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陣固で展開されている朴樺車退陣町市民抗争

京ヨム〆グ

仇wc"薗.. 員会代褒、労働党スポタフυ、-~ノ}

l労.者民畿の棒鋭的な章受繍闘争の，.史

。"48与の攻府樹立後歴代政備にわたる政権退樽闘争

1弱。年の 4. 1 9革命で司，~倹が退陣

幹玄罰金斗像、 虚泰"金泳三‘ 金大'1'.11武鑑孝明"の各教悔に対寸る多

僚な要求とシペルで退陣騎争が聴聞されL
。持也事政婦に対する退陣鴎+.'"敵した繕カと財爾僻舗に対する腐争の累積

ー労働者農民の闘争 2沼崎 1!.!4斡橿事致権退領軍民検総決起罰争

a朴毎週軍事実婚の内節治も始まうた

"ト輝恵の怨言盗殺ifI量J!

-21HZ隼大使領選織の時 .. 佳"を公約

句It任直後J改憲はとても大きいイシzーなので 始まればすべてのこどがプラック

ボールのように引き込まれる』として反対

-，隼8今月の問、政治漫画寄軍事外交社会文化的に国政の犯物化と因調阪のぴ

ん孔

2016.10.24 1'5年単佳樹が政策のl<続伎を欠如』させるとして改憲を徳業

ー改憲プラフクホ-/1-'1こ陥るものと予忽

o JT配ユュー刃レームの報道(初16.10.24)

一権力実カ者である也順実のタプレフトパソコンの 2ω 個のフ?イルのうち、大統領

当還の所感文大統領演'"文悶僚会議資料など44倒を確保したと線道

-111政彦、物化左国憲びん乱の限界が妥凶

ー10月 25日朴纏恵の第 1次鮫結

ーを頗実ゲート

3 朴僅事退陣調争の展開

日現在まて叩市健統争の経過

合計6固 のベ“l万人

olOJ!29t!: 3Ji入
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磨肉行動 2016 T;m・E管&策"

11月4B 朴制監事の第2次飯館

ーf持憎恵ゲートJへと位大下野→退隙ー直ちtニ退陣ーー逮繍・拘束(財産没収、 '"

園祭止な目

。 1l ~5 1:1: 20万人

。11月 128:100万人

。11月i9日 96万人〈ソクル60万治方3崎方}

。11月初日 190万人Vウル 1却 方，地方 40万)

11，ij 29 8 併僅惑の宮町3伏線路

e11月 308 民主労鎗ゼネストと市民不服従{休業、休学な目

。12J1113 特也君軍グートを慢査する特別検・~任命

012月 31:1: 232万人{ソウル 170万!槍;!J66芳l，250万人まで娘定

。12J:I .5日~ 国会の国政院室聴開会

"政指揮

。11月!H:I!6(拘団体、幹橿恵政健退陣非判官掴良行動(退陣行動)が姥足

一特種志の即刻過陳拘束

。セ3岬党

初期国会与野党合意で総理任命朴健志の2.への退陣

中期幹箇葱退陣"時期など与野党で合意

現在来年 4月に併梅里E退任、..大使領理学柵隊/中央/東唱値目録など線道

機関と保守陣営の鞍路}

。野党

野党彼賞による総理佳命併憎恵の2・への退m
'"民統争に押.れて朴箇恵神剣と退陣

。朴櫨恵

‘表面的iこはセヌリltの党泌を受.す入れるふりをしながら退殖を矩否

-12.R 9目開会が弾却を存決する時は任期を傍観

ー12A 9目弾劾可決時は憲法織判所て旬岨磁ぎ又は可決を'"徽させる駿脇

4 今後の島屋

。朴僅憲退陣闘争の神餓

-111畏伏令の得俵

。政J平
常3医リ党解体など政界変化を要求

体紛が否決されレる時は凶会解散を要求

。財閥体制解体の要求

。政治検g績の解体えなど司法改荷車‘マスコミ改誌など
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縄国行働.." ・血相告企習を斜

[...1 

" "年 IlJl29B午稜2時'"分怜桶週刊""笥日.11.1146に・If:~" 3 z!::の困震波

盤をuした. 結"は還鱒し'"吃いフことたら 俊樹こ人円してから 18~.の網国家主10"

のために忍~"なく.さ 訟訟を迫'"しなかったというの巴えだ周辺u舎でさえなかっただ

けだ企倍。ι自身が主:t!r.:'1:いう事実を否定して縫製(失叫にずべての責径を仰L付げ

て.、る.内容的に造径径の鑓査のガイドライン怠で礎"したわけど.

