〈毎月赤旗読者に配達〉

赤旗
しんぶん

総会・講演会・懇親会行われる

長・会員104名︶の総会・
こと︑憲法上の象徴天皇の位

に変わり天皇は象徴となった

な通いは主権が天皇から国民

明治績法と現憲法の決定的

の方が余程まともだ﹂などの

の問題では晋三さんより天皇

行われましたが﹁戦争や平和

その後の懇親会は和やかに

斉の﹁アぺ政治を許さない﹂
あったがアジア太平洋戦争の

週種では9条とワンセットで

朋−I︵舟です︒

メリカがテロの標的にされ︑
妨げない現実を見ても︑華僑
でテロを抑止できないことは
米軍基地の存在が︑かつて︑
沖縄本島と香美大島において︑

猛琵ヘビのハブを駆除するた
めに放たれたマングースがハ
ブを襲うのではなく︑弱いヤ
ンバルクイナや︑奄美クロウ
サギを襲い︑さらなる絶滅の

鸞掃天憲子重なっ

て思えて孫りませ布

日本共産党
安心・安全まち毒梓著
大揚箋広

職場

手良9条の金策流会

第34回頭蒜駅伝手良チーム

と激励のあいさつがのり孝レた︒

れレ′ぴあ﹂と決定した︒内

新手良公民館の愛称が﹁て

監会は12月17日︵土︶

西村寅明監督よりチーム代表

として﹁仲間同士コミュニケー

民館で行われユ曾た︒

ュ8日︵日︶の両日開会

の結団式が8月20日に手良公

んばりたい﹂とあいさつがあり

ションを深め健勝を目指してが

手良チームは9月3日︑⊥7

︵紙芝居︶︑﹁まほうのれいそ

︵えぽん︶︑﹁かりゆしの海﹂

民館前県道で全国一斉のス身

動も期待される︒会では地道
な活動であるが毎月3日の午
後l時から30分間︑申坪公

を守る﹁手良9条の会﹂の活

うこ﹂ ︵えはん︶でお話し︑最
ました︒

︵
T

ない﹂のプラスターを掲げて
アピールする︒会では皆さ
に参加をよびかけている︒

が書いた﹁安倍政治はゆるさ

ンディンクアピールを行って
いる︒﹁全国9条の会﹂呼び
かけ人・ノンフィクション作
家の培地久枝さんが提唱した
もので︑俳人の金子兜太さん

後にブーメランを作って楽しみ

るのかと思ってしまう態度が
この頃時々見える▼憲法9条

から︑オリンピックの選手の
何人かが言ったように頑張っ
て頑張ってその中で楽しんで
ほしい▼2両の﹁再び満蒙開
拓団について﹂ではこのこと
は実は私たちが画面している
今日的な課題であるといって
いる︒再び繰り返してはなら
ない︒国会が始まっているが
安倍首相の演説や答弁の時の
態度か気になる︒議席では与
党が絶対多数であるが本当に
日本のことを真剣に考えてい

というわけにいかないらしい

た︒今は他地区では企業内で
鍛え一h充た選手がチームに加
わることもあり今昔の感あり
である︒今時であるので手良
地区の期待を一身に背負って

た︒優勝したことも何問があっ

が彊手良壁居残かっ

開館となる︒少子高齢といわ
れる社会で︑心機一転︑手良
地域の活性化と地域の繋がり
の起点として期待される▼市
民駅伝の手良チームの結団式

霞iろ月毒口に行われ︑

あいさつでは今回顧問

そのご激励会を行い親睦を深

ました︒

の登内蔑手良区長会長よ

り﹁手良の代表として出

話があり︑竹中俊公民館

日は手良小学校・公民館周辺で

めました︒
長よりは昨年の実績によ

グ︑9月23日・10月l日は

区長・分館長などが同行し陸上

選手による会同自主トレーニン

競聾瀬田茅行います︒

り﹁子供の部が頑張れば
調を整えて怪我のないよ

監督西村貸間︵下手良
︵申坪中組︶コーチ酒井

堀之内︶助監督米持武
和幸︵野口中細︶︑周回
チェック小松正彦︵八ツ
5名と地区の部9名の紹

手中部︶と子供の部選手

地元竹串則子市会議員

介がありました︒

いるし︑気迫石ある︒地

よりは﹁手良地区は小さ
い地区にしては頑張って

区民一国蛤馨る㊧嵩謡って﹂

﹁おはなしがい﹂
手長図着調
壬恩塞屈の腰縄接点偉﹂
は8月20日の午前中に行われ
子どもたち3名が参加しました︒
何時もは⊥5名くらい参加し
日までということで子供たちは

