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「野党統一候補」の

７月の参院選では、一人区で戦争法廃止を求める議員が多数にな
ることが決定的です。同時に、比例と複数区で日本共産党の大躍進
が不可欠です。来る衆院選でも野党が過半数を獲得し、両院で「戦
争法廃止の議決」をしなければなりません。このほど「野党は共闘
し自公に圧勝を」の国民の声に野党５党は、戦争法廃止と集団的自
衛権の行使容認の閣議決定撤回、安倍政権打倒と選挙協力を行うこ
となどが確認されました。２０００万人統一署名の取り組みも大き
く進められています。

一人区の長野で自公に勝とう！

戦争法廃止・安倍内閣打倒などで５野党が 合意！
でも一 つのテーブルに 着き真剣な
擁立必ず
協議に 早く入り、統一 候補の決定
社会民主党
が必要 ですね。自公勢 力に絶対に
上伊那 中央総支部代表
勝たな くてはなりませ ん。安倍首
竹松成就さん（ 富県） 相は「 憲法改正」を繰 り返し口に
し参院 選の争点に狙っ ている。長
参議院
野県の １議席は間違っ ても戦争推
選で野党
進勢力 に与えてはだめ 。力を合わ
は「憲法
せましょう。（元伊那市議会議員）
を守り、
戦争法廃
止に全力
をあげる無 所属の候補者」の擁
立が何をお いても第一だ。定員
１の選挙区 が長野県を含め３２
区ある。野 党は、中央でも地方
竹松成就さん

2／21 共産党伊那市委員会
がベルシャイン前で署名行
動 。 1時間で61人の署名が
集まりました。
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今年も早いもので２ケ
月近く経過。毎日、流さ
れるニュースを、順不同
で列記してみる。「大学
生たちのスキーツアーバ
スの軽井沢バイパスでの死亡事
故」「介護施設での高齢者連続
落下死亡事件」「加古川の若い
女性の死亡事件」など、痛まし
いものばかり。しかも、若者が
かかわることが多い。「人を殺
してみたかった」との女子大生
や、高校生がいじめで友人を溺
死させた例なども思い出す▼一
方、北朝鮮のミサイル発射をめ
平和憲法にノーベル賞を！ ぐるニュースなどは、政治、軍
事にかかわる情勢がホットな局
面にある現在、ニュースの流し
伊那福音協会 牧師
水野晶子さん （日影） 方自体も意図的に組み立てられ
ているという印象も否めなかっ
た。その中で、巨大メディアの
・ ・
・ ・
歪みや権力への屈服は見逃せな
い▼戦中のファッショ政治が、
殆ど国民の意見や批判を許さな
くなった時と比べると、現在は
「ママの会」や青年「ＳＥＡＬ
Ｄｓ」などの共同が広がってい
る。甘利氏の口利き行為や自民
党の議員の「育休」中の「不倫」
辞職などは、かつて、私たちが
共働きで苦労を重ね、闘い取っ
てきた経験などを交流し、生か
すことができればと思う昨今。
まともな社会づくりに、さらに
励まなければという思いが強く
わいてくる
（Ｋ・

日本 国憲法がノーベ ル平和賞 に
ノミネ ート。平和憲法 をノーベ ル
賞に是 非したいと仲間 とともに 集
会を開いたりして運動しています。
ひ と ご と
政治 の事は他人事で したが、 戦
争法（案）に対して若者や大学生、
若いマ マたち、戦争体 験者が立 ち
上がり 地道に粘り強く 取組んで い
る姿に 励まされ、為政 者が正し い
判断が できるようにと 祈祷会を 開
催して います。「戦争 法廃止を 求
める」 署名にみんなで 取り組ん で
います 。参院選では戦 争法を進 め
る人は絶対にだめですね。

2／3 大萱交差点でのスタンディング。節分
の日だったので、鬼も登場して「アベ政治を
許さない！」「戦争法廃止で手をつなごう！」
（9条の会伊那市連絡会のみなさん）

地蜂

医療生協 が署名行動

医療
富県支部、早期に目標超過達成！
生協

（２０００万署名地区推進本部）

断る人はほとんどいません。ポイ
ントはどれだけ時間を取って行動す
るか、どのようにお願いするか工夫
次 第で す 。寒 さ も 少 し和
ら いで き まし た 。 節 目節
目 の目 標 を設 定 し て 取り
組みましょう。

思い切って行動に！

￤竜東９条の会主催

「戦争法を考える学習会」

７日 、柳 川ひろ み市 議 の「 つど い」 が中
央 区公 民館 におい て開 催 され ６０ 名近 い参
加者で盛り上がりました。竜東７区の区長・
役 員を 代表 して挨 拶に 立 った 中央 区長 さん
は 、「 要求 実現や 区政 に とっ て柳 川議 員は
なく ては なら ない 存
在で あり 、こ れか ら
の活躍を期待します」
と激 励。 三澤 党地 区
委員 長か ら
は、 参院 選
にむ けて の
支持 の訴 え
があ りま し
た。 地元 演
奏家による尺八が披露されるなど新
たな年の決意を固め合う集いとなり
ました。

