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「コロナ禍の前と今では社会を見る目が全く変

わった」「国家とは何か、真剣に考えざるを得ない」

そういう人々が世界中に増えています。アメリカ

大統領選挙でもそのことが立証されました。 

日本にもコロナ禍で生活に重大な困難を来して

いる人々が溢れています。にもかかわらず、菅内閣

は「先ずは自己責任」と言って競争優先の経済原理

を頑なに押しつけ、平和と国際友好のためのオリ

ンピックを政権維持の道具におとしめて、社会の

困難をますます拡大しています。 

この国に暮らす私たちにとってもコロナを奇貨

と捉えて政治の目的や社会の行く末を議論し合う

チャンスです。でなければ間尺に合わないではあ

りませんか。それはまた日本国憲法そのものを語

り合うことになると思うのです。 

21 年度国家予算の成立が目前です。新年度予算 

の最大の特徴は、コロナ禍にまともに対応しない

ことと同時に、日本の防衛政策の抜本的改変に着

手した事にあります。「専守防衛」から「先制攻撃」

への大転換です。やられる前にやってしまう軍事

思想に基づく部隊と武器の整備・拡充は、始まると

止まりません。武器をひけらかす者が使用を躊躇

するとは思えません。まして、米軍のアジア方面軍

としての自衛隊の姿には、独立・主権国家の組織と

しての矜持は欠片もありません。新年度防衛予算

の執行を阻止し、危険極まりない「敵基地攻撃能力」

を保有しない国であり続けるには、現与党勢力を

弱らせ、下野させる以外にはありません。 

いま最も大切なのは、個人の尊厳を基本に国民

生活と文化を維持・発展させる国の仕組みを実現

する、国家間の諸問題は話し合いで解決する国に 

（２面へつづく） 
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田園調布九条の会 第１２回総会を開催します 

日 時  ４月１７日（土）   午後２時～４時 

会 場  嶺町集会室    《嶺町特別出張所３階》 

定 員  ３０人      （本来の定員は６０人） 

１月末に予定しましたが、コロナ禍で延期していました。 

まだ十分気を付けなければなりませんが、感染予防を万全にして総会を開催します。 

コロナ禍で十分な活動ができない日々が続きますが、久しぶりに一堂に会して、 

おおいに希望を語り合いましょう。 
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（１面つづき） 

なることを求めて、老若男女を問わず草の根レベ 

ルでおおいに語り合う事です。戦争法廃止と立憲

政治を取り戻す野党の共闘は、政府の 20 年度補正

予算案に対し、コロナ禍に対する緊急経済対策を

中心にした組み替え動議の提出に結実しました（1

月 29 日）。また立民、国民、共産、社民の４党によ

る 3 月 24 日の会談で、衆参補欠選挙(４月 25 日)

