2020.3.13
安保破棄・諸要求貫徹大阪実行委員会

安保破棄・諸要求貫徹大阪実行委員会

pj
p
j
.
.k
e
s
n
o
.
n
c
o
o
p
.
n
m
a
aw
.
e
b
w
a
w
@/
k/
s
:
o
p
t
-t
oh
p
n
a

講演：
「日米安保 60 年～従属的同盟からの脱却をめざして」

安保破棄ニュース
〒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

める」請願署名呼びかけを７人の参加で行いました。

●Ｅメール
●ホームページ

場所：国労会館 ３階大会議室

いま、日本国中

母親大会連絡会からの弁士による訴えと、ビラ配布、
「日米地位協定の抜本的改定を求

が新型コロナウイ

日時：２０２０年３月２８日(土)午後１時半～

ルスを 巡って混乱

淀屋橋で行いました。継続的に行うようになってから通算で 384 回目の 23 行動です。

をきたしています。
なかでも、安倍首
相が自らの 指導力
を誇示しようと突
然発した全国一斉
の「休校」要請によ
って、どれだけ多く
の国民が困らされ
ていることでしょ
う？
国 会 で は 、「 森
友」
・
「加計」
・
「桜」
等など、安倍首相に
関わる「私物化」疑
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惑が表れるたびに

ださい。

ウソ・ゴマカシの答

で、短時間でも可能な方は是非、ご参加く

弁が平気で行われ、
忖度した官僚らによる公文書の廃棄・隠ぺい・ねつ造が後を絶ちま
せん。
それでも野党の結束した追及によって危うくなると、ついには歴
史をねじ曲げ、三権分立の大原則までも踏みつけにして勝手な法解
釈を閣議決定し、検察官人事にまで介入し、自らの身を守ろうとす
る。
そんな安倍首相が執念をもって行おうとしているのが９条改憲
です。
しかし、私たちは、この間の３０００万署名をはじめとする国民
的な運動と野党の共闘の力によって、昨年の参議院選挙では改憲勢
力３分の２の維持を阻止し、４国会連続で憲法審査会への自民党改
憲案提示を許しませんでした。
ところが、アメリカの世界戦略に従う政治のもとで、とりわけ、
２０１５年に安倍政権が強行した安保法制＝戦争法のもとで、米軍

