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―年金が 0.1％引き下げられます―
全国消費者物価指数が前年度比 0.1％下落（1/27 総務省公表）したことに伴い、
厚生労働省は年金を 0.1％引き下げることを公表しました。
【2017 年度の新規裁定者（67 歳以下の方）の年金額の例】
2016 年度（H28 年度） 2017 年度(H29 年度)
（月額）
(月額)
国民年金

65,008 円

（老齢基礎年金（満額）：１人分）

64,941 円
（▲67 円）

厚生年金※
221,277 円
221,504 円
（夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額）
（▲227 円）
※
厚生年金は、夫が平均的収入（標準報酬（賞与含む月額換算）42.8 万円）で 40 年間就業し、
妻がその期間すべて専業主婦であった世帯金を受け取り始める場合の給付水準です。

年金額は毎年次のように改定されます。
年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにマイナスで、名
目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、物価変動率によって改定することとされています。
このため、2017年度（平成29年度）の年金額は、物価変動率（▲0.1％）によって改定されます。
2017年度（平成29年度）の年金額改定に係る各指標
・物価変動率
・・・▲0.1％
・名目手取り賃金変動率 ※１
・・・▲1.1％
・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」 ※２・・・▲0.5％
※１「名目手取り賃金変動率」とは、前年の物価変動率に２年度前から４年度前までの３年度平均
の実質賃金変動率と可処分所得割合変化率を乗じたものです。
◆名目手取り賃金変動率（▲1.1％）
＝物価変動率（▲0.1％）×実質賃金変動率（▲0.8％）×可処分所得割合変化率（▲0.2％）
（2016年《平成28年》の値） 0.999 ×（2013～2015年度《平成25～27年度》の平均）0.992×（2014年度《平成26年度》の変化率）0.998
※２「マクロ経済スライド」とは、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド
調整率が設定され、賃金や物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。した
がって、2017年度（平成29年度）は、賃金・物価共にマイナスなので、マクロ経済スライドによ
る調整（年金の減額）は行われません。
◆調整率(▲0.5％)＝公的年金被保険者数の変動率(▲0.2％)×平均余命の伸び率(▲0.3％）
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会員からのお便り
前号で、会員からのお便りを募集するため、
年賀はがきを同封いたしました。多くの皆さ
んから近況などが寄せられました。返信して
くださった会員の皆様ありがとうございまし
た。その中から、掲載許可を頂いた方のお便
りを掲載させていただきます。なお、ハガキ
がお手元にまだある会員の皆様、ぜひ、返信
していただけますようお願い申し上げます。

い。」
（ヨゼフ・ピタウ−カトリック教修道会イ
エスズ会）とあった。
私も「ありがとう」に対して「お互い様」
というやりとりがなくなったと思う。些細な
ことだが、このようなことが人をつなぐもの
なのではないだろうか。今こそ働く人たちの
つながりを拡め、強めていくことが、必要な
転換の時期だと思う。

大嶽昇一さん
①退職して 5 年目、再任用、再雇用せず田舎
にて義姉の介護と実家の農作業の手伝いに
日々励んでいます。自給自足の有機栽培です。
②ベンゼン 9 倍、それも 72 か所。検出基準ゼ
ロが当然なはずの猛毒ヒ素が 20 か所、猛毒シ
アンが 39 か所で検出された豊洲、この事実か

谷透さん
新年おめでとうございます。
定年退職後２８年（再雇用を除く）今年３月
１日で米寿です。退教（八王子）のバス旅行
や囲碁大会、メーデーには必ず参加して頑張
っています。

ら絶対に豊洲移転は白紙撤回しかありません。
5 年生の子どもたちと一緒に社会科見学で東
京ガスの科学館へ見学に行った時を想い出し
ています。（今から 20 年前）
③裁判をやってきた者として〝業績評価″は
絶対によくない。即廃棄しかありません。人
を分断し、競争させ、賃金確定の基準にする。
④年金生活は無理と、田舎で月一度の仲間た
ちと食事会をしています。親の介護、車がな

竹山諭さん
孫７人の将来のためにも、先ずは安部サンを
かえたいです！

いと買い物や、お医者にもいかれないなんて、
こんな社会になったのかと怒りの話ばかりで
す。40 年以上もいっしょうけんめいに働いて
きたのに〝殺されてたまるか″と時ある毎に
愚痴を言っています。

