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今年は日中国交正常化、沖

縄返還から 50 年の節目の年

である。それに向けての活動

をご支援ご協力お願いしま

す。 

一方 2 月末に起きたロシ

アのウクライナへの侵攻に

対し、広範な国民連合は平和

を求める立場でこの軍事侵

攻に反対し即時停戦を求め

ます。 

ただこのウクライナ情勢

の報道に対し、湾岸戦争の報

道との大きな違いを感じる

のは私だけだろうか。あの時は空中から標的に高精度で命中させる映像が主流で、攻撃を

受けた側の被害はほとんど報道されなかった。それに対し今回は、負傷し苦しむウクライ

ナ人とロシア軍の非道さをクローズアップした映像ばかりである。 

ロシアのプーチン大統領はなぜこのようにリスクの大きい軍事侵攻という手段に訴えた

のか？「窮鼠猫を嚙む」の状況に追い詰められたプーチン大統領という表現がされている

が、誰が、どのようにロシアをそこまで追い詰めたのか？ 

そう考えると、彼らがもう一つの敵である中国に対し同様の計画を進めているかもしれ

ない。もしかしたら私たちが知らないだけで世界は大きく緊迫度を増しているのかもしれ

ない。 

一方ウクライナと日本を重ね合わせ、日本も軍備増強だと叫ぶ一群がいる。今でも国内

の自衛隊基地や米軍基地にある兵器は中国本土や朝鮮民主主義人民共和国、ロシアに向いてい

る。 

私たちは第 2 次世界大戦からいったい何を学んだのだろうか。私たちはもう一度考え直

さなければならないだろう。 

課題としてもう 1 点。コロナ禍で疲弊

した私たちの生活に、原油の高騰など世

界的なインフレがのしかかっている。そ

れに加えてこのウクライナ情勢、ロシア

への経済制裁で更なる物価高が起きてい

る。このままではその生活苦に耐えられ

ない人々が大量に出てくるに違いない。 

国民連合の課題として生活の問題も取

り上げたい。 

自主・平和・民主のための 
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■ウクライナ即時停戦を 

2 月 24 日、ロシアがウクライナへ「軍

事侵攻」し、戦場となっているウクライナ

各地の惨状が毎日テレビで放映されてい

ます。どのような理由があるにせよ「戦争」

は断じて許されることではありません。ロ

シアはウクライナから即時に撤兵し停戦

合意に入るべき、との世論は当然です。 

一方、ウクライナの戦乱は、ロシアを制

裁しウクライナへ軍事支援している欧米

のやりかたでは解決しない。戦争被害を受

けている人々への人道支援を強化する、対

ロシアへの経済制裁等の圧迫を止め、あく

までも外交努力により停戦合意形成にこ

そ努力すべき、との意見に共感しています。 

 我が国の岸田政権も、これらの欧米の作

戦に即座に歩調を合わせています。 

特に前安倍政権はロシアとの友好関係を

築いていたかにふるまっていたにもかか

わらず、一夜にして隣国ロシアとの友好関

係を断ち切りました。アジアで対ロ制裁に

加わった主要国は日本だけであり、アメリ

カへの追随ぶりを際立たせていると指摘

されています。緊急を要しているウクライ

ナとロシアの停戦に貢献できず事態を悪

化させている、と言えるのではなでしょう

か？ 

 

■平和への努力 

 3 月 14 日、衆議院会館で＝シンポジュ

ーム「台湾有事を避けるために――日本の

安全保障を考える」＝が開催されました。 

柳澤協二・石破茂・岡田充・羽場久美子

ら各氏が問題提起をされました。国会議員、

その秘書、元外交官や学者、地方議員、マ

スコミ関係者など約 70 人が参加しました。 

とりわけロシアのウクライナ侵攻が始

まるやいなや、政権内部から「台湾有事」

つまり、日米で抑止力を構築して中国の台

湾合併を阻止する、などとまるで台湾の独

立を煽る発言が目立つ中で意義あるシン

ポジュームだったと思います。 

（注）3.14シンポジュウムの報告は「日本

の進路」4月号に掲載」されています。ご

希望のかたは、長谷川まで 090-9040-

3454、試読紙お送りいたします。 

 

