
 新型コロナ感染は終息の目途が立たない中で原子力規制委は、傍聴者なしの不正常な状態のままで適合性審査

を続けている。そして、青森県の六ヶ所再処理工場について、５月１３日に事実上の合格書である「審査書案」を了承

した。そしてパブコメを行ってから、新基準に「適合」とする予定である。再処理工場の審査では、多くの問題が解決さ

れておらず、規制委はコロナ緊急事態で反対行動が規制されていることを利用して「火事場泥棒」的に決定した。 

 六ヶ所再処理工場の稼働を認める「審査書案」 

 六ヶ所再処理工場の審査では、施設直下の六ヶ所断層

及び大陸棚外縁断層の指摘が無視され、基準地震動の

策定でもばらつきが考慮されておらず、巨大噴火のリスク

も無視されている。火山灰の厚みは 55 センチに引き上げ

たが、密度を小さく見積もり、結果的に過小評価のままで

ある。高レベル廃液貯槽にプルトニウムが臨界量を超えて

含まれて、臨界事故を起こす危険性も指摘されていた。 

 世界的には、使用済燃料は、どう安全に長期間保管す

るかが課題となっており、危険な再処理を行い MOX 燃料

を作ることは中止されている。核兵器製造につながり、放

射能汚染を拡大する再処理工場は廃止すべきである。 

 東海第二原発の稼働準備工事は中止せよ 

 東海第二では現在、防潮堤建設や非常用電源設備の

設置など事故対策工事が続く。原電によると、東海原発

の廃炉作業と合わせて約 1700 人が働いている。再稼働

反対の団体だけでなく、現場の工事関係者も「コロナが落

ち着くまでは止めてほしい」と工事の中止を訴えている。 

 鎌田慧さんに激励のメッセージをいただいた 
私が鎌田さんの存在を知ったのは、設備関連会社で労

働運動に参加し始めた頃に読んだ「自動車絶望工場」であ
った。トヨタにおける強権的労務管理、現場での労働内容、
労働強化と合理化を、季節工の労働と生活の視点から見る
姿勢に感銘を受けた。以後、「自動車絶望工場」の表紙を
見ることで初心を再確認させてもらっている。（Ｎ．Ｎ） 

 被爆の惨状を描いた丸木位里・ 

俊夫妻の連作「原爆の図」を所 

蔵し展示する「原爆の図丸木美 

術館」（埼玉県）が、存続のために 

緊急の寄付を呼びかけている。 

 コロナ禍で多くの文化施設が休 

館する中で、行政や企業からの 

助成が少ない私設美術館は、休 

館による減収で運営が厳しくなっている。 

 先月９日から休館となり、入館収入はゼロ、団体予約も

キャンセル、貸出し、巡回展も中止や延期となっている。 

 緊急募金は、郵便振替で送れます。 

丸木美術館： 00150-3-84303 通信欄に「緊急募金」 

東京で２３０００人き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱脱原原発発・・放放射射能能汚汚染染をを考考ええるる  
Ｎｏ.２1９   ２０２０年５月１５日 

脱原発・放射能汚染を考える北摂の会 

nonukes.hokusetu@gmail.com 

 

原子力規制委は原発でのコロナ対策に全力をつくせ！ 
六ヶ所村再処理工場の「審査書案」の了承に抗議する！ 

「湘南 Theo の平和のページ」（http://hws3.spaaqs.ne.jp/ezetheo01/datugenpatu/hokusetunokaii.html）
でバックNoの閲覧とダウンロードが出来ます

