総会・
映画上映・講演会行われる
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日本共産党・手良支部
行
発

〈 民 報 の み は 月 10 0 円 ）

日刊 １カ月 ３，４９７円
日曜版１カ月
８２３円

会の幟作成、憲法９条を守る県
民過半数署名の訪問行動、映画
「望郷の鐘」上映参加などがの
経過報告がされました。
また本年度の活動方針として
は講演会・学習会・懇親会の開
催、憲法９条を守る県民過半数
署名、戦争体験記の収録などが
決められました。
映画は「ドキュメント 沖縄
戦」が上映されました。米軍の
沖縄戦記録フィルムから精選し
て、沖縄戦の開始から終結まで
を記録していますがいかに沖縄
戦が凄惨であったか、軍隊の狭
間で住民は常に置き去りにされ

手良９条の会
安保関連法案が参議院で審議さ
れ、国会周辺で、また全国各地
で廃案をもとめる行動が盛り上
がっている８月２９日に「憲法
９条をまもる」手良９条の会
（那須野文人会長・会員１０５
名）の総会・映画上映・講演・
懇親会が「手良憩いの家」で行
われました。
当日は市民駅伝の結団式など
の行事がありましたが有線の放
送を聞いてなど２４名が参加し
ました。
総会では９条の会伊那市連絡
会が結成されその関連の各種の
イベントへの参加、手良９条の

てきたかを描いていました。
講演は会員の北原明さんが
「戦後７０年と憲法９条」と題
して講演し、今の状況が戦争が
始まる前の状況と似ていること、
９条はある日突然に「押しつけ
られた」わけでなくその源流は
世界史の中にも、日本近代史の
なかにもあることや、９条が誕
生した背景などについても話さ
れました。
懇親会では激動する国会状況
の中多くの話題が出されました。

れを保持しない。国の交戦権 事にも強い憤りを感じていま
よしひろ通信
は、これを認めない。
す。議員の賛否同数を受け否
憲法学者や法律の専門家で 決を断じた議長が「日本の安
力を合わせて憲法を大切
にする政府をつくりましょ なくとも、この条文を文字通 全保障環境の変化を踏まえ
り読めば、たとえ如何なる理 『戦争をしてはいけないのは
う
由があろうとも、海外で自衛 当然。戦争にならないために
多くの国民が反対する中 、隊に武器使用を認める戦争法 も（法整備による）抑止力が
９月２０日未明、憲法違反の が合憲とは考えられません。 必要だ』と述べた。」（１９
戦争法である「安保法」を国
いくらこの憲法が嫌いでも、日付け信濃毎日新聞）との報
会議席の多数を占める自民・ 政府はこれを守らなければな 道を読んで、伊那市議会を恥
公明両党などの横暴により強 りません。でなければ日本が ずかしく思いました。
行可決してしまいました。私 法治国家として成り立たなく
反対した市議はもとより、
は、まずこれに強く抗議しま なります。
議長たる方までが憲法もしく
す。
どうしても戦争法をつくり は「安保法案」を、「つまび
今一度、日本国憲法第九条 たければ憲法を変えてからつ らかに」お読みになっておら
の全文を読み返してみます。 くるしかありません。こんな れないのではないか？
でたらめな政府は、皆で力を
憲法は「抑止力」の為でも
合わせて次の選挙で打ち倒し、海外での武力の行使は認めて
日本国憲法第九条
憲法を大切にする連合政府を いません。「威嚇」さえ放棄
〔戦争の放棄、戦力および つくるしかありません。
しているのをまさかご存知な
交戦権の否認］
そして、戦争による犠牲者 いとは…。
① 日本国民は、正義と秩序 を出す前に、１分でも１秒で 日本共産党
を基調とする国際平和を誠実 も早く憲法違反の法律を廃止 安心・安全まちづくり責任者
に希求し、国権の発動たる戦 しようではありませんか。
争と、武力による威嚇または
これに関連してもう一点。
大場美
武力の行使は、国際紛争を解 伊那市民がこの法案の今国会 広
決する手段としては、永久に での採決強行をやめ、廃案に
これを放棄する。
することを求めた請願を出し
② 前項の目的を達するため、たにもかかわらず、伊那市議
陸海空軍その他の戦力は、こ 会がこれを否決してしまった