年

年

各団体・個人の方々の多数のご参加をよろしくお願いします。
行います。12 時から淀屋橋で行いますの

考えていきます。

3 月の 23 宣伝行動は、23 日の月曜日に

めていくのかということなどを、経験交流、議論を通じて、具体的に
結構いました。

員会としてどのような方針を持ち、どのように大阪において運動を進
方も、対話と合わせて協力してくれる人が

に進めていくのかを学び、後半の総会で、今年、安保破棄大阪実行委
を受け取ってくれる人もいました。署名の

前半の学習会で、日米安保 60 年の年にふさわしい運動をどのよう
比較的よく、わざわざ引き返してきてビラ

講師：小泉親司さん(安保破棄中央実行委員会常任幹事・
参加人数は少なかったですが、先月と打って変わっていい天気になり、気温も上が

日本共産党基地対策委員会責任者)
って汗ばむほどでした。ビラの受け取りも

とともに海外に侵攻する自衛隊に向けた大軍拡と日米軍事一体化
が、９条改憲策動と一体にすすんでいます。
また、在日米軍による事件、事故、爆音などの被害は戦後

共に学び、共にたたかいましょう。

従属的同盟からの脱却をめざして」と題して講演していただきます。

共産党基地対策委員会責任者）さんをお迎えし、「日米安保

今年の安保破棄大阪実行委員会の「総会」では、小泉親司（日本

広げていくたたかいでもあります。

これらの運動は、主権と人権を蹂躙する「安保の真実」を国民に

も位置付けられました。

院選挙の「共通政策」に辺野古新基地反対や日米地位協定抜本改定

協定の問題点が改めて浮かび上がり、野党共闘の前進の中で、参議

しかしまた一方、このような事態の根本的原因として、日米地位

うとしています。

間絶えることなく、日米軍事一体化の下でますます被害が拡大しよ

75

60

２０２０年総会(幹事会)
2020 年２月の大阪安保 23 定例宣伝行動を、２月 21 日の昼 12 時からいつもと同じく

3 月 28 日：安保破棄大阪実行委員会
2020 年「総会」を開催します！

Ｎｏ．５１５

・

云う気持ちが心にひびきました」
「心にしみる歌声に心うたれ涙が
出ました」などの感想が寄せられ
ました。
稲嶺さんの講演では、沖縄の現
状から、その問題の根源にある、
日米安保条約、日米地位協定に
ついてのお話など、沖縄の基地問
題は全国の問題だということをわ
かりやすく示されました。
「沖縄県民は、ずっと
『基地はア
メリカ本土に持って帰れ！』
と言っ
てきた」
ということも話され、
「基
地の問題は、民主主義、地方自治、
人権の問題。それならば、沖縄だ
けでなく、全国で考えるものではないか」
と話されました。

いけないと思いました」「私たちが関心をもつことだと改めて思いまし
た。
６月には、沖縄県議選があります。
「オール沖縄」
として、玉城デニー
知事を支える議席を大きくするために、全国的な支援が求められて

１日(水) 常任幹事会 (10：00～大阪安保)
22 日(水) 大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)

オープニングの
「ドローンで見る沖縄の基地」ＤＶＤ視聴は機材のトラ

7月

います。安保破棄大阪実行委員会としても、安保廃棄沖縄県統一連

７日(日) 沖縄県議選投開票
「大阪母親大会」
(9：30～たかつガーデン 午後:クレオ大阪中央)
10 日(水) 常任幹事会(10：00～ 大阪安保)
23 日(火) 大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)

ブルで音声が出ず、急きょ、稲嶺さんにナレーションを入れてもらいま

6月

の行動に結集して支援します。

１日(金) 「メーデー」(9:00～扇町公園)
３日(日) 「輝け憲法！平和といのちと人権を！
５/３おおさか総がかり集会」(13:30～扇町公園)
13 日(水) 常任幹事会(10：00～大阪安保)
22 日(金) 大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)
24 日(日) 大阪「赤旗まつり」(花園中央公園)
29 日(金) 沖縄県議選告示

した。それに続く、
「ちばりよ～沖縄」
合唱団による合唱は、沖縄に心

を超える、約１７０人の人が集まりました。

朝からの雨と寒さ、コロナウイルスの心配などがありましたが、目標

がともに実行委員会を組んで企画しました。

どい―稲嶺進さんを迎えて」
を開催しました。大阪のうたごえ協議会

れました」「現地の方の実情の話、しっかり受け止めて、行動しなければ

りやすかった」「沖縄の思い、民主主義についてあらためて考えさせら

を知らなければと思いました」「闘いの先頭に立つ稲嶺さんの話は分か

稲嶺さんの講演に対して、
「熱い思いを感じました。もっと沖縄のこと

れました。

を作り出すために力を合わせて頑張っていきましょう」
と、締めくくら

やらなければいけないことをがんばらんといけない」「いい日本の未来

最後に、
「未来の子どもたちのために、今私たちは、できることを、

「ちばりよ～沖縄」合唱団

た」「日米地位協定の本性が良くわかった」
などの感想が寄せられまし

日の土曜日、西成区民センター・ホールにて、
「沖縄連帯のつ

２月 22 日西成区民センターにて、講演する稲嶺さん

からの呼びかけに応え、安保破棄大阪実行委員会と大阪平和委員会

２月

「沖縄連帯のつどい—稲嶺進さんを迎えて」
を寄せる歌に、
「優しく歌い上げる歌の力。沖縄は優しい。この力は心

3月

19 日(木) おおさか総がかり・宣伝行動 18:30～19:30 京橋駅周辺
23 日(月) 大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)
28 日(土)安保破棄大阪実行委員会 2020 年総会(幹事会)
(13:30～国労会館 3 階)

4月

８日(水) 第４回常任幹事会 (10：00～大阪安保)
23 日(木) 大阪安保 23 定例宣伝(12：00～淀屋橋)
原水協・原水禁世界大会ニューヨーク行動（～29 日(水)）

5月

を揺さぶる」「詩の内容がよく感動しました」「美しい自然を守ろうと

当 面 の 予 定
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