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憲法改悪を許さない！戦争させない！
だれもが共に生きていく社会を！

古賀ちかげ必勝！日教組東京総決起集会
来年７月に予定されている参議院選挙勝利に向けて下記の集会が
開催されます。奮ってご参加ください。

と

き ２０２２年２月 1０日（木）午後６時 30 分 開会
（受付開始６時）終了予定７時３0 分

ところ 日本教育会館

７階

707 会議室

子どものために、充実した教育のために、学校にゆとりを！

古賀ちかげさんからのメッセージ
東京都退職教職員協議会の皆様、こんにち
は。平素より古賀ちかげ に温かいご支援、

等で苦しむ子こどもの姿、課題にも気づか
されました。その背景には、大人社会に問

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が小康状態に
なっていることもあり、徐々に全国を回
り、多くの皆様にお会いすることがかなう
ようになってまいりました。直接お会いし
対話すること、同じ時間を過ごすことの大
切さを改めて実感しているところです。

題があることが多く、子どもを支援する仕
組みや制度を充実することの必要性を強く
思うようになりました。あわせて、今学校
は長時間勤務が常態化し、余裕のない中で
子どもたちへの対応をしています。子ども
たちとの時間をしっかりと確保し、ゆたか
な学びをしていくためにも教職員の業務削

さて、私は今３つのことを政策の柱とし
て、その思いをお伝えしています。
第一は「子ども」です。３０年間、学校
現場で子どもたちと楽しく過ごしてきまし
た。一方で、教育格差、差別、貧困、虐待

減、少人数学級の拡大、全国学力調査の廃
止等にも力を注ぎたいと考えています。
第二に「くらし」です。高齢者の暮らし
はどうでしょう。年金は下がり、後期高齢
者の窓口医療費負担は、所得に応じて１割
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から２ 割に引き上げられようとしていま
す。また、私は非正規雇用で働いてきまし

て頑張っていく所存です。
先日の衆議院選挙では、選挙に当選するこ

た。今、労働者の４割が非正規という状態
です。感染症でシフトが減り、生活が困窮
している非正規労働者がたくさんいます。
非正規の皆様とも連帯し、同一価値労働同
一賃金の実現、社会保障の充実に向けとり
くんでまいります。「全ての人に出番と居場
所がある。」そんな社会をめざしたいと考え
ています。
第三は「平和」です。民主主義がないが

との厳しさを実感いたしました。今改めて
身の引き締まる思いでいます。しかし、国
会において学校現揚の実情や思いを伝え、
政策に反映する日政連議員の存在は重要で
す。参議院の比例代表は名前を書いていだ
だく選挙になります。教育の議席を守り、
女性の議席を確保するためにも、そして皆
様に「古賀ちかげ」としっかりとお書きい
ただけるよう、残された時間を精一杯努力

しろにされ、時の政権による独善的な運営
が強くなっているからこそ、日教組のスロ
ーガン「教え子を再び戦場に送るな」を具
現化することが極めて重要になっていま
す。民主的な社会、憲法理念の実現に向け

してまいります。
引き続きのご支援を伺卒よろしくお願い
申し上げます。

東日本大震災から 10 年
東北宮城岩手・学習交流の旅
2011 年 3 月の東日本大震災から 10 年半が
過ぎた。日退教は 2016 年～19 年まで福島県
退教の協力で「福島学習の旅」を実施してき
た。
今年度は宮城県退教、岩手県退教、岩手高
退教の協力で「被災を学び・復興を学ぶ」学
習交流の旅を 10/31～11/1 に実施した。
仙台駅に集合して、バスの中で日退教平岡
事務局長の司会で、日退教竹田会長の挨拶。
宮城県退教酒井会長と岩手県退教吉田会長か
らもそれぞれ挨拶があった。

<大川小学校の津波被害とは>
宮城県退教酒井氏より大川小学校の津波被

大川小学校は津波避難のマニュアルを作成し
ていなかった。他県の学校のマニュアルを名

害の概要説明があった。教師たちは何故裏山
避難か、川沿いの高台かで揉めていたのか。
裏山には低学年でも 1～2 分で行けるのに。

前だけ変えて提出していた。そこには津波の
時「近隣の公園・空き地」に避難とあり、学
校の周りには公園空き地は無く「裏山に避
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難」など書かれていなかった。校長は権力的
で学校と地域住民で行っていた催し物を全て

