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第１日：全体会

１ ０ 月 １ ９ 日 （ 土 ） 13 : 3 0～ 1 7 :3 0
◎各分野からの連帯のあいさつ
◎岡野八代さん（ジェンダー平等）
志位和夫さん（政党報告）からの特別
発言

１９８１年生まれ。大阪府出身。立
命館大学国際関係学部卒業、立命館
大学・中京大学・愛知学院大学非常
勤講師。専門はパレスチナ地域研究。
パレスチナ／イスラエルにおける歴
史認識論争について研究。

第２日：分散会・分科会

日時：９月１３日（金）１８時３０分開会
場所：愛知芸術文化センター１２階
アートスペースＡ
ふるってご参加ください！！

れてきました。
年代にイスラエル
の国家資料が公開
され、新しい研究
によって追放の事
実が明らかになり
ましたが、２００
０年代に強烈な反
動攻勢をうけ、ふ
たたび封印されて
います。パレスチ
ナ人へのヘイトス

民青が、４月に行っ
た新歓活動ではた
くさんの新入生か
ら「４年後自分が
ブラック企業に就
職しないか心配」
「日本に広がる貧
富の格差をなんとかした
いと思っていた」という
思いが語られました▼地
方選と参議院選挙を通じ
て「残業しなくても、ま
ともに暮らせる給料がほ
しい」「学費をもっと安
くしてほしい」という要
求ともたくさん出会って
きました▼そうした若者
に「野党共闘に一票入れ
れば生活を変えられる」
という展望を伝えると支
持がどんどん広がってい
きました。また、新歓や
選挙で対話になった若者
に「一緒に学んで行動し
よう」と訴える中で２０
０８年以降一番多く仲間
を迎えています▼「若者
は政治離れしている」と
言われますが、持ってい
る願いに注目して対話を
広げることで、社会を変
えていく仲間になっても
らえると感じています。
（古川大暁／民青同盟愛
知県委員長／革新・愛知
の会代表世話人 )

革新・愛知の会 まで。
☎０５２ ８-７２ ６-９１８
０５２ ８-７２ ６
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-９１９

お申し込みは

「表現の不自由展・その後」と
歴史の真実

「表現の不自由展・その後」の再開を求めて、スタンディングに参加をした金城さん。パレスチナ地域研
究を専門に、難民の人の聞き取りをおこない、建国時の暴力を記録・記憶するためにこの９月末にもパレス
チナを訪れます。パレスチナと日本軍性奴隷について思いを語っていただきました。
（聞き手・山本晃子 写真撮影・岩中美保子）

地域・職場・青年革新懇全国交流集会
２０１９in兵庫

金城 美幸 さん

中尾 裕子
（愛 知母親大 会連 絡
会事務局 ）

ある静岡で８月 、
切にする視点を生む」
日と開催されました。
と発言がありました。
今年の大会は「核兵
器から子どもを守ろう」
また愛知では８月４
という母親運動の原点
日、知多市で第 回愛
とともにさきの参院選
知母親大会を開催し、
挙の争点に押し上げた
分科会と３つの見学
ジェンダー平等をめざ
分科会・全体会には、
し、草の根から運動し
１１００人を超える参
ている女性・母親たち
加がありました。
の力を結集し、成功さ
全体会の記念講演は
「世界の動き、日本の
動き、ジェンダー平等
社会への歩みと課題」
と題して三枝麻由美名
古屋大学男女共同参画
センター准教授が講演。
世界から遅れているジェ
ンダー平等を再認識し
ました。
私たちはこの大会の
中で話し合い、交流し、
せることができました。 学習したことを力に、
激動の情勢にしっかり
と向き合い、連帯をつ
よめ、子どもたちに
「核兵器も基地も原発
もない平和で明るい未
来」を手渡すために力
をあわせることを確認
し、今年も“熱い夏”
が終わりました。
24

愛高教からは「県内
公立校の６割以上が男
子が先の学級名簿を使
用している。男女を混
合して並べる名簿の推
進を求めている。男女
でひとくくりにとらえ
ない混合名簿が個を大

25

止に追い込まれた。非常に ピーチや物理的暴力も一段
「表現の不自由展・
危機感をもち、市民運動と と増えました。
パレスチナ難民はナクバ
その後」
もつながりたいと抗議活動
を決して忘れず語り継いで
に参加しました。
いて、私も難民や子孫の方
パレスチナ研究をしてい
をインタビューをしていま
ます。パレスチナでの歴史 「記憶」を「記録」に
す。パレスチナ人は記憶を
認識論争を研究しつつ、日
語り、記録に残し、イスラ
本の状況も透かしてみるこ
イスラエル建国は１９４
エル建国時の暴力をあばく。
とができると思い、「慰安 ８年。イスラエルでは歴史
しかしこれらの証言はイス
婦」問題については研究の 的栄光の瞬間とされますが、 ラエル側の国家資料にない
片側で追いかけてきていま パレスチナでは大災厄（ナ ため、パレスチナ人は「ウ
した。
クバ）と呼ばれています。 ソつき」「ユダヤ国家の破
あ い ち ト リ エ ン ナ ー レ パレスチナ人が大量追放さ 壊をもくろむテロリスト」
「表現の不自由展・その後」 れ、村落の半数が破壊、住 と攻撃され、自国の歴史的
は面白い試みだと感じてい 民の３分の２が難民になり 不正義を直視せず「平和国
ました。「すでに表現の自 ました。これは圧倒的な追 家」・「民主主義」という
由がない」ことを提示する 放の暴力ですが、この事は ナルシスティックな幻想に
趣旨だったが、それすら中 イスラエルでは長く隠蔽さ おぼれ、（二面へ）

平民の暮らし

緊急シンポジウム開催決定！
１ ０ 月 ２ ０ 日 （ 日 ） 9: 0 0 ～ 1 2 : 00
◎分散会「市民と野党の共闘」の発展
をめざして―革新懇活動の交流と議論
◎分科会①職場交流会②青年交流会
③市民と野党の共闘④ジェンダー

～日本軍「慰安婦」など歴史の真実に向き合い
未来への教訓に～
70

参院選を土台に私たちが
安倍政治を終らせる
み ゆ き
きんじょう
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http://www.kakushin-aichi.jp/

女性・母親は
歩みつづけけます！

自らの生い立ちと重ねて

多数派
めざして
〒456-0006
名古屋市熱田区沢下町9-7労働会館東館306
℡(052)872-6918 FAX(052)872-6919
Eメール：kakushin-aichi@roren.net
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平和･民主･革新の日本をめざす愛知の会

「生命 い(のち を)う
みだす母親は 生命
い(のち を)育て 生命
い(のち 守)ることをの
ぞみます」。
このスローガンをか
かげ、歩みつづけて今
年で 年。第 回日本
母親大会はビキニで被
災した第五福竜丸のふ
るさと、焼津があり、
母親運動の原点の地で

歴史を学び直す「未来に繰り返さない」記憶の形成を
インタビュ
ー

２０１９年９月１０日
第２９２号
【３つの共同目標】

革新・
愛知の会
① 日本の経済を国民本位に転換し、
暮らしが豊かになる日本をめざしま
す② 日本国憲法を生かし、自由と人
権、民主主義が発展する日本をめざ
します③ 日米安保条約をなくし、非
核･非同盟・中立の平和な日本をめざ
します

２０１９年９月１０日（６）
第２９２号
革新・愛知の会
２０１９年９月１０日
第２９２号
（１）革新・愛知の会

隔月掲載です。

