や ゛ し コ 一¨０
ＬＯ 一
︲

関釜裁 判一 ︱ ス全号を本にします ⁚
購入 ・カ ンパ のご繁力をお願 いします︒

全国に散在す る五〇〇名ぐ ら いの会員 に裁判
︒
報告 を中 心に ニ ュー スが届け られ てきました
多く の支援者 の見守 る中 で開かれた 二審 広島
︑
高裁判 決は残念 なが ら逆転敗訴 になり 最高

く る会

裁 でも棄却されました︒
関 釜 裁 判 ニ ュー スに は 裁 判 を支 援 し てき
た沢山 の会員たち の裁判報告 や原告 たちと の
慰要婦﹂ 問題 の政
熱 い交流 の記録︑ 日本軍 ﹁
︑
治解決 のため の政府 への抗議 や要請 行動 新
し い

ず

日本人は み
流会が開かれました︒そ の席上︑ ﹁
んな鬼だ と思 っていた︒ど うしてこんなにや

l

昨年九月 二十九 日︑関釜裁判を支援す る会

慰
さしくし てくれ るのか ・・こ と言 って元 ﹁
さんが泣
パク ・ト ゥリ︶
安婦﹂原告 の朴頭理︵
き始 めました︒
・
そ の言 葉 と姿 は参 加者 た ち の胸 にし み い
何とし ても勝訴し て原告 たち の願
りました︒﹁
いを実 現した い︒そし て被害者と日本人 の和
︒
解を作 り出した い﹂と の思 いに駆 られ ました
慰安婦﹂原告たちに立
一審下関判決は元 ﹁

法不作為による画期的な勝訴判決がもたらさ
れました︒
一九九 八年広島高裁に裁判が移 って以降
は広島市︑福山市︑二次市にも支援する会が
結成され︑支援 の輪が広が って行きました︒

‐

の解散会がお こなわれました︒ そ の席 上︑弁
関釜裁判 ニ ュー ス全号をまとめ て
護士から ﹁
本にし︑全 国 の県立 図書館や政令指定都市図
書館 など に寄贈 し てはどうだ ろう﹂と いう提
案があり︑ そ の場 で検討し て作成す る ことに
なりました︒
関釜裁判は福岡在住 の若 い弁護士たちが手弁
当 で担 った裁判 でした︒ 一九九 二年秋︑今従
軍慰安婦﹂問題を考 える会 ︒福岡︾ に集 う市
民に弁護 士から支援 の要請があり︑準備会 が
十二
立 ち上が りました︒その年 の暮れ︑前 日︵
月 二五こ 下関裁判所 に提訴した原告 たちを
福岡 にお呼びし︑手作り の料 理を持ち寄 り交

:福 岡)

(於

支援する会・解散会

"日

ゞキ9月
ムοξ

︒
︱ スと 一審判決 の全文を記載 いたします 補
論とし て︑ 爵聡食裡問題 の歴史 認識を巡る重

と の闘 いなど︑ 二十年間 の記録がぎ っしり
詰ま っています︒
軍や 国 の強制﹂に関し て
要な対立点 であ る ﹁
の文章 も載 せようと思 っています︒千ベージ
に達する分厚い本になりそうです︒
長年にわた って関釜裁判 ニュー スの印刷 にあ

希望 があ る限り解決 に向け て悔 いの残 らな
い取り組 みをした いと︑身 の丈 に余 る課題を
女 の市民や学生たち の闘 いの足跡がしるされ

た ってきた城島印刷 の好意 で 二百冊を 八十 万
︒
円 で作 っていただ け ることになりました 送

担 いながら︑話し合 い︑行動し てきた老若男
ています︒
一方ヽ二〇〇三年 の最高裁棄却 以降︑釜山︑

料な ど を加えると総経費は九十 万円ぐら いに
なります︒

光州︑ ソウルに住む原告 たちを訪ね る旅 を重
ね てきまし た．原告 たちは 一層年老 い︑す で
に半数が亡くなられました︒ 日本政府や企業
の賠償を待 ち望 みながら︑逝 ってしまわれた
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慰宏 困
国ｏ
県 上里工図書館や大学図書館︑﹁
問題資料館など への寄贈分百冊︑個人 の買 い
取り分百冊ぐら いを予定し ています︒定価は