ますが手良小学校の夏休みは明

夏休みの循超の怒理ということ
で来れなかったのではないかと
轄質さず︒
読み聞か廿のボランティアの
女性が4名と図書館の司書さん
の5名が﹁東を楽しもう﹂とい

うこレ′モ﹁萱いき﹂
︵うだのえはん︶︑﹁ふしぎな

あおいバケツ﹂ ︵えはん︶︑
ライオン襟と ︵諮淀G︑
﹁ぐぎがさんとふへはさん﹂

うに﹂と話がありました︒

総合でも前進できる︒体

てがんばってほしい﹂と

るからには上位を目指し

篇進目指して市民動転華氏チーム綱田式

手良9条の会

講演会・想親会は8月26日

﹁手良9条の会﹂ ︵北原明会

の夜﹁憩の家﹂で行われ21
声も出されました︒

のス去ソディックアピールの

増大な犠牲があり平和主義と

さらに︑このヘリパッド建
設とオスプレイの馨は︑絶
滅危惧種のヤンバルクイナを
はじめ︑費重な自然環境︑生
態系に致命的なダメージを与

まして世界一の軍事大国ア

置つけ︑象徴天皇制が生まれ

名が参和し手した︒

実施などの経過報告があり︑
戦争放棄の国民的意志とが一

た背景︑象徴天皇制は制定の

璧轄套・学習会・
体となって生み出されたなど

総会では毎月3日に全国一

映画上映の開催などを決めま

誰も殺さなかった﹂歴史も持

は﹁戦争によって誰も殺さず︑

しわ生

講預は会員の北原明さんに

薫戦後7⊥年︑我国

より﹁日本国憲法の誕生−象

さ租しいます

萱 椅 窮 ま し な

つ︑その意味をもう一度噛み

蔓

徴云里制と9条を中心として﹂

と
﹁米語基地は
﹁ハイ忠治猫マンゲュる？
参議院選挙が終ったとたん︑
沖縄県東村商江での米軍ヘリ
パッド︵ヘリコプ安−用発着
施設︶の建設が強行されてい
ます︒非暴力の座り込みを続
けている人たちに︑機動隊が
攫い掛かり︑報道カメラマン
の監禁︑座り込み参加者が不
当に逮捕されています︒日本
政府は自衛隊のヘリコプ女−
まで導入して建設機材搬入を

つまり
実に︑使えな
し︑最新の装
日本の全額負
と言う︑ひど
の住民にと
どころか︑危険性の増大と︑
安静な馨らしを脅かすものに

と10（を1め

簿ませ布

」縄うを近日

鰯龍綾

に
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78−−0943（高橋）
話

活相談はお気軽に

08051428896（大場光広）

圏圏醒謡

日本共産党・手良支部

鷲

政府は沖縄の負担軽減を口
実にこの工事の正当性を強調
していますが︑引き換えに返
選を約束している北部山岳地
帯の既存のヘリパッドは直径
10メートル︑今建設が強行
トルレ′巨大なもの毒

さ篭原律15メー
将来100機の配備をもく
ろんでいる︑事故多発欠陥車

かの負で作もる軽

同にに保機も ○

縫三宝謂讐籍

の8億社1億で
共年円会7円す
し危つと負う重な−「
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再び満蒙開拓移民
奇跡的に助かった久保田さ
ていく必要があると思います︒

