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戦争させない決意を固めた第 41 回定期総会
7 月 1 日（水）午後 2 時より、都退教協定期

会員からは、「総会の進行プログラム、来賓

総会が会員 20 名の参加で開催されました。
佐久間忠夫議長の進行のもと、柴田会長挨
拶、ご来賓挨拶のあと、経過報告、活動方針、
予算・決算が決定されました。なお、「一、組
織強化・拡大」の項に「また、男女平等の観
点から、現職同様に共同の組織運営を目指し
ます。当面、都高教退職者会を含め、共通の
テーマ、課題に関し、共同行動、共闘を積み

名簿など全員に配布すべき」
「東京都教職員互
助会に退職会員の意見を反映させるための組
織を検討するべき」などの意見とともに、安
倍政権がすすめる戦争法案・憲法破壊に対し、
怒りと戦争をさせない決意が多く発言されま
した。総会は、2015 年度の役員を選出し、城
田常任委員による総会宣言を満場一致で採択
して成功裏に終了しました。総会後、恒例の

重ねていきます。」が追加されました。

懇親会にも 14 名が参加してくれました。
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安倍自公政権は、その誕生以来、戦後の日
本の柱とも言える民主主義、平和主義をこと
ごとく踏みにじってきた。戦後日本は戦争放
棄を明記した平和憲法の下で７０年もの間、
武力行為によって他国の人間を誰ひとり殺め
ずに来た。また唯一の被爆国として、日本国

み、抗議を続ける沖縄の仲間に連帯し新基地
建設を阻止していく。
安倍自公政権は原発の輸出に血道をあげ、
今年の夏には、鹿児島川内原発再稼働を果た
そうと目論んでいる。福島第一原発事故によ
る避難民は未だに２０万人以上を超えている。

民は戦争放棄と平和な社会の実現を世界に訴
え、国際的な信頼を築き上げてきた。
しかし、先日、日本を戦争ができる国へと
変えるための法案を閣議決定し,国会に提出
した。これは憲法改正にも等しい解釈見直し
だし、国民投票に問うべき歴史的大転換であ
り、国民を再び戦争への道に引きずり込む憲
法破壊の許すことの出来ない暴挙である。米

汚染水は大量に海に垂れ流され、放射能も大
気中に絶え間なく放出されたままである。し
かし、危険でも安全宣言して、避難指示区域
を解除して帰還を押し付け、精神的損害賠償
費の打ち切りをして棄民化政策を進めている。
今年６月からは、中学校教科書の採択が始
まる。子どもたちに史実に基づき,自ら多文化
共生・平和・人権の視点の学び合うことがで

国追従・国会軽視の安倍自公政権による憲法
破壊攻撃に対して断固抗議し、阻止していか
ねばならない。
また、沖縄県民の声を無視した辺野古新基
地建設を強行し建設に取りかかろうとしてい
る。私たちは基地ゲート前に非暴力で座り込

きる教科書の採択に向けて、各地区で広範な
市民と共に行動していかなくてはならない。
安倍政権は「アベノミクス」の成果を強調
するが、国民の生活には反映されず、貧困と
格差はますます拡大している。｢子どもの貧困
率｣は１６．３％に達し、6 人に 1 人の子ども
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が貧困の状態にいる。貧困の連鎖を断ち切る
手立ての奨学金は、若者のおおきな負担にな

や脱原発の闘いに全力で取り組みます。また、
来年の参議院選挙に向けて、自公政権に明確

っている。有利子奨学金の返済は若者の貧困
化にもつながり「ブラックバイト」の横行と
ともに社会問題化している。
本日私たちは会員相互の真摯な討論を重ね、
２０１５年度の活動方針を決定しました。当
面する政治課題と組織拡大を実現し、高齢者
が安心して暮らせる社会保障制度の改善要求

に反対する政治勢力の結集のために全力を尽
くします。
以上宣言します。
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《当面の「戦争をさせない」行動》
安倍政権の暴走を止めるための諸行動が連
日のように予定されています。お時間のある
ときで結構です、是非お出かけ下さい。特に
８月３０日は、全国で１００万人規模、国会

周辺で１０万人の大集会を計画しています。
この集会を成功させ、戦争をさせない！主権
者の意志を示して、戦争法案を廃案に追い込
みましょう。

８月２０日（木）１８:３０～
戦争法案反対国会前集会（連続木曜行動）
衆議院第２議員会館前

８月２６日（水）１８:００〜
安保法制等の法案に反対する
日比谷野音大集会＆パレード
日比谷野外音楽堂
主催：日弁連
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８月２７日（木）１８:３０～
戦争法案反対国会前集会（連続木曜行動）
衆議院第２議員会館前

８月３０日（日）１４:００〜
戦争法案廃案！安倍政権退陣！8.30 国会１０万人大行動
国会議事堂周辺
９月３日（木）１８:３０～
戦争法案反対国会前集会（連続木曜行動）
衆議院第２議員会館前