やはりストレスでしょうか、周囲の人、特
に若い人たちの無関心がとても気になります。
1 人 1 人がもっと考え、声を上げないととんで
もないことになるのではと、不安です。

武田好永さん
この１年の世の中の凄まじい変化に失望し
ています。集会やデモにも参加していますが、
強行採決の頃に参加した結果、６月に胃がん
の手術を受けました。

生井榮一さん
新年おめでとうございます。みんなで力を

坂本長則さん
この年になると、いついかなることが起こ
ろうと不思議ではない（これは人生のこと）

出しあって、なんとか良い年になるようにし
たいものです。
朝日新聞の“折々のことば”に
「一人ひとりが互いに大切にして初めて“人
間”という概念が成り立つ、どうか、日本語
にこめられた深い意味を再認識してくださ

国生（政）は違う。政治には過去・現在・
未来、そしてもう一つ永遠が求められる。こ
う考えていくと今の世が怖くなる。
長時間労働で自殺した高橋まつりさんの母
幸美の手記に心打たれる“働く全ての人の意
識が変わってほしい”と訴える。私は今、政
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治にたずさわるすべての人に…と置き換えた
い（「私たちの憲法」を読んでいて）

満下嵺さん
年齢相応の故障とつきあいながら静かに馬

自分はこれから先、起こるべきものが起こ
るまで精いっぱい生きていきたいと思う、こ
れが新しい年を迎えて私に与えられた命題と
考える。（編集部註：９３歳の大先輩です。）

齢を重ねています。時間があるので現役時代
より新聞を丁寧に読むようになりました。憲
法、沖縄、原発、年金、領土、国債…みんな
うしろ向きで、孫たち将来の国民が心配です。
遊びでは、海釣りや麻雀の先輩たちが隠遁
したり彼岸に渡ってしまったりで参加の機会
がぐっと少なくなりました。
都退教の動力となっている皆様には深く敬
意を表しています。

加藤和雄さん
新宿教組の役職を務めていたものですが、
教組が衰退し、教師の職務が多岐に渡り、最
近の父兄層も利己的な面が多く最近では超勤
はおろか過労によるノイローゼ、自殺まで出
ている状態です。「君が代裁判」では勝訴した
ものの戦前、戦中、戦後を過ごしたものには
時代の逆行を心配せずにはおられません。学
校教育の在り方を考え直して欲しいです。

片桐健司さん
いつも貴重な情報をありがとうございます。
定年退職してまる９年がたとうとしていま
すが、非常勤教員として５年勤めたあと、算
数講師として、大田区の小学校で午前中仕事
をしています。
午後は、品川区内で学習教室と称して、子

木下裕一さん
地域での市民運動「戦争いらない多摩市民
連合」で活動しています。衆議院選における
２３選挙区での野党統一候補の立候補に向け
て町田市民運動との共闘を進めています。１
月２７日には生活に密着した問題から政治に
目を向けていく場を設定しようと金子勝（慶
應大学教授・経済学者）講演会を行います。
18：30 より京王線、小田急線永山駅下車、ベ
ルブ永山ホールが会場です。お時間がおあり
でしたら是非ご参加ください。（編集部註：会

どもたちとつきあったり、障害児を普通学校
へ全国連絡会の事務所でお手伝いをしたりし
て、けっこう忙しい毎日を送っています。

亡くなられた会員の皆さま
心より御冥福を
お祈り申し上げます
会員の皆様の訃報が都退教協事務局に届
くたびに、あの方も亡くなられたのかと寂し
い思いになります。これまで、事務局に連絡
のあった亡くなられた会員を掲載し、心から
ご冥福をお祈りいたします。

報の発行が間に合わなくてすみません。）
及川輝治さん
開高健は「人間愚か、再び戦争を起こす」
と予言。そんな雰囲気を感じる年です。
ギリシャ共産党は EU 脱退を主張、仏ネオ
ナチの国民戦線ルペンも EU 脱退を主張して
大統領選に立候補。マルクスにその是非を聞

岡田
頓宮
金岡

きたい。マルクスを超える哲学者を期待する
ばかりです。
学校はブラック職場の代表、僕らにも責任
ありです。都退教協として全校長にアピール
だしませんか。

高井
浅川
木村

啓明さん
秀夫さん
信一さん

操さん

武田

精三さん

陽一さん
一徳さん

中村
金城

壽ニさん
唯兼さん

佐々木

良一さん
保さん
毅さん

田中
吉田
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安部東明さん
教育現場で福島のこども達が原発事故によ