「のろし」を上げる

手良でも活性化企画委員会が

戦国時代の武 る「狼煙台」址まで行きま
将、武田信玄が した。
情報伝達に使っ
見晴らしをよくするため
たとされる「の 有志３人により樹齢百数十
ろしルート」を 年の大きな松が４本伐採さ
再現する「のろ れていました。
しリレー」が好
狼煙の準備は穴を空けて
天に恵まれた９ 爆ぜないようにした長さ２
月５日に伊那谷 ｍの竹を３本組み、その上
１２市町村２５ に杉の枝葉を重ねて置きま
地点で行われま す。
した。
午前１０時に南端の阿智
手良でも地域 村と泰阜村でのろしに火を
の活性化のため つけ、手良では１０時２５
活性化企画委員 分に点火し、のろしを揚げ
が中心になり実 ました。
行しました。
初めてのことであり、ま
支所長、活性 た周りに高い樹木が多く、
化促進会議会長、 思うようにはなりませんで
企画委員など９ したが、みんなで知恵を出
名が車に資材・ しあって揚げました。手良
灯油・水・スコッ 地
プ・ジョレン・ 域
ごみかきなどを で
積んで八ツ手の も
林道両子入線を 真
通って鏡石の奥 直
の戦国時代に造 ぐ
られたと思われ に

９月１０日に関係者によ
大きな石碑建立
り除幕式が行われ、パナソ
中坪郷之坪北原さん宅前
ニックの社長が「省エネな
中坪郷之坪の北原国人さ ど時代につながる活動で成
ん宅前に大きな石碑が２基 果を上げてきた」と功績を
たたえ、今後も率先垂範し
建立されました。
顕彰碑と銘文碑で、業界 て地域の発展、活性化のた
発展、地域の活性化に尽力 めに尽力をとあいさつがあ
し、昨年春の叙勲を受賞し りました。
た北原さんをたたえ、関係
者による顕彰碑建立委員会
が設立したものです。
顕彰碑は高さⅠ・８ｍ、
幅約１・５ｍの塩尻産の安
山岩、台石は御嶽山の火山
岩。銘文碑は高さ約１・８
ｍ、幅約３・６ｍの御影石。

の ろ し

除 幕 式

〈毎 月赤 旗読 者に 配 達〉

赤旗
しんぶん

生活相談はお気軽に

電話 ７８ －０９４３（ 高 橋 ）
０ ８ ０ ５ １ ４ ２ ８ ８ ９ ６ （ 大 場 美 広）

あなたもお読みください
真実つたえ希望はこぶ
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９ 月１ ９ 日 に安 保 法 制 ー
「戦争法」の採決が強行さ
れた▼戦争法は、審議を重
ねれば重ねるほど日本国憲
法に真っ向から背く違憲立
法であることがいっそうはっ
きりしてきた▼戦争法案の
廃案を求めて空前の規模で
国民の運動が広がったが、
以前の安保の時と異なり国
民一人ひとりが、主権者と
して自覚的・自発的に声を
あげ、立ち上がるという、
戦後かつてない新しい運動
が広がっているといわれて
いる。安倍さんが民主主義
意識を覚醒した▼母親たち
も立ちあがったが、そのな
かでとりわけ若者たちが素
晴らしい役割を発揮し日本
の未来に希望を持たせた▼
手良でも宣伝車で宣伝し街
頭からも訴えた。とりわけ、
伊那市議会に安保法制廃案
の請願を出した時の賛同署
名では短期間のうちに３１
３名から署名をいただいた
▼以前よりは一歩前進した
が残念ながら１０対１０で
議長の判断により否決となっ
た。反対者の発言が一人も
なかったのは異常であった
▼国会で採決が強行された
日に日本共産党の志位委員
長より「戦争法（安保法制）
廃止の国民連合政府」の実
現の呼びかけがあった。思
想・信条の違い、政治的立
場の違いを乗り越えて「戦
争法案廃止、立憲主義を取
り戻す」という一点で 力
を合わせていこうというこ
とである▼私たちは真実を
知る話し合いや学習会を例
え少数でも網の目のように
続けていかなければならな
い▼先日「狼煙台」作りで
活性化企画委員の青年たち
と同行した。地域を思う気
持と知恵と力に感心した。
（Ｔ）