今回開厳"の際鯛き;1.r同農の抑.鰻8砲して‘、るという点危 tさらには 『大震鋭闘の佳期短

縮.舎を.;0過周雌金凶会決定3に縫うと..うこと伝よ9て凶a.ょ。 網混乱させている.

セ男リ受の脇JJI.しに閉会鱒"b.しL喝、弾動をしても憲法線判所の，網越陸程を経なけれ

ばなら'" 、併穫恵かæ~仔'l>を否認して審判を紡脊守る限りそのJÇII!IIU志倭ぴ<11Il刈念なL 、

着陸を改正して経期を領衝するには 憲砕第""条⑤項 f国会は."宝:改百".が公告された

Mから.，日以内に議決するぺきで 園会の蔵総i主命館鋤~ 3 分の 2以上の畏瓜J .②項 f穆

権改正剤耐ま園会.議決し危後"円以内に国民扱劃ニ付し閉会n遺端緒者の過1'".1止の役"

と役思者の過，数の質成j どL、う手酬を踏まなければならない.ζれまた輸舗と時間がかか

る.

$ト!lla:.抱卵.s.1Il:~の退陣{ト野}蔓求を黒視した. ，モ<.には貌倒せずで行〈とも、うことを

立曾しth.民心と対依するという怠泡.あらわした.そして1司会にポ作金"し付けた.. 

.のイ:r.;.<.~..;..-の役練会して舎た周であるセ束，~金利用 して‘さらに時間金緯ぐという Æ

圃をあ。bl::\...た. 持隆志"伺変色ず白身句通ち.~..，ずに a分をとり食〈努力企災「脱

出悶を鴎併している.

圏民主"傾'"が儀溢u穫する時で..だ『ひょっとして，"、う気持ちでテレピ奮見守

勺たしかし fゃ。ぽηーであった.再"件醤--属争を継旋するしかない.覇L、仕会

制るために誌や告後続し加?柑仕はい，適当な妥協で二の事包を傍わらせて除、河N.c

， '.この造住で‘特例民&èその酷屋た%だ~でな〈 健.，嶋本主幾の筏心であるm鳴を中<

に政治仕会雌前文化傘どすべての観省高で機造的矛婦を清算移る遜動を'健闘しな円れば

ならな・、

一件・&"汲"ぜよ!

ーセ.リ覚"解体せよ!

M"は均十機竃.遺縛 i州*せよt

".宥はゼネ，"ζ立て!

.lOm位絢続的"行動iニ立と う?

{初"司1111}! :t¥I目悼)平寄生祖伝 平和労働党スポタスパ Yム〆ホヲム〆丹

s 



病園行動 2016 ..虚報告d良質将

1・..1~二豆主主"畿自主 将・Eを遺舗祖霊せねば怠ら傘叫

ー伺巳釜の..を食ったから>いって、グJa.r:なるわけにいか忽い鹿史的崎a

併個監事情、野~が..度維質した 2人のうr， õl. 惨僻修援，，，.であり '0ル機事検察庁智駐布銭

幽~でhるパタ ヨ"弁事づt>符験にfUIL化.(1，*，""綱審える符制領事金保4・Lたわげ

低縛険l主調a検事'"人総則償支曾偶人検需嘗術開"""派遣公萌員."λなど般大

'"人で禍皮される.

格検がl崎会で、野党惟衝で維議されたの怯 閣金様践の政渦カでな〈全霊園夜釣な斜情事退

陣柵'"と広窃のロウYク集会のカ犬二とこるでパタ "ス椅検が ク ~，ンウ チz

ジ，..ン前縫 製渦の民放前腕と肉じ雀の阪を食い、鯵種別こしているという憂慮方的てfき

ている.これに対してパク ヨンス符績は 『鰻筆に企〈修慢がなし際則通り痩資する』と

明らかにした.当然初ことだ.，.歌史上初防ての出来事をしくじるわけにはいfJ.j~'. 、.

朴歯.. は大使飯m・遜曾.通じて『椅検復調匠が鋤3廃れば瞬蝉的に協カし直線M・.に応

じて事仲緩崎H~fJlする把ろうし、 e件の噂ペてn"仰と賓伍が'I~詩斗こなるこk を命~1

るH 明らかにした，三脚Uの網島に対する昨民族訴を通じて自身"...会薗荷主した併.. 

.. が白分"穫に上げて他人，のように冨う， n'*'-t後民od"<::Lて立件Lた検衡にmしては

r今回の こ とで禽労した.. .損償支チームのごfi~暗に感附する』といったというから u" 
衡の医1ftと幽停電組経法.見せでいる.