 こと、原発ですから、長ければいいとは言えませんが、

この運動の持続は、緊張感の持続として、祝うべきだと

思います。 

 「脱原発・放射能汚染を考える」通信は、手作り、A4 版

２ページか４ページですが、小さいながら、丹精こめた棚

田のような美しさがあります。珠玉の通信です。 

 小さいながらカラー写真が数葉が必ずはいっていて、

職人芸を誇っています。 

 もちろん、形式だけでなく、脱原発情報が、よく吟味さ

れて編集され、沖縄、反戦、教育などの、アクチュアル

な批判が小気味よくはいっています。 

 老舗の原子力情報室の「反げんぱつ新聞」、たんぽぽ

舎の「週刊金曜ビラ」などとともに、原発廃炉に至るまで

の道標です。いつも、感嘆しながら、読んでいます。 

「脱原発・放射能汚染を考える」通信 
創刊１０年突破、おめでとうございます 
       鎌田 慧（ルポライター）

朝日新聞社世論調査（5 月/3 日）

安倍政権の下での改憲は絶対反対 

茨城県議会は県民の要求に応えて「いばらぎ原発県民投票」を実施せよ！

原爆の図美術館の存続の危機 
緊急募金で美術館を支えよう 

安倍４選には 
66％が反対 

次の政権は安倍
路線を引き継ぐな 

憲法九条の改悪
には絶対反対 

安倍首相の下で
の憲法改正に
は絶対反対！ 

憲法改正の賛否

は拮抗している 

まだ安倍政権 
支持が 42％も 



 ５月８日に、「検察間の定年引上げと内閣の判断で「役

職定年」を延長できるようにする「検察庁法改正案」の審

議が与党によって強行された。ことの発端は、安倍首相

が「森友問題を揉消してくれた黒川東京高検検事長の

定年を延長し、検事総長にさせる」ためのものであった。 

 コロナ禍のなかでの「火事場泥棒」的な、三権分立の破

壊と検察の私物化には、全国から反対の声が上がって

いる。反対署名は３日で５００万を超え、多くの著名人を

含むツイートが溢れている。しかし安倍政権は強行突破

の姿勢を崩していない。反対の声を国会へ集中しよう。 
 
 大阪人権博物館 立ち退きへ (5/9 朝日) 

 大阪市が誇る平和博物館「ピースおおさか」、そして人

権博物館「リバティーおおさか」の２つが大阪維新の会に

よって破壊されている。存続と引き替えに展示内容が大

幅に改悪された「ピースおおさか」、そして今回は「リバテ

ィーおおさか」は地裁の「和解」で立ち退きとなった。橋下

元知事の「差別や人権などネガティブな部分が多い」と

いう独断的な一声で人権専門の博物館が破壊された。 

 トランプの妨害で「紛争停戦決議案」不採択(5/9 朝日) 

