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本部事務局組織部
機関紙編集委員会

No.372

2,323,291,000円（7/31現在）
［前月比 47,113,000増］
協同基金出資者数 11,865名（7/31現在）
いのちを守る助け合い募金額 26,556円（7/1〜31）

氏講演会

健康友の会みみはら結成 周年記念

鳥越俊太郎
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健康友の会みみはらは

月より﹁サンデー毎日﹂

いがひしひしと伝わってき

なくてはいけないという想

けない︑後世に伝えていか

世界中を沸か
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健康友の会会員対象
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参加させてもらい有難うご

たくさんの方のカンパで

降に割く時間は少ない︒

校の歴史教育で︑明治以

ることがある▼日本の学

に上がったからこそ分か

ドカップ本選という土俵

知ることとなる︒ワール

し︑自らの現在の位置を

は一次リーグで姿を消

閉じた︒日本

の優勝で幕を

ップはドイツ

のワールドカ

せたサッカー

動の変遷を紹介する企画
編集長︒

８月下旬から座席指定券

デージャングル﹂でキャ

ました︒

も予定しています︒

を お 配 り し ま す︒
︵資料

スターを務めるなど︑テ

１９８９年に退職して

代等として５００円︶

レビメディアに活動の場

４の大腸がんが発覚︑肺

ざいました︒感想は語り尽

核保有国包囲
始まっている
こと実感

や肝臓への転移を経て４

を移した︒

問い合わせは組織部まで

鳥越俊太郎氏
プロフィール
１９４０年３月 日生

夏が近づくと︑先の世界

１つは︑核兵器は依然と

争は自衛の名の下に始め

せませんが︑

１０年から始めたスポー

して９カ国が２万発保有し

られてきた▼安倍内閣が

度の手術を行った︒２０

ツジムに加え２０１２年

ており︑運動は進んでいな

憲法解釈を変えて集団的

まれ︒福岡県吉井町︵現
京都大学文学部卒業

にはホノルルマラソン完

いように思っていました︒

自衛権行使容認を強行し

日で結成 年を迎

後︑毎日新聞社に入社︒

走を果たすなど健康的な

しかし国連事務総長メッセ

月
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新潟支局︑大阪社会部︑

ライフスタイルを貫いて

ージで﹁日本で始まった署

というのは憲法を護るが

る︑
﹁軍隊は持たない﹂

９条は︑不戦の誓いであ

ないという︒一方︑憲法

たという︑国民の支持が

が多くなる︒あらゆる戦

大戦について考えること

﹁平和と九条について考

東 京 社 会 部︑
﹁サンデー

いる︒現在もさまざまな

名運動が︑世界中の核廃絶

うきは市︶出身︒

える﹂を開催することに

毎日﹂編集部に所属し︑

メディアで﹁ニュースの

えます︒これを記念し︑

当日は講演会と併せ

外 信 部︵ テ ヘ ラ ン 特 派

平和を願う人々の核保有国

なりました︒
て︑短時間ではあります

を望んでいる人々を励まし

もつかないほどに変貌した

で﹁解釈﹂はすれ違う▼

原水爆禁止世界大会が広島で開催され︑健康友の会

ための解釈といえる︒日

もし︑イラク派兵が集団

包囲は始まっていることが

２ つ 目 は︑ 全 国 各 地 の

的自衛権の名の下に行わ

負傷者が運ばれ︑地獄絵そ

来る日も来る日も火葬が行

﹁九条の会﹂をはじめ民医

みみはらからの代表︵小倉孝雄さん︶も含め同仁会全

われ︑それすら間に合わず

連 や 生 協︑ 新 婦 人 の 皆 さ

本国憲法という土俵の上

土葬されただけの遺骨も発

ん︑また沖縄・北海道から

遺構︑被害者としての遺構

こうした加害者としての

い笑いを加えたパフォーマ

して舞台に上がり大阪らし

３つ目は︑大阪代表団と

︵影山

らなくていい︒

浩︶

戦場という土俵には上が

ぼうではありませんか︒

▼憲法９条を主体的に選

の争いは終わっていない

ラクやアフガニスタンで

状を見ると明らかだ︒イ

ザ地区やウクライナの現

できるものではない︒ガ

く今の状況は武力で解決

発問題など日本を取り巻

問題︑北朝鮮の核兵器開

す▼中国や韓国との領土

戦争にルールはないので

争に巻き込まれていた︒

隊員の方々は必ずあの戦

れていたとしたら︑自衛

見されています︒本当に衝

確信できました︒

体で 人が参加しました︒

地獄絵だった島で
後世に伝える
大切さ知る

の平和行進では青年から

この島は︑帰還兵が持ち

を数多く残した地で︑原爆

ンスに参加したこと︑交流

代に宗教者や外国人も加わ

込む病原菌を防ぐための検

により弟さんを亡くしたと

会では医師や看護師の新人

れていますが︑まだ多くの

疫所が設置された場所で

いう語り部の証言が特に印

たちと平和や人生や仕事が

﹁似島﹂という島での動

す︒戦地から帰還した兵士

象に残っています︒この方

語れたことも新鮮でうれし

り︑草の根の運動の多彩な

が最初に帰る場所がここで

は講演中に涙を流されてい

い事でした︒大会は平和を

無縁仏が眠っているといわ

した︒弾薬庫としての役割

ました︒何年経とうが︑戦

学ぶ最高の場所でもあり多

く分科会﹁少年少女のつど

も担っており︑戦争での加

争による深い悲しみは消え

くの参加をお勧めします︒

広がりを感じました︒

害者としての側面が残って

ないことを教えられまし

︵鳳支部 小倉︶

れています︒

原爆が広島に投下される

た︒原爆を風化させてはい

いました︒
と︑約１万人の年齢や性別
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撃でした︒慰霊碑が建てら

のものだったといいます︒

ています﹂と聞き︑世界の

職人﹂として活躍中︒
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堺市総合福祉会館

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
協同基金到達額

﹁平和と九条について考える﹂

鳥越俊太郎

17：00開場
18：00開会

原水爆禁止世界大会に
代表派遣

健康友の会 みみはら
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憎しみの
連鎖でなく
未来志向の
対話を
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発行
健康友の会みみはら2014年８月会員数
（世帯数）