朴種溜は省，，~国民援鑑で、 『檎.. 嗣牽に.. 突1:1tじる五と約束したが結局まこの約実

を徹った2 そして第3次被話で、自分1:Iま~がないと繰り返した. この測の過温を見る時

守十櫨蓄が簡単に符倹捜査に応じるわけ泊.，討、応じるにしても偽りと弁解 そしてとんでも

必い主強'"・"を並べ立てるだろう.すでに鋭んたF権力だが 大儀慣の地伎を刷用して民集

合総みながら、自身と共機宥恒対する鱒傘.筋書しで傍任を迫撃らせ司法処理合灘!t.t'行-う

とするだろう.1弘た%は皆、鎗.. 智は自ら退かない，いう こ，を過告の極史合通じて知って

L、る.

，~，年 9 ，11 101ニ制定された《反民膝行為処罰符別桜〉にも と，，<，反民銀行A'輔自同窓審

員会"反後特訓易3が，既定Lて調牽を始めたが 1伽9年'X6日李象礁の附需で..が反民

梅別"事務室を拠'し".後に網費委員が絶解磁しその年切，II I~UI二は後~時幼. (

で~民緩行為者"処納治失敗に~わうた.

5o与の月白が流れ g震2草食糧の"'"年，."図に て回調停強dU下根日単民族行為"稲

究開L 関する特別酷が公布され "n後に施行された.，∞4鉱山 ""にほ r続円。と

いう需が削輸された《関帯強81'皮長銀行義真鍋究明に関寸る怜!IIl~ >に改正されたが真相

究明と処罰、 "温'"'Mどは実現できなかった.

通迭の~れと経路絶縁の容れがある聞は 絢烹痩董LなければならなL、 持慌・は2毘に

わたる俵新金通じて、 白身の程罪行為.公r:tl答定した弁寝入k集線して検酪・... 仲台

• 



魁園行副2016 ・凶-・&際将

した.すでに途持されて‘、るべきである今俵kほ大統阪府官邸、隠れている.そして共謀

者金通Lて益議会極滅してL喝.特歯車は今、関長約... 砲を受けた"橿だ.

を実女libフこれ以上 大鷲民耐のk低額でな』、.これ以上火事夜慣を俳綜する特為を見過ご

すことはできな‘、 彼女の通産指行ゐは窓法上の {内>.<外"'に甑当する.持‘l'J1i(f:，に
退陣せ念講~!，ならなも九ハタ ヨy ス衿検"納現腐の民放首席と閉じ径の飯を金 t たニとが

あるからとい勺で 彼らと 『グルIだ左低俗じた〈ない‘担当曜に終わる二と..。でいるe

むし憂慮が現実として舞れるならば図民が容忽しないだろう.パタ ，，，ス紳験，，<<旬以ニ特

憎s>途植してllAしなければなら"弘、

".尚早 12}11a (制 平曾生舞平和刀がA1t;>，;tータスμい yン命"グ}

もに

IjlU(!!}j2ll1l)朴値喜ば3伏談話会遁じて退陣を県奇した火事責旬即時に庖れて罰畏に対する

骨追をすT"'~.. 併~!塩ゲ トの主j1j:，!会通を通じて恐喝と合~Iこよって酒量訴しむ平狗釣ゆ 1ω

万ロウYク純金市民とl'\，~-n' ，，;るか耐えてきた金恩町二潤うりて、重般事院告を1~t"....1It史上.どの

æ総省も肉~}~もすすんで権:fju;J，虚μuら地t 、"ニとはないι

去る 11J1 ~渇 U 川 JJizMPH肉食泊:4'布1的 1 ::''''ウソタ."して粋~&退陣を叫Mしだが、そ許

婚も3伺UIニ規制・して園民に対する脅迫監したのだ倉町朴僅劃'"れ'"'市可.，度，"-彼女の3

園開の錬Q "偽りと欺備に踊8れてL、む併概忘却まもうこれ以上手和』叫よい.後j<"瓦.布

僻したので、'"ともは雀.と対抗レ乍itr.r:tf..::::バ~~'. 

民主労旬は今日(!J J司泌円) 薗民不..~葱動とSたに件僅直通績のためF可本丸匂監展開す.. 

週末の平和デモだけでは 骨僅.とその一線が必ぅ沿いとも、うニとが確認された.K敗Lた織力t
結託した隊鋼が、労.の縛Gt楠侵害"'"取... 通じて盲を."貧する隈肌 幹唖‘資本，.債権

hが揺.できると，.うことが誕"1;された.