その後は残留孤児の救済
（帰国）に文字通り骨身を
削る活動を始めます。腰の
引けている関係官庁や県を
訪ね説得を繰り返した結果、
漸く残留孤児の帰国が実現
していきます。
その生き方は、歴史の奔
流に押し流され、思いもか
けず多くの教え子や同胞の
命をうしなってしまったこ
とへの慟哭 ど(うこく と)呵
責 か(しゃく の)念に突き動
かされた、人間の尊厳をか
けたものであるように感じ
させられます。
唐突のようですが、あの
特攻作戦を編み出し、多く
の前途ある純粋な若者を空
しく死なせた責任者たちが
戦後のうのうと生きていた
ことを知るにつけ、山本慈
照師の崇高な後半生に手を
合わせずにはいられません。
参考までに、満州という
言い方は現在の中国では否
定されます。正しくは中国
東北地区ですが、この文章
では歴史上の言い方として
満州とさせていただきます。
また、満蒙の蒙はモンゴ
ルのことです。（つづく）
〈 北原 明

つい１５分ほど前まで楽 承知しておく事ととどめを
しく世間話をしていたのに 、刺して終わる。軽い認知症
突然大きな声で怒鳴り始め とは聞いていても心からす
る。何がどうなってなんて んなり許せない悔しさが消
関係なく自分の気がすむま えない。
で一方的に相手をけなし続
やがて我が身と思えば頭
ける恐ろしさを体験した。 に登った血の気が引いてゆ
まさに弁解無用で聞く耳 く、じゃあこれからどうやっ
はない、相手の気持がおさ てお付き合いしたらいいの
まるまでじっと待つことに か答えは見つからない。
なる。どんな嫌な事も身に
お金のこと、男女のあり
覚えのない嘘話でも反論は 得ない嘘話など、近所の家
出来ない。
にまでわざわざ行って言い
最後に貴女とは絶交だ、 ふらす、病が進むほどにエ

満蒙開拓団を考える く事実に即して描こうとし
たものであり、監督や関係
①
者の誠実な思いが伝わって
はじめに
くるものでした。
この夏は戦後７０年の節
下伊那は県下でも一番多
目の年であり、ご承知のよ くの開拓団を送り出し、そ
うに憲法違反の安保法制が の悲惨な犠牲者はおびただ
国会で強行採決されました 。しく、また残留孤児として
このことは戦後のわが国 中国に残された人々も多く
の歴史を大きく転換させる いました。
ものであり、軍事力に頼ら
山本師は小学校の教師も
ない平和主義の国という日 兼ねていました。再三の要
本に対する世界の人々のイ 請を受けて迷ったあげく、
メージをそこなうものとな 開拓団の一員として妻と幼
るでしょう。
い二人の娘を伴い満州に渡
さしあたり、自衛隊員が りました。時は既に日本の
戦場におもむき命を落とす 敗 戦 の 色濃 い １９ ４ ５年
危険性が確実に増すことに （昭和２０年）５月。あと
な り ます 。 国民 の 多く が ３ヵ月で言語に絶する開拓
「なぜ今急いで？」という 団の悲劇が待ち受けていよ
疑問を持っていると思いま うとは知るよしもありませ
す。
んでした。
そのことはひとまず置い
ソ連の参戦があり、頼み
て、この夏もう一つ関心を の綱であった関東軍は移動
呼んだ事がありました。映 してしまい、残された開拓
画「望郷の鐘―満蒙開拓団 団の逃避行の悲劇はとうて
の落日」の上映です。長野 い涙なしには聴くことも、
県は満蒙開拓団を送り出し 映像などを見ることもでき
た全国一の県でした。
ません。
映画は、下伊那郡阿智村
山本師も妻子を失い（実
の 長 岳寺 住 職山 本 慈照 師 は娘の一人は残留孤児となっ
（映画では内藤剛氏が演じ ていた）、戦後、単身で郷
た）の生きた軌跡をなるべ 里に引き揚げてきました。
生活雑記