ニュースより
『戦後処理の立法を求める法律家・ 有識者の会1の

妹に代わ
って訴訟を起こした遺族 ゴ人に 80∞ 万ウォンの計
6億 8000万 ウ芽ンを支払
う命 じた。
￨
に戦時徴用被害者に対す
韓国の裁判所が日本企業'よ
る賠償を命じたのは、 7月 のソウル高裁 (被 告 :新
日鉄住金)(釜 山高裁 (向 :三 菱重工)で の差し戻し
控訴審!手 続き3■ 猥 となる。
原告 らは 1999年 3月 に 日本政府 と三菱重工を相

張
I私
言
望
罫
茎
層
ぎ
毛
:翻 財顧駐
記
た妻と

5000万 ウォン (1380万 円)、 死亡し

五千円 で贈呈分 以外 の百冊全部売れたとし て
もなお 四十 万円ほど の赤字が出そう です︒
本 の完成は 四月末 です︒ お届けは五月上旬
になります︒
会員 の皆さま︑ ニ ュー スを購読し てこられ
た皆さま︑本 の購 入と︑ できれば カ ンパをお
寄 せ いただ けな いでし ょうか︒支援す る会 の
解散 を報告した後ヽ 再び厚かまし い要請をす
ることに大変心苦 しさを感じ ています︒今 一
度 のご支援 をど うかよろしくお願 いします︒
︵
花房俊雄︶

=ス

のです︒楽し い再会 と つら い別れ の旅 も記さ
れ ています︒
二〇年を経た今 日 の日本社会は︑領土 問題
慰安婦﹂問題を巡 って韓 国や中国 に対す
や ﹁
る反発が高 まり︑植 民地支配や アジ ア ヘの侵
略戦争 の歴史認識す ら消 し去 ろうとす る政府
を持 つに至 っています︒ このような時代 であ
るから こそ︑被害者 たちや被害 国と の和解 を
目指 し て︑戦後補償運動に取り組ん できた市
民運動 の記録を残す ことは︑ささやか ではあ
れ意味 のあ ること ではな いかと思 います︒
作製す る本 には︑全六 一号 の関釜裁判 ニ ュ

韓目地彙、三菱重工に元梃身隊女性への
【
光州聯合ニュース】太平洋戦争中に微用さ
… れ、三
菱重工業の軍需工場で働かされた元朝鮮女子勤労挺
身隊の女性.と 遺族l15.人 が同社を相手取 り損害賠償
を求めた訴訟で、韓国の光州地裁は 1日 、原告の主

手取 り日本の裁判所に損害賠償請求訴訟を起 こし、
提訴から約 14年 にして韓国の裁判所で
敗訴 したが、
勝訴 を収めた。三菱重工は 1965年 の韓 日協定で個人
の請求権は消滅 した とする日本政府の見解 に従 つて
棄却を求めたが、認 められなかつた。 ほかの訴訟の
前例に照らし控訴す るとみ られる。
光州地裁 めイ 。ジ ヨングァン部長判事は法廷で原
「政府が被害から目を背 け
告 らに慰労の言葉をかけ、
ている間、15年 近 く訴訟を続け、ここまで来ること
ができたのは、市民団体や 日本の良心ある人々の力
が大きかった。 日本 の政府 と企業が強制徴用の被害
に関心を持ち、積極的に (解 決に)乗 り出 してこそ、
市民と両国政府 の間 の感情 の しこりも取れるだろ
う」 と強調 した。
2013′ 1lr01聯 合ニュ

