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第31回日本高齢者大会in沖縄

速報
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いよいよ日本高齢者大会・
沖縄大会の開幕です。
全国からお越しの皆さま、
２日間、
しっかり学び

あ いましょう。
沖縄らしさあ ふれる大会にできるよう、
実行委員一丸に取り組んできました。
事
務局、
出演者、
案内ガイドなど、
それぞれから歓迎のご挨拶を させていただきます。

戦後 年を迎え、軍事占

領下からの祖国復帰、復帰

後も居座り続ける米軍基地

と相次ぐ基地被害、沖縄が

おかれている現状を知って

いただきたい事。また、沖

縄戦の実相と今なお解決し
はいさい、ようこそ沖縄

には万全を期してお気を付

差が大きいので、体調管理

土から参加される方は気温

を聴いていただき、沖縄が

動されている方々の生の声

収集問題、沖縄で現在も活

毅

大会へ。沖縄ではまだまだ

ない不発弾や戦没者の遺骨

暑い日が続いています。本

方に知っていただきたいと

定されていますが、沖縄な

げた学習講座・分科会が予

る状況があったでしょうか。

がこれほど危機に瀕してい

今現在、憲法９条・ 条

考えています。

らではの特色ある講座・分

沖縄大会の掲げるサブスロー

ていきましょう。

有できる大会にし

参加者で思いを共

未来を」を全ての

憲法が輝く平和な

沖縄に 全国に

ガン「命どぅ宝

科会も企画しています。

保障や平和の課題を取り上

沖縄大会は、恒例の社会

おかれている現状を多くの

知念

72

け下さい。

沖縄実行委員会事務局長

「
命どぅ宝」
を共有できる大会に

なお 実行委員長挨拶は、
しおりに掲載させていただいています。
（
掲載順不同）

月 日、全員が一堂に会する最後の実行委員会で
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辺野古・３日前

