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ぎない沖縄県民の不屈の闘いが、翁長再選を勝ち取り、辺野古新基
地建設阻止、憲法が活きる沖縄の実現めざして、大きく力強く動き
出していることを確信できる「つどい」となりました。
すでに保守中道の市町村議員や市町村長、企業などで構成する
「翁長雄志知事を支える政治経済懇話会」も立ち上がり、県政与党
や労働組合、保守・中道勢力などでつくる「調整会議」と連携しな
がら、沖縄は動いています。
呉屋氏などの呼びかけで、埋め立ての賛否を問う「県民投票」を
求める署名も始まり、同時に埋め立て承認の「撤回」に向けての準
日に行われた新潟県知事選挙は、池田千賀子さん

備も着実に進められています。
さて、６月

本土から支援に駆け付ける私たちが、文字通り我が事として連帯す

事再選に向けての、沖縄の人々の決意と熱気を強く感じると同時に、

る「沖縄連帯のつどい」行動は、秋の沖縄知事選挙における翁長知

６月１日から３日に行われた安保破棄実行委員会と革新懇によ

戦」に徹する。

団体を個別にまわるなどして組織の引き締めを行う「ステルス作

し」を行い、支援に来た自公幹部は街頭演説に現れず、裏では業界

しておきながら、
「三つの検証を進める」と繰り返して「争点そら

え」の相手候補は、安倍政権の「エネルギー基本計画」に理解を示

論文を書いたなどという「デマ宣伝」をツイッターを利用して拡散

そしてさらに裏では、池田候補が「北朝鮮の拉致は創作」という

集中行動日に当たり、全国から現地行動に参加した６００人の人々

気を引き締め、沖縄と連帯し、共に闘いましょう。

ません。

知事選では、こんな使い古された選挙戦略に負けるわけにはいき

れています。

するなど、極めて卑劣な、しかし組織的な選挙が行われたと伝えら

波も穏やかな辺野古の護岸工事現場へも抗議船で行くことが出
来ましたが、現場では、国が勝手に設けた臨時制限区域を仕切るフ
艇 の カ ヌー 隊 の

ロートを乗り越えて、果敢にも抗
議行動を行う
皆さんに対して、今まで見たこと

昼前から降り出した雨が激しさを増す中、会場には次々と県民が
詰めかけ、１０００人の参加者で会場は埋め尽くされました。
「オール沖縄」に歪が生じているかのような報道が流れる中、行

古容認だ」などと吹聴していることに対して「沖縄に生き、沖縄の

「沖縄県知事選・那覇市長選応援ツアー」
（略称：沖縄ツアー）
日程：１１月６日(火)～９日(金)予定(選挙日程により変更あり)
※参加申し込み・お問い合わせは、大阪高齢者運動連絡会
(℡:06－4801－3602)まで。
また、事前学習会と文化行事を実施します。ツアーに参加する
かしないかにかかわらず、どなたでも気軽にご参加ください。
○学習会：７月１９日（木）１４：００～１６：３０
於：民医連（堺筋本町） 資料代＠５００
「琉球・沖縄の歴史から現在を考える」 講演：植田保二さん
○文化行事：６月２６日（火）
「大正区のまち歩き」
１５：００ JR「大正」駅集合 雨天決行
先着３０人
交通費＠１０００
なお、今後も学習会と文化行事を毎月交互に実施する予定です。

もない数のゴムボートが押し寄せ、
マイクで警告し、次々と海上保安
庁の職員がカヌー隊めがけて海に
飛び込んで制止する姿を目の当た
りにすることとなりました。
三日目、前日に宮森小学校ジェ
ット機墜落現場や嘉手納基地の視
察も行い、沖縄の置かれた戦後

言われ、安保条約が目に見える形

で居座る、あまりにも厳しい矛盾
機のオ ス プレイが駐 機

への怒りを感じながら、普天間基

地で は

１２

しかし、金秀グループの呉屋氏が、安倍政権などが「県民は辺野

われたこの「つどい」でした。

７３

ませんでした。

の力によって、この日は１台のダンプも工事現場に入ることを許し

２日は、毎月第１土曜に行われるキャンプシュワブゲート前での

ることの意義を肌で感じられる貴重な機会となりました。

今回の選挙においても、沖縄の名護市長選挙と同様、
「官邸丸抱

「共闘」の大きな力をはっきりと示すことが出来ました。

が大奮闘し、当選には及ばなかったものの、ここでも市民と野党の

１０

安保破棄ニュース

Ｎｏ．４９４
人々と共に歩む企業人として我慢ならない」と発言するなど、揺る

2018.6.15
秋に行われる沖縄県知事選挙において、翁長知事の再選を勝ち
取るため、年金者組合大阪本部と大阪高齢者運動連絡会からの呼
びかけに応え、大阪安保も共催団体に加わって「沖縄知事選支援
ツアー」を、次の通り実施します。

１８

年を経てなおも憲法が届かないと

る海上保安庁
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全国が連帯してたたかおう！
➔カヌー隊に襲いかか