かし強硬に反対した住民もいた。 「山が崩れ
たらどうする、誰が責任を取るのか」と。

中止にしていた。県は 2 年で人事異動を行い
校長に意見するものは居なく、校長不在の教
師達は的確な判断能力を欠き、物言わぬ教師
集団が子ども達を死に追いやったと語ってく
れた。
①震災遺構大川小学校・大川震災伝承館に

津波警報と高台避難の広報車が呼び掛けて
いるにも関わらず、教頭らは決断が出来ない
まま時間が経ち、最終的に目指したのは北上
川堤防の高台だったが、その 1 分後津波が襲
い掛かってきた。 裏山に打ち上げられ救助
された児童は 4 名のみ。だが裏山に逃げよう
と言っていた教務主任は、衣服が何一つ濡れ
ていないまま助かっていたと云う。
その裏山に上がってみた。少し急な所はあ

児童 74 名教職員 10 名が津波で犠牲になっ
た大川小学校の校舎が震災遺構として整備さ
れた。私が 2018 年に訪れた時は、遺族の佐藤

るものの低学年でも楽に上がれる。校庭や校
舎の全景が一望でき、北上川もはっきりとみ
える。教務主任はここから津波を確認しに行
って助かったと思われるが・・・。校庭脇の野
外ステージには「未来を拓く」と、生き生きと
描かれた児童の壁画が見る人に訴えかける。
「もっと生きていて欲しかった」
「かけがえの
ない人生が待っていたのに」 たった一つの
小さな命が奪われてしまった無念の想いが伝

さんのガイドでその惨劇をきいた。
助かる筈の命が何故助からなかったのか、
地震発生から 51 分も児童は校庭に待機させら
れた。校長不在の中、教頭・教務主任・教職員・
地域住民らは裏山に避難するか校庭に留まる
か激論を繰り広げていたと云う。子ども達は
慣れた裏山に逃げようと訴え、事実裏山に逃
げた子どもを引きずり降ろして校庭に戻した
教員もいたと云う。裏山はシイタケ栽培にも
使われ、校庭から 1 分もあれば避難出来る。し

わってくる。

石巻市には小中学校 22 校あり、一校で 74 人もの児童が犠牲になったのは大川小学校だけ。
同じ北上川沿いの学校は高台や山に避難し犠牲者は殆んどいなかった。県教委や市教委は助かった教
務主任をたった一度しか遺族の前に出さず、真実を語るべき生き証人を隠し続けてきた。
遺族は助かる命を守る義務を果たさなかったとして、2014 年 23 億円の国家賠償請求を起こした。2016
年に仙台地裁は「教職員らは高台に避難させる義務を怠った」と、2018 年に仙台高裁は「学校の防災対策
が不十分」として、石巻市と宮城県に 14 億円の支払いを命じる判決をした。市と県はこれを不服として最高
裁に上告したが棄却され、2019 年最高裁は市と県に 14 億 3600 万円の賠償を命じた。

予定していた「気仙沼市東日本大震災遺構・
伝承館」の見学は入館時間の都合で中止に。

備され、川を挟んだ反対側の高台に「南三陸
さんさん商店街」がある。

②〈南三陸さんさん商店街〉

かつて街の中心街だった場所を 10m かさ上げ
して 2017 年 3 月から海鮮・飲食店や土産店
など 28 店舗が営業している。それぞれ買い

宮城・南三陸町は津波による死者・行方不明
者合わせて 900 名程の犠牲者がでた。

物をして復興に協力する。

「大津波警報が発令されました。高台へ避難
して下さい」と防災無線で 30 分も呼び続け
犠牲になった市職員遠藤未希さん。その防災
対策庁舎が復興記念公園に震災遺構として整

大船渡プラザホテルに宿泊し夕食・交流会
を行う。
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岩手から沖縄まで全国から 25 名の参加者
があり、一人一人が学習の感想を述べ合っ
た。
③〈陸前高田津波伝承館〉
翌日は陸前高田市の東日本大震災津波伝承館
に向かった。伝承館は「高田松原津波復興記
念公園」の中にあり、来場者はガイダンスシ
アターを見た後、学芸員の説明案内で津波災
害の「歴史」「事実」「教訓」「復興」をテ
ーマにした 4 つのゾーンを巡る。