した>，って遍..，のろうそ〈鋼会ととむに労・~が主産&:11:めて街頭こ集ま以包げP-ばならなも、

畏をnlel:' まだ凶民のu?ノタ織全の徴集ほど金æl'r'~"拾ゼネスト金展開守るだすの箪舗ちでき

てL ザ::~、'. t.，t， 01，.冷自の I~ゼネストを亙じて. I時僅a;o.・闘争の怠句集金鍾起しなければならえ丸、

そして担割.で、仲i1.Ct'1 l~下ろすための短期限俊治ゼネスト.組.'"包げれば"らなL 九

民主労組の*~ゼネスNま朴柑i.8i1陣に留まらず、幹貨高資本家政悩のよう"俺勧告東まざる

.ぇ郎、街自由収漏OP，餅網体制.・-本州』腐止する網争に~'l伝ηれまな"'"' 、 同時tニ労.

現刷lこ~n治めて、活断自陶主~体制と併篭8の亡旬震を費負り鉱う自己Z区新め置争も間同に贋開し

なければならない冒.~1III9守備体湖、正銀・と，II(U・の網島"と釜刷、元繍け下諸け労働者の
幡宮隆男女の賃金制b鍵開容者と盤的少事前宥に対する""などを解t悔してb、命、なければなら必

s 



場開行..0016 健闘臓傍&，署特

も、

労働史凶作雀..退鱒させるゼネ，，..継貸するため"ィ。ガピ闘争"代漢を..νに智・現場を

選回した.大統慨を律事辱して肉乱行為igkぐ行為をしても喝朴帽事eそのま:震にして置いてそヨ

も、うa倣資本家綾樋，総書をして労鴎奮を綬ゆ取ってきた財閥.そ由ままにして限いて労働還期を

鋸.ニとはできなL、ζの.. "'"働情的生存権と粛しも、枇会を竃歯するtとめい闘争しつつ畏主労働

連動の中H 自任して.，ヒ民主労他府側院の己?ソタ組会ζ 絡に怠加するだけでは、 nらの程

調闘を果たしたと出、え品、廃史的な主集局面で健争をセ燈V..:ll'った労.翠覇防問伝伎を割、し

て特待薄退抑鵬.. の前面に州なければならなb、労働党批畏主..の転向事足掛第 ，~ゼネスト

u，伊する1

。飢ti'Ji l! 11 J則自体》 平~，生態字狗労.~スポータスバーユン ホ咽νグ}

レ、ンザシギュン・Allに竃"'"京剤だと明

ーハン妙ンギユンをIUH..幹櫨‘を拘東ぜよ

去る1I，1121円沖ルuで欄方、れか、ンサンif，......民主$"'l:I，l'U警の権訴審で検燃はg聖徳

旬与を竃悔し1"_ 1~修判決の 5与が販すぎるとーゥ主事長だ. 検事は織判で2(115年"河川 Bの民

衆総決起 と 2016~手 1; )1 12 闘の併蝿B過婦の民禦飽食包の動彊を見ぜて週Iltt/taカデモ金

扇衝した勢力を織c<処噺v，伶れ11'..:;，t，t.¥法主領した.

法理解釈も志意的だが政治験療の号室革が切実だと~~にとをもうー度梱包させて〈れQ. ~M..: 

現象にそ 本W!J'II>'lすべての~，長に低原隊があ&昨年 11 )1 H A民Q!:Hsl'減，には"万人

を岨える労働者』属医が参加し先月 IJR12Uf守・S占仰のための第 3次悦燭民01.1:/タ窓会の

聞こ，"ω万人冊目凶反抗@加は.

èl !Î(~ま陣傾向は携理掛j衝突があ勾たが今.I'!苧刷化。7日、、うの包し3とが令て昨包の集会

は進歯医であり厳し〈処断し年附ればな"'"、という主制だ.現象c飾Z民主げ.持4て接理を嶋倒し

て、、る， "年 k健鯛得」特掩gの梱"'.受すた，.序長曾.t1...... ;..-:..-;:.ン;玄~化門l:'T'~む にし

たR朱路 f左京昼道路で'，，"， 交通妨官房が予...れ:7.>!:~ ，;到幽で"万人のデそ行司自間体す.. 芋さ

な"0た.