閣瀬 剛 剛 璽
三月亜露夕方 釜山の機賛伊 ︵ユ チヤン
イ︶さんに電話すると︑なかなか出て来られ
な いので︑奮守かなと思 つていたら︑弱 々し
︒勢 い︼
い声で ﹁
ヨポセヨ﹂
込んで ﹁
イルボ ン︑
ハナ フサよ．﹂ いつもなら元気 に 一二ミ コさ
ん！いつ韓国に来るか⁚﹂
と言われるのに﹁
チ
ヤンイさん病気よ︒寝てたよ︒ま飲むからち
ょ っと待 つて ︒メ一との返事豪ドキリとして
待 っていると︑呼吸を整えて ﹁
十二毒両病院
︶咳が出て止まらなか つ ︒
にいた．
た あちこち
︑もう ﹃
痛くて食欲がな い＾
還る﹂ときがきた
︶また︑ドキン︑ドキン
・ょうだ﹂と言われ辱．
．
数日前に静順福 ︵
六ク スンボク︶さんから
．
珍しく元気で力強 い声で 一
季く会 いたいね﹂
≧電話があり︑喜んだばか惨だ つた ので︑動
揺を隠し切れなか つた︒興郡を引 いていな い
のに咳が止まらなくて入院していた ことや︑
再度入院すること鍾なりそ≒だとのことでし
た︒あんなに気持ちよくご簸を食 べる賛伊さ
んが食欲がな いなんてやはり警当大変なこと
だと心を癌めています︒

時挙寿

の中心的な役譲を担 ってこられましたが︑
原因不明 の体譲 不良 で株主総会 紅も来 匿
できず︑ 二十三醍の本人尋闘も躍葉が危う
まれるとのことで︑心配紅なり︑三燿九日
に電話しました 弱 々しい声で︑それでも

第 二次不二越訴訟から合流した金 珠 ︵
キ
ムジ 奎ンジ ュ︶さんは︑この間不二霧闘争

ソウ ルのウリチデにお金まいの李覆徳 ︵
イ
スンドク︶さん馨︑昨年末紅ヒージングセン
ター纂遊びに行き︑トイ レから出てころんで
骨Ｌヒビが入 ってしまい入難されていたそう

士 の交流も始ま つていて︑遠 で見ているだ
く
︶
けの私たち の心を幸福にしま十仁

です︒幸 い布曝の上 で転ばれて大事 紅はいた
らなか つたそうですが︑轟轟 ︵
九十六歳︶な
のでなかなか骨が完治せずず つと入載されて

いたと のこと． ハルモニ轟ウリチブ紅帰りた
いと強く希望されて︑三躍十日に退錠予定と
のことです︒
ウリチブに李順纂さんを調問するたびに思う

かと．
．今が本当 工幸福なんだと︑ ハルモニの
お顔を見るたび装感じていました︒
スタ ツプの方 々の ハルモ ニヘの愛情と献身に
ただただ感謝するばかりです ︶

心配をか・
けま いとして︑ 一
ず いぶん良くな
った︒水も飲めなか つ
ど
た
け
し
れ
少
は
ヽ
食
べ
︶
られるようにな った︒﹂身一
言われました．
また ﹁
本人尋間 の裁判紅難何としても出か
けた いと思 っている﹂と言われました︒
孫に認められ︑国に認録られ︑プウ ル薫
の支援が始まり︑彼女 の長年 の ﹁
恨﹂が癒
され つつあるのに︑元気こな つて欲しいと
切実 紅思 います
光燿 の染銘徳 ︵
ヤン タンドク︶さんの
活躍は峯古屋 の三菱 ・
朝鮮女子勤労誕・
身隊
訴訟を支援する会 の ニ ュー スでい つも拝
見しています︒光畑 の勤労挺身隊 ハルモニ

︐
一
慰安婦 一被害者たちは︑韓国政府から法
律によ つて毎月生活補助金など支援されてい
て︑地方自治体からの支援もありますが︑勤
労挺身隊被害者たちは長く毎 の支援もありま