 国連安保理事会は、コロナの感染拡大を受けて、仏国

などが作成した世界各地の紛争の停戦を呼びかける決

議案の採択が出来なかった。決議案中に世界保健機構

（WHO）への言及を巡り、常任理事国の米国が反対し

た。決議案は９０日間の停戦を訴えている。米国に配慮

して「WHO」を直接は記載していないが米国は反対した。 

 今年は中学校教科書の採択の年である。大阪府では、

育鵬社の教科書が、大阪市、東大阪、四条畷、河内長

野、泉佐野で使用されている。このような状態は今年で

終わらせたいものである。「改憲」と

「戦争」に導く教科書を拒否しよう！ 

 「コロナ」を理由にした密室採択を許

さず、教科書展示会を開かせ、市民

が参加し、アンケートを通じて意見を

教育委員会に届けよう。 

日時：６月７日 13：30～16：30 

場所：国労会館３階大会議室 

主催：「戦争教科書」はいらない！大阪連絡会 

 緊急事態宣言が発令されて以来連日、吉村大阪府知

事がテレビに登場している。そして「毎日新聞」が６日に行

った世論調査では「コロナで最も評価している政治家」の

トップに吉村大阪府知事が大差を付けて登場した。（小

池東京都知事が２位、安倍首相が 3 位である。） 

 この上位３人の共通した特徴は、首長による「独裁的」な

意思決定である。「学校休校」「布マスク」「秋学期制」「十

三病院」など該当機関での論議さえしてないという。 

 吉村氏の「（休業？）解除条件」である「大阪モデル」は、

安倍政権の緊急事態延長を待って発表された。そして出

口条件を明示しない延長批判として圧倒的に支持され

た。「ルート不明の新規感染者<１０人」「陽性率＜7％」「重

症病室＜60％」は既に大阪での状況であり、このままの

状況で進むと１５日には解除される。なんとなく科学的で、

「自粛」疲れの市民、経営が危機になっている中小企業

当事者にとっての「朗報」となっている。 

 病院を削減し、介護を破壊した維新政治 

 今回のコロナウイルス感染対策の医療体制づくりで、保

健所の過負荷、医療崩壊となりかねない病院ベッド数と

機器の不足、そして人員不足、老人介護施設における医

療体制の貧弱さと、クラスター発生時の介護労働者への

感染防止体制の不備、人員不足等が問題となった。 

 吉村市長（当時）によって、２０１４年４月には大阪市立の

３市民病院は、非公務員型の地方独立行政法人とされ、

れ、住吉市民病院は近接地に府立病院があることで廃

止された。千里救急救命センターへの補助金が廃止さ

れた。特別擁護老人ホームへの建設補助金が削減さ

れ、介護保険料の基準額の増額、障がい者・福祉団体

への補助の廃止が行われた。 まさに医療崩壊の原因

の１つは維新であったのだ。しかも維新が推進している

「都構想」では一層の病院統廃合が想定されている。 

 思いつきの「秋学期」で教育混乱 

 学校の休校が延長される中で、吉村知事や小池知事

は、「思い切って新学期を９月に」と発言した。極めて重

要なことなのに、各自治体の教育委員会での論議もな

い思いつきであった。「子どもの学ぶ権利」を守るために

は、学校の再開に最大の努力をするべきである。思いつ

きで教育現場に混乱をもたらすべきではない。 

 大阪市の自治を破壊する「都構想」に反対 

 吉村知事は緊急事態宣言が知事に与える裁量権を利

用しながら「独裁」的運営をしている。「都構想」もまた大

阪府知事に多くの権限を集中するシステムである。 

 維新の橋下元市長は、労働組合破壊、学校での日の

丸・君が代の強制、公務員労働者の政治活動の禁止、

「運転手に対する髭の禁止」などを独断で行い、大阪市

の民主的運営を破壊した。「都構想」はその仕上げである。 

 戦争展は延期になったが、事務局が

「戦争展ニュースレター」を発行した。 

 「コロナなんかに負けないで／延期を

好機として内容を深めて拡げて／戦争

展をより充実したものにしていきましょ

う」と事務局は意気軒昂である。 

 ニュースご希望の方は編集局に連絡い

ただければＭＡＩＬで送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「脱原発・放射能汚染を考える」 No219 （2020/5/15） 

「アジアから問われる日本の戦争」展は延期 
意欲を維持して「戦争展ニュースレター」を発行！

「改憲」と「戦争」に導く教科書ＮＯ！ 
全国集会 中学校教科書採択に向け

吉村文洋大阪府知事の「コロナ対策」にだまされるな！ 
 医療を、介護を、教育を破壊してきたのは、大阪維新の会だ！ 
 

民主主義を破壊し、大阪を「維新」の 
城下町にする「都構想」を否決しよう 

政権好みの「検事総長」を作る「内閣判断
での役職定年延長」の審議強行を止めろ！

森友疑惑隠しの黒川東京検事長を検事総長にするな！ 



「アジアから問われる日本の戦争」展の準備を 

 されていた参加団体の皆さん 

「アジアから問われる日本の戦争」展に参加を予定されていた皆さん 
  
 「アジアから問われる日本の戦争」展 2020 事務局は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大によってエルおおさかが当面閉館という事態をうけて、

