No.365

2,159,157,000円（12/31現在）
［前月比 55,219,000増］
協同基金出資者数 11,387名（12/31現在）
いのちを守る助け合い募金額 20,121円（12/1〜31）
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レントゲン︑心電図検査な

質︑糖を中心とした採血検

お薬を貰っ ておられまし
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とうとう特
定秘密保護法
︵以下秘密
法︶を昨年
月に与党が数
の力で強引に
成立させまし
た︒ 冒 頭 に
﹁とうとう﹂ としたの
は︑この秘密法について
新聞各紙が反対または懸
念を表明し︑学者・作家
・映画人そして最も関わ
りの深い報道関係者など
の多くが反対し︑直前の
朝日の調査でも﹁運用に
不安﹂が ％﹁国会議論
不十分﹂が ％との声を
押し切っての﹁成立﹂だ
ったからです▼今年１月
の﹁朝日歌壇﹂に︿秘密
保護法マスクの上から酒
を飲め耳栓して聞けとい
うが如くに﹀
︵石井国
弘︶など多くの短歌が寄
せられ︑翌日の川柳には
早速に︿初春の歌壇を占
めた秘密法﹀
︵佐藤国
基︶と詠まれています︒
歌壇選者のお一人は﹃特
定秘密保護法はまことに
解りずらい︑わざと解ら
ないように書いているの
かと勘繰りたくなる﹄
と︒たしかに秘密法の全
文は新聞１ページに小さ
な活字がびっしりです▼
私はその中で気になるの
は︑秘密の対象となる事
項 を 並 べ た 後 に﹁ そ の
他﹂が付いていることで
す︒これが入ることで解
釈の範囲が大きく広がる
からです︒ カ所も出て
きます︒何が秘密か分か
らないと言われる所以で
す︒知る権利が脅かされ
る﹁特定秘密保護法﹂は
民主主義の根幹にかかわ
る大問題です︒
︵八田 兄一︶
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1部 30円

〒590-0824
堺市堺区老松町2丁58-1
Tel.072-244-8061
Fax.072-244-7860
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