ことですが︑彼女 の長 い苦要 の人生 の中 で︑
ウリチプでの今 の生活ほど彗やかで安らかな
時間を邊ごされているとき鐘な いのではな い

と共 紅する市 民 の会 の大活躍と名古屋 の
支援者たち のたゆまぬ努力に頭が下がり
ます︒双方 の支援者たち の信頼と友請は梁
さんたち被害 ハルモ ニたち への敬愛 の情
を基紅織ばれていて︑日韓両国の次世代同
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せんでした︒しかし︑先に紹介しました光州
の動労挺身隊 ハルモニと共にする市民の会 の
活躍で光州広域市 は︑二〇 一二年全国で初め
て女子勤労挺身隊被害者を支援する内容 の条

例を制定 ・
施行し︑続 いて京畿道︑全羅南道︑
ソウル特別市が支援条例を相次 いで制定しま
した︒

京畿道は条例が制定されていても財政問題で

頓挫しかか っていたのですが︑ このたび支援
施行が決定しました︒︵
支援内容は生活補助費

診療費月二十万ウオン以内︑
月二十万ウオン︑
死亡時葬祭費百万ウオン︶

朴順福さんの住む慶尚南道 でも このような支

援がなされたら︑彼女はどれだけ心置きなく
病院に行けて安らかに暮らせることかと思 い
ます︒
本来ならば日本政府と加害企業がなすべきこ

とで︑ ︵一部不二越で和解した被害者も いま
すが︶戦後責任遂行 の扉を開けることが出来
ずにいることは無念です︒

２ 房恵美子 十四年二月九日記︶

会 計 報 告

彙 費・カン′
49件 )
〈

涯 う:嬌 面

l Y337.449
担 当 :緒 方 貴穂

昨年 7月 に最終号 を迎 えた「関釜裁判 ニ ュース」ですが 、そ の後 も皆様 か らあたたか
い ご支援 をいた だき、心 よ り感謝 申 し上げまt皆 様 か らのカ ンバ は、￨卜 順福 さんへ の
医療支援 を中心に使わせ て いただ いてお ります 。 これか らもで きる限 り医療支援 を継続
したい と考 えて い ます の で 、識 に恐縮 です が 、 ご協力 いただける方はよろ しくお願 いい
た します。
なお 、今回 「関釜裁判 ニ ュー スJ創 刊号 か ら最終号 まで の合本版 を製 作す る こ とにな
りま した。 1冊 送料込み で 5p∞ 円でtま た 、趣 旨に ご贅同 いただ ける方 は製 作 カ ン
b井パ をお願いい キ 1´ ます^
￢
「薫薫■ほ河 土の議題でら ,、
覇茜 顧彗 ま日韓テ
藩瓢覇ラ5薄Iマ 確薄誦爾匿を強 く棄 めま
アメ「
リカからも解決を求めら11て いる現況にお:｀ て、
す !福 岡では上記の申L入 れを 1月 28811名 参
加 して ヽ順K福 岡抜巻局にて行い ました.
内容 :ま 「(要 約 )判 井会長の発言す
よ歴史事実 に隧す る

国際感覚が女落 した発言 と言わぎろを得ませ F̲.こ の
ようなも
うがんだ歴 史認識を持つ会長lt、 編集権 0最 終

あま りに もの無知をさら:=出 しています.

決定権をもつ ことに懐然 とした恐怖 を覚えます。梶場
■ ヽた ちが 自由な報道 や 制作を姜驀す る ミうにな ら

iE「 慰安婦1制 度は 日本軍かに つた強制売春蔵度でヽ

り、同 じよ うな制度を持 った国は十テ ス トイ ツだ:十 で

ないか と大変危惧 します

した,② 韓国 だけル務 制達 13を した と主張 しているの
で:ま あ りません、フ ィリピン.オ ラ ンダ、中国、台湾、

他 :二 t領 土問薔、安彗首誓 .ラ 靖画参拝 :こ 騰 して政権 と
一 体,ヒ したかの ごとき発言が 目立ちます.
「不 偏不党、真実及 び農障を尋障する」NHK会 長 と