現場ルポ
古に向かった。駐車場に車

セージをもらうために辺野

速報記者Ｎは安次富氏にメッ

月 日午前７時すぎ、

地内に入っていく状態だっ

され、工事車両が次々と基

する人たちはごぼう抜きに

によって抗議の座り込みを

は８時 分。すでに機動隊

いう。この日まで二週間、

聞くと、二週間ぶりだと

が入れられた。

車、かなりの数の工事車両

トレーラー、生コンミキサー

箇所に押し込められ、その

ちは、機動隊員によって一

ごぼう抜きにされた人た

待ってましたとばかりに入

地内に入れられなかった。

あり、工事車両は一台も基

さらに米軍ヘリ墜落事故が

沖縄県警の捜査

官は涙を流した

と言うじゃない。

ここに集まって

きている人たち

は、みんなあの

少女の思いの延

長線上にいるん

やと思うよ。県

警の人たちも、

東京の警視庁か

ら機動隊が来る

まで、優しかっ

たというやない」

げていないと何がどうなっ

赤い文字のブラスターを掲

兵隊は撤退を！」といった

「不法工事中止しろ」「海

束 状 態、 「 新 基地 反 対 」

県警の警察官が歩道まで連

も何度も。そのたびに沖縄

のー」と呼びかける。何度

向かって「いいと思ってる

を掲げ道に出て、運転手に

一人の女性は、ブラスター

兵三人による暴行事件」と

「１９９５年におきた、米

「えっ」という顔なので、

少女暴行事件知っています？」

に話しかけた。「あのね、

私も笑いながらその警官

をするな」の抗議の声の中、

トは閉められ、「違法駐車

かが出てくると、再びゲー

じめに入ったダンプの何台

工事車両が入れられ、は

て場所を変えてしまった。

と、そこまでいうと、黙っ

ているのかわからない。そ

機動隊の車がその前をふさ

機動隊の拘束から解放さ

いだ。

れた人たちは、何もなかっ

よ」 と。

通行 妨害

るわ よ。

ようにって。告訴すると言

同じことが繰り返されない

踏み切ったんよね。二度と

「あの時、少女は告訴に

やっています」と報告する

ヌーが出て海上パレードを

「今日海上では、 艘のカ

安次富氏がマイクを握り、

たかのように黙々とブロッ

その 警官

うことは、現場検証すると

と、拍手が巻き起こった。

クと板を並べ、再び座り込

いをして、 いうこと、現場で事件を振

は、 苦笑

り返ると言うことよね。つ

みを始めた。

一歩 私の

涙を流した捜査官

と。

いえば、「ああ知ってるよ」

が道 に出

た警察官に「あなたのほう

その女性は、私の前にい

れ戻す。
ていく。砕石を満載した
トンダンプ、さらに大きな

の横を次々に工事車両が入っ

れられたのがこの日だった。 づいた。

回りをアルソックの職員が

選挙があり、台風があり、

を止め、送迎車に乗せても

11

た。

25

らってゲート前に着いたの

30

取り囲むと言う二重巻き拘

何もなかったかのように、また座り込んだ

らかったやろね。そのとき、

すぎ てい

砕石を満載したトラック（上）
隊列を組んでやってきたミキサー車
（下）

ほう に近

（Ｎ）

30
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月 日全大会オープニングで歌ってくれる合唱団の
指導者、石垣潔さんに歓迎の言葉を寄せていただきまし
た。