跡」とも云われているが、地震発生時、中学

過去の津波の事実を時系列で辿り、津波襲来
の映像や津波で破壊されへし曲げられた橋の
鉄板や津波に揉まれ潰された消防自動車も見
た。

校は教頭の「点呼なしで高台避難」の指示で
一斉に逃げた。小学校は児童と教職員が学校
の三階に避難している途中だった。駆けつけ
た消防団の「何やってんだ。早く高台へ避難
しろ!」で、教員たちは慌てて外に出るよう

そして、「逃げる・助ける・支える」など命

指示した。震災前には小学校・中学校と消防
と地域住民で合同避難訓練を実施していたた
め、教員たちも即座に消防団の声に対応がで
きた。

を守る教訓を学んだ。
伝承館の外に出て津波復興記念公園を巡
る。「奇跡の一本松」のモニュメントや近く
には、陸前高田ユースホステルが当時のまま

〈津波てんでんことは〉

遺構として残されている。「海を望む場」か
らは、「奇跡の一本松」からの挿し木や種か
らの苗木が育てられていた。かつての美しい
七万本の松林に育つことを望む。

2019 年釜石市は鵜住居地区防災センター跡
地に、東日本大震災の犠牲者へ祈りを捧げる
追悼の場を整備した。「震災による犠牲者の
慰霊碑」や防災学習の場としての「いのちを
つなぐ未来館」などがあり、「命を守る」
「備える」「逃げる」「戻らない」「語り継
ぐ」を市民憲章にしたモニュメントもある。

バスはここから釜石に向かう。
④〈釜石の奇跡とは

鵜住居町へ

〉

震災一年前に開所した「鵜住居地区防災セ
ンター」（釜石市）では多くの住民が犠牲に

未来館のガイドに繰り返し伝えられたこ
と。それは、「津波てんでんこ」は、てんで
んバラバラに勝手に逃げる意味ではない。お
互いが逃げる行動をしていると信じて自分が
逃げること。自分の命が無いと何もできな
い。逃げなかった人や逃げられなかった人を
心配して、戻って助けに行き亡くなった人も
少なくない。一人一人が逃げれば誰かの命が
助かる。その命を最優先にする行動が「津波

なった。二階建ての建物は津波災害の避難場
所ではなかったが、「防災センター」とした
ことで 160 人を超す住民が犠牲となった。
しかし、「防災教育」に取り組んでいた釜
石東中・鵜住居小の子ども達は、地震発生と
同時に夫々が一目散に高台に避難した。だが
津波は目前にせまった。最初の避難場所から
更に高台に逃げる。
中学生が小学生や幼稚園児と手をつなぐ。
後を振り返らずに必死で逃げていた直後、鵜
住居地区の沿岸部は 11m の津波にのまれた。
地域住民など合わせて 600 人が津波から助か
った。多くの命が救われたことで「釜石の奇

てんでんこ」の意味だと伝えられた。
〈終わりに〉
津波危機に際して学校はどう判断対処すべ
きだったのか。 命が最優先であり高いとこ
ろに一刻も早く逃げることしかないのに、大
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川小学校の教員達は裏山避難という余りにも
当たり前の結論・合意が出来なかった。教頭

コロナ禍にありながら二日間の行動を受け
入れ、資料の準備にお世話いただき、また

は裏山避難を主張したそうだが、一部の教員
と地域区長の反対で決断できなかった。何処
に逃げたら良いかの議論や躊躇する時間は全
く無かったはずなのに、結果として 51 分も
児童を校庭に放置し、避難を開始した 1 分後
に津波が来襲し全てを巻き込んだ。

折々に貴重な話をしていただいた宮城県退教
酒井会長、岩手高退教吉田会長、岩手県退教
野田事務局長に感謝いたします。また岩手高
退教から「大蹇朋来」（困難なことが起きて
も正しいことを進めていれば、必ず友がやっ
てきて助けてくれる）の T シャツを参加者全
員に頂きました。有難うございました。

「先生達がいないほうが、助かった」遺族
のこの言葉の意味は限りなく重い。

藤崎

喜仁

第 26 回 日退教組織活動交流集会報告
10 月 8 日、日教組会館 806 号室で第 26 回
日退教組織活動交流集会が開催されました。
提案されたレポートの概要を紹介します。
1 北海道 山根正子
北退教女性部委員会の取り組み

の部隊が「盾」と「防御壁」として機能する
よう相互連携による実行動での訓練である。
これには自衛隊員 1400 名・米隊員 1600 名
の総勢 3000 名の参加で、全国各地の演習場
を結び「多岐」にわたる軍事訓練を実施して