吉田寅次郎（松陰）について

柴田

廸春

いわゆる「大河ドラマ」に登場する吉田松陰は、日本近代における思想家・指導者として描
かれているようだが、実際はどうなのだろうか。
日本政府が推薦していた「軍艦島」
（長崎県・端島）や「松下村塾」が世界遺産に登録されそ
うだが、果たしてそれに値するのか、と高實康稔長崎大名誉教授が「週刊金曜日」に疑問を投
げかける記事を寄せている。
それによれば、同氏は４年前、軍艦島で強制労働に従事した生存者から直接渡韓して聞き取
りをし、
「自分たちがあの島でどんな目に遭わされたと思っているのか」
（世界遺産登録は）
「歴
史を隠すことではないのか」などの声を収録しているという。韓国政府も「人類の普遍的な価
値を保護する」という世界遺産の趣旨にふさわしくない、という見解を表明している。
これに対する日本の岸田外相は「（世界遺産の）対象とする年次は１８５０年代から１９１０
年」だから、「（強制連行の）年代も歴史的な位置づけ、背景も異なる」と政府見解を述べてい
る。しかし、同氏は、
「軍艦島」の建物は１９１６年建設が最古なので、外相発言は事実とはあ
まりにもかけ離れている、と指摘している。
また、今回「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連施設」と銘打ちながら、なぜか萩
市の松下村塾が含まれている点についても、同氏は疑問視している。
薩長藩を中心とした明治以降の日本政権がとってきた日清・日露戦争、日韓併合・植民地化、
「満州事変」
「日中戦争」など、負の歴史の背景には、松陰の壮大な侵略思想があることが指摘
されている。
例えば、
「今急に武備を修め、艦ほぼ具わり砲ほぼ足れば、すなわち宜しく蝦夷を開墾して諸
侯を封建し、間に乗じてカムサッカ、オホーツクを奪い、琉球に諭して（中略）朝鮮を責め、
（中略）、北は満州の地を割き、南は台湾、ルソン諸島を納め・・・」
（「吉田松陰全集」第１巻
所収）と主張している。
また、
「国力を養ひ、取易き朝鮮・満州・支那を切り随え、交易にて魯国（ロシア）に失う所
は又鮮満にて償うへし」（同第５巻）とも述べていて、幕末期から、「国力を養」った後は武力
侵略によって領土拡大を目指すべきだと唱えていたということである。
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東京都退職教職員囲碁大会のお知らせ
退職教職員生きがい支援協会は、その事業の一つとして「退職教職員全国囲碁大会」を毎年
11 月に、日本棋院で開催しています。それに出場するためには、各都道府県大会と各地域ブロ
ック大会を勝ち抜く必要があります。
都退教協と都高教退職者会は、東京都代表を選出するため、下記の要領で東京都退職教職員
囲碁大会を共催します。
東京都代表に選出されることが最大の目的ですが、同好の方々と勝敗抜きで囲碁を楽しむこ
とができます。また、都高教退職者会の仲間と交流を深めることもできます。例年、都退教協
の参加者が少なくて、都高教退職者会のメンバーに圧倒されてしまっています。
初心者の方でもかまいません、同好の皆さまと囲碁を楽しみませんか。参加費は徴収いたし
ますが、参加者全員に参加賞を差し上げます。昼食と飲み物は事務局で用意いたします。また、
各階級上位 2 名には、商品も用意いたします。みなさまの応募をお待ちしております。
記
１．日時 9 月 9 日（水）午前 10 時～
２．場所 東京都教職員互助会ナーベル御茶ノ水２階 会員集会室
（東京医科歯科大学と順天堂大学の間の坂を上り、ローソンの先を右に入る）
３．階級 A クラス－無差別（段級の制限なし） B クラス－２段～５段
C クラス－初段以下～初心者
※各階級から上位２名が代表選手として、関東ブロック大会に出場でき、ブロック大
会各階級優勝者が全国大会に出場できます。
４．ルール（詳細は当日プリントを配布します。）
A クラス－握りで先番を決め、黒番は６目半コミ出しとする
B クラス－段差があるときは、段差に応じて置き碁とし、ジゴ白勝ち。同段の時は A クラス
と同様にする。
C クラス－１～５級差の時は B クラスと同様とし、６級差以上の差がある場合は３子とする。
※A クラス、B クラスの対局には、対局時計を使用する。（持ち時間、各４０分）、C クラ
スは１時間過ぎて対局が終わらなければ対局時計を使用し、持ち時間は各１０分。
５．参加費 １人５００円（大会当日集金）
６．申し込み
ハガキ、FAX：０３‐５２７６‐１３１２、メール：totaikyokyo@tokyokyouso.org で、名前、
連絡先と囲碁大会参加の旨記入して都退教協あてに９月２日までにお申し込みください。

編集後記
＊

定期総会も終わり、連日の戦争させない国会前行動に汗まみれになって参加しているが、

世論の怒り支持率も下がり、いよいよ安倍政権も追い込まれている。あと一歩、老骨に鞭打っ
てとは言わないまでも、無理せず参加し続けていきたいと思っている。
＊ 年金制度が変わりマクロ経済スライドが導入されて私たちの年金はこれから徐々に下が
っていく。今年は、賃金上昇分と差し引き 0.9％引き上げとなるが来年以降が危ぶまれる。次
号から、年金についてわかりやすく解説していきたいと考えている。
（谷口 記）
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