での協力を改めて確認しています。約 10 年継続し

てきた原発ゼロ・再稼働反対の毎週金曜日の首相

官邸前の集会、15 年 9 月 19 日から毎月欠かさず

開かれる国会前の集会等々、全国で積み重ねられ

てきた草の根からの共闘が今、国会内での新たな

到達点を切り開こうとしています。 

死者５０万を超えたアメリカ 

パンデミックから何をまなぶのか 
米国のコロナウィルスによる死者が世界最多

の 50 万人を越えた 2 月 22 日に、米政府主催の

追悼式典がありました。バイデン大統領は、「こ

のパンデミック（世界的大流行）による米国人死

者は第１次、第２次世界大戦とベトナム戦争を合

わせた米国人死者数より多い」「死者を追悼し、

残された者をいつくしまなければならない」と訴

えたそうです。 

「エッそんなに少なかったっけ」その死者数を

聞いた私の直感的感想です。改めて驚きました。

あのベトナムを加えてもアメリカの死者は 50 万

人を切っていた！ “懲りないアメリカ” の根源

にはこの事実があったのか！２０世紀から今日

まで百有余年、全世界の戦争での死者は億を遙か

に超え、生産手段が破壊され尽くした国は数えき

れません。ほとんど無傷のアメリカが“援助”も

“民主主義”も供給したと言って容易に世界の覇

権を手中に収め、世界中に軍隊を張り巡らすこと

が出来たわけです。 

第２次大戦後の国際紛争で米政府・諜報機関や

軍隊が絡んでいない“紛争”はありません。いままた 

バイデン政権は国外に敵を求めて画策しています。 

中国は日本帝国主義による侵略で痛めつけら

れました。満州国という日本の傀儡国家までつく

られ、二千万人以上の犠牲を被りました。その上

国共内戦の時代にもおびただしい犠牲者が出て

います。約７０年を経てようやく生産力が向上し

目覚ましい発展をとげ始めた中国だからこそ、過

去自らが体験してきた被支配者の苦しみを他国

に強いるような国には決してなってほしくはあ

りません。アヘン戦争の結果イギリスの植民地と

なり９９年の支配を経てやっと返還された香港

についても、香港住民の立場に立った、２１世紀

にふさわしい新しい平和と民主主義の地平を切

り開いてほしいと願わずにはいられません。 

新型コロナウィルスは、深刻なパンデミックに

対しても世界が一致協力して対応すれば克服は

容易に出来ることを、先ずは発生を抑制出来るこ

とも教えているのではないでしょうか。アメリカ

も中国も、力による世界支配がいつまでも続かな

いことをパンデミックから学ぶべきです。 

             （駒木根 智行） 



田園調布九条しんぶん               第 162号        2021年 3月 29日 （3） 

女性の登場待たれる！ 
世界中がコロナ禍で揺れ人間の愚かさ、醜さが

あぶりだされた。エゴイスチックで強権的指導者

たち、差別と憎悪を隠さない民衆。 

今後のワクチン争奪戦、価格競争激化に割を食

うのは、弱者貧者の類。 

この期に及んでオリンピック開催に固執する政

府、戦前と同様国策の前には国民の命は羽より軽い。 

もはや国会権威は失墜、ゾンビ集団が、記憶にあ

りませんと繰り返すだけ。閣僚、国会議員、経団連、

企業のトップたちは、中国の全人代の異様さと変

わらないダーク色一色の背広姿。 

根回し忖度ゴマすり、もううんざりです！ 

オジサン、オジイサン退場して下さい。 

女性たちにバトンを渡してください。 

但しおばさんの皮を被った中身右傾オジンの女

性は結構です。 

女性への理不尽な扱いを諦め受け入れ戦わなか

った結果、その人権、尊厳を著しく貶めてしまった

責任は、我々愚かなオバアサンにあります。心から

の謝罪と敬意を込めて 

「スウェーデンのグレタ」「サウジアラビアのル

ジャイン」「リビアのハジャ」「スーダンのアラ」「タ

イのパヌサヤ」「香港の周」「ソマリアのイルワド」

世界の若き活動家たち。 

あなたたちに続く意志ある者たちに輝く未来を

託して！！      （大井 真知子）

子どもたちはどこでボール遊びができる？ 
いま保育園は、園庭がなくても近くにそれに代

わる場所があれば認められる。だから外遊びには

もっぱら近所の児童公園に出かける。ところがそ

こではボール遊びが禁止されていると園長は嘆く。 

見ると 20ｍ✕32ｍ程度の小さな児童公園の入

り口に、看板と立て札１枚(写真 1)が据え付けて

ある。中に入ると掲示板(写真 2)もある。 

園長は区に電話で問い合わせもしたそうだ。し

かし、ボールの大小、材質、形状に拘わらず禁止

との回答。条例にボール遊びを禁止する条文はな 

いが、公園利用における禁止行為として「危険の

おそれのある行為又は他人の迷惑となるような

行為をすること」があり、どうやらこれが根拠と

なっているらしい。 

青少年のキャッチボールやボール蹴りと乳幼

児のボールを用いた遊びを一括りにしてダメと

回答したのかもしれない。体調が優れず休んでい

る人や夜勤明けで寝ている人たちにとっては迷

惑かもしれない。 

しかし、しかし、である。スポーツ庁は「体力・

運動能力調査」の結果から「幼児期の外遊びが運

動習慣の基礎を作り、体力向上の要因となってい

る」と分析している。加えて運動の仕方(身のこな

し)が習得・習熟されるのは神経系の発達が著しい

幼少期である。なんとかならないものか。 

（池田 裕恵） 

 

当面の日程 
4月 6 日（火） 
4月17日（土） 
4月19日（月） 

14：00 ~ 16：00 
14：00 ~ 16：00 
18：30 ~  

運営会議 
第12回 総会 
議員会館前集会 

嶺町文化センター和室 
嶺町集会室 (特別出張所３階) 
(17時 多摩川駅集合)  

写真１ 写真２ 
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家族の寺子屋、人の世とは(23）   山代  勁二( 農業研究者） 