以下のことを決定し報告します。 

■エルおおさか閉館という戦争展開催の基本条件が失われた以上、止む

を得ず「コロナウイルス感染収束の目途がつくまで『アジアから問わ

れる日本の戦争』展 2020 延期」を正式に決定します。  

■４月１３日に予定していた「第６回戦争展実行委会議」を延期して、

コロナウイルス感染収束の目途がつき「アジアから問われる日本の戦

争」展 2020 の開催準備再興にあたれる段階で再度「第６回戦争展実

行委会議」を改めてもつことにいたします。 

■コロナウイルス感染の状況、会場の状況を判断して、映画会など開催

可能なプレ企画から再開し、戦争展への機運をもりあげましょう！  

■事務局が中心となって、戦争展ニュースレターを発行します。ニュー

スレターは簡易な４頁程度で、メールを通じて配信します。必要な場

合は各団体で印刷配布をお願いします。 

まず第１号は、戦争展参加団体の紹介や展示・企画の紹介をします。

その後の号は、戦争展に向けた各団体の詳しい取り組みや企画、映画

等の紹介、意見を順次掲載し継続的に発行します。 

  「アジアから問われる日本の戦争」展 2020 事務局 

東京で２３０００人き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アジアから問われる日本の戦争」展 2020
開催を残念ですが延期します 

「アジアから問われる日本の戦争」展 2020 参加予定団体（現在２８団体） 

Ｎｏ.1 
２０２０年５月７日 

「アジアから問われる 
 日本の戦争」展 2020   

実行委員会事務局 
080-3822-0404 

「戦争展ニュースレター」を通じて、戦争展への 

各団体の取り組みの報告、思いを交流しましょう！

アジア民衆歴史センター/イアンフ・アクション・オオサカ/１％の底力で朝鮮学校の民族

教育を支える会/大阪城狛犬会/韓国の原爆被害者を救援する市民の会/関西わだつみ会/

写真展フクシマ実行委員会/侵略と加害の教科書展示/設置理念に則ったピースおおさかを

取り戻す会/ＺＥＮＫＯ堺・河内長野（沖縄の展示）/戦死した叔父の遺した卒業アルバム/

戦跡写真展/高槻「タチソ」戦跡保存の会/屯鶴峯地下壕を考える会/中国人強制連行/とめ

よう戦争！伊丹自衛隊・防衛省申し入れ行動/豊中女性史を拓く会/南京大虐殺６０ヵ年大

阪実行委員会/日中友好協会大阪府連合会/日中友好協会堺支部/日本近現代史を問う会/

「バターン死の行進と三池炭鉱捕虜労働」実行委員会/東アジア青少年歴史体験キャンプ実

行委員会/宮古島～南西諸島の自衛隊基地建設/未来のための歴史パネル展（みれぱ）/靖国

合祀イヤですアジアネットワーク/ワークショップ・書のサロン ほか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関西わだつみ会は、「はるかなる山河に」から「き

けわだつみのこえ」の発刊（1949）にいたる日本

戦没学生記念会の創立期の資料の展示、機関誌「わ

だつみのこえ」の創刊から最近号を展示したいと

思っています。 

 戦時下の反戦運 

動である「大阪商 

大事件」、京大反 

戦グループ事件、 

京大在学中に徴兵され、戦後に捕虜虐待の責任を

押し付けられＢＣ級戦犯として死刑に処せられた

木村久夫さんの平和への希求の思いを紹介します。

 日本人学生だけでなく、朝鮮・台湾出身の学生に

もほぼ強制的な「学徒出陣」が行われました。そ

して朝鮮では徴兵制が施行され多くの人々が兵

士・軍属として戦場に動員されました。戦後補償

問題では朝鮮人元 BC級戦犯問題等多くの解決され

ていない問題があります。 

日本戦没学生記念会（わだつみ会）  

 

2017 年に 1 年かけて「おおさかイアンフ映画祭」を実

施し、その後「映画会だけでなく街宣などもやろう」と名

称を変更しました。被害者がどんどん亡くなっていく中

で、どうすれば日本の国家責任を問うことができるのか

を考え、被害者の声を紹介するパネルを作製・展示し

ています。これまでは韓国の被害者のパネルばかりで

したが、今年は中国・台湾・フィリピンなどの被害者の

声も伝えます。 

 

 セピア色の画面の中から、ひたむきに学ぶ高等学校

生（今では大学生）の姿。３年後には皇軍兵士として侵

略戦争に狩り出されたうえ「戦死」する無惨さ 怒りを感

じずにはおれません。国家が戦争をするためにはそれ

を担う人民が必要です。皇軍の兵士がどのような教育

を受けて育てられたか、その一端が分かると思います。 

 