北退教の女性会員は 33%で女性ゼロと云う
地区もあり、加入拡大の継続を感じている。
役員の女性参画は平均で 20%である。今後
ジェンダー平等参画の取り組みを強化した
い。女性会員の活動交流として「ジェンダー
平等の取り組み」「北教組女性部の今」「朝鮮
女性と連帯する会」等の学習会を予定してい
る。また、核のゴミを持ち込ませない寿都町
長選を応援する取り組みでは、女性部委員が

おり、矢臼別では「高機動ロケット砲」「多
連装ロケット砲」の実射訓練があった。伊丹
や奄美駐屯地でも戦闘訓練や除染訓練とか
様々な訓練も行われ、全国各地では日・米・
英・仏・豪の合同訓練も実施されている。釧
路退教と北退教は釧路から矢臼別演習場まで
60km の国道沿いで、ロケット砲を載せた戦闘
車両や装甲車が市街地や国道を走行する阻止
闘争に決起した。

書いた檄布作成やメッセージを送って激励を
してきた。
今後の課題として、女性の地位向上が文言
に留まらないよう女性自身の意識改革も重要
と思っている。そのための組織内の論議が必
要で早急に取り組んでいきたい。
2 北海道 村上 稔 道東の大地・矢臼別
（釧路）から戦争訓練反対!の声を上げる
北方領土を目前にした日本一広い矢臼別演

3 北海道 北島義久
現退一致の組織拡大の取り組み
退会する人と亡くなる方を合わせて前年度
は 300 名以上の会員減となった。これまで組
織拡大に向けて様々な取り組みを重ね、加入
強化月間では加入者への電話かけや退会希望
者への説得、支部・分会との連携や機関誌送
付など行った。退職予定者には同じ職場の組
合員が日常的に声をかけることにした。現職

習場で 6 月～9 月に「台湾有事」に備えた日
米合同実射訓練「オリエント・シールド 21」
が強行された。「オリエント・シールド 21」
は「東洋の盾」と訳され、東アジアにおいて

執行部と協議し北退教加入を北教組運動の重
点方針に位置付けすることにした。
北退教 Q＆A や活動実績や取り組みを紹介
した加入特集号を現職全組合員に配布してい

想定される様々な脅威に対し、自衛隊と米軍

る。これが加入拡大に繋がる大きな力になる
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ことを願っている。
4 福島 竹中柳一

呼び掛けた。7 月 22 日の学習会には 14 名が
参加し、自由社の採択を許さない決意を確認

組織拡大の取り組み
福島県退職教職員協議会（退教協）の組織
としての特徴が語られた。また、東日本大震
災と原発事故で 200 名の会員がいた双葉支部
や相馬支部は、会員が県内外に拡散して活動
が困難に。どの支部も会員の高齢化が進み会
費の徴収や二年間のコロナ禍の影響で活動そ
のものが困難になっている。その打開策とし
て、県北・会津・県中南・相馬双葉の 4 ブロ

した。7 月 26 日の静岡市教委の定例会には、
会員・市民合わせて総勢 41 名の傍聴参加で
臨んだ。意見を述べた教育委員は僅か 1 人だ
け「6:0」で帝国書院に採択が決まった。
7 愛知 佐藤佳紀
組織拡大強化と愛知退教連の目的
「愛知退教連」は結成から 37 年が経つ
が、知らない現役組合員もいる。加入に際し
メリットのみ聞かれ組織率は年々減少してい

ックに事務局員を置いて組織強化を図り、現
在 6 名が内定している。
5 千葉 平野直比古
組織活動強化の取り組み
千葉県退教は 4 支部で 75 名ほどの小規模
組織である。全体として 60 代の会員は 2 割
弱で 80 代の会員が多く組織拡大も難しくな
っている。これまでの取り組みとして、勧誘
のハガキを出したが「加入しない」の返信が

る。そこで地区校長会で入会の呼びかけなど
して、少しずつ増加傾向もみられる。また、
現職組合の学習会等で退職者組織の目的・意
義について説明し、現退一致で「愛知の教育
を良くする」ことも伝えている。現退一致に
よる運動の取り組みでは、統一地方選挙で組
織内候補の当選実現や次期参議院議員選挙で
も必勝を目指している。
「愛退教」は海外親睦旅行に取り組み 19

