６・ ７緊急行動 に４５
０人が 駆けつけま した。
ＪＫＫ 京都革新懇 など職
場・地 域革新懇も 参加し
ました。
京都 市役所前集 会では
６人の方が発言しました。
自由法 曹団の渡辺 弁護士
は、「 安倍首相は どうみ
てもウ ソをついて いる。
官僚も 国会で何回 もウソ
をつい てきた。う そにウ
ソを重 なる政治は やめて
もらお う。」と怒 りを込
めて訴 えました。 過労死
家族の 会の中島さ んは、
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「夫は過労 死で亡くな っ
た。過労死 を法律で促 進
するのは許 せない。家 族
の会は国会 で意見陳述 、
傍聴、座り 込み等やっ て
いる。廃案まで頑張る。」
と決意を語りました。レッ
ドアクショ ンの吉田弁 護
士は、「は められてる 、
セクハラ罪 は無い、な ど
と麻生大臣 は言い、国 の
トップがセ クハラ加害 者
を擁護して いる。安倍 首
相はこのこ とでは何も 言
わない。政 権の中枢に い
る資格は無 い。」と厳 し

く批 判しました 。左京市
民ア クションの 内富さん
は、「百 万遍から 人で
デモ してきた。 地域デモ
を繰 り返してい る。反応
も良 くなってい る。白井
聡さ んを講師に 学習会を
やり 直後には鴨 川で車座
ミー ティングを やり。一
層の 運動の交流 を図って
いる 。」と活動 紹介を行
いま した。京都 １０００
人委 員会の新開 さんは、
「米 朝会談があ る。安倍
は国 難だと言っ て選挙を
やっ た。アジア の緊張を
煽り 改憲を叫ん でいる。
全く デタラメで 逆行して
いる。貧困と格差を煽る、
働き 方改革やカ ジノなど
こん な経済政策 はありえ
ない 。」と厳し く批判し
まし た。京都１ ０００人
委 員会 の中 尾さ ん は、
「韓 国では百万 人のロー
ソクデモで政権を倒した。
日本でも国会を包囲し津々
浦々 で安倍ヤメ ロの声を
５倍・ 倍と広げ日本の
民主主義を守っていこう。」
と訴えました。
司 会者から、 「３００
０万署名 は京都では 万
８０ ００筆に達し た。
万め ざして頑張 ろう」と
訴えられました。
集 会後参加者 は、「安
倍内 閣は総辞職 ！」「安
倍ヤメロ！麻生もヤメロ！」
「政治の私物化許さない！」
10
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くデモ行進し市民に訴え
ました。（越智）
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とシュプ レヒコール を行
い四条河原町まで元気よ

て いるやも！ そんな情勢
白井氏講演
下 、９条改憲 問題に限定
白井聡 氏の講演は 「日 し たテーマで は 市民の
本の政治 はなぜ劣化 する 感 覚にフィッ トしないの
のか」がテーマ。このテー で は。そこで 、とにもか
マで講演 会を企画し た時 く にも上のテ ーマでチラ
（３月） は、朝日新 聞が シを作成、宣伝へ。
当日は、京 大のタテカ
森友改ざ ん文書につ いて
報じ、すべてのテレビチャ ン が強制撤去 された直後
ンネルで 連日大きく 取り で もあり、「 タテカン・
扱っているさなかでした。 改 憲・国体」 と題して白
５月下旬 、果たして 安倍 井 氏は講演。 いくつかの
政権はど うなってい るの 指 摘を要約し ます。タテ
か、総辞 職に追い込 まれ カ ン問題は屋 外広告物条
例 に違反して いるかどう
か という瑣末 なことがら
で なくまさに 「国体」と
の 関係の象徴 。権力批判
に つながるザ ワツキを嫌
い 、規制抑圧 する。戦前
戦 後を通じて 支配者は従
順 な日本人で あることを
期 待し、戦後 はアメリカ
に 従属してい ることに流
さ れてしまっ ている。こ
れ を打ち破る ことが求め
られる、と。
会場販売の 「国体論－
菊 と星条旗－ 」（集英社
新 書）が 冊完売となり
ました。
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帰還 兵がＰＴＳ Ｄや精神
車座ミィーティング
障害 に陥り家族 も巻き込
９の付く 日の左京ア ク んで 悲惨な生活 を強いら
ション企画で５月 日夕 れて いる現実、 戦争の真
方５時から ７時までお 互 実が話されました。
い討論し交 流し自分た ち
が「気持ち よくかしこ く
なろう」、 とともに「 憲
法の問題を 話し合って い
るグループ 」なんてあ る
― 若者憲法集会―
んだ、と市 民に知らせ れ
ればいいね 、と出入り 自
２ ０１８年６ 月４日、
由で２時間開催。
東京 にて今年も 若者憲法
日頃思っ ていること 腹 集会 が開かれま した。午
の立つことを全員が発言。 前中 は つの分 科会が開
３０００万 署名では回 収 かれ 、午後から は上野に
ポストを設 置して２５ ０ てメ イン集会（ １１００
０の署名を 集めた経験 や 人） を開催、夕 方からは
いたる所で 署名板をも ち 新宿 周辺でデモ （２００
自らノルマ を課して５ ０ ０人 ）が行われ ました。
０筆集めた 経験も報告 さ
京
都か らは 人が参加し
れました。 山科や中京 の
ま
した。
市民アクシ ョンからの 報
分科会の３、
告もありました。
地域から広げ
守田敏也 さんがゲス ト る民主主義で
スピーカー 。この日は 原 は元ＳＥＬＤ
発でなく、 アメリカ戦 争 Ｓメンバーの
諏訪原健さん
が司会を務め、
京都からはあ
そばせろデモ、
福島からはＤ
ＡＰＰＥ、東
京都からジャッ
ク・ザ・多摩
セン、民青岩
手県委員会の
代表者が各地
の活動につい