谷口滋さん
運動不足でメタボぎみの身体をどうにか立

り放射能に一番影響を受けやすいと云う問題
で福島以外の所に避難移住せざるを得ない状
況で「子供のいじめ問題」が起きていると報
道がありました。米軍施設建設が進んで高江
の住民を「土人」呼ばわりした大阪府警の差
別発言とナチスによるドイツのユダヤ人虐殺
を引き起こした民族差別と関東大地震での朝
鮮人よる殺人事件のでっちあげ事件ととどめ
ない歴史を呼び起こします。問題の現実と引

て直そうと、2 年ほど前から目黒に住む元同僚
のテニスクラブに入れてもらった。月に２～
３回程度だが、ママさんや年上のオジさんと
プレーを楽しみ、体重は減らないもののスト
レスは減った。最近は、孫娘と地元のテニス
コートを予約してナイターテニスを楽しむが、
もうすぐ追い越されそうな上達ぶり。それも
うれしい。あと何年出来るかと思いつつ、気
分は錦織なのである。

き起こした原発事故と原発を進めてきた行政
の責任を改めて問われています。

日退教福島スタディーツアー
「福島原発事故から５年半・・・福島の今を・・・」
藤崎
2011 年３月１１日の東日本大震災、翌日の
福島第一原発事故から５年半が経った。
政府や東電は原発事故を過去のものとして
早期解決を目論み、帰還政策を進める中で、
今、福島の現状はどうなっているのか、日退
教は 2016 年 11 月 13 日（日）～14 日（月）に
北海道から沖縄まで全国から 39 名の参加者で

喜仁

葉で埋められ
ていた。一年生
の掲示板には
「原子力の利
用」の習字と
「いじめを許
さない」掲示物

「福島スタディーツァー『福島原発事故から
５年半…福島の今を…』」を実施した。
一日目は公立学校飯坂温泉保養所あづま荘
を会場に、学習会と交流会。講演は柴口正武
さん（浪江東中学校・前福島県教組副委員長）
の学校現場からの報告だった。柴口さんは震
災時浪江中学校に勤務していた。
さる８月１日、柴口さんが同僚の教職員と、

が…。
さらに８月 21 日には浪江東中学校に入る。
卒業証書授与式の立て看板の脇に 20 数足のき
ちんと揃えられた上履き。生い茂った雑草と
雑木で荒れ果てた校庭。机・椅子文書ファイ
ルが散らばった生徒会室。卒業する三年生の
教室は巣立っていく希望に満ちた言葉の数々
…。

校舎清掃の為に５年半ぶりに学校に入った時
の映像は衝撃的だった。あの日３・１１］が
そのまま残されていた。書棚が倒れかけ、本
が散乱している図書室、机上や床に物が散ら
ばり、人が居ないだけの職員室。卒業式当日
の三年生の教室の黒板は巣立つ生徒たちの言

あの日から時間が止まったままの学校の風
景は、ただ悲しく虚しく、そして悔しさと怒
りが込み上げてきた。その瞬間までそこに居
た多くの人達の生活と、生徒たちの夢と希望
も一瞬のうちに奪い去った。二度と戻ること
の出来ない過去だが、３・11 の当日が現存し
4

ている校舎は私の胸を締め付ける。
再開された浪

いない。線量の高い地域に人々を住まわせる
のは犯罪行為ではないのかと怒りが込み上げ

江町の学校は、
浪江小（９人）
と津島小（２人）
浪江中（１７人）
の３校が同じ仮
校舎（二本松市）
で学んでいる。震災前は 1156 人いた小学生が
今は１１人。３９８人いた中学生は 17 人。避
難所の移動で転校を４～５回繰り返した子も

る。（環境省によると、避難指示区域には約２
８０ヵ所の仮置き場があり、敷地は同省が農
家などから有償で借りている。汚染された土
や草木などを入れた「フレコンバッグ」と呼
ばれる黒い袋（１立方メートル）が７００万
袋以上山積みされている。( 2016/11/15 毎日
新聞)
飯桶小学校（現在は川俣町に避難）に着く。
線量はここも非常に高く 0.80～１.00μsv も