 奄美大島から与那国島に連なる琉球弧（南西島嶼）

に拡がる自衛隊基地建設は、全く島民を無視した軍事

要塞化が急ピッチで進捗しています。辺野古新基地建

設は表向きは米軍への提供基地ですが、南西島嶼は

全て自衛隊専用基地で、本土のメディアでは殆ど報道

されることはありません。住民へのまともな説明会も開

催しないばかりでなく、辺野古基地建設と同じ完璧な

違法工事が粛々と行なわれています。 

 今回の展示では、宮古島をメインとしたパネル、写

真、映像、現地での宮古島ミサイル基地建設反対運動

の「今」をお伝えしたい、と企画しています。 

 

 ＢＣ級戦犯で一番最初に死刑執行されたのが、由利

敬という大牟田俘虜収容所分所長でした。罪名は捕虜

の虐待や死亡させた罪でした。１９４２年フイリッピンの

バターン半島で日本軍の捕虜となった米の捕虜は８８

キロに及ぶ死の行進を強制され、その後三池炭鉱に

連れてこられて強制労働を強いられました。二重にも

三重にも苦難を強いられた白人捕虜は１９４４年当時で

１４７８名でした。マッカーサーがなぜＢＣ級戦犯１０００

人の裁判をした中でなぜ大牟田捕虜収容所分所長を

一番にという意向を示したのか？等問題を掘り下げて

いきたいと思います。 

 

 本会は、日本と関係するアジア民衆の歴史を、反戦

平和・人権尊重・教育文化の分野から原本史料・書

籍・文物を数十万点所蔵し、研究・調査・学習を深める

ために交流する場である。郷里の香川県に平和資料

館が無く、また県議会で教科書より日本軍「慰安婦」削

除要請決議がなされた事を動機に、築百年の町家の

蔵を所蔵庫・展示室に改装して、2006.10.1 発足した。

昨年は、『韓国「併合」と三一独立運動』を展示した。

本年は、『アジアにおける女と子どもたちの戦争の実相』

を予定している。機関紙「アジアの日本」は７０号となる。 

 

 ２０年ほど前から戦争遺跡の写真を撮ってきました。

戦争を知る人が少なくなってきている現在、「人々の記

憶から過去の戦争の事実が消えてはならない」という思

いで、別の形で戦争の証言者となる戦争の遺物を写真

で残しています。多くの方々に見ていただいて、現在

では異様と思える施設がこんなに多く造られていたん

だということを感じてもらえたらと思います。昨年、それ

らをまとめた写真集を出版しましたので、併せてご覧く

ださい。 

 

 《歴史の抹殺 ピースおおさかから撤去された展示》

多くの市民の反対を押し切って、松井・橋下維新が

2015 年のリニューアルで撤去した日本の侵略戦争の

加害と被害の展示の復元布パネルや月一回ピース前

などで行っているピーススタンディングの写真を展示し

ます。皆さんにご覧いただき、このような展示が撤去さ

れてしまった理不尽さを共有し、ピースおおさかを設置

理念に則ったものに取り戻すために、多くの市民が力

を一つにしましょう。 

設置理念に則ったピースおおさかを取り戻す会 

「戦跡写真展」  三枝妙子 

アジア民衆歴史センター(久保井規夫主宰) 

『バターン死の行進と三池炭鉱捕虜労働』

「着々と進む南西島嶼軍事要塞化」 

戦死した叔父の遺した卒業アルバム 

イアンフ・アクション・オオサカ 

 

広島、長崎で７万人もの朝鮮人が被爆し、４万人が

死亡し、２万３千人が解放された祖国に帰国しました。 

日本の植民地支配で生活が破壊され、あるいは強

制連行により、渡日を余儀なくされた人々です。韓国の

被爆者はこの５０年間、日本政府に「被爆者援護法の

平等適用」を求める裁判を闘い、勝訴を重ねてきまし

た。今は日米両政府に「朝鮮人被爆の実態調査・謝

罪・賠償」を求めています。私たちは 1971 年の結成以

来、韓国の被爆者の闘いを支援しています。 

韓国の原爆被害者を救援する市民の会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1％の底力で朝鮮学校の民族教育を支える会は、参

