新 春 随 想

アバンチと与ひょうと
渡辺 武

古くからの日中会員で旧知の
田中康子さんから年賀状がわり
に『田中康子おはなしシリーズ
Ⅴ おはなしはたのしい』 ０(８
年十 一 月二 二日 発行 を
) 送って
いただいた。
その中に一九六九年日中友好
協会発行の中国民話集『巨人ニ
ジガ ロ 』か ら ア
｢ バン チと ん ち

ば なし ・ 十話 の
｣ 一 部が 採 録さ
れている。それは日本の一休と
んちばなしと似るが、アバンチ
が横柄な王や悪徳地主などの権
力者を智恵をつかってギャフン
といわせる痛快な話ばかりで、
庶民を元気づける力が大きい。
民話は日本にも多く、総じて
庶民の心を映したものだが、た
とえば つ
｢るの恩返し （
｣木下順
二 夕｢鶴 の｣原典）。純朴で心優
しい働き者の与ひょうが、助け
た鶴の化身である愛妻が命を削っ
て織り出す布地を売って金もう
けに走り出し、優しさを失なっ
てゆく話だ。

和 や か に 奈 良 支 部 （ 準 ） 二部は中国への想いや「餃子や
中国料理を作りたい」など日中の
「望年会」を開催
十二月二〇日、猿沢荘で十三名 活動に対する要望などが語られ、
が出席して開催され、一部は西村 早期に「奈良支部結成総会」をみ
圭也さんの二胡演奏を鑑賞し、全 んなの力で成功させようと、決意
員で「東京―北京」を歌いました。を新たにしました。

金もうけ第一主義は資本主義
の本質で、人間が資本の代理人
と化し、弱肉強食の横行、モラ
ルやルールの軽視・無視をもた
らす。わが国では戦前戦後を通
じていやになるほどその弊害を
味わってきた。戦争〝中毒〟の
アメリカなどその最たるもの。
人間らしさを保障するための
経済発展でなければ意味がない。
新市場主義の破綻を確かめ、日
本の方向転換を図る政治戦が近
いが、市場経済の高度成長を続
ける中国も資本主義の悪弊に足
をすくわれることのないよう祈
るばかりだ。

参 加 費(１泊２食)：12000円（要予約）

連絡先：大阪府連06-6372-8131

会 場：大津市・アヤハレークサイドホテル

福引もあります。誘い合ってご参加下さい

３月１日(日)午前９時～１２時

参加費 ：４０００円（要予約）

時：２月28日(土)午後１時～５時

日
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zaq.ne.jp/socioziro/
松尾豊さんの東京便り
派遣労働者の問題は、公務職
東京都連の中国映画会や太極拳にも参加
場にも臨時・嘱託・アルバイト
昨年七月から太極拳も再開し など劣悪な労働条件で、労基法
にも抵触する違法な働かせ方と
八八式 クラスに在 籍して
して現われています。
います 。男性は私 ともう
今 年は「 ルー ルあ る
一人だ け。終わっ てから
経済 社会」 を築 く一 歩
の「飲 み会」が楽 しみで
とな る年に して いき ま
す。家 族や知人へ は東京
しょう。
暮らし をブログで 発信し
副
( 理事長 松尾 豊 )
ていま す。「ゆる めば変
写真は太極拳教室の忘年会、
わる」 で検索すれ ば見つ
この日、男性は一人だけ
かります。（ http://blog.

会

東海・北陸及び関西ブロック合同

府連通信
私は自治労連という労働組合
の本部役員として、一昨年九月
から単身赴任で東京住まいをし
て二回目の正月となりました。
日中の活動については、東京
都連の行事にできるだけ参加す
るようにしています。映画評論
家の石子順さん（副会長）解説
の中国映画会や、都連の総会に
も参加し紹介されました。

