日から３

月

安保破棄・諸要求貫徹大阪実行委員会
〒五四三ー〇〇一四 大阪市天王寺区玉造元町一七ー二二
ＴＥＬ 〇六ー六七六三ー三八三三
ＦＡＸ 〇六ー六七六三ー三八三六
●Ｅメール
●ホームページ

高裁判決の破棄を求める「団体署名」と「要請ハガキ」の取り組み

います。
「おそらく、来年２月ごろに判決される」との予測から、９／

地問題は、地方自治と民主主義が問われている」と翁長知事が叫んで

た。
「三権分立」の言葉が、司法でも歪められています。
「辺野古新基

範囲をどこまでとするか初めて問われる」とその重要性を指摘しまし

立した場合国は「関与の判断」ができるとしていますが、その判断の

すなわち国と地方自治体は対等・協力の関係にあるとするものの、対

第２の最高裁問題です。
仲山弁護士は、「この間進めてきた地方分権、

功させたいものです。

いると感じました。総がかり実行委員会のすすめる沖縄署名をぜひ成

沖縄にはそうした様々な意見を自由闊達に論じる環境が出来上がって

ることに時間がかかります。
「野党共闘」もその類でしょう。しかし、

なっています。民主主義の発展は、トランプ現象とは違って統合され

縄の分断にのらず、団結と統一をさらに一段引き上げることが必要に

闘う県民との違いなど率直で鋭敏な意見が表明されました。オール沖

民のスピーチが続きました。ヤマトンチュとウチナンチュ、沖縄県と

Ｎｏ．４７６
が急がれます。
(

植田

大阪安保の定期総会にあたる幹事会は、来
分から大阪府社

(

)

地の反対運動は、地区労 連合系 が中心です
が、
市民代表の藤井さんは事務局次長として、
活躍されています。地域で「総がかり」的な
ぜひ、予定に入れておいてください。

市民運動をすすめるヒントをもらえそうです。

)

島に移住された藤井幸子さんが講師です。現

と反対運動に焦点を当てます。大阪から石垣

名による自衛隊基地が次々と設置される動き

今回の特別講演は、沖縄で「島嶼防衛」の

会福祉会館 谷７ で開催します。

年３月４日 土 、午後１時

)
)
( (

(

)

(

)

日那覇市内で

(

)

機動隊の排除などありませんでした。
ところが少なくなった午後には、
大挙して入場してきました。
座り込み集会では、午前４時頃出発して、高江に座り込んでいる県
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月

あり、第２に和解後、昨年
日に辺野古の取り消しをした翁長
知事に対して、改めて政府は「是
正指示」を行い、国地方係争処理
日沖縄県側を全面的に

委員会を経て、福岡高裁那覇支部
が、９月
「違法確認」に追い込んだ判決の
最高裁に向けた運動と総合的な辺
野古新基地反対闘争の取り組み強

険性がある」 北上田毅 などの報告は、本来時間のかかる土木工事を
突貫で実施している異常な姿です。
が返還される北部訓練場で、

月

アベ政権は、今回の高江オスプレイパッド建設と引き換えに、基地
の過半 ４千

「返還式」を実施し、自らの手柄にしようとしています。沖縄の負担
軽減にはならず、やんばるの自然破壊や過酷なオスプレイ訓練で墜落
と轟音で悩まされ、住民の生活権が奪われます。
警察・機動隊の動きも、そうした政府に支えられているのか強権性
をいっそう強めています。翁長知事の「苦渋の選択」という言葉が誤
解され、高江を容認したかのように報道されましたが、オスプレイの
日の高江での座り込みは、私たちを含

配備や訓練の反対については、２０１３年の建白書以来変わっていな
いことが再度示されました。

13

ド建設の現状と反対運動の今後で

は、第１に高江のオスプレイパッ

日間沖縄で開催されました。課題

代表者会議が、

安保破棄中央実行委員会の全国

総がかりの「沖縄署名」、
最高裁に向けた運動
の強化を

安保破棄ニュース

化でした。
今回の特徴は、全国各地から参加者
の巾が広がったことです。それは、戦
争法の強行採決以降、オスプレイの配
備と訓練が日本中に広がり、自らの地
域課題として「日米安保」が浮上して

数台が工事のため

いる写真を示されたことです。「最近で

ですが、残念ながらほぼ出来上がって

第１の高江のオスプレイパッド建設

きたからだと思われます。

10

「Ｈ地区は切り立った赤土の山肌を削っているので、労災事故など危

に基地内に入っている」 伊佐真次 、

は深夜にダンプ

26
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めて２５０人と大勢でしたから、私たちが去るまではダンプの入場や

28

大阪安保
２０１７年幹事会の
お知らせ

毎月、２３日を中心として、安保破棄大阪実行委
員会定例宣伝を行っています。11 月の 23 宣伝行動
は 11 月 22 日に行いました。
７人の参加で、
ビラまきと
「沖縄県民の民意尊重と、
基地の押しつけ撤回を求める全国統一署名」に取り
組みました。通算 345 回目です。
南スーダンのＰＫＯ撤退と、高江のヘリパッド工
事強行反対などを求める弁士の訴えに足を止め、話
しかけてくる人もいました。
１２月の大阪安保 23 宣伝行動は、１２月２２日