■日中国交正常化の精神と願いは地域の

安定と平和 

1972 年 9 月の日中共同声明は「両国の

善隣友好関係を発展させることは両国民

の利益に合致しアジアにおける緊張緩和

と世界平和に貢献するものである」として

戦争状態を最終的に終結し国交回復（正常

化）に合意しました。今更ながら読み返し

ても 1978 年に再確認された日中平和友好

条約とともに二国間条約として世界に誇

れるものだと思っています。 

 この機会に日中共同声明と日中友好条

約全文を一読してみませんか？ 

わたしたちのやるべき役割と将来が見つ

かりそうです・・・ 

 

 

日中国交正常化 50 周年の年に思う 

NPO 法人大阪府日中友好協会 理事  長谷川由胡 
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日中国交正常化 50 周年記念 

文化交流コンサート ≪ともに未来へ≫ 
 

 

日中国交正常化から 50 年の節目の今年は、各地で色々な記念行事が企画されている。一方

最近の日中関係の冷え込みにより、政府が主催するといった大規模なイベントの企画は耳に

しません。そうしたとき吹田メイシアターで幅広い人の協力による文化イベントが企画され

ています。 

思い起こせば 50 年前は京劇や雑技団、バレエなど文化交流が国交正常化を歓迎する機運を

高めました。今回も文化が重要な役割を果たすでしょう。 

日本には、中国から来日し中国の芸術の素晴らしさを伝えるために活動しているアーチス

トが多く在留しています。今回は京都を拠点に全国で演奏活動をしているアーチスト集団が

中国の音楽を演奏します。また大阪の若い人たち中心の和太鼓集団や邦楽奏者が出演します。

さらに 50 年前のバレエ「白毛女」に出演し、それ以降バレエによる日中の架け橋となる活動

を続けているバレエ団の参加も予定されています。 

 そして最後には日中のアーチストのコラボレーションによって大団円となる予定です。 

 日本、中国の文化芸術の素晴らしさ、日中協働のすばらしさを再発見できるようなイベン

トにするように努力していくつもりです。 

 本来大阪府が音頭をとって行うべきところですが、そうでないならば、アジアの平和・共生

を願う人たちの力によって国交正常化 50 周年にふさわしいイベントにするため努力したい

と考えています。 

 

 

 

 

 

 

日 時  2022年９月１６日（金） 

場 所  吹田メイシアター大ホール（定員 1500人） 

入場料  2000円程度を予定しています。 

 

賛同会員の皆さんには是非このイベントに賛同いただくことをお願いします。 
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沖縄県 施政権返還 50 周年 

沖縄の本当の姿・潜在力を知ってほしい 

沖縄人 2 世  山端 立昇さん（大阪市西淀川区在住）に聞く 

 

【生い立ち－沖縄戦を幼少で体験】 

 1940 年に沖縄市

で生まれました。41

年に 1 歳で親に連

れられて大阪市北

区に来ました。しか

し、太平洋戦争が始

まり、すぐ父親を大

阪に残して、母、弟

３人で沖縄県うるま市に疎開しました。と

ころが、沖縄戦が始まって、本島北部のや

んばるに逃げて、助かりました。捕虜にな

って、収容所に入ったのを覚えています。

当時、本土では、

沖縄全滅と思

われていたよ

うで、大阪にい

た父も家族は

亡くなったと

思っていたそ

うです。戦後、

父が迎えにきて、大阪に戻ってきました。

以来、ずっと大阪暮らしです。 

 戦後初めて沖縄に行ったのは、59 年、大

学生の時の夏休み、パスポートを持ってい

きました。ルーツを意識していたんだと思

います。感激と同時に、初めて戦跡めぐり

をして、複雑な思いになりました。うちの

墓は普天間飛行場の中にあったので、行け

ませんでした。戦時中に墓の中に避難した

記憶があります。69 年の新婚旅行も沖縄で

した。妻も沖縄県出身です。 

 