た当時の農林省経営課長は戦

この国策を積極的に推進し

86叢の今日までたぶん地獄

後﹁︵満蒙開拓の政策は︶い

んは戦後村に選りましたが︑
の苦しみを背負いつつ生きて
いことだったと思うし︑いま

について②
河野村開拓団の前途は明る
来られたのではないでしょう
でもいいことだと思っていま

く思われたl年後︑団の中核

をなしていた青壮年の男たち
反省のかけらもありません︒

す﹂と話しています︒責任や

者から河野村の集団自決の話
これが官僚の典型かもし丸ま

胡桃沢村長は︑隣村の帰国

︒
か

を聞き衝撃を受け︑自分の犯
せん︒

21人が招集され兵隊にとら
れてしまいました︒後に残っ

した罪深さに苦悩し︑昭和2
1年7月27日自宅で自殺し

まされた胡桃沢村長のような

数の人々︑自責の念にさいな

犠牲となったおびただしい

りです︒

たのは女・子とも・老人ばか
昭和20年8月9日︑ソ連
を呼んだのでした︒

地方の為政者の声は届いてい

てしまいました︒悲劇が悲劇
河野村では戦後70年間︑
ないのです︒なんともやりき

単の満州侵攻か始まると︑土

これらの満蒙開拓と村長の自
れない思いです︒

地を奪われた中国人農民が武

殺について語ることはタブー

器を持ち︑開拓民を袈うよう

になります︒女・子ども・老
でした︒しかし︑最近久保田

番組の締めくくりの言葉

すべもありません︒村を棄て

人ばかりの開拓団では︑なす
﹁どこの国籍でも動き出した

4年ぶりの水無山
手良ハイキング
手良公民館主催の﹁手良ハイ
キング﹂は天気の良い8月28
日に行われ54人が水魚山へ登

JA手良支所前歴車場へ集

り手とlも

合し︑竹中俊公民館長より﹁水

同町する信州大潜毒筆部林業

系サークル﹁伊那等己の学生6

名の紹介捻事前に謁盃し

鷲植物や地元集落の説
明のあるまめパンフレットが配

水熊山にll時頃に到替しこ

布され毒

頂﹂嬉採により曹しか

﹁てらとぴあ﹂に

新手良公民館の愛称が﹁て九

と警空と決定しま上ヱI5応募

点数86点の中から下手良辻の

し血生

矢澤智明さんの作品が決まりま

矢澤智明さん談

郷裏口わせ瑳掴請で︑ひらがな

良くなっていさ壬と信

熊山は昭和ll年から14年の

で委ぢかみ矛臆しきし肴手良

中坪公岳鱈

恒例の覇涼祭り﹂

中坪仏畏縮羊檻の彊り﹂

は今年も8月15日の夕方に中

坪公民館庭で行われ心配された
天気も良く多くの人で賑わいま

ネ︑焼き鳥︑カキ氷︑綿あめ︑

笹 思います﹂

つながりの起点になる建物とな

公民館が手良の拙域の活性化と

手良の歴史を刻んでいきます︒

きましたがまた公民館とともに

に生まれてずっと手良に生きて

4年間︑殴前の璽再訓練として
今では考えられない頂上の狭い
所でュ年生から高等科まで70
0人が棒倒しなど遊動会を行っ
た歴史があること︑頂上からは

小学校の謹根などが見えるので
ふるさとを感じながら登って﹂

決められると︶見画されるこ

らとまらない﹂ ﹁︵いったん

ともなく人々轟務しいっ

さんは悲劇の証言を始められ
以上︑なるべく番組の内容

水ヨーヨー︑篭ス﹁パー

き た
に添ってお話をしてきました︒

いる今日的な課題でもあると

た﹂は実に私たちが画面して

て逃げきしだが︑﹁到底逃げ

辱めを受けるよりはいっそ皆
改めて満蒙開拓という国策

益々自分の轟誓茅通い詰める

浴びながら︑夫婦で昼食のオニ

ける方向に憲したり︑

時には涙を擁したり︑呼び掛

いているのだけの姿になってし

せ表えて皆の上に皮膚が張り付

3m月を過ぎたころから︑痩

コ納品掛川﹁iIII﹂

闇醒

申坪公民館は毎年行っていま
すが︑帰省者の参加もあり久し
ぶりの出会いを楽しんでいまし
た︒

馨しいました︒

ちも振る舞い酒で陽気になり親

子供たちは大喜びで︑大人た

る 彊 ︺ 暮

ボール︑ビールなどがあり︑振

出店はフランクフルト︑ラム

で死のう﹂と相談し︑ます子
のあやまりとその名のもとに

しーl㌔

どもを次々と絞め殺し︑次に

などのあいさつ謀りました︒

自分達が自害して果てました︒

犠牲となり︑言葉で表現する

︵北原明︶

︿総治り

ことが出来ないほどの悲惨な

思いましな

先にふれた久保田さんは母親
鮨栗を生んだ歴史について︑
私たちはより深く見つめ考え

それでも何か手鹿はないむの一

頭で纏っているつもりでも︑一念押繊棄無い︒

躍弼輔弼彊

実際．−婁ゐ場に立ってみると全
く知識の無い車馬ぢい肴

馨 も 無 い 喜 眠 り

結果になってしまった︒

一か月鷲月が過ぎて︑

大勢の人がかねる粧要詰掛け

続けていえ基茅克ているくこ

彦査べたその時︑海苔が喉

足が動いやへ︑︑と大審びして

の管つなるのかγ天きな不安

て麗しきにけれど病状

ではしいっ鷲で︑︑︑

ない︑目だけでも良いから闘い

もしかして︑助かるかもしれ

囲﹂勘ii−瑠咽恵−掛親i乱す劃智卦を−高潮時国劇勤矧
延命治療法
小松利江

4月︑病院からの聾動

ギ

様子彊生き返ることへの

物 園 に 義 嘩 か い 陽 射 し を 婆遠は無かっだ︒

に詰まってアッと思っ間もなく

﹄ 日 日 日 日 日 日 正

生きるこき死を選ぶこと

li−告ぎ吊る端に︑︑︑︑︑

窒自縛潰ってしまった弟︒

まった．
倒れたその時から︑人口呼吸

望みをつなげる日々だった︒

瞳ぐに手当をしたのに︑四か

月といーつ時間を病院の集中治療

﹇ 日 日 日 日 日 日 ‖ ＝ 日 日 日 日 日 日 日 日 ‖ ﹄

中坪「納涼祭り」

一

たちから頼まれて20数人の

切れるものではない︑生きて

中坪公民館で飴手織敬重やっています

子どもを手にかけたのでした︒

手良ハイキング
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