10

30

（木）です。いつ
も通り、12 時から
淀屋橋で行いま
す。ぜひ多数のご
参加お願いしま
す。

ｈａ

・
中央区安保は例年秋に、
加盟

つ目の米軍基地ができる」と、反対の声が市民から上がっていまし
た。それにもかかわらず、京都府知事、福知山市長ともに承諾して

都府民の会」は確認しています。

き訓練中止と承諾撤回をもとめていくことを「米軍基地いらない京

団体に呼びかけて、 しまいました。今後、年間通じて使用されるということで、引き続

年次総会を開き、年間の活動報告と当面の方針、会
日に総会

売りで 1300 円ですが、1 ダースで 13,200 円となっています。

月
９月の滋賀県あいばの演習場で

品です。一袋千円

計報告を行ってきました。今年も
参加団体は全農林大阪分会はじめ３団体５人の
の日米合同軍事演習に続いての近

日高昆布‥今年 11 月入荷、直接天日干しの昆布を「浜買い」した 2 等級の逸

を開きました。

出席でしたが、大阪安保事務局次長出席のもと報告
しっかり注視して、抗議の声を上

畿でも進められる日米軍事一体化。

日には大阪中央区安保として
（当日が休日
げていかなければなりません。全

日で連続２３５回目になりました。

泡盛
１ダース １３２００円

きましょう。

への具体化にストップをかけてい

国と連帯して、戦争する国づくり

日行動宣伝をし、２０１６

と次年度年間の活動方針を決定しました。
毎月
月

になると原則前倒し）

年
商都大阪の中央区で「沖縄のたたかい」を公然と

知らせるのは、月一の天満橋地下鉄出入り口（この

出入り口は国家公務員と府職員労働者の通勤者が

多い）だけです。
「安保条約」が国政でも大きく問

題になっている時の宣伝として続けていきます。
月 ６ 日 に京 都 府 京 丹 後 市 内

で「米軍基地いらんちゃフェスタ
２０１６」が開かれ、７５０人が

でのパレード

ご住所、お名前、ご連絡電話番号を明記の上ご注文下さい

参加しました。

１０００

ほほえみりんご
（ふじ・王林）
㎏ ３９００円

日高昆布
１４０ｇ

ほほえみりんごは、２月頃まで扱っています。ご注文からお届けまで、１週

「いらんちゃフェスタ」

ご注文は、電話、メール、Ｆａｘいずれでもかまいません。

京丹後市経ヶ岬には、１３３番
目の在日米軍基地があり、アメリ
カのミサイル防衛戦略のために、
現在Ｘバンドレーダーが運用され
ています。
この間、この基地をめぐって
様々な問題が発生しています。米
軍人・軍属による交通事故が多数
起きています。また、地域で信仰
の対象としても親しまれている穴
文殊の真上にトイレを設置するな
どのとんでもないことも行われて
います。
さらに、自衛隊福知山射撃場で、

注文も承っています。１０㎏ 3,900 円です。

22

米軍経ヶ岬基地の米兵・軍属の実

間ほどかかることがあります。ふじと王林の詰め合わせが基本ですが、単品の

11

弾射撃訓練が１１月２９日から開始されました。今までは、キャ
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ンプ富士で射撃訓練を行っていましたが、遠距離だからと米軍側

年末年始、安保の事業活動にご協力お願いします。

2月
１日（水）常任幹事会（10:00∼大阪安保）
18 日（土）民法協権利討論集会
19 日（日）大阪革新懇定期総会
23 日（木）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
25 日（土）安保破棄中央実行委員会
全国代表者会議

11
から福知山射撃場の使用要請があり、日米地位協定に基づいて日

1月
～5 日（木）事務所年始休
６日（金）関西勤労協新春学習集会
11 日（水）常任幹事会（10:00∼大阪安保）
23 日（月）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
27 日（金）岸和田安保定期総会

10

23

23
22

近畿ですすめられる日米軍事一体化ＮＯ！！
米共同使用の米軍施設として閣議決定されたのです。
「京都に二

2017 年

11
２０１６年
12 月
10 日（土）
「沖縄に基地はいらない
12・10 おおさか総がかり集会」
（14:00∼扇町公園）
16 日（金）～18 日（日）
安保破棄中央実行委員会第 5 回高江行動
17 日（土）大阪革新懇「府民のつどい」
（13:30∼リバティおおさか）
22 日（木）23 定例宣伝行動（12:00∼淀屋橋）
23 日（金）
・24 日（土）劇団きづがわ公演
「追憶のアリラン」(リバティおおさか)
26 日（月）大阪安保忘年会
（17:30∼大阪安保事務所）
27 日（火）事務所大掃除
29 日（木）～事務所年末休

泡盛「美しき古里」‥飲みやすく、くせの少ない今帰仁酒造の泡盛です。1 本
3月
１日（水）常任幹事会（10:00∼大阪安保）
４日（土）大阪安保幹事会（総会）
（13:30∼大阪府社会福祉会館 505 号）

安保破棄中央区実行委員会
２０１６年次総会ひらく

当面の予定