【沖縄返還前後】 

 60 年代後半、扇町公園で沖縄返還を求め

る 1 万人集会があって、参加し、大阪駅前

の中央郵便局までプラカードを持ってデモ

行進したのを覚えています。父が司会をし、

当時の早稲田大学総長の大浜さんも来られ

ていました。 

 72 年５月 15 日、返還になった時は、「こ

れでヤマトの世になったのか」という漠然

とした気持ちでした。大阪厚生年金会館で

返還記念式典があり、参加しました。 

 返還後は、冠婚葬祭、５年ごとのウチナ

ンチュー大会などの行事で行くのみで、仕 

事もあり観光で行く機会はなかったです。 

 

 

普天間基地 
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【95 年 9 月 4 日・少女暴行事件】 

 95 年 10 月 21 日の少女暴行事件に抗議

する県民総決起集会には残念ながら仕事で

参加できませんでした。怒りがこみあげて

きました。 

 

【米軍基地の整理・縮小を強く望む】 

 50 年前、復帰前後、米軍基地が残ること

や核兵器の持ち込み疑惑がある中で、反対

意見もあったわけですが、私は復帰が実現

して、評価していいと思いました。 

 しかし、いまだに基地があるがゆえの事

件・事故が日常的に相次いでいます。残念

でなりません。日米地位協定を運用改善で

済ますのではなく、早期に改定してほしい

という思いは強いです。どなたかが言って

ましたが、「日本国憲法の上位に日米地位

協定があるのではないか」と。まったくそ

の通りかと感じています。戦後７７年も経

過し、返還から５０年。時代も大きく変わ

り、アジアも経済的にも発展しているので、

いつまでも戦後のままというのはふさわし

くないのではないでしょうか。基地の縮小・

撤去が本当に求められています。 

 

【平和な沖縄で発展を望む】 

 本土の皆さんの中には、基地があって、

経済的に交付金含め、いろいろと恩恵があ

るという誤解をされている方が多い。基地

収入というのは、沖縄県の GDP のわずか３

～５％です。返還された米軍基地跡地の那

覇新都心とか、北谷町のアメリカン・ビレ

ッジなど沖縄経済の発展に大きく貢献して

います。 

 

 

 琉球王国時代、現在の中国をはじめ、ア

ジア地域の皆さんと武器も持たず、平和な

友好関係を築き、海洋国家として交易で成

り立っていたわけです。平和な沖縄であれ

ば、今後も大いなる発展の可能性を秘めて

いると思います。 

 妻方の本部町に墓参した際、帰りは辺野

古を通って那覇に戻るようにしています。

辺野古の現状はどうなっているのかは気に

なります。 

 

大阪の皆さん、本土の皆さんには、米軍基

地の姿とか、戦跡めぐりとかもしていただ

いて、沖縄の歴史や現状について、沖縄の

現状を自分の目で見ていただいて、もっと

正しく認識していただいて、自分の頭で考

えてほしいです。沖縄の音楽、文化、芸術、

沖縄発祥の空手などをきっかけにしてもい

いので、もっと沖縄についても深く考えて

いただきたいです。 
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3月 25日、カジノ住民投票請求の署名運

動が始まった。｢大阪の未来は大阪府民で決

める｣。そう訴える 2ヶ月の幕開けだ。今の

大阪と同様の運動が、2019年、沖縄で行わ

れた。辺野古新基地建設の是非を問う県民

投票を求める署名運動だ。勿論、辺野古新

基地建設は日本政府が沖縄に押しつけてい

る問題である一方、カジノは府民自ら選ん

だ維新政治の問題だという差異は無視でき

ない。しかし、辺野古とカジノとには酷似

した問題が複数ある。 

 

