ビ デオ 認
｢罪・中国戦犯管理所の六年 の｣上映

大阪城の八月十五日

堺戦争展で講演

八月二二日から二三日、堺平

和のための戦争展が開かれ、渡
勤め帰りの青年が看板を見て 辺 武 府 連 会 長 が １
｢ ９４ ５ 年八
会場に来られ、熱心にパネルや 月 十 五 日 の 大 阪 城 を
｣ テ ー マに
書籍を見学されておられました。 講演されました。太極拳の表演

を日中友好
協会堺支部
が実行委員

と指導、き
りえ講習会

また、各地域で戦争展を開催
人戦犯の世話をしていた中国の
方々の本当の気持ちが中国側へ されている方も見学に来られま
した。これからも侵略戦争によ
の取 材で よ く理 解 でき た 」 中
｢
国側の人道的な扱いを受けた日 る加害の事実を若い戦争を体験
していない世代にも伝えていく

会の一員と
して担当し

中国側の人道的扱いで日本人戦犯が鬼から人間へ

平和の ため の戦 争展 が八月 二
十 日から 二二 日ま で梅 田・茶 屋
町 ・日中 文化 セン ター で、写 真
パ ネルや 戦時 品の 展示 、ビデ オ

ために、日中友好協会の不再戦・
平和の活動として「平和のため

ました。

その感情から互いの交流のきっ
かけとなり、互いに理解を深め
合うことにも広がると思います。
両国の真の友好は庶民レベルの
友好が基礎となってこそ成立し、
永続するものと信じます。
間もなく日中友好協会の第九
一期中国語講座が開講します。
語学の勉強となると、身構える
向きもありますが、先ずは庶民
交流のために‘二言、三言の話
す中国語’の練習を始めません

るでしょう。

の戦争展」を続けていきます。

中国語講座が十月から開講

認
｢ 罪・中 国戦犯 管理所 の六年 ｣本人戦犯が鬼から人間へと変え
の 上映な どの 内容 で開 催しま し られて行く過程がよく描かれて
いた」などの感想を述べられて
た。
日中十 五年 戦争 の写 真パネ ル おられました。

は１ ９３１年 九月 柳
｢ 条 湖事件 ｣
を きっか けに 中国 への 十五年 に
およぶ全面侵略戦争の開始から、

庶民レベルの日中友好を目指して・・
をよく理解しあい、一時的な感
情に陥ることのないように努力
しなければなりません。
最近では中国や中国語圏から
の観光客が大ぜい来日され、観
光地や繁華街では中国語が飛び
交っています。このようなチャ
ンスに二言、三言でも中国語で

話しかけて上げたらどうでしょ か、中国が一気に身近になり、
う。言葉の上手、下手はともか 庶民レベルの友好交流の始まり
く、異国の地で母国語に接した になるでしょう！
（中国語講師・ 仲根 欣之助）
相手には親しみと好印象を与え

10：00～11：30

１０月３日(土)

＊授業の見学は無料で二科目までならＯＫです。
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す。政治の流れや経済状況の変
化によって、両国の庶民・民衆
は苦しくもなり、豊かにもなる
ことに思いを致し、互いに双方

18：30～20：00

入学金・１８０００円

10：00～11：30

９月２９日(火)

受講料・４４０００円 二科目受講７９０００円

府連通信

１ ９４５ 年八 月十 五日 、日本 の
敗 戦まで ２０ ００ 万人 のアジ ア
諸 国民、 ３１ ０万 人の 日本国 民
一衣帯水の隣国で、文化的に
が 犠牲に なる まで の期 間の写 真
も永い歴史とともに深い繋がり
を展示しま
をもつ中国は、今や超大国にな
りつつ躍進を続けていますが、
中国をめぐっては（＋）（－）
いろいろな情報が発信されてい
て、そのつど両国民の対中・対
日感情が大きく左右されていま
した。
ビデオ 認
｢
罪・中国戦
犯管理所の
六年 の
｣ 上映
を観た参加
者は「当時
の中国政府
の方針や、
現場で日本