まあちゃんの経済学(⑰) 税とは何でしょうか?(6)  なんだと？ 検地は 10 万日延期？(1)  

まあちゃん「それにしても 1８0 年前に近江の国で

４万人の百姓が騒動を起こしたなんて。教科書に書

いてない」 

おじいちゃん「年貢の減免を願う百姓の訴願は各地

で起こっていた。封建制がもう壊れかけていたから

じゃ。近江の騒動は特に規模が大きかった」 

まあちゃん「役人たちの不正が輪をかけたのね?」 

おじいちゃん「国を治めるには、そ

れなりの道理とモラルが必要だ。

支配者が道理やモラルから外れる

と国は乱れる」 

まあちゃん「その頃支配層も劣化

したのね」 

おじいちゃん「幕府の市川某とい

う御公役が無茶な検地とワイロを

百姓に押し付けた。その上司がマ

ムシの異名をとる鳥居甲斐守だっ

た。さらに鳥居のすぐ上が水野老

中だ。幕府の上層部の多くは豪商と癒着し、役人達

もお金で地位を買い保身に明け暮れてな」 

まあちゃん「お金で動かされる忖度政治ね。今とそ

っくりね」 

おじいちゃん「百姓衆は検地延期の旗を掲げ、市川

某の本陣に押し寄せたが、市川某は慌てて書類も印

鑑も残して逃走した。自分の不手際が江戸表に伝わ

ると自分の身分が危うくなる。そこで部下に収める

よう言いおいて、洞穴で事態の収まるのを待った」 

まあちゃん「部下たちは無事にことを収めたの?」 

おじいちゃん「市川某の配下たちはこう語りあって

いた。“この期に及んで逃げる奴（市川某）が悪いの

さ。幸いお上の『公印』が残されてある、これを使

って証書を書き拙者らは知らぬ、存ぜぬでやり過ご

そう”とな。なるようにしかならん、じたばたして

も仕方あるまいと腹をくくった」 

まあちゃん「配下も逃げ腰ね」 

おじいちゃん「代官所の慌てぶり

をみて庄屋達は勝利を確信し

た。彼らは別室に集まり検地の

延期をいつまでにさせようか、1

年か、2 年かなどと協議してい

た。ところが市川某にワイロの

ぬか袋を渡した庄屋の老母が

“検地は延期じゃあかん、中止

じゃ”と言っていたことを誰か

が思い出し、ここはイチかバチか、うん、びくつ

く代官所の手代に『１０万日』にせよ」と吹っ掛

けてみようじゃないかと言った」 

まあちゃん「１０万日！」 

おじいちゃん「２７３年じゃ、庄屋達は老母の言と

知ると“それでいくべぇ”となった。そして配下た

ちの前に進んでいきこう言った」（続） 

４人家族の日記 

この町が 
ちょっと好き 

ままりんです。 
区切りの年度末、コロナな１年が
終わりました。来年度は中 3 にな
る娘はこの 1 年間も、学校が嫌だ
クソだといいながらも通知表を
見ると欠席日数ゼロ。ま～よく頑
張りました！家では中２反抗期
の猛威が押し寄せ、ままりんは頭
に来てお茶碗を３回くらい叩き
つけて割りました。（片付けが大
変なのでシンクの中で）子どもた
ちはビビって一瞬だけシーンと
なるのでした…。ままりん更年期

か？！と気づいたりしてから、そ
れ以降は北風と太陽作戦に変更
したり。バトルのピークは過ぎ去
った気がしますがたまにはたた
かう日もあります…。 
来年度小６の息子はバスケには
まり、将来はバスケの選手になる、
と断言。母としては、いや～狭き

門だねと思いつつ…。お勉強の方
はテキトーなので、バスケ選手に
なれなかった時のことを考えて
ちゃんと勉強もして、と言うと、
「いや、絶対なるから。なりたい
んじゃなくて、なるの。｣と強気！
その自信は羨ましいよ。でも、運
動能力抜群だけどあとはお粗末
ってのは嫌だな～と思ってしま
う。ので、「バスケ選手になるには
筆記試験もあるんだよ｣と言った
ら本気にした。 
そしたら後日、「ねえ、バスケの筆
記試験て、５教科とかなの？｣と
聞かれて、、。「…え、さぁ…？｣と
答えたままりん。そんなに具体的
な嘘はつけないな～。

 