加者それぞれが月収の 1％を出し合って朝鮮学校を支

える活動を続けて来ています。今までに鉄棒、チャイ

ム、パソコン・・・ｅｔｃを朝鮮学校へ寄贈したりしました。

戦争展では「阪神教育闘争と朝鮮戦争」をテーマに、

朝鮮学校の民族教育を守る活動は平和を守る活動で

あることを展示を通じて訴えます。 

1％の底力で朝鮮学校の民族教育を支える会 

 

 大阪城の西ノ丸庭園北門には中国明代の白玉石の

狛犬が鎮座しています。中国でも国宝級と言われる狛

犬が何故大阪城に置かれているのか？横にある説明

板を読んでもその答えはありません。 
 1937 年 7 月 7 日、日本軍は盧溝橋事件を引き起こし

全面的な中国侵略を開始。7 月 29 日、天津市を空爆、

天津市政府庁舎の前に置かれていた狛犬が爆風で転

げ落ちたものを、戦利品として持ち帰りました。同年 12

月には南京に侵攻し大虐殺を行いますが、日本では

「勝利」に沸き返り、ちょうちん行列が各地で行われまし

た。翌 1938 年の 4 月 1 日からは西宮球場とその外苑

の広大な会場で「支那事変聖戦博覧会」が開かれ、

「侵略戦争」を「聖戦」と美化して宣伝しました。その会

場に飾られたのが天津から略奪してきた狛犬でした。 

その後、東洋最大の武器製造工場である「大阪砲兵

工廠」と第四師団司令部があった大阪城に移されまし

た。私たちは、狛犬の正しい由来を記した説明板の設

置を求めるとともに、大阪城に残る大阪砲兵工廠の戦

跡を保存し、日本軍の犠牲となったアジアの人々を追

悼する施設を建設し、大阪城公園を平和公園にするこ

とを求めています。  （大阪城狛犬会）文責 山橋 

大阪城狛犬会 

 

 

 戦後 57 年、日本に故郷を築いた「在日」の物語。京

都府宇治市にある在日朝鮮人の街「ウトロ」。現在この

町の住民達は立ち退きを迫られている。親子四代にわ

たってウトロに住む田中(徐)信雄(57)にとって、ここはか

けがえのない故郷。映画は彼の一家を中心に、故郷に

住み続けるために闘いながら独自の文化を守って生き

るウトロの人々の日常を描き、ここに住み続ける意味を

問う。18 年前のウトロの姿を描いた映画を今是非観てく

ださい。  予告編 

https://www.youtube.com/watch?v=7O-GXF3sir4 

  

「ドキュメンタリー映画 

「ウトロ 家族の街」(2002 年公開作品)

 

 ２００４年に伊丹自衛隊第三師団からイラクサマワに

派兵される動きがある時から、海外派兵をするな、と訴

えて来ました。今年４月２６日で１８１回目となります。  

 PKO 派兵に始まりイラク派兵 

そして今中東へ派兵をするよう 

になり憲法９条が破壊されつつ 

あります。二度と再び戦争をす 

る国にならないように声を上げ 

ています。 

とめよう戦争！伊丹自衛隊・防衛省申し入れ行動

 

 「侵略と加害の教科書展示」近現代史の中での日本

の「戦争責任」「植民地支配の責任」をキーワードにし

て現行教科書の内容を検討し、より多くの方と考え合

いたい。侵略や加害の事実に目をふさぎ、消し去ろうと

する一連の風潮の中で、きちんと歴史の真実を検証し

合う展示と新鮮な学びの『共同の広場』を作りたいと願

っています。一度今使われている小・中学校の社会科

と、教科道徳の教科書を手に取って読み合いません

か。そして子どもたちに決して「戦争教科書」ではないよ

り良い教科書を手渡せるように研究し合いませんか！ 

堺・泉北教科書展実行委員会 

 