モー 'レ 、
な どに広が り、他に も
.イ ン ドネ シア 、東テ ィ
マ レーシアか らも被害者が名乗 1'出 ています ,
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して輝井氏 はあま りに もふ さわ しくあ りません。」

フィリピンの
・

性ＮＧＯ連合ガブリ エラの行事が盛りだくさ
んの時期で︑私は 一連のデ モ ∩ラリー﹂と言
うようです︶に同行させていただきました︒

八日に朝八時にリラ事務所に美 ワ讐口
われ︑
表に集合してすぐに出かけるのかと思えば︑

事

二〇 一四年 二月の 一ヶ月︑私は初めてフイ
ツピ ンを訪れ︑首都圏 のメト ロマニラに滞在
しました︒その間︑ ﹁
慰安婦﹂被害者とその支

中で集合し︑お昼ご飯 の準備をしながら徐 々
にみんな集ま ってくるというかたちでした︒
まず印象的だ ったのは︑ ヨフたちがおしやれ
していることです︒鮮やかなグリーンの色合

人日が マラカ ニヤン宮殿近くのメンジ ヨーラ
と呼ばれる場所︑十二日が日本大使館︑十四
日が フィリピ ン大学デ イリ マン校 へのラリー
です︒

援者で結成されている団体 ﹁
ピリピナ﹂
リラ ・
を訪ねました︒被害者 のおばあさんである ロ
ラたちと今ならまだ会える︑運動体としての
リラ ・ピリピナがどのように活動しているの

この日はガプリ エラ傘下の各種団体が集ま
り︑ ﹁
ヨフンダ ︵
昨年 の大型台風︶被害者に正
義を﹂というメッセージとともに︑五十四歳

うことがなおさら頼もしく︑家族がみな世代
を超えて活動家として集う様子がわかります︒
スタ ッフの方が私にもお昼ご飯を与えてくだ
さり︑手配されたジプ ニーにみんな で乗り込
んで出発しました︒

か知りたい︑そのような思 いからです︒
い︑透け感 のある素材など︑ドレツシーな装
日本では三十年に 一度とも いわれる異常気
いな のです︒デ モ ヘの気合 いの入れようが伝
象による彗 雪が ニュースとな つていましたが︑ わ ってきます︒それから︑ ヨフの娘さんやお
フイリピ ンでは涼しい時期とはいえ半袖で過
孫さんたちと大勢で出かける様子に温かさを
ごしても汗ばむこともあるような気候でした︒ 感じました︒それが日常的な光景 であると い
以前竹見智恵子監督の映画 ﹃
カタ ロウガ ン⁚
ロラたちに正義を︐﹂ を観たときに︑ ヨフた
ちの身 の回りの色彩の鮮やかさや歌による表
現などがとても新鮮に響きました︒そうした
なにかしら率直なものが暖かい地域ゆえの精
神性としてどのように育まれているのか︑興
味を持 っていました︒
二月は二月人日の国際女性デーに向けて女

の誕生日である大統領 への抗議として︑段ボ
ールかなにかで作 つた大きなバー スデーケー

キを路上で燃やすパフオー マンスが行われま
¨ラリーの後 のジプ ニーでいただ いたお
した＾

昼ご飯は︑ビ ニー ル袋に入 ったご飯とおかず
をどう食べるのか最初わかりませんでしたが︑
手が汚れな いようにそのまま食べればよ いの

だとわかり︑ありがたくいただきました︒
十二日はリラ ・ビリピナ関係者とガブリ エ
ラから応援に来 ている数名 の活動家が日本大

使館前で抗議行動をしました︒ ここで初めて
ロラやリラ ・ビリピナ代表 のリ ッチーさんが

マイクで抗議する場面を見ましたが︑それま
で穏やかだ ったナ ルシサ ・クラベリアさんが

マイクを持ち厳しく鋭 い声を上げられた姿に
は︑は つとさせられました︒そこには全身に

込められた怒りがあり︑ マイクでアピー ルす
ることに慣れてしま っているほどに長年訴え

てきた のに状況が改善されな いと いう翼実が
告発されているようでした︒

一通リ マイクでの抗議が終わると︑女性に
対する暴力を根絶しようとするグ ローバルな

キヤンペー ン０３ ●諄０けコｇ品 のダ ンスが
始まりました︒ ロラたちも踊るのです︒明る
い日差しの下︑深刻な問題を訴えているにも
かかわらず︑解放感と世代を超えた情熱を感

