悲惨な体験を美しく明るいマンガに

南京平和の旅中止について

ふわーをテーマに攻防基礎講座

感 動の声 があ がり、 多くの 方々 識人が ネット 署名 を呼び かけ て 員からの声も掲載されました。
から好評を博してまいりました。い ま す 。 反 日 デ モ の さ な か 、
拡
大
理事会の開催について
十二 月二日 （日） 午後一 時か
日本の 植民 地「満 州」か ら、 「 友 好 団 体 関 係 者 ら 戸 惑 い 」
子 どもの ころ 引き揚 げの体 験を 「感情 的対立 、悲 しい」 と「 毎 ら 、新 谷町第 ３ビル 原水協 会議
し て、後 に漫 画家と して大 成さ 日新聞 」十六 日朝 刊で紹 介さ れ 室で拡大理事会を行います。
支部 役員と 会員対 象で、 中国
れ た方々 が、 中国か らの引 き揚 ました 。府連 事務 所にも 電話 で
げ に焦点 を絞 った作 品群を 創作 毎日新 聞記者 から 問い合 わせ が 情勢の学習も行います。終了後、
され、日中友好協会主催のユニー あり「 『話せ ば分 かる』 とい う 交流・懇親会を開催します。
クな展覧会の実現に至りました。
漫画展 の成 功のた め、各 種団
体 や個人 から 多額の 協賛金 をお
寄 せいた だき 、誠に ありが とう
ご ざいま した 。漫画 展を鑑 賞さ
れた方は二百名を超えました。

六日～八日 、石清水体育 館
向かい 合って攻撃 と防御を
で大阪西支部 主催の太極拳 攻 交互に行 なう対練で は、二四
防基礎講座パ ートⅣが、福 岡 式の形を 使って相手 の攻撃を
から愛知まで六六名
迎えます。一人練習で
が参加して開催され
はできても、向かい合っ
ました。
て攻撃されると、なか
今回のテーマは
なか上手く受け切れま
《ふあー！》と身体
せん。
を動かすことで、肘
ヌンチャクの練習や
まる体操やらせん突
横受身、対練など三日
きなどの基本功をみっ
間みっちり攻防の基礎
ちり練習しました。
練習を行いました。

発音の基本から文法、日常会話の完成をめざす、

残留孤児の生活は、新支援法により改善されまし

親切丁寧な授業が特徴です。途中入学もＯＫです。

たが、中国「残留孤児」が死亡した後も、配偶者が

10/1～3/18 週一回・２時間授業・２０回
初心者から上級まで20数クラス有ります
入学金：18,000円、受講料：48,000円

その生活水準を維持できるよう、新支援法を改正し

みなさんのご協力をお願いします。

十一月に予定 していた 平和の
旅は、不測の事 態を考慮 して中
止します。どうぞご理解下さい。
大阪府連・常任理事会

領土問題は話し合いで解決を
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尖閣 諸島の 領有 をめぐ って 、 私た ちの姿 勢に変 わり はない 。
暴力破 壊行為 にま でエス カレ ー 草の根レベルで交流を続けたい」
十 一日 から十 六日、 芝田 町画 あ しかけ 三年 にわた り全国 各地 トし、 日中間 に緊 張が激 化し て と応 対した 事務局 の声 が掲載 さ

満州から引き揚げ体験漫画展開催

府連通信

廊で 「漫 画展～ 中国か らの 引き を 巡回し 、引 き揚げ 体験者 やそ い ま す 。 そ の 後 の 報 道 で は 、 れま した。 神戸南 京町 商店街 や
揚げ ・少 年たち の記憶 ～」 が開 の 関係者 、家 族や知 人など から 「日中 理性取 り戻 せ」と 中国 知 中国 残留婦 人の孫 、Ｎ ＰＯ研 究

催されました。
引 揚げ 体験や 満州時 代の 子ど
もの 視点 から、 生き生 きと らえ

ていると好評でした。「亡くなっ
た兄や妹に会えた気がした」

「終 戦時 の中国 を思う と胸 が痛
む思 いで す」「 マンガ で伝 える
こと は大 変素晴 らしい 」「 悲惨
な体 験の 中でも 、美し く明 るい
マン ガに なって いる」 「日 本軍

の弾 圧風 景や引 き揚げ の悲 惨さ
があ まり 伝わら ない」 「赤 塚不
二夫 の『 カラス の大群 』が 印象
的で した 」「一 点でも 原画 を見
たかった」 「戦争だけはして ほ
しくない、 平和を守る努力を す
るのは大人 の責任だと思う」 な
どたくさん の感想が寄せられ ま
した。
この漫画 展は日中友好協会 創

立六十周年 ・中国からの引き 揚
げ六五周年を記念して企画され、

て、手厚い支援を求めて請願署名を集めています。

阪急梅田駅茶屋町出口から徒歩１分、

中国「残留孤児」配偶者の
生活支援を求める請願署名！

秋の中国語講座へどうぞ
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配偶者がその生活水準をその生
活水準を維持できるよう新支援
法を改正して、手厚い支援を求
める請願署名に取り組んでいま
す。ぜひ大きく広げてくだ
さい。西支部が大阪府連の
中心として活躍されること
を期待しています」と来賓
あいさつ。
西支部創立五十年記念・
中国東北部平和の旅に参加
された坂本さんは五歳で敗
戦、逃避行から帰国までを
語り、六十六年ぶりに長春