生き抜いてきたものの思い
沖縄のうたごえ協議会会長

潔

沖縄がわかる最高の分科会

聞く 分 科 会 も

今回、大学

設けました。

の先 生 方 と の

つな が り も 深

き、 学 生 た ち

照屋智恵

た。特に、若い人たちにも

も参 加 し て く

沖縄実行委員会企画担当

ようこそ！沖縄にお越し

入ってもらい、意見交換を

める こ と が で
いただきありがとうござい

行ってきました。

承が十分にされていません。 れることになっています。

ます。

の学習講座と の分科
会、１つのシンポジウムを

も深められると思います。

族といっしょに暮らす知恵

くことができ、認知症の家

権威ある先生に来ていただ

認知症問題では、県内で

ていただけます。

先島への自衛隊配備問題

日本婦人団体連合会
会 長
柴田真佐子
平和・民主・革新の日本をめざす全国の会（全国革新懇）
憲法改悪阻止各界連絡会議（憲法会議）

では、リアルな状況を語っ

子どもの権利・教育・文化 全国センター

非暴力の闘いを続けられて

瀬戸 修
猿橋 均

いる実践者、体験者の話を

中央執行委員長
中央執行委員長

戦争被害が大きかったこ

全国検数労働組合連合
日本自治体労働組合総連合

の沖縄でも、戦争の歴史継

鈴木 亜英
森田しのぶ
田中 喜治
東森 英男
日巻 直映

私たちは企画委員会をつ

会 長
中央執行委員長
会 長
事務局長
中央執行委員長

くり、内容を練ってきまし

日本国民救援会中央本部
日本医療労働組合連合会
日本のうたごえ全国協議会
安保破棄中央実行委員会
郵政産業労働者ユニオン

石垣

の思いに呼応するものでしょ

住江 憲勇
岡部 勘市
髙城 政利

合唱団「ハモーる」指導者
沖縄県合唱連盟参与

う。その思いをこめて私た

会 長
中央執行委員長
中央執行委員長

せてもらう中で、その歴史

実は私は、高齢者大会の

ちは歌います。「ＨＥＩＷ

（敬称略・順不同）

台風が心配です。これを
きました。

ことを知りませんでした。

Ａの鐘」「平和に生きる権

全国保険医団体連合会
日本国家公務員労働組合連合会
自交総連

読んで頂けるということは、 や意義がようやくわかって
無事に到着されたと言うこ
な被害をこうむりました。

沖縄県民は、戦争で大変

ようこそ沖縄へ。お待ちし
多くの県民が亡くなり、生

とでしょう。よかったです。
ていました。

どんな人たちが、何のため

て深めてください。

んな切り口から沖縄を知っ

残念なくらいですが、いろ

参加していただけないのが

です。いくつもの分科会に

の期待にこたえられる内容

どの分科会でも、皆さん

にできたと自負しています。

知る、最高の内容・講師陣

企画しました。沖縄の今を

15

き残ったものも苦難を乗り

にやっているのか、わかり

利」「タンポポ」、辺野古

12

私たちは、東京の皆さん
た。「生き抜いてきたもの

と一緒に、 人の合唱団で、 越え乗り越え生きてきまし

ませんでした。しかし、実

ろで歌わせていただきます。 の思い」、高齢者大会はそ

大会の始まりと最後のとこ

70

で生まれた創作曲「命の海、

2017年10月25日現在

28

行委員会に途中から参加さ

命の森、命の山々」
そして「沖縄を返
せ」。
夜の「うたごえ
広場」にもどうぞ
お運びください。
心をこめて歓迎い
たします。

祝電・メッセージを頂戴しました

10

②

「
日本高齢者大会」
比嘉 努

平和へのメッセージ、感動をリアルタイムで発信
沖縄実行委員会広報委員長
心 から 歓 迎 いた

か２００メートルのところ

先日も高江の民家にわず

的に対応して いただ けま

しましたら、 どうか 積極

速報記者が 声をお かけ

材・編集 ・印刷・配 布が

移動とな りますので 、取

ており、 午後は辺野 古に

い２日目 が分科会に なっ

す。ただ 過去の大会 と違

いたします。

よ ろしくご協力を お願い

待などお聞きしますので、

１ 日目に、分科会 への期

困 難になります。 その分

家族による犯罪検挙は、約

ます。

に米軍ヘリが墜落炎上しま

すようお願い 申し上 げま

す。

した。
ら現在までに、米軍航空機
関連事故は５００件を優に

６０００件、そのうち凶悪

したたかに、
しなやかに、
非暴力で

と同系列機。しかし、大事

権は米側にあって日本は何

もできないのです。地位協

定があるから。大変な不平

等です。環境が破壊されて

も何も言えない。人権無視

です。

をつくらせないために、日

私たちは、辺野古に基地

よくここ沖縄まで来て下さっ

したたかに、しなやかに、

闘います。

米の政府があきらめるまで

沖縄の現状はご存知の通

たと感謝します。

安次 富 浩

は沖縄国際大学に落ちたの

故が起こったときでも捜査

沖縄返還の１９７２年か

月 日午後、辺野古・瀬嵩の浜での集会で、発言・説
明してくれるお一人、ヘリ基地反対協共同代表、安次富
浩さんに歓迎の言葉を寄せていただきました。

安倍首相は、

超し、米軍人・軍属とその

「こ の国 を 守 り抜

事件の検挙者数は７００人

します。

く」 と言 い 、 その
を超します。

知って帰ってください。

どうか沖縄の現状を見て

ため に「 米 軍 基地
が必 要」 と 言 いま
すが 、沖 縄 は 守ら

日本高齢者大会・沖縄大

ヘリ基地反対協共同代表

会にお越しの皆さまを大歓

安倍政権が進める戦争す
共謀罪、九条改憲だけでな

り、日本の０・６％の土地
お持ちか、あるいは戦後の

歴代政権は、基地を減ら

貫して今も続いています。

に、 ％の米軍基地が集中
しています。それは戦後一

湾に張り巡らされたフロー

瀬嵩の浜に来れば、大浦

非暴力で抵抗する。それが
困難な中を暮らしてこられ

私たちの闘い方です。
た皆さまだと思います。

トが見えます。国が行う不

法工事です。

方、自然災害に遭われた方、 地強化と機能強化に邁進し

の未来のことを考えましょ

この浜でご一緒に、日本

オスプレイが

Ｈ５３米軍ヘリ

高江に落ちたＣ

が続いています。

の後も緊急着陸

岸に墜落し、そ

てきました。

２(０１５年 と)低くなって
います。理由は沖縄戦で４

「速報」の発行に取り組み

イ ム でお 伝 え する た め に

含め大会の感動をリアルタ

平和のメッセージの発信も

と起こしてはいけません。

らです。悲惨な戦争を二度

人に１人が犠牲となったか

原発事故に巻き込まれた

すどころか、安保のもと基

多くの方は、戦争体験を

く、社会保障の切り捨てで

は全国

・３％ ２０１６
(
・６％

沖縄の高齢者人口の比率

す。

者が生きづらい国づくりで

迎いたします。

れるどころか、米軍基地の

29

あり、大増税であり、高齢

る国づくり、それは戦争法、

10

う。お待ちしています。

19

名護市安部の海

年 に) 比べ沖縄で

27

70

危険と隣り合わせのままで
沖縄コンベンションセンターは、宜野湾市真志喜四丁目にある
沖縄県立の会議展覧センターです。隣接してビーチやマリーナ、
海浜公園、屋外劇場、体育館、野球場、リゾートホテルなどの
施設があります。1987年に完成し、1998年には公共建築百
選に選定されています。

全国から沖縄にお越しの
皆さん。ようこそ
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