多かった。それで、「千退教」を現職の組合
員に知ってもらうため、千教組・高教組・千
退教・高退教・退女教の 5 者共催で福島や児
童虐待等の問題を課題にして三年連続で講演
会に取り組んだ。千教組は毎回 40 名の大量
動員で協力してくれ、「毎回講演会は内容が
濃くて勉強になった」と好評だった。また、
千退教の役員会に千教組組織部長の参加を依

年度は 3 泊 4 日のジャワ島へ、今年度は 2 泊
3 日の長崎旅行を計画している。加入の大き
なメリットの一つと云える。
8 鳥取 秋久正行 鳥取（米子・境港）にお
ける原発住民投票の直接請求に向けて
島根原発は全国で唯一、10km 圏内に県の
中枢機能（県庁・松江市役所・県警・オフサ
イトセンター等）がある。原発は 3 号機まで

頼し、組織の現状を理解し退職者が直ぐ加入
できるようにしたい。
6 静岡 山田勝洋 静岡市教委の中学歴史教
科書・採択し直し問題の取り組み
6 月 21 日静岡市教育委員会は定例会で、昨
年度検定で不合格・今年度再検定で合格した
自由社・中学校歴史教科書と、昨年度採択し
た帝国書院・教科書で採択し直しをする提
案・決定をした。退職教職員の会は、「自由

あり、1 号機は廃炉決定。2・3 号機は原子力
規制委員会の審査を受けている。米子・境港
は島根原発の 30km 圏内にある。2019 年に原
発稼働の是非に関して住民投票を通して意志
を表す準備会をスタートさせた。
2021 年 6 月に米子が「島根原発稼働の是非
を問う住民投票を実現する会」を設立、9 月
に境港が「境港の未来を考える会」立ち上げ
た。いずれも「原発稼働の是非を問う住民投

社を採択させてはならない」と会員に知ら
せ、事務局会議で今後の取り組みを検討し
た。「静庵退教協だより」を発行し、*静岡市
教委の採択し直しの経過と文科省の動向*自
由社・帝国書院の教科書比較検討の学習会を

票」の実現を目指している。再稼働審査に合
格した 2 号機について、市民の意見が直接反
映される「住民投票で決める」街頭でのシー
ル投票の活動やアンケートの実施してきた。
そして、米子・境港では住民投票条例案の
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作成作業に入っている。
9 高知 細川英輔

ている方は多くが、基地は出来ないと確信し
希望を持って「優しく暖かく明るく」闘い続

高知県の公立夜間中学がスタート
～高知県に「夜間中学」をつくる会の運動を
全国に繋げたい～
4 月 26 日 全国で 36 番目となる公立夜間
中学「高知県立高知国際中学校夜間学級」の
開設式・入学式が行われ 20～70 代の男女 10
名が入学した。2018 年 9 月に高知県教育委員
会は「高知県に公立夜間中学の設置」を表明
した。11 月日高村で「夜間中学体験学校」を

けている。こちらが元気をもらってきた。
また、「平和憲法とジェンダー」の学習会
も実施した。戦争は女性を道具化する。性暴
力を武器として用い、集団を恐怖に陥れ士気
を挫く効果的な手段とする。性暴力の根絶と
平和を貫く行動にエネルギーを注ぐ大切さを
学んだ。女性蔑視の JOC 森会長の発言に抗議
し辞任を求める声明も組合員に発した。
11 神奈川 落合清司 クーデター軍への抵

実施し、2019 年 10 月まで県内 18 市町村で
20 回の体験学校を開催した。また、校名・場
所など決定し、2020 年 10 月から学校説明会
や生徒募集を開始し入学者を決定して 4 月開
校を迎えた。こうした県教委が開催した「検
討委員会」「体験学校」「説明会」などに「高
知県に夜間中学つくる会」が積極的に関わっ
た。学習会の開催「つくる会」通信の発行、
体験学校に参加、教育新聞に投稿なども行っ

抗運動を支える在日ミャンマー人の若者たち
在日ミャンマー人社会のグループは軍政時
代の（1980~2011）政治グループ「88 世代」
と民主化時代（2012~2020）若者中心の非
政治グループがあった。クーデター以降は
（2021~）88 世代や若者中心の抗議・要請・
支援グループが相次いで立ち上がり、軍政に
抗議の声を上げている。軍のクーデターには
「88 世代」が行動を開始し、そこに「若者」