認知症

認知症だけには絶対にな
りたくない、しかし自分で
は判らないから困る。
テレビや新聞などで知識
を得ても、それはそれ、個
人差があってなかなか納得
できない。

小松利江
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給食の先生に託し、次はプー
野口二十二夜様今年も
ルです。
年少、年中、年長と年齢
今年もまた野口区の二十
に合った水遊びの楽しみ方
二
夜
様が８月２２日の夕方
があるものだと感心しまし
か
ら
野口蟹沢入口の百庚申
た。
広
場
で行われ多くの人が参
そして、いよいよカレー
加
し
賑やかに行われました。
パーティの始まり。市販の
二十二夜様は飲食を共に
ルーで作ったのとはちよっ
しながら月を待ち無病息災・
と違うどこかなつかしいカ
五穀豊穣・家内安全など豊
レーをみんなで頂きます。
か
な
暮らしを祈る祭りです
カレーの日は持ってくる
が
、
地域の交流の場として
連絡先 高橋
ご飯の量がいつもより多い
も
大
事にされています。
７８ー０９４３
と一緒のテーブルの子ども
今年はインターネットで
が話してくれました。お代
見たとはるばる京都造形芸
わりをする子どもが続出。
術大学の学生も見えました。
「そんなに大丈夫？」と心 まった父も一緒の電車が出
配になる子も、、、おいし 発した時「ぼくも父ちゃん
いカレーごちそう様でした。 と一緒に行って敵をやっつ
（Ａ） ける」と線路を出征の父の
電車を追って走りました。
我が子が５歳（昭和４１
年）の七五三の祝いの時、
無事帰国していた父からの
プレゼントのスーツ姿を神
社の鳥居をバックに撮す時
「戦争がなくてよかった―」
と。あたり前と思って生き
てきた毎日に平和であるこ
との幸せを感じ、しっかり
と人差し指でシャターを押
したことが鮮明に蘇りまし
た。
北原さんのお話を聞いた
翌日１９日に法案は可決成
立しました。
成立後既にアメリカと自
衛隊の共同行動などが大き
く広がりつつあります。
更に反対運動も、自主的
参加で大きくなっているの
も事実です。
８０歳に近い私は無知で
芒野

高橋きんよ

に実施し１１名が参加しま
した。
まず北原さんから「今日
は何の日ですか」と問いか
けがあり「昭和６年９月１
８日、満州国を設立した日
です。満州を侵略した」か
ら歴史について話してくだ
さり、個別的自衛権、特に
集団的自衛権について聞く
中で、背筋が寒くなるのを
感じました。
「法案は国民の生命と財
産を守るためのものだ」本
当にそうであることを誰し
もが願っていることであり、
７０年の平和を安堵の気持
で生きて来ています。
わたし事ですが、父の出
征、昭和１６年、弟満４歳、
軍服姿の兵士がぎっしりつ

俳句

中坪公民館で絵手紙教室やっています

向山光子

手良保育園の
カレーパーティ
「あいの会」が手良保育
園のカレーパーティに招か
れる様になって１０年ほど
になります。
今年は８月２７日にに行
い保育園の運営委員の方達
も一緒でした。
去年から年長さんが野菜
を切る時、ケガをしない様
サポートすることで、カレー
作りからの参加です。
少し緊張気味の子ども達
は名前を呼ばれ、順番に野
菜を切っていきます。人参・
じゃがいも・玉ねぎ・ナス・
ズッキーニ、切れた野菜は

まめまめくらぶ

憲法９条について
話を聞く
戦後７０年、戦争体験、
安保法案の活字を毎日のよ
うに目にします。
私たちの会「まめまめく
らぶ」では山本慈照さんの
「望郷の鐘―満蒙開拓団の
落日」の映画を鑑賞しまし
た。更に憲法９条について
お話を聞こうと、北原明さ
んをお願いして９月１８日
スカレートしてゆく。
作り話でも世間では面白
おかしく一人歩きしてゆく
恐ろしさがある。
堪えるべきか、面と向かっ
てやめてと言うべきか苦し
い日々が続きそう。

あちこちの野焼き始まり春深む
里山のすべてに聞こゆ春の蝉
沙羅の花ひそりと咲きて夏来たり
大木のこでまりの白輝やきぬ
芒野はみないっせいに西を向き

（おねがい）
身近な出来事を、早く皆
さんにお伝えしたいと思い
ます。何かありましたら左
記まで連絡をお願いします。
七八―〇九四三 高橋

微力ではあるが我が子や孫達
そして多くの子どもを亡くし
た母親たち、恋人を亡くした
女性達に思いを致して二度と
悲惨は繰り返さないと、真の
国民の命と平和な暮らしを守
るための憲法であることを、
声を大にしていくことを心に
誓いました。
北原さんありがとうござい
ました。
１１月１３日には満蒙開拓
平和記念館を訪れる計画をし
ています。
「望郷の鐘」の映画から満蒙
開拓の残酷は歴史を、見る聞
くから更に何かを握りしめて
来たいと思います。 （Ｍ）

二十二夜様
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