する姿を目に焼き付け、「沖縄連帯のつどい」
の会場に入りました。

↑強行される護岸工事

・

もに、わが国の平和と独立に対する新たな脅

ており、戦後最大の危機的情勢を迎えるとと

中では、「わが国を取り巻く安全環境は激変し

力整備計画」への提言をまとめました。その

する新しい「防衛計画の大綱」と「中期防衛

題を有する「敵基地攻撃能力」を

り、私たちからすれば、大きな問

この艦は言うまでもなく戦艦であ

２万１千人が艦内を見学しました。

遊館」に面した岸壁には、人々が列をなして見学に来ていました。

隊護衛艦「かが」の一般公開が行われました。大阪一の観光地「海

日（日）
、天保山岸壁で海上自衛

２０

「馴染みやすい、身近な自衛隊」をアピールしようとしているよう

威が出現するに至っている。
」として、それに

有することになるヘリ空母として、

でした。その一環として、５月

対する「日米同盟の強化」などを掲げ、
「必要

本来、憲法９条を持つ日本には有

29

日に、政府が年末に策定

な防衛力の質・量の拡充を行う」と記されて

ってはならないはずのものです。

天保山岸壁にて、自衛艦「かが」

自民党は５月

います。また、
「省庁間の横断的な連携を促進
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紛れもない戦争するための船だと

5 日(水) 大阪安保常任幹事会(10：00～大阪安保)
9 日(日)沖縄・名護市会議員選挙投票日

するなど、国の総力を挙げ、国防に対する責

９月

平和委員会、日本共産党、原水協から
弁士を出してもらい、道行く人に訴えま
した。
次回は、６月２３日が土曜日のため、
前倒しして、22 日の金曜日に行います。
「23 宣伝行動」の発端となった、安保
条約発効の 6 月 23 日にからむ行動です。
従来以上の参加をよろしくお願いしま
す。

いう事をしっかりと伝えていくこ

1 日(水) 大阪安保常任幹事会(10：00～大阪安保)
23 日(木) 23 定例宣伝行動（12:00～淀屋橋）
30 日(木)「大阪安保後半幹事会」(18：30～ 国労会館 1 階)

任を全うし」と、なんとも時代錯誤的な主張

8月

5 月の 23 定例宣伝行動は、5 月 23 日に行いました。今回も大阪平
和友好団体 3000 万署名統一行動として位置づけました。小雨の中で
したが、９団体と個人で、17 人の参加でした。雨のためビラを受け
取ってくれる人や署名をしてくれる人は少なかったのですが、スタ
ンディング宣伝の様相で、行いました。

とが必要だと感じます。

11 日(水)大阪安保常任幹事会(10：00～大阪安保)
19 日(木)沖縄知事選支援ツアー ・連続学習会（第２回）
(14：00～大阪民医連(予定))
22 日(日) 「朝鮮半島の非核化、平和構築を歓迎するつどい」
(13:30～此花会館梅香殿)
23 日(月) 23 定例宣伝行動（12:00～淀屋橋）

基盤づくりを許さない
をしています。また、
「ＮＡＴＯが防衛費の対

7月

ＧＤＰ比２％を達成することを目標としていることも参考にしつ

京橋での
自衛官募集

つ、必要かつ十分な予算を確保すると

ともに、自衛隊の人的基盤及び防衛生

産・技術基盤を維持・強化する」と、

兆円を超えます。こ

11

一層の軍拡を求めています。日本のＧ

ＤＰ比２％は、

の提言に対して、安倍首相も理解を示

す答弁をしています。

同時に、自衛隊員が不足していることも示し、その対策を講じる

ことが記されています。

先日、京橋において、自衛官募集活動が行われていました。一人

の自衛隊員に話を聞くと、京橋で月２回行っているということで、

最近自衛隊に入る人が減っているのかとたずねると、
「自衛隊に、

戦うイメージがついていることや、民間に人を取られて」というこ

とを話していました。防衛のための自衛隊でなく、海外で戦う組織

18 日(月)平和友好団体・打ち合わせ会議(11：00～ 平和委員会)
19 日(火)総がかり・署名・宣伝行動(18：30～天王寺南口ミオ前)
20 日(水) 大阪革新懇・賛同団体、地域革新懇の合同会議
13：30～16：00
国労会館 1 階ホール
22 日(金) 23 定例宣伝行動（12:00～淀屋橋）
23 日(日) 大阪平和委員会総会(13:00～社会福祉指導センター)
24 日(日) 大阪母親大会
分科会 9：30～12：00
たかつガーデン
全体会 13：30～16：30
クレオ大阪中央
記念講演： 石川康弘さん
沖縄・高江座り込み 11 周年報告集会
(東村農民研修施設)
26 日(火) 沖縄知事選支援ツアー ・大正区のまち歩き
(15：00ＪＲ「大正」駅集合)

としての自衛隊となってきていることを、明らかに多くの人が感じ

６月

ているということを自覚しているようです。ゆるキャラも導入し、

当 面 の 予 定

「戦争する国」への