いる。元気が無く精神的にも病んでいる。病
院も近くに無く、買い物に直ぐに行けない距
離で生活している。転校先でいじめや不登校
（７割）になり、だから戻ってきた子もいる。
やるせない気持ちになる。
17 人しか居なくても浪江中の教職員と生徒
達は、少人数でも創意工夫した文化祭に取り
組んだ。ふるさとを知りふるさとを学び「ふ

ある。モダンな木造校舎で中を覗くと慌てて
避難した痕跡がうかがえる。子どもの姿も声
も今は聞こえな
い。いずれ取り
壊しになるとい
う。目に見えな
い放射線が子ど
も達の楽しい日

るさとを創造」する総合学習の発表。全校合
唱や自主映画製作や地域ボランティア活動な
ど、地域や生徒達の心情に寄り添った取り組
みは教職員のたゆみない努力なしにはできな
い。
二日目は福島県教育会館で線量計を借用し、
「避難指示区域」（避難指示解除準備区域・居
住制限区域）の村や町をバスで巡った。
竹中柳一さん（福島退教・元福島県教組委

常を容赦なく奪
い去った痕跡がここにある。
次に飯館中学校に行った。線量は比較的低
い。校庭は除染され 0.18～0.22μsv だ。この
場所に 50 億円をかけて飯館小学校と中学校を
建設すると云う。
ここから南相馬市に向かう。７万人の人口
が１万人になったが人々は住んでいる。線量
は 0.12μsv。

員長）の案内でバスは進む。川俣町に向かう。
ここの空間線量は 0.18μsv くらい。県道脇で
は除染中の作業員や車両が連ねており、田や
畑にフレコンバックが積み上げられている。
除染をしても空間線量は低くならないのは、
落ち葉のセシウムが土中に入り込むから。阿
武隈山系は線量がとても高いという。
飯館村に入る。道路脇に太陽光パネルとフ

昼食休憩し浪江町に向かう。浪江駅前で降
りて商店街を歩く。窓越しに中が見える店や
シャッターの下りた店舗、傾き壊れかかった
民家。今は誰一人いない。魂が抜け落ちた人々
の営みの消えた脱け殻の街。静けさの中に沈
黙の怒りが聞こえてくる。駅前の線量は１.21
μsv で極めて高く危険地域だ。
しかし、人の

レコンバックの山々が目に付き、道沿いに民
家が続くが人は誰も住んでいない。車中の線
量は 0.81μsv で高すぎる。政府は 2017 年３
月 31 日で飯館村に全村避難解除の方針を出し
た。飯館村だけで１７０万個のフレコンバッ
クが山積みされておりインフラ整備も出来て

動きはある。除
染作業に従事す
る人達だ。絶え
まなく車と信号
だけが動き廃墟
の街に違和感を
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与える。福島駅
に戻る県道の

の無念さと怒りとやるせない気持ちを感じた。
福島を訪ねて自分の目で見て感じたことを伝

両脇は荒れた
田畑にススキ
とセイタカア
ワダチソウが
生い茂り、その
途中にはフレ
コンバックの山が延々と続く。ずーつと見て
いると原発事故で全ての生活を奪われた人々

え語ることが本当に大切と感じた。福島を決
して忘れてはいけないと…。二日間の行動の
受け入れ、その準備にお世話いただき、また、
折々に貴重な話をしていただいた福島県退教
住谷会長、浦井事務局長、バスでの視察にあ
たり被災地の現況・課題を細かくお話いただ
いた竹中さんに感謝いたします。

「ポツダム宣言」の真実
柴田 廸春
れ続け、滅亡の渕に至るか、理性の道を
選ぶか、決断する時が来ている。
５）我々の条件は次の通り、この条件から
の離脱はあり得ず、代替条件も遅延も一

「ポツダム宣言」が１９４５年７月２６日、
米大統領・中華民国主席・英首相の名で送ら
れ、日本政府が８月１４日にこれを受諾しま
した。この内容について、私自身十分理解し
ているとは言えません。そこで、「宣言の原文
（日本語訳）」は文語体なので現代文に直して
要約しました。（「宣言」は「(1)～(13)」です。
「注」と「コメント」は、本文の後に付けま
す。（ゴシックは筆者）
＜ポツダム宣言＞ １９４５年７月２６日
米・英・中三国宣言（ポツダムにおいて）
１）米大統領・英首相・中国主席は、我々の

切認めない。
６）無責任な軍国主義が世界からなくなる
までは、平和、安全、正義の新秩序の実
現は出来ない。
日本国民をだまし、世界征服へと誘った権
力や勢力は永久に除去されなければならな
い。
７）このような新秩序が確立されるまで、
また日本国の戦争遂行能力が破砕されたこ

