 合流集会
６月

日

広瀬公園から長町病院
まで行進しました。
長町病院からは６人、
つばさ薬局から３人、仙
台南健康友の会の方など
計１００人ほどの参加で
した。
天候にも恵まれ素晴ら
しい行進をすることがで
きました。今後につなげ
ていきたいと思います。
（長町病院：瀬川 充）

私が紹介するのは、乳
銀杏保育園が誇る『中堅
リーダーチーム』のみな
さんです。後輩職員たち
にとってはもちろん、園
長 主
･ 任にとっても頼り
になる私たちの保育園
の〝お兄さん・お姉さん

職場でキラリな人

いました。そんな歴史を
踏まえて、国家権力に携
わる人たちは、特にこの
憲法を守ってね！と念押
ししたのでしょう。
でもいくら素晴らしい
憲法があっても長い歴史
を振り返ると、国に憲法
を守らせることは容易な
ことではないのですね。
まさに今、日本の憲法の
危機です。私たちみんな
で「国は憲法を守りなさ
い」と声をあげていきま
しょう。
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チーム〟です。それぞれ
がクラス担任やフリー保
育士として自分の保育に
取り組みながら、行事の
運営や毎日の職員シフト
の編成、クラスの垣根を
超えた保護者とのかかわ
り、後輩職員へのアドバ
イス…とマルチな活躍を
見せてくれています。
「保育士は年齢不詳だ
ね」と言われ、いつも若々
しい彼らですが、 代
代 を 迎 え、「 昔 は で き た
のに…」と自身の体力の
低下に愕然とすることも
あるようです。
また、家庭を持ち、子
育てや介護のことなど、
保育以外のことにも悩む
年代でもあります。心と
体の健康を保つための秘
訣や仕事と家庭をやりく
りする工夫やコツなど情
報交換し、時には愚痴を
こぼすこともできる同年
代の仲間関係もステキだ
なと思います。
保育は何年経験を積ん
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「核兵器はいらない」「平
和を守ろう」とアピール
行進しました。
（県連：田中 千枝）

泉病院と友の会の参加者

る、ということ。
なんと素晴らしい条文
でしょう！と感動してし
まいましたが、もともと
憲法自体が国王の権力を
制限するために制定され
たものだそうです。であ
れば、何故またわざわざ
このような条文があるの
でしょうか？
長い歴史の中で憲法が
制定されてきたにもかか
わらず、国家権力によっ
てないがしろにされ国民
の命が奪われ脅かされて
きました。一九一九年制
定のドイツのワイマール
憲法は、民主的でしたが
選挙によりヒトラーが権
力を握った後は形骸化さ
れ独裁政治となってしま
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純
西野
主任保育士
乳銀杏保育園

６月
６月 日から宮城県入
りした、４号線コース（若
柳⇨丸森）と 号線コー
ス（気仙沼⇨仙台市）の
合流集会が、６月 日、
仙台錦町公園で 時から
行われました。１７０名
ほどが参加。
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佐々木隆行さんは、今年
広島で開催される平和大
会へ参加する決意表明を
し ま し た。「 宮 城 か ら は
名が参加目標です。し
っかり学んできたいと思
います。」
通し行進者の山内金久
氏は「私がこんなに元気
なのは、各地で
応援してくれる
皆さんのおか
げ 」 と 話 し、
トランペット
で「アメージン
ググレース」を
演奏しました。
県庁前を通り、
一番町商店街を
仙台市内を行進

反しない限り・健康で文
化的な最低限度の生活」
と言った文言は、中身も
あまり理解しないまま断
片的に頭に残っています。
医療生協に勤めてあらた
めて憲法を学ぶ機会をい
ただき、授業で習わなか
った（習ったけど覚えて
いない？）憲法を知りま
した。
第九十九条 天皇又は
摂政及び国務大臣、国会
議員、裁判官その他の公
務員は、この憲法を尊重
し擁護する義務を負ふ。
この条文に書かれてい
るのは、国家権力が憲法
守る義務があり、憲法は
国民を縛るものではなく
国家権力を縛るものであ

宮城厚生福祉会の

被爆者の木村緋紗子さ
んは「国連で核兵器禁止
条約が採択されました。
ＩＣＡＮがノーベル平和
賞もいただいきました。
被爆者とともに、核兵器
廃絶をめざしてこれから
も が ん ば り ま し ょ う。」
と訴えました。
共産党の遠藤いく子県
議 は、「 核 廃 絶 の 流 れ は
誰の力でも押し止めら
れない。被爆者は人類
すべての人々の命を守
ろうと立ち上がった。
私たちの力で運動をさ
らに広げていきましょ
う」と話されました。

介護福祉士
高岡

典子

まつしまホームヘルパー

錦町公園での合流集会

「私の好きな憲法」の
原稿依頼があった時、よ
く耳にする憲法はあって
も「好きな」と言われる
と…。今から何十年も前
の中学生時代や高校生時
代に公民や倫社の授業で
習いました。テストに出
るからと全文、一条、四
条、九条、十一条、十三
条、二十五条などを暗記
しました。若い頃に覚え
たものは、なかなか忘れ
にくいようで「天皇は国
の象徴・国事行為・前項
の目的を達するため・基
本的人権・公共の福祉に

で も「 で き る 」「 わ か っ
た」と終わりがあるもの
ではありません。毎年出
会うクラスの子ども達は

違い、成長発達によって
見せる姿や子どもの求め
ているかかわりは変化し
ていきます。ベテランの
職員であっても、毎日、

毎瞬間、目の前の子ども
の姿を「どうとらえ、ど
うかかわるか」悩み、日々
格闘するその姿は、子ど
も達や保護者の信頼を呼

び、同僚たちを励まして
くれます。
保育のように、子ども
や保護者など人と濃いか
かわりを求められる〝コ
ミュニケーション労働〟
においては、職員集団づ
くりがとても重要といわ

れ ま す。「 ち ょ っ と 悩 ん
でいるみたいですよ」と
職員の様子を気にかけて
教えてくれたり、私が「き
つく言いすぎたかな…」

と反省していると「後で

頼れるお兄さんお姉さん

声をかけておきますね」
と上手にフォローしてく
れたりする彼らの存在

こ

が、一人で悩まずみんな
で保育しようという園の
雰囲気をつくっていくの
だと感じています。これ
からも一緒に力をあわせ
て頑張っていきたい大切
な仲間たちです。

声

日当日消

件。

泉病院。（敬称省略）

／県連。大堀郁望／

おかぜ。橋本さゆり

ケアステーションし

まの里。渡辺裕美／

佐藤智絵子／くりこ

／田子のまち。

当選者＝渡辺由美子

風）」
・応募総数

え「しゅんぷう（春

日号。６月１日号答

印有効。発表９月１

締切８月

ー ト 含 む 県 連 職 員。

応募資格＝臨時・パ

く 場 合 が あ り ま す。

に掲載させていただ

て下さい。「声」の欄

る事などを書き添え

余白に日頃考えてい

を 進 呈 い た し ま す。

で５人に図書カード

は可。正解者に抽選

は不可。ファックス

って下さい。メール

記し県連事務局に送

業所名、氏名、職種を

クイズの解答は事

久しぶりの休みに何を
しようかと思うときがあ
ります。これからは、い
ろんな花の季節なので花
を観て歩くのもいいかな
あ。あやめやあじさいな
ど。
「 はなみずき」介護職
中條 弘江

え
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保育園の頼れる
“お兄さん･お姉さんチーム”
「まつしまの郷から見えた虹、
しあわせを感じる時です」
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長町病院までアピール行進

45

17

私の好きな憲法は何条？
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連載