ζ

―

´

の方たち。
最前列の 3名 はガプ リエ ラからの応蟹

の時間がかかりました︒ この日も報道関係者
が多か つたです´私はリラのメンバーに促さ
れ︑ ヨフの娘さんやお孫さんたちと 一緒にリ

ｏ●ｏ︺鬱８発げＩヽそして同様に女性に対す
る暴力 の根絶を訴える く０要 のキャンペー
ンが重な った︑大掛かりなイベントでした︒
行進しては踊り︑踊りながら行進し︑Ｃ﹃ ︵
フ
イリピン大学︶ の門まで到着するのにかなり

十四日はバ レンタイ ンデ ー で︑ガプ リ エラ
の 一連 のラリーと いうだけ でなく︑やはり

2日 、 日本大使館前での ダンス。
2月

ラの横断幕を持 って行進しました︒ この日も
思 いましたが︑若者も讐長者もダ ンスをする
ことを恥ずかしが ったりせず︑路上からの身
体表現は︑とても自然な訴えな のです︒午後
時に事務所に集合してから出かけたラリー
でしたが︑帰りは交通渋滞もあ って夜 ∝時頃
になり︑かなりくたびれました︒
ラツーの日以外にもリラ事務所を訪ね︑長
年リラの活動に関わ ってこられた澤田公伸さ
んにご 一結していただき︑リ ッチーさんにじ
つくりお話をお聞きしたこともありました︒
日本政府や日本人の歴史に対する籠度は厳し

ら つしや つたとしても︑やはり韓国語に通訳
してもら つて意思疎通をすると いう手順を礼

儀 のように考えていると ころもありました︒
それゆえ︑英 諸で話せることは限られている

とはいえ︑直接言葉を交わすという体験は︑
ロラたちと個人的な関係を作 つていく喜びを
伴 い︑素朴な感動を生むのでした︒
花房夫妻が ハルモニたちと深 い信頼関係を
築 いてこられたのは︑このような 一つ 一つの
私的な経験 の積み重ね二よるのかもしれな い︑
と気付かされるようでした︒

一
ば 安婦﹂問題は︑近年ではますます日韓
の文脈でのみ報道されがちですｔ韓国以外 の

慰安婦﹂問題から排除されがちで
諸外国が ﹁
あると いう問題は頭 ではわか っていたはずが︑
リラを訪問し運動 の熱気を目の当たりにする

ことで︑ これはとんでもな いことだとあらた
めて愕然とした のでした︒当事者であるにも

かかわらず十分に注意を払 ってもらえな いと
︑
は︑どれだけやりきれな いことでしょう．
そのように憤りを抱える傍ら︑突然や って

きた日本人の私にみなさん親切にしてくださ
つたことは心底ありがた いです︒ Ｅフ・ヴ ァ
ージ ニアは折り紙でお花を作 ってくださ いま

した︒ ロラ ・ヒラリアは私 の帰国日をず っと
覚えてくださ っていました︒ ファミリー の ニ

み

ゝ参族も
く批判されましたし︑ 堅フだけでなノ
接害者な のだと いうこと︑運動に対するご意
見なども伺 いました︒い時間以上しやべり続
けてくださ つたリ ツチーさんの言葉を 一身に
負うこと以前に英語を聴き取ることそのもの
こ苦労しましたが︑リ ッチーさんの真剣さと
誠実さ︑そして日本からの訪間者を受け入れ
てくれる寛容 の精神は心に響きました︒
英語で苦労したとはいえ︑言葉が通じるこ
とで直接的な コミ ュニケーションが可能とな
るのは大き いです︒ これまで韓国に行 ったど
きにナヌムの家などで被害者に接する機会は
ありましたが︑私の場合は通訳なしでお話し
たことはありません︒日本語がわかる方がい