数億の国民を代表して協議し、今次の戦争
終結の機会を日本に与えることで意見が
一致した。
２）米・英・中の巨大化した陸海空の軍事力
が、日本に対し最後の一撃を加える体制が
整っている。この軍事力は、連合国により、
日本が抵抗を終止するまで支持され、鼓舞
される。

とが確証されるまで、連合国が指定する日
本領土の諸地点は、我々が指示する基本的
目的の達成を確保するために占領すること
とする。
８）「カイロ宣言」の条項は履行されるべき事、
また、日本の主権は本州、北海道、九州及
び四国並びに我々が決定する諸小島に局
限するものとする。

３）立ち上がった世界中の自由人民の力に対
するドイツの敗戦は、日本に対する明快な
前例で、我々が全ての軍事力を投入すれば、
日本軍は壊滅し、国土は焦土と化すであろ
う。
４）日本は、身勝手な軍国主義者に統御さ

９）日本国軍隊は完全に武装を解除された
後、各自の家庭に復帰し、平和的で生産
的な生活を営む機会を得ること。
10）我々は、日本人を民族として奴隷化し、
国民として滅亡させる意図はない。しかし、
我々の捕虜を虐待した者を含む一切の戦争
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犯罪人に対しては厳重な処罰を加えるもの
とする。日本政府は、日本国民の中にある

８参戦）を条件に、南サハリン及び千島列
島のソ連への引き渡しや満州に対する中国

民主主義的傾向の復活強化に対する一切
の障害を除去し、言論、宗教、思想の自由
並びに基本的人権の尊重が確立されなけ
ればならない。
11）日本国がその経済を維持し、公正な実
物賠償の取り立てを可能にする産業を維
持することは許される。ただし、日本国
が戦争遂行のための再軍備をする目的と
する産業は許されない。産業目的の原材

の完全な主権の確立」などを内容とする
「ヤルタ対日秘密協定」が決定された。
＜コメント＞
２０１６年１２月１５日、ロシアのプーチン
大統領が訪日しました。日本政府は、両首脳
の会談による「北方領土返還」の可能性をに
おわせ、それを「手柄」に「内閣支持率」ア
ップを図り、１月総選挙実施を意図したよう

料の入手（ただしその支配とは区別する）
は許される。
12）前記諸目的が達成され、日本国民が自
由に表明できる意思に従って平和的傾向を
持ち、かつ責任ある政府が樹立されたなら
ば、占領軍は日本国から撤収するものとす
る。
13）我々は日本政府が直ちに全ての日本軍

ですが、結果は安倍政権の思惑が大きく外れ、
文字通り「プーチンペース」でコトが運んだ
ようです。
ところで、「北方領土（四島）」は「ポツダ
ム宣言」第８項に沿って理解するとすれば、
「カイロ宣言」の履行と日本の主権の及ぶ範
囲について明記されており、「日本への返還」
という表現は必ずしも適合しないのではない

隊が無条件降伏を宣言し、かつ日本政府
が誠意をもって適当かつ十分なる保証を
提供するよう要求する。これ以外の日本国
の選択は即座にかつ完全な撃滅があるだけ
である。
＜注＞
１、「カイロ宣言」～１９４３年１１月、ルーズ
ベルト米大統領・チャーチル英首相・蒋

かと考えられます。もしあるとすれば、戦後
１９５６年に鳩山一郎政権が行った「日ソ共
同宣言」が、「日ソの戦争状態を集結して国交を
回復する。」その際、「歯舞・色丹の２島は平和条
約締結の後日本に引き渡される」としたことを
根拠に主張されていると思われます。今回も、
ロシア側が「北方領土」に関し「平和条約を
結ぶこと」を前提としているのは、歴史的経
緯からすれば「勝手な主張」とは言い難いこ

介石中国主席が、エジプト・カイロで会
談し、発表した宣言。その概要は「日本に
対する無条件降伏を要求し、降伏後の日本
の領土決定、朝鮮の独立などの重要事項」
を含んでいる。約１年半後に出された「ポ
ツダム宣言」の基礎となった。
２、「ヤルタ会談」～１９４５年２月、ルーズベ
ルト、チャーチル、スターリンの米英ソ