飯島光豊後援会の新春のつどいは、
７日、１２０人が参加して開かれま
した。東春近の区長会長、財産区議
長らの来賓があいさつ、ＪＡ上伊那
の御子柴茂樹組合長のメッセージも
紹介。 飯島議
員が「 引き続
き市民の立場で頑張り
ます」と力強くあいさ
つした後、新年宴会に
移り、日本舞踊や詩吟
などの余興や、福を呼
ぶ新春豆まき大会が催
されるなどにぎやかな
集いになりました。

柳川、飯島光 両市議の後援会

バレンタインデーに
上伊那医療生協は、２月 日のバレンタ
インデーに合わせて、チョコや風船をプレ
ゼントしながら、２０００万署名に協力を
お願いしました。
伊那 市では、
グ リーン ファー
ム や日帰 り温泉
施 設、ニ シザワ
な どで職 員や地
域 の支部 が行動
に 取り組 みまし
た。
目標達 成に弾
みをつけた活動になりました。
（Ｉ）
ニシザワ春近食彩館の前で署名を
訴える東西春近支部の組合員

２０日、福島公民館での「戦争法を考え
る学習会」に約５０名が参加。元県高校長
会会長・手良九条の会会長の北原明さんが
「太平洋戦争と戦争法」と題し講演。
北原さんは、憲法９条は自分の生き様そ
のものであると前置きし、日本が他に例の
ないほど悲惨な太平洋戦争をはじめるまで
の経緯について検証。基本的人権や表現の
自由が奪われ、一路、戦争へと突き進めた
時代と今の安倍政権の下で起きている政治
現象とが重なり合うことの危険性を指摘。
そして、平和を柱にした日本国憲法を守り、
いかすことの重要性を訴えました。
また、戦争法廃止２０００万統一署名推
進と、「戦争法反対、憲法守ろう」（池上
信子さん書）と書かれたポスターを作成す
ることなどが確認されました。
（伊藤）

参加者に挨拶する柳川市議

市政報告をする飯島光豊市議

14

医療生協富県支部（支部長・竹松孝子さ
ん）は、署名目標（２００人）を１月中に
超過達成。「望郷の鐘」を観たり、小森陽
一さんのお話を聞いたりして、みんな「何
とかしなくちゃ」と、『いろりばた』の配
布者に「何人分」というふうにお願いした
とのこと。家族だけでは足りずに東京の親
戚にお願いした人もいて、集中して取り組
んでくれたとのことです。

「新春のつどい」賑やかに

（２）
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戦争法廃 止2000万 署名すすむ

放射性物質処分場建設に待ッタ

!

宮田村大久保に放射性物質を ゴミは絶対ゴメンです。
含む廃棄物最終処分場建設が計
東信地方では拒否したんだね。
画され、「断固反対」を掲げ、 みんなでハネ返しましょう。
万人の署名を集め県知事に許
西春近Ｉさん
可をしないことを求める取り組
（病院勤務・女性）
みが大きくもり上がっています。
宮田村をはじめ農業、漁業関係
◆飯田、飯島方面から柿やり
団体、多くの市民団体が学習集 んごを毎年取り寄せています。
会や署名に取組んでいます。
どこから見ても安全でない「放
放射能の危険を心配する投書 射性物質（核のゴミ）」と聞い
の一部を紹介します。
ただけで身震いがしますよ。回
◆空気がおいしい伊那谷の真 覧の署名はしました。ほかに出
中に、処理ができない放射能の 来ることがあればと思っていま

す。東春近Ｔさん（ 代男性）

議会報告会行われる
2月14日、伊那公民館で議会報告会が
行われました。日本共産党の3市議から

春闘学習集会

40

前沢けい子
発生し、子 供の大学進学を あ
きらめざるを得なかった。等々。
教育に投 資しない国に未 来
はない。学 びたい意欲のあ る
学生に、返 済不要（給付型 ）
の奨学金が早急に求められる。
８名に躍進 した共産党県議 団
の活躍もあ って、県ではひ と
り親家庭へ の給付型の奨学 金
が実現した が、今度の参議 院
選挙で勝っ て国にもぜひ給 付
型の奨学金を実現したい。