｀

―

ニタさんはデ モの帰りに私を自宅に上げてく
ださり︑お子さんたちと 一緒に私 の滞在先ま
で送 ってくださ いました︒
慰
ぜ ひまたリラを訪ねた いと思 います︒ ﹁

★ 元 編 集 長 ・Ｙ の首 都 圏 便 り 号 外 ★
もうずいぶん前になるが︑ＮＨＫスペシャル
で日本 の従軍慰安婦にされた朝鮮人女性 のドキ
ュメンタリーが放映されたことがあ った︒
ちようど 置恩纂稲判を支援する△ご でも原告
女性 の記憶を頼りに︑彼女が いたという慰安所
を調べに︑支援する会 の会員が上海ま で行 って
きたことがあ った︒しかし上海までの交通費 の
捻出に苦慮し︑半世紀以上前の調査 の困難さの
れとい った手掛かりにはならなか った﹁
ためザ ﹂
しかしながらＮＨＫスペシャルでは︑取材陣
がアメリカまで飛び︑国立公文書館で︑慰安婦
にされ ていた女性の書類や顔写真までさがしあ
てていた︒あれを見たとき︑ＮＨＫという組緩¨
の資金力︑取材 のネ ット ワークがなけ れば ここ
までのリポートはできないだ ろうと︑半ば舌を
巻 いた のを党えている︒
だがしかし︑もうＮＨＫがこのような良心的
な番組を つくることはな いだろう︒少 なくとも
期井 会長 の廷任 甲は︒
日韓関係は悪化するばかりだが︑わたしは政
治家ばかりでなど︑ マスコミもそれを煽り立て
ているのが 原因だと思う︒凋﹁峯いでは毎週ど こ
かが︑
韓国人がどんなにひどくてするい民族か︑
嫌
という特集記事を載せ ているし︑ いわゆる ﹁
韓本﹂は売れるから︑という ので︑平積みにし
現れた︒そし
て日立 つところに置く大型き居気︶
て対 のように日本人は優秀で倫理観も高 いと唱
える本も出される図式だ︒それは ヨ稀 ヮ ー ム﹂

で韓国 のＴＶドラマやＫ ︲ＰＯＰが浸透し てき
た反動 のようにも思える︒
いが みあ い︑ こじれた感情 の応酬は聞くだに
やりきれない︒ただ︑そんな思 いを抱 いている
︒
のは︑必ずしも大多数ではな いはずだ
︒
昨 年︑黒川創氏の 混賜辱百なち﹂を読んだ
︑
黒川氏が︑文学全集にも乗収録だ った 夏百漱
石の随筆を発見した ことが ニ ュー スにな ってい
たが︑その漱石 の 選墾籠聟曇 をモチー フに
一九 一〇年前後 の安重根による伊藤笹早金頸黎
★締警７■こどの動乱 の時代を史実に基づ いて浮
かび上がらせた長編小説だ
そもそも黒川氏が菫右の︑伊藤博文暗殺にか
かわる随筆を再発見した のが︑韓国 の光州 での
﹁
光州事件三十周年﹂ のシンポジウ ムだ った﹁
黒川氏はか つて同志社大学在学中︑当時軍事政
極 卜で政治犯としてとらわれ ていた囚人たち の
救援活動 でソウル ヘ赴き︑衣類や書籍 の差し入
れをした ことがあるという︒その縁 でシンポジ
ウムに招待されヽ会場 で販売され ていた韓国 の
安重根 の伊藤博文狙撃﹂に
書籍を めくるうち︑﹁
関する本の中に︑初めて目にす る︑漱 石の随筆
２ そし て︑当 の差
を目にして驚 いた のだ とい・
し入れをもら った政治犯はヽ 大学教授に な って
いた
これも日韓をめぐ る不思議なめぐりあわせと
隣国 の︑
だが若き日の黒川氏 の︑
でもいおうか︒
民主主義のために関う人 々に寄 せた奨咸がヽ 三
十年をかけ文学史の発見を生んだ のだ︒
︵
２０１４． ２ ２３︶