とです。それより、ロシアが危惧するのは、
「北
方諸島」が日本に帰属すると、そこに米軍基
地が置かれる可能性がある、ということではな
いかと考えられます。
１９５１年に締結された「サンフランシス
コ平和条約」に当時のソ連は参加しておらず、
加えてその際結ばれた「安保条約」に付随し
た「日米地位協定」に「米軍が望む兵力を、望む

３首脳が、ウクライナ・クリム半島ヤル
タで行った会談。ドイツ降伏後の管理、
国際連合などでの協定。また「ドイツ降
伏（実際には１９４５．５．８にドイツが降伏）
後、３か月以内のソ連の対日参戦（実際は８．

場所に、望む期間駐留させる権利を確保する」と
なっている以上、ロシアに近接した地域を日本
領土として「引き渡す」ことなど、現在の国際情
勢からは到底思い及ばないのが現状なのでは
ないでしょうか。
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凶暴なる平成の治安維持法、共謀罪（テロ等準備罪）
政府は、今国会に三度も廃案になった共謀
罪を「テロ等準備罪」と名を変えて提出しよ
としている。
東京教組の顧問弁護士でもある海渡雄一さ
んの１月２０日の講演を元に、凶暴なる「テ
ロ等準備罪」の問題点をお知らせする。
すでに日本の法体系は７０程度のテロを含む
重大犯罪を処罰する予備罪や共謀罪がある。

ロギー的な目的に基づく犯罪行為を除外する
と明確に書かれている。すでに日本は、テロ
対策に関する１０余りの条約を全て批准し、
法整備も行なっているので「テロ準備罪」な
ど必要はない。
６００以上の犯罪を対象にする共謀罪
懲役４年以上になる犯罪を対象としている
ため６７６の犯罪が対象となる。政府は、犯

今回の「共謀罪」は、それ以外に６００以上
の犯罪を対象にするものだ。考える自由や話
し合う自由を奪い、国家が市民の心を監視す
る社会を招くのが「共謀罪」だ。
犯罪が起きていない段階で操作、逮捕が行
われる共謀罪によって、私たちの会話やメー
ル、携帯電話などの通信が警察の職務として
暴かれる。政府は「普通の人を対象にするこ

罪対象を減らすと言っているが、最初に多く
出して、少しずつ減らして納得される手口は
過去廃案になった時と全く同じ茶番である。
たとえ１４０に減らされても、考えたこと、
話したことが警察にのぞき見られ、犯罪にな
る法律はあってはならない。戦前の治安維持
法も成立時「極端な団体だけ適用」「純真な国
民を傷つけることはしない」と言っていたこ

とはありません」と言っているが、共謀罪が
できてその対象になった途端に「対象になる
人だから普通の人ではない」と言うことにな
る。政府の方針に反対したり、自分の意思を
表明することは普通でないと断罪される社会
が到来する。まさに戦前の治安維持法とウリ
ふたつだ。
テロ防止はウソ
国連の越境組織犯罪防止条約は「テロ準備

とを思い起こしたい。その治安維持法も最初
は日本共産党が摘発され、その後労働組合、
学術団体、合法的な団体、大本教、創価学会、
天理教、キリスト教などの宗教団体、研究者、
学者、雑誌編集者と際限なく拡大された。
今の沖縄の不当な逮捕の拡大、連続を見る
と、すでに共謀罪の準備は進められていると
言ってよい状況だ。
テロ準備罪は「政府に歯向かう団体を根絶

罪」を成立させなければ批准できないし、オ
リンピックもできないと政府は言いますが、
大ウソです。この条約は、テロ対策ではなく
マフィアや暴力団対策のための条約でイデオ

やしにするために使う法律」と考えざるを得
ない。
共謀罪の国会提出を絶対に許してはならな
い。

編集後記
★立春が過ぎても厳しい寒さは続く、インフルエンザも猛威を振るっている。学級閉鎖の知ら
せも届く。会員の皆さま、くれぐれもご自愛ください。
★都議会議員選挙（6 月 23 日告示、7 月 2 日投開票）小池旋風が吹き荒れる中、大変な激戦に
なっている。東京教組の組織内候補「阿部祐美子」さん当選のために皆さんのお力をお願い
します。先日お願いした都政連のカンパにご協力くださった多くの方々に感謝申し上げます。
★国会では共謀（凶暴）罪、米国では凶暴なトランプにゴルフでかしずく安倍首相 （谷口記）
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