河原 の 初夏 の 夕 風を あ する絵を作っていきたい」、
びながら心地よい車座ミー ジャック・ ザ・多摩セ ン
からは「無 党派層も党 派
ティングとなりました。
のある人も いっしょに 活
（板東利博）
動をやって いきたい。 趣
味として活動を勧めたい」、
民青岩手県 委員会から は
「上下関係のない組織で 、
民主的な雰 囲気の中で 労
て語り合 いました。 はじ 働アンケー トを集める と
めに諏訪 原さんが「 これ 決めた。プ ロセス自体 が
からは若 者として一 括り 民主的でないといけない」
にできな い時代。個 人と と語りまし た。会場か ら
して活動 に参加して いく は、青森か ら出てきた ば する ための署名 と熱く語
時代。」と語りました。
かりで活動 の経験があ ま りま した。３０ ００万筆
あそば せろデモか らは り な い と い う 青 年 が 、 の目 標設定は、 以前２０
「実感か ら生まれた コー 「デモに参 加してもお じ ００ 万署名を集 めた際に
ルが気に 止まって、 労働 いさん、お ばあさんば か 集まった１５８０万筆と、
問題に興 味を持って ほし りで、若い 人がいない 。 前回 の総選挙で の立憲民
い」と声 が出され、 ＤＡ 選挙に友人 を誘っても 、 主党の得票数１１００万、
ＰＰＥか らは「若者 と候 興味を持っ てくれない 。 共産党の得票数４４０万、
補者とが いっしょに 活動 そういう人 たちにはど う その 他の立憲野 党の得票
アピールすればいいのか」 数２ ２０万を足 した数と
と難しい質 問が出され 、 説明して話を終えました。
回答に困る 場面が見ら れ
メ イン集会後 は都庁前
ました。
に移 動して、デ モを開始
上野野外音楽堂で行わ しま した。途中 新宿駅南
れたメイン 集会ではト ー 口付 近で妨害が あったも
クセッショ ンが行われ 、 の、 無事に通過 し、「憲
九条の会事 務局長の小 森 法のある未来がいいね。」
陽一さんが登壇しました 。 「Ｉ ＬＯＶＥ憲法」といっ
小森さんは 自民党の 条 たコ ールを新宿 の街に響
改憲たたき 台素案（２ ０ か せ て 終 了 し ま し た 。
１８年３月 ）の危険性 を （野口あつ子）
解説した後 、今話題の 北
朝鮮を取り 巻く歴史的 経 いよいよ
過を語ると ともに、最 後 京北革新懇が発足
に３０００ 万署名は改 憲
発議をした 議員に二度 と
京北革 新懇が 月 日
国会には戻 れないよう に

6/4

8

（木）に 発足します 。京
北革新懇 準備会を昨 年
月に開催 して以来４ 回の
準備会を重ねてきました。
いよいよ 発足に至る もの
です。右 京区京北地 域に
ぜひ革新 懇を作りた いと
毎回ほぼ 全員参加で 準備
を進めて きました。 日時
は次の通 りですが、 詳し
い開催要 項はこれか らで
す。後日 お知らせが あり
ます。

名称…
京北革新 懇発足総会 （仮
称）
日時…
２０１８年７月 日（木）
午後１時半～
会場 …北 桑田 教 育会 館
（京北町周山）

9

「アベ辞めろ」京都市役所
前集会（７日）デモ行進に
参加する京都革新懇事務局
とＪＫＫ京都革新懇メンバー
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