‑77^

安婦﹂問題を広 い視野で見ていきた いもので
す︒ 日本でフインピン行きを勧めてくださ っ
た方 々︑そして現地でサポートしてくださ っ
た澤田公伸さんに心より感謝 いたします︒
ん
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主な 出来事 と活動 日誌 (2013年 7月 〜 14年 2月 )
20■ 3年
26日
8月 12日
7月

吉見義明 さんが雛新 の会の桜内文城議員 を名誉駿損で提訴

8月 14日

曜割攣尋J問 題にとりくむ福岡ネ ッ トワー ク会議
日本軍 「慰安婦』メモ リアルデー世界達帯行動

9月

9日

『難

婦J問 題にとりくむ福岡ネ ッ トワー ク会議

29日
園釜裁判を支援する会・ 解散会
10月 7日 『慰安婦」問題 にとりくむ福岡ネ ッ トワーク会議
11月 1日 名古屋三菱朝鮮女子勤労挺身隊韓回訴訟・ 光出地方法院で勝訴
11月 7日
不二越 韓国訴訟第 1回 弁論 〈ソ ウルにて)
11月 11日 『慰安帰J問 題にとりくむ福岡ネ ッ トワーク会議
11月 18日 全国行動ニ ュース九州分印刷発送作業
12月 9日 『慰安婦」問題 にとりくむ福岡ネ ッ トワー ク会議、忘年会
12月 26日 関釜裁判ニュース全 号製本化編集会議
9月

2014年
1月

20日

「慰安婦J問 題に とりくむ福岡ネ ッ トワー ク会議 、 93年 山 口放送作成 『恨
みの海峡」DVD鑑 賞

25日 NHK桝 井会長記者会見発言
1月 27日 「慰安婦 J問 題 にとりくむ福岡ネ ッ トワー ク緊急会議、NEK申
1月 28日 NHK福 岡に申 し入れ行動 (11名 参加)
2月 8,9日 日本軍 「慰安婦」問題解決全国行動・ 全国会議 (於 :東京)
2月 24日 「慰安婦」問題にとりくむ福岡ネ ッ トワー ク会議
3月 11日 関釜裁判 ニュース号外印刷発送作業
1月

★関釜裁判
号外
一 発行
2014年 3月 11日
発行
戦後責任を問う 日金裁判を支援する会
連絡先 〒81H043
福岡市 中央区城 内7‑14花 房方

TEL 092‑713‑1879
FAX 092‑713‑1880
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*饗 井 ヽHK会 長 、百 露、長谷 1,NHK撻 奮 員ゆ辞
【 を求 め る署名 用紙 を局封 し、 3月 15日 を1第 1次 集
/4‐

ヒ記 しま しr̲t■ か し、3■
約 日‐

118→ NHK攀

委 員会 に間 に 合 うよ うに 9日 に集絢 し 10日 ￨こ 宇 し
入 れす る とみ こ こです .署 名活動は維 縮 して行 うとⅢ

ら 2013午 まで 20年 間、符 :=前

と,1998午
半 01o年

WEB版 目釜裁 綱を支援する会
.奎

饉 墨 藁 佗 炉 聾 馨 墓 桑 墓 響

こ とですけで よろ しくお願 :ヽ・た します 。
おニ ニー ス を合 本化 す るに あた って議 み返 してみ る

座名 関豊裁判を支援する会

httpノ ノ
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し入れ書作成
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間は無教夢 中 で活動 していて 、活動 量:i争

で :ま f言 じられな い くらいです。若 1・ った
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不 二越韓国訴訟第 3回 弁論 原告本人尋間
3月 25日 (火 )14:00〜
ソウル 中央地方院 559号
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