中国人との日常会話ができることをめざしています。

場：日中友好協会内(日中文化センター）

会

＊プライベートレッスンも隋時受付中です。

中国語 無料 入門レッスン
さあ！一緒に始めよう！

第89期中国語講座10月5日開講

（昭和25年9月13日第三種郵便物認可）
日中友好新聞 第２１６９号付録
2009年9月5日

会員・学生割引があります。

これから中国語を学んでみたい人のための

（週一回・二時間・６ヶ月２０回受講）

入門レッスンです。いちど、挑戦してみませんか。

（昭和25年9月13日第三種郵便物認可）
日中友好新聞 第２１６９号付録
2009年9月5日

に一任し、議長は職権で演説の
郷土の先輩斉藤隆夫 を紹介 卓越した弁舌・
後半部分すべてを速記録から削
演説力 を武器に軍部の政 治介入を批 判 除したのです。
卓越した弁舌・演説力を武器 争の処理の仕方について、一時
しかし、ことはこれだけで終
に満州事変後の私の郷土である 間半を費やして論陣をはったの わらず、民政党を離党し、日本
出石から輩出された代議士に、 が斉藤隆夫でした。
憲政史上初となる、議員除名と
斉藤隆夫という人物がいました。 「すべての戦争は力と力との なりました。（議員除名は戦後
協会の不再戦活動の一環として 衝突である。そうした戦争観を に除名された共産党の川上貫一
紹介します。
鏡とすれば、国際正義、道義外 氏と二人だけ）その後、行なわ
１９３７年七月七日、盧溝橋 交、共存共栄、世界の平和等の れた総選挙では非推薦ながら見
に於いて一発の銃声が響き、結 美名を掲げて聖戦などと称する 事トップ当選をはたし終戦をむ
果としてそれが日中全面戦争と ことは、単なる虚偽にすぎない」 かえています。
なり、太平洋戦争となりました。と、演説は軍部が主導する戦争
１９３６年には粛軍演説・軍
どこかでこれを止める勢力は 政策全体への批判でした。
部革正（粛軍）を軍部に強く要
なかったのかと思うのは、時代
斎藤の演説は拍手喝さいで終 請すると同時に議会軽視の傾き
背景を知らない人間にしか言え わりましたが、軍部のみならず、のあった軍部への批判演説を行
ないことでしょうか。確かに非 議会内でも、各党派が斎藤を非 なっていました。郷土の出石城
合法にされていた勢力はあった 難、憂慮した小山松寿衆院議長 跡には顕彰碑が建てられ、生家

次世界大戦後の西ヨーロッパの
復興をめざし戦争をなくしたい
と奔走した仏外相ロベール＝シュー
マンの話。そして暮らしを守る
ためベネズエラでは赤ちゃんを
連れたお母さんが憲法の本を買
う話。また、アメリカから自立
する中南米の政治変革。９・１
１後のアメリカ議会でイラク戦
争にただ一人反対したバーバラ・
リー議員の闘いなど憲法を活か
している豊富な事例を語ってく
れました。日本はどうすれば変

のです。
と斎藤が所属する民政党幹部は、の近くの記念館 静
｢思堂 に｣はそ
三年後の１９４０年の帝国議 斎藤に演説速記録中の「不穏当」 の記録等が置いてあります。
（理事 平松悦雄）
会に於いて、反軍演説・日中戦 部分の削除を要求、斎藤も議長

活｢憲こそ平和の力ー
盧溝橋事件七二周年行事
変化の時代が始まった ｣ 東京で講演会開く
七月十五日盧溝橋事件七二周 合いませんでした。第二部は、
年行事「過去を見つめ未来を考 「活憲こそ平和の力ー変化の時
える夕べ」が新宿でありました。代が始まった」のタイトルで、
国際平和友好団体の日中友好協 朝日新聞記者の伊藤千尋さんの
会、日朝協会、平和委員会、Ａ 講演でした。
ＡＬＡ連帯委員会の全国・東京
ベルリンの壁から二〇年とし
の８組織の共催で、昨年も参加 て話を切り出した伊藤さんは、
しました。
自由を求めたチェコの民主化を
会の第一部では、文化行事の 語り、躍進するＥＵは「一人の
二胡の演奏がありましたが間に 声から始まった」として、第二

軍事費削減と格差社会の改善は
死の商人追放・ 軍｢需産業 の
｣転換で実現できる

最近アメリカのオバマ大統領 せん一国では何も出来ないので
は、世界で最初に原爆を使用し す、そのためには日常的に話し
た国であり責任を感じていると 合いで友好的な関係を築くこと

して、核兵器廃絶を前進させた なのです。中国もアメリカが核
いと演説を行ないました。歓迎 廃絶を言い出したこの機会を利
すべきことです。
用しながら、率先して無駄な軍

アメリカも日本もそれに中国 事費を国民の役に立つ民需に振
も無駄な軍事費に使う金が有る り向ける決断が必要なときです。
ならそれぞれ国民の安心できる
平等で格差の少ない社会をめ
政策を追行してほしいものです。ざすことが今求められています
現実にはお互いの大国を攻撃 が、労働者を犠牲にした強欲な
できるのか？軍事に物を言わせ 金権主義が資本主義なら、限り
て圧力をかけるなどと言う事は、なく平等で格差の少ない社会が
世界の国々から非難の的になる 社会主義や共産主義と言うなら、

（編集後記）府連通信８月号は、
日中友好協会の不再戦・平和月
間特集となりました。
悲惨な戦争を繰り返さないた
めに 、全国各 地で七 七
･ 宣 伝行
動が繰り広げられ、戦争展も七
月から全国各地で開催されてい
ます。
この夏は戦争と平和を考える
出版や、テレビ報道が相次ぎま
した。オバマ大統領のプラハ演
説以来、核廃絶の世界的な世論
も大きき広がってきています。
平和の力がもっと大きく広が
るような行動を展開しましょう。

ことは有っても自国のためには 格 差 の 少 な い 社 会 を め ざ す 共
｢
何の利益も無い事は理眀のこと 産 主 義 者 と
｣ 言われても一向に
でしょう。
構わないと思うのですが。
（常任理事・松原弥寿夫）
今の世界はそう甘くはありま

わるのかなど具体的な事実で精
力的に語りました。
以前に伊藤さんの著した「活
憲の時代」を読んでいましたの
で非常にわかりやすかったです。
終了時刻がオーバーし、急いで
水道橋に戻り、太極拳の仲間と
合流し夕食を共にしました。
さぁ、総選挙。コスタリカに
ならって、「軍事費削って、暮
らし・福祉予算の大幅増額」を
推進する政治の実現を。

（副理事長・松尾豊ブログから）

