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 復刊にあたって  

 

 自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪の賛同会員の皆様 

この度日本の進路・大阪版を復刊することとなりました。長い間懸案で

ありましたが、実現でき誠に喜ばしく思います。内容も大阪らしく硬軟

併せ持ち、親しみ易さを大切に愛称もつけました。「なみはや」といいま

す。年４回発行を予定しています。 

 広範な国民連合には多様な問題意識を持ち、多方面で活動されている

方々が参加されています。それらの活動の経験や意義を学び合い、問題

意識を共有することは、会員相互の信頼を醸し、国民連合を発展させる

でしょう。しかし実際の活動でそれらを網羅することは難しいです。でも紙面ならば可能です。 

 世界経済が行き詰まるなかで、米国をはじめ自国第一主義がはびこり、世界いや地球が危機

に瀕しています。一方、日本は安倍政権のもとで二流国への転落、ほんの一部の大金持ちと圧

倒的多数の国民の貧困を生みました。米国のいいなりで、その犠牲を国民に押し付け、改憲と

軍事大国化を推し進めています。嘘やごまかしで国民の目をくらまし、孤立と戦争へ向かおう

とする安倍政権を倒し、『自主的で、平和な、民主的な政権』を打ち立てるために、嘘を暴露し

真実を明らかにし、国民の政治への意識を高める必要があります。 

これを読んでいる皆さんのところへも原稿を依頼することがあるかもしれません。会員の皆

さん一人一人が編集者という意識でご協力お願いします。今後は「なみはや」のネット配信も

重視したいと思っています。会員皆さんの力を合わせて、この歴史的局面で役割を果たしまし

ょう。国民連合・大阪版「なみはや」の復刊がその一助となることを期待してやみません。 

 

 

 

 

 

昨年 10 月 13 日に開催されました、丹羽宇一

郎氏の講演および田中誠太八尾市長（当時）、

戸毛敏江 NPO 日中友好協会大阪副会長、郭辰

雄コリア NGO センター代表を迎えてのシンポジ

ウムは、多くの方が訪れ非常に好評でした。 

 丹羽宇一郎氏は冒頭で「住所変更ができる

なら別居してもいい。夫婦と一緒です。ところ

が近い国同士は住所変更出来ないので、これ

から100年200年ずっと仲良くするしかないので 

 

す。」と話されました。この言葉は、昨今の安倍首

相や閣僚たちの排外主義的な言動がマスコミ

やネットを通じ巷に溢れる中で、燦然と輝いて

います。ここで話された内容は、昨年開催時よ

りさらに重要性を増しています。まだお読みに

なられていない方は、ぜひ購入を！ 
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350 人の参加で盛大・闊達な議論 

第 16 回全国地方議員交流研修会 in 九州・熊本 
 

 

↑岩田智子・現地実行委員長（熊本県議）の歓迎

あいさつ 

 

 
 

↑名刺交換会での「オール沖縄」の玉城デニー知事、

屋良朝博・衆議院議員、各級議員の皆さん。 

 

     労働組合つぶしの大弾圧         

       

連帯労働組合関西地区生コン支部に対し、

大阪府警、滋賀県警、京都府警、和歌山県警

らによる空前の大弾圧が行われ、再逮捕も含

めて多数の組合員が逮捕されています。緊急

カンパ用紙を同封しております。これは社会

を変えようとする全ての団体・個人への弾圧

です。ぜひ注目し支援、激励しましょう。 

農業問題で議論白熱 
5/28『広範な国民連合』近畿地方会員懇談会

を開催。（於・協同会館アソシエ） 

 

 4 月の統一地方選挙を闘われた候補者を中

心に 21名余りが参加しました。 

慰労を兼ねてということで茶菓子を用意し

ての懇談は自己紹介から始まりました。その

席で今井宍粟市議の「このままでは日本の農

業は潰れてしまう」という熱い訴えに、小山

田春樹京都市議は市北部の森林の荒廃を報告

し、一気に熱い議論になりました。 

大阪だけでなく近畿全体で取り組むべき課

題に気付かされました。年 1度このような懇

談会を持とうということになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９・２５座り込み集会に参加 

9月 25日(水)日中、大阪地方裁判所前 

公園で開催された弾圧反対集会に参加。 

集まった労働組合や市民団体から連帯と 

アピールが続きました。また、韓国の労 

働組合からの参加者は、日本の非民主的 

裁判への批判を向けていました。 

 

＊ 参加者の顔ぶれ ＊ 

馬場慶次郎吹田市会議員、小山田春樹京都市議
会議員、大阪府議会議員淀川選挙区で闘われた
大石あきこさん、大阪府議会議員吹田選挙区で
立った梶川文代さん。吹田市議会議員に立候補
された西谷ともみさん、藤本眞利子和歌山県議
会議員、中村進一三重県議会議員、今井和夫兵
庫県宍粟市議会議員。武洋一全日建連帯労組関
生支部書記長、服部良一社民党大阪府連代表、
全国代表世話人の吉田伸氏、佐々木道博氏、全
国事務局から迫田富雄氏ほか、合計 21 名余り
が参加。 

許せない 
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9 月 7 日（金）午後、アウィーナ大阪で「小