第一に、民主主義破壊だ。市民が既に多

数の反対意見を挙げているのに、権力者は

説明･応答責任を放棄し、数の暴力で工事を

強行する。これは、非民主主義的強権政治

だ。 

第二に、技術上実現不可能だ。辺野古新

基地も、夢洲も、マヨネーズ並みの軟弱地

盤を埋め立てる計画だ。今後も台風や南海

トラフ大地震等の自然災害は免れないし、

｢人類による自然の統御｣という幻想は諦め

るべきだ。 

第三に、環境破壊だ。辺野古･大浦湾はジ

ュゴン･アオサンゴなどの絶滅危惧種が 262

種棲息する日本唯一の｢ホープスポット｣で

あり、カジノ建設予定地も絶滅危惧種コア

ジサシの繁殖地だ。生物多様性を破壊し、

｢海の豊かさを守ろう｣という SDGs にも反

する工事は、国際的非難を避け得ない。 

 

辺野古新基地建設もカジノ建設も、｢破壊

的政治｣だ。新基地は人･町･社会を壊す戦争

を生み、カジノは本人と家族の生活を壊す

ギャンブル依存症を広める。大多数の庶民

の生存権を奪うことで、一部の利権集団だ

けが儲ける営みなど、｢政治｣でも｢産業｣で

もない。単なる｢悪事｣｢公害｣だ。新基地も

カジノも、最初から作らなければ良い。｢賛

否を問う｣住民投票を求める運動は、直接の

反対運動ではない。しかし、署名を集める

過程で市民の認知を上げられれば、反対の

民意は絶対高まる。実際、署名運動を成功

させた沖縄県民は 2019 年 2 月 24 日の県民

投票を勝ち取り、7 割超の反対票という民

意を国に突き付けた。 

 

今年 2022 年は、沖縄の米軍占領と引き

換えに本土が独立を回復したサンフラン

シスコ条約締結(1952年 4月 28日)から 70

年、そして所謂｢沖縄の復帰(内実は日本に

よる沖縄再併合)｣(1972年 5月 15日)から

50 年の｢節目｣だ。今年こそ沖縄に対する

構造的差別を改め始めるべきだが、自衛隊

の南西シフトや選挙を通した露骨な沖縄

分断政策を進める国政は、沖縄差別を一層

公然化している。ゼレンスキー･ウクライ

ナ大統領は国会に招待する一方、沖縄県知

事が上京しても門前払いする現政権の沖

縄蔑視は目に余る。 

 

今年 2月 24日が辺野古県民投票から 3年

の日だったことを忘れていた市民･メディ

アが多かったことに顕著だが、市民の側も

構造的沖縄差別への問題意識が低すぎる。

大阪の署名運動の現場で辺野古の話をする

のは難しいかも知れないが、運動を呼び掛

ける側だけでも、沖縄の先例を学ぶと同時

に、構造的沖縄差別への問題意識を深めた

い。夢洲整備に 790 億円以上の税金を浪費

する維新の強権政治を叩くなら、辺野古埋

立に 9300 億円以上の税金を浪費する現政

権も叩くべきだ。 

 

住民投票を求める署名運動は、非民主主

義的強権政治から市民自治･地方自治を取

り戻す運動であり、カジノ反対を超えた意

義がある。参院選に向けた｢市民と野党の共

闘｣にも繋がるし、構造的沖縄差別解決への

一つの道筋にもなる。2ヶ月間、全力でやり

抜きたい。 

 

イエール大学学生  西尾 慧吾 
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               『なみはや』の送付につきまして、 

今後、E メールでの配信に切り替えを希望される方は、下記アドレスまで配信先 

メールアドレスをお知らせくださいませ。※PDF ファイルでの配信となります。 

こちらへお知らせください→ info＠kokuminrengo/osaka.com 

 