 奈良県と大阪府の県境、二上山の麓に「どんづるぼ

う」と呼ばれる景勝地があります。その地下には戦争末

期に陸軍が朝鮮人兵士を動員して掘削した二つの巨

大な地下壕が敗戦当時の姿のまま現存しています。

「あみだくじ」のように掘られた地下壕は縦横あわせると

約 1700ｍにもなります。内部に入ると、ツルハシで削っ

たあと、ダイナマイトをしかける穴などが生々しく残って

います。地下壕は本土決戦時に陸軍の航空部隊・特

攻機の指揮をする施設として建設され、完成を見ること

なく敗戦により、工事が中止されました。 

  私達屯鶴峯地下壕を考える会は２０年以上に渡り、

市民向けの見学会、また学校職員、市民団体のフィー

ルドワーク等で地下壕をできるだけ多くの人に見てもら

おうと活動してきました。しかし、地下壕の存在を知る

人はまだまだ少数です。これからも一人でも多くの人に

地下壕を見てもらい、戦争の悲惨さと愚かさを感じてい

ただきたいと思います。 

屯鶴峯地下壕を考える会 

 

 高槻地下倉庫の頭文字を並べた暗号名で「タチソ」

と呼ばれた高槻市成合の地下トンネル群は、米軍の

激しい本土空襲が開始される１９４４年末から、本土決

戦遂行のため日本各地で掘られたトンネル群の一

つ。土地の強制収用や勤労奉仕、朝鮮人に対する強

制労働があったことを今に伝える貴重な戦争遺跡。こ

の戦跡を通じて戦争の愚かさ・悲惨さ・非人道性を伝

えることが、平和を希求する人間の責務ではないかと

考えて活動しています。 

高槻「タチソ」戦跡保存の会 

 

「南京大虐殺ってほんとうにあったの？」 

過去の戦争の実態を知ることが次の戦争を止める力に

なると信じて。展示を通して南京の歴史の真実を正しく

知ってください。あの戦争で記憶すべき事実・・殺しつ

くし・侵しつくし・焼きつくし・奪いつくす！正視できえな

いこの罪業。しかし、これを否定することは被害者を再

び冒涜することとなる。 

 世界は許さない。加害者としての日本を忘れないで。 

南京大虐殺60ヵ年大阪実行委員会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「書のサロン」は古典の書に根差しながら現代書を追

求し書を楽しむ会です。主宰者としては社会的なテー

マの表現をめざし、これまでも各地で個展・二人展にお

いて「慰安婦」・植民地・戦争・ヤスクニ・識字学級・フク

シマなどのテーマに取り組んできました。 

 今回スペースが許されれば「フクシマ」の作品も出せ

たらうれしいのですが・・・。ワークショップは畳 1 枚分の

紙に特大筆で、墨や絵具で戦争展でのみなさんの思

いの表現をサポートします。 

ワークショップ・「書のサロン」 

 

 「２００１年の教科書問題をきっかけに日中韓

など東アジアの市民の共同がはじまり、その一つ

として２００２年青少年歴史体験キャンプがスタ

ートしました。東アジアの「歴史認識の共有」を

めざして過去・現在・未来を学びあい、友情を育

むことを目的として、毎年５泊６日のサマーキャ

ンプを実施しています。キャンプ地を３国でまわ

し、日本では京都、沖縄、安房、北海道、東京な

どで開催、地元の市民団体と共催してきました。」

最近３年間のキャンプの内容をまとめた文章が、

雑誌『教育』７月号に掲載されます。参考にして

いただければうれしい限りです。 

東アジア青少年歴史体験キャンプ 

 

                

 

 

 

 

 

ープと共同での、女性初の豊中市会議員「飯田しづ

え」さんの資料発掘を通じて、戦後当時、米軍によって

接収された農地取り上げ、米軍犯罪、女性への性暴

力、騒音問題などを抱えた「伊丹ＡＩＲＢＡＳＥ」撤去運

動などの歩みをたどります。 

豊中女性史を拓く会 

編集後記  突然の延期、そして「外出自粛」によって
も、参加団体の「戦争展」かける意欲は消すことは出来
ない。ニュースレターの発行を決めると瞬く間に原稿が到
着しました。一部は次号にまわさざるを得ないことをお詫
びいたします。次号では上映予定の映画紹介も。（Ｎ．Ｎ） 