笠原美都子さんを偲ぶ会」が開催されました。 
同氏は本年7月25日に宝塚市内の病院で多

くのファンや友人の歌声の中、安らかに旅立

たれました。99 才でした。 

 

歌手人生賭す音楽活動 

日朝・日中友好つなぐ 

 

戦時中は中国各地に侵攻した日本軍の慰問

に動員された経験から戦後は大衆歌手として、

我が国の歌手を引き連れて訪中。各地での日

中国交正常化を求める大コンサートは忘れが

たく伝え継ぐべき活動です。 

さらに、日朝音楽芸術交流会を結成。20 回に

及ぶ訪朝を成功させ、ピョンヤン春の音楽祭で

の活躍、2000 年の朝鮮民主主義人民共和国か

ら親善勲章第一級の勲章を受ける等、日朝友好

の礎となられ、いつまでも、あの魅力的な歌声、

振る舞いで私達を勇気づけられました。 

1997 年～1998 年に広範な国民連合の代 

 

 

 

 

 

 

西川たけお：国民連合大阪・運営委員 

 

 あなたが今立っているその場所も長い歴史

が刻まれています。歴史に残る場所だけでな

く、忘れ去られそうな巷の遺跡にも目を向け

た、散歩のお供になるエッセイを連載します。 
 まずは私の身近な吹田の石碑から。 
 「明治 29 年 7 月２８日より暴風雨にて、２

９日午前１時より強風雨となり、糸田川堤防

すでに危険の警鐘有之」、これは当時の吹田村

村長・木下直三郎の手控えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
表世話人のおひとりとして名を連らねられま

した。日中、日朝友好活動を通じて、アジア

における日本のあり方を、身をもって示して

下さいました。 

 来賓のお一人のもず昌平氏は、「歌は国境を

簡単に超えるものと感動。命がけの活動を見

習い引き継いでいかなければならない」と述

べられました。参列者はみな、その志を受け

継ぐ気持ちを新たに散会しました。 

 

 

           
吹田は川に囲まれ、古来より風光明媚な所

と知られていました。一方で河川の氾濫に常

に悩まされ、この年の 8 月と 9 月にも神崎川

が氾濫。その記録が手控えにあります。 
 こうした相次ぐ水害

に陣頭指揮で当たり、

また明治政府に救済を

求めるなどの功績が認

められ、それを顕彰す

る石碑が高浜神社の裏

にある公園にひっそり

佇んでいます。碑文は

大久保侯爵の手による

ものです。
 

故･小笠原美都子さんの音楽と生き様 志受け継ぎ 

 

 

 

連載スタート 
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日時：１１月２３日（祝）～２４日（日） ２３日午後１時３０分開始 
場所：福岡県教育会館（福岡市東区馬出４丁目１２番２２号） 特別講演：鳩山由紀夫元首相 

 

                             

 

 

日時：１１月９日（土）１４：００～１６：３０ 

場所：エル大阪・南館７３４号室 

 

戦後最悪の状態 

何をなすべきか 
 

広範な国民連合は発足当初よりアジアの共

生をスローガンとして色々な取り組みをしてき

ました。昨年は日中平和友好条約締結４０周年

を記念して元中国大使の丹羽宇一郎さんをお

呼びしての講演・シンポジウムを開催し、日韓を

始め東アジア諸国との平和が日本にとって大

切であると訴えました。 

このような活動をしていたにも関わらず、日

韓友好の世論を高めきれず、このような事態に

なったことは痛恨の極みです。 

 

 

 

 

 

はじめまして。このたび、子育てに関する連

載を担当させていただきます西谷です。私自身

は短大生と中学3年と、子ども達も成長し、子育

ては卒業に近づいている状況ですが、8年半、

地域で子育て支援の活動をしている中で見聞

きした「日本の最新子育て問題」を綴っていき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

そこで昨年のシンポジウムでパネリストとし

て卓越した見解を述べられた郭辰雄氏にお越

しいただき、日本側のマスコミ報道だけでは見

えて来ない東アジア情勢を学び、今後の日韓関

係や東アジアの友好発展のために私たちに何

ができるかを討論します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の子育ては、昭和であれば三世代同居

の家族全体で、平成前半までは地域で支えられ

てきましたが、急速な社会構造の変化の中、い

つしか“母親一人が担うもの”と変容しました。 

ママ友同士の確執から起こった子殺しや虐

待など、平成の後半に哀しい事件が相次ぎ、行

政は地域に子育てひろばを設ける等母親の孤

立を防ぐための取り組みを行ってきました。しか

し、時代は進み、新たな支援が必要とされるよ

うになってきています。 

 次回は、現在の子育て世代に必要な支援と

は何かを伝えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

令和世代の子育てばなし① 
西谷知美（子育て支援団体 

 ＮＰＯ法人ワーキングマム代表） 

 

自主・平和・民主のための広範な国民連合第２４回全国総会 

講師：郭辰雄(カクチヌン)氏 
1966年、大阪生まれの在日コリア 
ン三世。神戸学院大学卒業｡ 1990 
年から在日韓国民主人権協議会の 
勤務を経て2004年にコリアNGOセ 
ンター設立に参加。現在代表理事 
を務める。外国人の人権問題や日韓の市民交流に取
り組んでいる。また著書も多数。 

連載スタート 

緊急学習討論会 

 