時：２月15日（日）午後1時～3時

支部活動交流会議

日

大会の成功と２万人の組織をめざして

『日中春のつどい』ご
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相手（国家）があります。
「牛頭不対馬嘴（双方の話・
意見が 合わないこと、 話しの
辻褄が 合わないこと） 」まっ
たく話し合いになりません。
「九 牛二虎之力（九 頭の牛
と二頭 の虎の力・あら ん限り
の力） 」いまこそその 力を発
揮して 永年の難題を解 決して
ほしいのですが、
「老牛 破車（お
いぼれ牛 がボロ車
を引くさ ま）」で
グズグズ 、ノロノ
ロと一向 に進展せ
ず、ホン トに政府
は〝老牛 破車〟そ

うし年の新年を迎えて
うし年 にちなんだ成語 、諺
を拾って みました。小学 生の
頃、先生 がよく口にされ てい
たので、 真っ先に浮かん だ言
葉が、「 鶏口牛後（牛後 に甘
んずるよ り鶏頭に立て） 」な
んでもい いから人の先頭 に立
て！ と言われました。
「対牛 弾琴（牛を相手 に琴
をかなでる）」さし
あたり、馬の耳に念
仏・ネコに小判のた
とえ。相手を見ずに
話しをする（理を説
く）ことの愚かさを
いうことで、わが国
の近くにこのような

今年は『牛』ム～ォほっとけない！

中根欣之助）

のもの。
「 牛脾気（頑固で強 情・ひ
ねく れもの）」こんな 相手に
は係 わりたくないので すが、
ご近 所さまともなれば そうと
もいかず・・・
「 吹牛（ホラを吹く ・大き
なこ とを言う）」どこ まで本
当か 分からない話に振 り回さ
れていますが、
「 不怕慢只怕站（ゆ っくり
でもよい、止まらずにやる）」
の精 神で粘り強くやっ ていた
だきましょう。
そうそう、勉強のほうも
「不 怕慢只怕站」で頑 張りま
しょう！
では、本年もよろしく！
（中国語講師

その一因を作っていたのです。
本来、日本人が働いてためた
お金は国内に豊かさをもたらす
何で国民が付けを払うのか？
のですが、中小企業は製品を買
昨年十二月に福岡県太宰府で す。日本の対策は大企業中心の い叩かれ景気は空回りし、大企
行われた日中韓首脳会議でまと 経済対策しか打ち出せていませ 業はアメリカべったりのグロー
まった共同声明では、米国発の ん。世界最大の債権国でありな バル化の車に相乗りし、国民犠
金融危機で双方の国が影響を受 がら国民に還元されず、輸出で 牲の上に成り立っていたのです。
け、この事態に対処するために、稼いだドルはアメリカの債権と
国民や中小企業を中心とした
今ある制度（通貨スワップ）を して資本輸出しています。国内 内需拡大の政策転換が日本を救
拡充して相互に通貨を融通しあ の金利も最低でアメリカは安い う道です。国民はもう我慢の限
うことで合意しました。
利息を利用してお金を借りまく 界、似通った二大政党の政治で
会議では景気対策として内需 り、金融規制を自由化しヘッジ は劇的に変える事は出来ません。
拡大を図ることで合意しました ファンドが急成長しました。し
今年は『変・化』を求める国
が、すでに中国では四八兆円の かし新たな金融商品（サブプラ 民のチャンスでもあります。
（常任理事 松原弥寿夫）
内需拡大策を発表して実施中で イムローン）の破綻で金融恐慌、

「日中春のつどい」
全国大会開催、昨年 府連大会に４０名が参
国民レベルの友好前 に続いて大会現勢をプ 加して開催、中国との
進の役割を果たそう、 ラスで迎える、大阪か 友好促進の立場で運動
35名が参加 ２月
ら９名が参加 ６月 をすすめよう ７月

中国四川省大地震・
沙飛(さひ)写真展開 建国５９年国 慶節記
盧溝橋事件から71年
５０万円を超える災害 淀屋橋で七・七行動、 催、中国側から見た
念レセプショ ン、新
義援金を中国領事館に 不 再戦 ・ 平 和を マ イ 日中戦争の写真７２枚 任の 張 欣 副総領
届ける
６月 クで訴える ７月 を展示
８月 事があいさつ９月

２００８年の府連行事と文化活動

守 口支 部主 催の太極
拳・新春初稽古に60
名 が参 加、 お年玉抽
選会も行なう １月
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