 

 

「中国人強制連行と強制労働」は赤裸な“暴力性”

にその特徴があります。連行された中国人はほとんど

が中国兵の俘虜や、「討伐戦」で“捕獲された”農民た

ちでした。平時でも街中や、家から突然連行された一

般市民も多くいました。 

南京大虐殺や各地でくり広げられた“三光政策（殺

し尽くし、焼き尽くし、奪い尽くす）”を例に挙げるまでも

なく、日本侵略者にとって、中国人は老若男女を問わ

ず、“殺して当然”の存在でした。日本に連行された中

国人たちは正に“殺す前に、その労働力を絞り尽くす”

存在に過ぎなかったのです。 

日本には約 4 万人の中国人が連行されていますが、

僅か一年あまりの間に、実に７千人近くが、牛馬以下

の生活条件の下で、重労働を強いられた挙げ句に惨

殺されています。その死亡率は、日本の“被害”を語る

ときによく例に挙がる「シベリア抑留での強制労働）」よ

りはるかに高いものでした。「花岡」に連行された中国

人に至っては、約千人の被連行者の内、実にその半

数近い 418 人が亡くなっています。 

 「戦争展」では、こうした忘れてはならない史実と、「花

岡事件」に象徴される中国人たちの蜂起、そして今日

まで延々と続く当人や遺族・家族たちの被害の実情と

抵抗の歴史を展示したいと思います。 

      中国人強制連行 聯誼会連合を支える会 

中国人強制連行と強制労働 
決して忘れてはならない歴史があります 

 とよなか男女共同参画推進

センター「すてっぷ」の登録

団体。 

 戦中・戦直後の豊中周辺で

の女性たちの生活体験につ

いての聞き取り調査、他グル

 

 日本と朝鮮半島の間の近代史、現代史の主要なトピ

ックをパネルにして、あちこちで展示をしています。私た

ちの目的は、日本に蔓延している歴史修正主義とレイ

シズムを克服すること、そして東アジアにかかわりを持

つ誰もが納得できるような歴史認識をつくることです。こ

の目的のために、様々な立場の人の意見を反映した

正確かつ分かりやすい内容のパネル（約 50 枚）を制作

しました。どこででも展示します。ぜひご活用ください。 

未来のための歴史パネル展（みれぱ） 

 

 ZENKO「平和と民主主義をめざす全国交歓会」は、

戦争・貧困・原発をなくし、公平で平和で安心して暮ら

せる社会をめざしている市民運動団体です。 
 戦争展では、沖縄辺野古の新基地建設の現状を伝

える展示と、DVD「ドローンの眼」「辺野古新基地建設

の問題点」の上映。そして、朝鮮人軍夫の強制連行、

及び、韓国と沖縄とに建立された「恨（ハン）の碑」の意

義とを伝える予定です。 

ＺＥＮＫＯ堺・河内長野 

 

 

 1912 年 3 月山梨出生。奈良女高師 3 年時、治安維

持法違反で検挙、退学。３７年４月留学生の夫劉仁を

追って上海着（７月盧溝橋事件勃発）、３８年武漢から

日本軍将兵に向かって反戦ラジオ放送開始。武漢陥

落、重慶に移り放送再開。日本敗戦。 

 夫の故郷満州復興に向かう。1947 年１月、黒龍江省

佳木斯で中絶手術後、感染症で死去、34 歳。長男劉

星（故人）、長女長谷川暁子を遺す。 

長谷川テル反戦・平和に生涯を 
（日中友好協会大阪府連合会） 

 

 

 日清・日露・日中・アジア太平洋と続く一連の諸

戦争を通じて日本が目指したものが、日中戦争での

毒ガス使用の事実に象徴的に現れていると思いま

す。その観点から毒ガス戦問題を取り上げて、世界

史にも関連させて、その歴史的経過を考えるための

展示研究を行います。戦争での日本軍の個々の犯罪

行動を一つ一つ知る事を積み重ねて見えてくるも

のを追求したいと思います。 

日中戦争での毒ガス戦  
（日本中国友好協会堺支部） 