た。こうした活動の中で「つくる会」は、高
知県教職員友の会や日教組高知など「夜間中
学」を支援してくれる組織と繋がってきた。
10 東京 本村富美子
コロナ禍の都高教退職者会の取り組み
コロナ感染拡大で集会参加の中止や規模縮
小で声を上げる機会が大きく狭められた。
オリンピックやコロナ対策等で政府に抗議

や「少数民族」が参加してきた。若者たちは
政治に関心はないけど、これは自分たちの将
来の問題として抗議に立ち上がっている。
「若者」グループの活動の主力は女性であ
る。ミャンマー人は個人意識が高く、活動に
主体的に参加している。誰かに責任を押し付
ける事無く、また無理に同調もせずに他のグ
ループを作る。まだミャンマーでは軍による

する直接行動が出来ない中、オンライン署名
や抗議ハガキ、文書等による活動をしてき
た。昨年 11 月には都高教退職者会 9 名で辺
野古座り込みにも参加してきた。現地で闘っ

虐殺が続いている。国際社会は軍の支配や虐
殺を認めない行動を起こすことが大切であ
る。
藤崎 喜仁

会費・カンパを振り込んでいただき、ありがとうございます。
会費を納入してくださった方々

（敬称略）

木内恵一、宮田みどり、藤田節子、鈴木満佐子、大浦眞治、鮫谷公子、大嶽昇一、
磯崎賢市、平永由美子、日高松子、福田恵子、甘利篁、筒口典康、鈴木節子、持川徹、
木村周一、柿本豊、佐藤睦、三宅芙美子、斉藤典子、太田恵康、植木しげる、

カンパしてくださった方々
宮田みどり、磯崎賢市、佐藤睦、三宅芙美子
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・10 月 21 日以降

12 月 13 日現在

ひとこと（振込用紙に寄せられた「ひとこと」です）
宮田みどり

10 月 27 日 NHK クローズアップ現代をみて夜の街角に立たなければならない女性の
存在に気づかされ、現政府への怒りフツフツ！
小林千恵子 いつも、たよりを届けて頂きありがとうございます。退職してもなお、社会を良く
するために活動しておられる方々に頭が下がります。総会のニュースで今の課題等が
分かり、毎日ぼうっと暮らしていることに反省させられます。総会参加者人数も書い
て下さると嬉しいです。投票時も参考にしております。皆様健康第一でご活躍くださ
い。益々の発展を！
大嶽昇一
地方の限界集落での生活の厳しさと格闘しています。
磯崎賢市
遅くなって申し訳ありませんでした。今後もよろしくお願いします。
福田恵子
佐藤 睦
太田恵康

現在、入院中ですが、宜しくお願いします。
いつも情報をありがとうございます。
生死をさまよう毎日の状況で、医者通いの毎日です。一人で住んでいます。歩行困
難。そのため、今年度で終わりにします。長い間、お世話になりました。
植木しげる まだ退職していません。東京教組で毎月 1000 円納めています。

ご冥福をお祈りいたします。 亡くなられた会員
山田周司さん（2021 年 8 月 6 日逝去）

町田良一さん（2018 年逝去）

編集後記










ゆっくり高尾山で紅葉を楽しむ秋の交流会。富士山や
スカイツリーも見える晴天に恵まれ、深澤さんが用意
したキノコ鍋を山頂で調理してワンカップ清酒「高尾
山」で乾杯しました。久しぶりの山行、充実した一日
でした。
岸田首相は、憲法改悪、敵基地攻撃能力、米国追随な
ど安倍・菅政権を継承する傀儡政権であることがはっ
きりしてきました。モリ・カケ・サクラ・学術会議問
題を不問に付す政治姿勢は許されません。維新、国民民主も巻き込んで憲法論議を進
めようとしていますが、国民不在の憲法審査会独走を許してはなりません。来年７月
の参議院選挙で改憲勢力にストップをかけましょう。
その参議院選挙。日教組の組織内議員として活躍してきた那谷屋正義さんが引退し、
古賀ちかげさんが立候補を予定しています。
「だより」冒頭に２月１０日の決起集会の
案内と古賀ちかげさんのメッセージを掲載しました。
コロナ禍が少し落ち着き、日退教の組織活動交流集会と東北学習交流の旅が行われま
した。各地のとりくみや東日本大震災の現地からの報告を掲載することができました。
オミクロン株が猛威を振るうことなく春を迎えたいですね。
冬至を前に厳しい寒さが到来しています。皆様、くれぐれもお身体に気をつけて、よい
年をお迎えください。
（谷口記）
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