初春の三日間、古代・中世の大陸と日本の関りを

博多周辺に覗いてきた。 

 まずは太宰府、知名度も頭抜けているが、知られ

ているのは観光地の天満宮だろう。紹介するのは、

その西にある政庁の方。柱礎のみ残る跡地だ。 

政庁は、百済の白村江で敗北（662年）した中大

兄皇子が対唐・新羅の備えとして元々あった外交施

設を整備したもの。北方には明らかな防御として大

野城や水城が残る。 

 余談だが、朝鮮の三国史記新羅本紀に、「倭国、

更めて日本と号す」と、対外的に初めて日本が倭国

から国号を改めたのもこのころだ。 

 なお政庁から徒歩圏に、観世音寺がある。ここは

鑑真和尚の三戒壇の一つだ。宝蔵の仏像はなかなか

のもの、おすすめのところだ。 

 次は、糸島市の高祖山の山城、怡土城だ。築城は

天平勝宝八年（756年）6月 22日、吉備真備による

（続日本紀）。目的は対新羅とも大陸の安禄山の乱への備えともいわれている。とにかく大

変な山道だった。 

 最後は、文永の役（1274年）で懲りた鎌倉幕府が以降

の元寇に備えて建造した防塁だ。写真は「生の松原」に

残るもので、長さ 2.5 キロにわたり、幅 1.5 メーター、

高さ約 2メーターに石を組み上げている。文永の役では

弓矢の日本軍に対し、火器を持つ元軍が大宰府の北の大

野城の麓まで攻め寄せたが、夜討を怖れた元の水軍が海

辺の船に戻ったため救われたと、大宰府展示館の女性学

芸員が話してくれた。 

 

  

今回の博多行きに前後して、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった。 

 日本と半島や大陸との間には戦跡も多く残るが、平和な文化の交流期の方が当然長い。ロ

シアとウクライナの間に一刻も早く平和が訪れることを祈り、この稿を終わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

大阪歴史探訪⑧ 番外編・福岡   
西川 たけお（広範な国民連合・大阪運営委員） 

連 載 

大宰府政庁跡 

生の松原、防塁 
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立憲民主党の摂津市議会議員、にしたに知

美です。 

 当選後、半年が経過し、定例会も２回終

えて、現在(3 月 18 日)は令和 4 年度の予算

決定のために市の職員、議員が一丸となり、

予算案策定に奔走しています。摂津市も北

摂の近隣市が抱える南北問題(北部は人口

増で南部は経済的にしんどいご家庭が多 

 
 

く街が衰退)という課題解決に向け、他市の

事例を参考にさまざまな街づくりの案を研

究中です。 

 

 このように、各自治体も問題山積です

が、大阪府はさらに重大な「カジノ誘致問

題」が喫緊の課題としてあります。コロナ

前に決めた事業を見直すことなく、横浜

市のように選挙の機会もないまま、カジ 

 
 

 

ノ推進に突っ走る維新政治。この春、その

暴走を止める方法を模索した市民団体発

で大規模な署名運動が開始されました。 

 私自身、10 年間の市民活動を通じて今

の政治に疑問を感じ、「政治が変わらなけ

れば暮らしは良くならない」という思い

から市議会議員を目指したという経緯も

あり、自分たちが暮らす街を想っての、署

名運動に大変感銘を受

け、早速、受任者に名乗

りを上げました。 

 「なみはや」春号が皆

様のお手元に届く頃に

は、目標とする受任者１

万人が獲得できている

よう尽力していきます。 

 

立憲民主党 摂津市議会議員 

にしたに知美

カジノを止めるか！？ 

市民団体発の 

☑ 署名活動 ☑ 

編集後記： 

 94歳になられた義母との交流を通して、学ぶことがありました。 

 私は現在、高齢の方の足爪ケアを仕事として始めたいと思い、勉強と準備をすすめておりま

す。そんななか、先日読んだフットケアの本にこんなことが書いてありました。 

「ケアの基本は声をかけること。それは、たとえ相手に意識がなくても、会話になっていなく

ても変わらないことです」 

 ちょうどその頃、認知症が進んだ義母との対話が難しく感じていた時でした。この本の言葉

を読んで、私は義母から同じ話を何度も聞いたり、こちらの伝えたいことを理解してもらえな

かったりして、疲れたりイライラしがちだったことを思い出しました。私は、私の言葉で心か

ら語りかけていなかったことに気が付いたのです。 

 その後、私から体調などを伺ったり、ちょっとしたおもしろい話を聞いて頂くようになり、

感情を表現しながら語り掛けているうちに、耳が遠いはずの義母と普通の声で会話が成立して

いたり、二人で笑っていることが増えました。 

 義母にも、これから始める仕事においても、「声かけ」を大切にしようと思いました。(K） 