の妹さんの墓参ができ感謝して
いる。平和の大切さを実感して
いると語られました。
恒岡さんは「太極拳教室の運
営では会場確保で苦労している。
社会の変化で若者の参加も少な
く受講生も減少しているが、近
畿の中心としてレベルアップに
取り組んでいる。昨年の合宿で
は東北大震災支援募金を訴え、
会員からのカンパも含め二十万
円を宮城県連へ送りました。今
年も合宿も計画している」と発
言。二名の五十年会員に似顔絵
と寄せ書きを贈り、懇親会では
初参加の坂本さん、浜口さん、
多胡さん、平澤さんをかこんで
交流を深めました。

世界四大文明古都と称されていま
す。シルクロードの西への起点の
城壁は壊され、小さな印が残って
いました。
遣唐使の訪問など日本との縁も
深く、興慶宮公園の阿倍仲麻呂記
念碑や、青龍寺の空海記念碑など
は、日中交流の足跡を示すもので
あり、高松塚古墳の色彩の鮮やか
さは、この西安から学んだものと
いわれ、まさに日中文化交流発祥
の地という印象をうけました。

古都西安の旅・空海の記念碑や兵馬俑へ

中国の歴史や文化を理解するな
ら、西安だと聞いていたので今回
訪れました。
昔は長安といわれ、人口８００
万人の大都市で、文化・教育の街
とも言われています。１００の大
学・学生数１００万人、街には若
者が溢れています。小学校の授業
が終わると、校門前に沢山の保護
者がお迎えに、一人っ子政策で教
育には、お金をかけているという
印象を受けました。
中華民族発祥地の一つ、秦、漢、
唐等中国史上最も盛んな三つを含
む十三の王朝が西安に都をおき、
アテネ、ローマ、カイロとともに

予定です。中国の大都市はすごい
車のラッシュ、交通マナーの改善
が大きな課題です。（平松悦雄）

間や馬と同じ大きさの色彩「俑」
が６０００以上あり、現在もまだ
発掘は続けられています。
埋蔵文化財の関係で西安の地下
鉄は一路線、来年もう一路線開通

二〇世紀最大の発見・世界遺産
兵馬俑は、１９７４年井戸を掘っ
ていて偶然見つけられました。面
積二万平方キロ以上、坑の中に人

西安兵馬俑

西支部総会・新入会員坂本さんが発言
創立五〇年の旅で平和の大切さを実感
九月三〇日、西支部定期総会
が台風接近の風雨の強い中、十
五名が参加して開かれました。
松尾豊大阪府連理事長が「国
交回復四〇年の節目
の年に尖閣列島問題
で大きな摩擦が起き
ていますが、日本が
正しい戦後処理を行
なって、双方平和的
な外交交渉で話し合
いを始めることが必
要だ。中国「残留孤
児」が死亡した後も、
滋賀支部・市村さん来賓あいさつ

「 国 有 企 業 が 民 営 企 業 を 圧 迫 構造的改革を提言するところに
副会長・山本恒人
中国経済トピックス③
（国進民退）」ならぬ「民営企 あります。
国有経済が民営経済を圧迫「国進民退」か？ 業が国有企業を圧倒する（国退 リーマンショック後の大規模
表題をご覧になった方は違和 えることができたのです。重点 民進）」証拠のように見えます。な景気刺激策の実施過程で「国
感を覚えるかもしれません。中 企業は国が押さえるが、赤字企 ところが今、「国進民退」が大 有 企 業 が 民 営 企 業 を 圧 迫 す る
国の改革・開放路線というのは 業や中小企業は思い切って民営 問題となっているのです。
（国進民退）」傾向が強まり、
基本的には経済の市場化でした。化し、残る国有企業も約３００
今年二月に世界銀行と国務院 この歪みを是正して民間部門の
それは人民公社解体＝農村改 ０万人規模の大リストラを断行 発展研究中心が共同で作成した 活力を引き出すことこそ持続的
革であり、過剰雇用に悩む国有 する。この方針のもとに、従業 『２０３０年の中国』が発表さ 成長の鍵となる、と主張してい
企業改革は後回しにして、個人 員数でいえば、国有を中心とす れました。この報告書は、改革・ るのです。
経営・私営企業・外資系企業と る公有企業は１９７８年の九九、開放の三〇年を高く評価し、今
この報告書は「国務院発展研
いった非国有経済を認知し、そ 八％から２０１０年の二〇、五 後、高速成長から中速成長の時 究中心」が共同作成者になって
の活力で経済全体の足腰を鍛え ％に激減し、国有企業に限って 代に入るが、２０３０年までに いますから、まだ柔らかい表現
ることからスタートしたはずで は１９９５年のピーク時の一億 は高収入で、世界一の経済大国 と言えますが、「国進民退」を
す。
１２６１万人から２０１０年の になるという展望を示していま めぐってはすでに中国が「国家
こうして経済成長が軌道に乗っ ６５１６万人へと劇的に縮小し す。しかし、この報告書の眼目 資本主義」の領域にあるという
たからこそ、１９９０年代後半 ているのです。
は、改革を怠ればこのようなシ 議論も盛んです。続編で詳述し
から国有企業改革がピークを迎
このような変化は表面的には、ナリオが破綻することを警告し、ます。

シルクロード起点
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