シリーズ２

上の原今昔

上の原 中村

前 史 （下）

プロ
＆ ぷろ

光利

２

こうして、この飛行場は南東の隅を標高七
百メートルとして北西方向に五百分の二の勾配
をつけて平坦に整地された。切り土の土量は六
〇万立方メートルといわれ、今の大型ダンプカー
で十二万台に及ぶが、大きな二つの谷を埋め約
百ヘクタールの平地を造り、芝を植えた幅八十
メートル長さ千三百メートルの滑走路を三ケ月
程で仕上げた。同じころ、三棟の格納庫（四十
メートル四方、棟高二十五メートル）や本部建
物、発動機・計器・自動車等の整備工場、兵舎、
炊事舎、食堂、測候所、弾薬庫その他大小二十
棟以上の建物や給水塔、貯水槽、排水路、射撃
訓練場等の諸設備、飛行機を隠すための誘導路
等も作られた。
こうして一九四四年二月、熊谷陸軍飛行学校
伊那分教所として開所され、九月に完成し、十
月には飛行訓練や戦闘機への装備が始まった。
この
間の詳
しいこ
とは、
現在上
の原在
住の久
保田誼
氏の著
書『伊
那谷の
青い空
に』を
ご覧く
ださい。

上の原保育園南となりの飛行場遺構に教育委員
会が設置した看板に歴史が記載されています

60

１２月議会の主な報告がなされました。

上伊那地区労連・上伊那学習協
共催の「２０１６上伊那春闘学習
集会」が２月 日伊那市振興公社
会議室で行われ約 人が参加しま
した。
「ざざむし」のうたと演奏で開会、
高教組上伊那支部、上伊那民医連
労働組合、国土交通労組天竜川ダ
ム分会から職場報告を受けて、愛
知県学習協会会長の吉田豊さんよ
り「暮らしをまもる共同で、賃上
げと雇用の安定、地域活性化」と
題しての講演がありました。
この学習集会は毎年行われ、今
年で 回目。
19

子どもを励ます政治を

つい最近まで
事業を経営し普
通の生活を送っ
ていた市民が 、何かのきっか
けで貧困に陥 ってしまう危険
が身近にある。
親会社の都 合で事業を閉鎖
させられ、収 入がなくなり、
子供の高校進 学資金が借りら
れない。介護 保険の報酬削減
で、介護事業 所を閉鎖する。
宿泊業で改装 費のローン返済
がある中で、 新たな修繕費が

48

10
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市議の
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美原区 矢 沢 真 民

３月11日（金）午前８時３０分～
ＪＡ上伊那本所３Ｆ大ホール
主催 上伊那民主商工会

毎週金曜日午後６時～６時半
いなっせ北側広場
主 催 さよなら原発上伊那の会
連絡先 医療生協組合員センター
（ＴＥＬ７９－８７０２）

☆ 重税反対全国統一行動

辺野古新基地
早期実現陳情の採択に思う

13

月伊那市議会で「早期実現」の陳情が採択され驚
いています。 名の賛成議員が如何に沖縄の歴史と実
態に無知であるかがわかります。これは将来伊那市内
の小中学生が沖縄を訪ねたり学ぶにつけても禍根を残
すでしょう。また沖縄は観光事業でも先進県であり自
治体同士の良好関係を保たないと「伊那市益」を損な
うことになります。
私の沖縄との関わりは、沖縄本土復帰の戦いで労働
者階級の意識を持った労働組合組織「総評」が核とな
り本土と一体となった返還運動のピーク時からでした。
当時、大衆組織である「原水協」「母親大会」「日本
のうたごえ」は３大民主勢力として返還運動の重要な
部分を担っておりました。
私は長野合唱団で「うたごえ運動」の一員として活
動に参加、「うたえ心を、うたは闘いとともに、平和
で健康的なうたごえを１０００万人に」を大目標にス
クラムを組み活動していました。その中で歌劇「沖縄」
が生まれプロと地方合唱団が合同で全国公演を成功さ
せＬＰ版５万枚が普及されました。このような活動を
行う中、返還後も「地位協定」のもとで生活する沖縄
県民の実態を学びました。
現在、上田市では沖縄出身者が「沖縄」の勉強会の
講師を務めているそうです。伊那市でも「沖縄を知る
会＝仮称」を立ち上げ、沖縄を支援し汚名返上に向け
行動することを訴えます。

３月３日（木）午後４時～５時
いなっせ交差点

３月３日の桃の節句を前に、西町伊那部の旧伊澤家
住宅では、江戸時代から現代までの雛人形の展示会が
開かれています。（3月3日（木）まで。なお２，３日
は甘酒の振る舞いもあります）

☆ 「アベ政治を許さない」
スタンディング

雛人形展

（伊那部宿旧伊澤家）

風物詩
☆ 2千万人署名を
一緒に街かどで集めよう～

随想
12
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２月28日（日）午後３時３０分～４時３０分
伊那ベルシャイン前
主催 僕らが主権者って知らなくて委員会
ｉｎ伊那谷
連絡先 宮脇（090－4159－9115）

☆ 伊那夜の街オリエンテーリング

３月２日（水）午後６時～６時４５分受付
午後７時 スタート
伊那市セントラルパーク集合（雨天決行）
参加券 3000円（前売り券のみ）
主催 上伊那民主商工会
問い合わせ 実行委員会（72－0550）
有 賀(090-3143-6946)

☆「脱原発」いな金行動