U '1..大縫旬見守と..司院は A寺町F'>畏債総決起現金の崎信 l∞万人名越える集会だったが持容し

た.その上!こ.i問所iま 政局が許可したよりもさらに大使眠何に近穫するデモ行進まで野容した

，院や."同所がむd障を狩可制i 寸るの ま集会:j:JÇ:器"nM測にそぐわな‘、 8陸 側陸乱J!l~連象住ま

で"併すとふしたが。て件キ併・<<とカン シンミ"が光化円 併のデ~得道.訴さな泊勺たこ

止白怖が集J]<It;違反だ，

金制ニ大舎危な間電は行・.静さなか 3た，けでな〈 受泊紡曹の憂慮t-..::々 して行進を軒さ"

，~た者が、行穫が州まる遁b嚇に取贈を荷量RCて~通自体.統馴してし衷令た.遺跡に途訟に

e 



岩園行動2016 ・a困細告&悔恨

費量宮台の."可~傍‘させたのだ. これ拡ì.t!f.穫鰍拘であ弓て、地方自粉体が片づけたりでな ?

ればー俊市民"片-1，ずるニとがで会る.，泊オレ政姐は月眠法織判所が判決した通')~思議な則区銀!i:ll"

僅するニとによ。て 3毎週金完全速婚し結果的に働環的衝突を..喝しむその上:ζ敵*車生動貝

してペタナム':t!Art:創はじめとして集会・加者に彪肘するなど公館力乱用を.. えて@人符暑さ

で行9た.

併uとカン・シノミヨノ.~集示診の俣樽した符虐を"可せず 違憲な車量お置と窓人的'"肱米

鍵'"・..，ったこれは是近幹鍾"グ トとしてa.されたとおη政権と財制そして虜散した官

僚とe治集団刷瓜政私衡化在国道家乱を榎ぃ喝そう&する~闘であっ先. 図R位、すでにニれらに

敏治的審判を下したいま阜、特僅寧ゲートゆ主犯で象>0'ト機事をその従"たらを絢東U刻すれば

ならなb、目 第景律違反宥であり仲僅膚の不当な僧示.断ら"か勺た従"であり附重曹でゐる.

y シンミ"を処刷Uがずれ凶此副知、またペタナムギa島民を綬嘗して可足。ず謝罪む網開 し

て、 "鯛仰網績袋を'"与た葬人間的行為をし f'.:. '(:;f.r.1!を全て訟起に五五たせねt1./~らII.~ 、ー

検酬がすべ舎仕事はまさにそれだ.併衝車概刷災‘アンジaンポム財罰総晦;1;:御以鮒..

適用L必時れ'''，νμ、ゥーピ;t...ワキムキヂ&・y チ>ギ個...7.，:.-.たど国政紅勧化と国司民議

a育な.t純烹υμ"，代.f;らない'..貼念がれは，.，孟併uゲ トの主症である仲慣..慮、

に遠慮しZ旨ければな》加い.内a，外e行為を.;tで.、る件被.. を憲法制粂ニ事づいて拘*規実

'"ければならな川 俊療は今 礎務..~犯して市川る. 大..を裂した者全らに.... 軍隊する時伺

を与えたゆ法と義づ 3E4r%ゃんと通知4しなも、など徴。向国E処罰対象.調帯しても喝..、ン・サ

'"ュン司""堅に懲役8与u官ιした検備は今自分たちが何をせねばt.f.<;，J.μ怖かもう 度考

える'悼陶吃閃度と墜受を忽れ相すればな t'ý..:: ~ 、. mぷ鳥も議とした櫨"もー帽にして帳信する.

4号それ口6・見えないかめ、ンサJギユ"島民i去を4旬こ紋放し、その@所に外価医事を政り込似

位。"早 lliltJU(水}労働笠丸噌』ヲスパー-yン ホ唱Jグ》

国・目z・情穂俣a・，.を・符鍾決 したSキ・.を術家せよ'1

今U午前大使帳でも圏構包署員でもたもu イル守屋前磁易型賓の主宰寸る防僚会議で儒A.
事情鰻保憲協定.(GSO~札りを強行処，制した. すてす乙fi署名しPJ伏亀なので甥阿国防簡で.~ミン

グ国防傍受官止長制官故笹健日本女伎が理事f.して綿子但に通知すればE式発効される，

4年剛ニも密室でJ也摩した総織によって失敗に終わったこどがあるのに大統般の賢絡を実失し

た外鍾患が凶聞品、るん野史δえi 重視して 方的;処理してしまったλ'利党がハ"ミング国明

。事長官に対するMIDO舗舞金乗る"月初開先附で偲幽すろことが予定された軟値引コ品、てもf<

ら考慮せず押し切qてLまった4凶..議臥させてLもセ

ニれまでの間平卯市民団体ほ鎗関恕司区情6嚇謹~症が飽の限と結んだ『軍a・除.JJ J fX;をの

11¥'"・h、崎来日ミサイル腕衛体制 ひ、、ては偉朱"角道区・同盟に鍾慶するζとを・4持してき

た， <の結集 2・的 ζアメリカ34従属してきた総園が日本にも""する僕過に置かれその給

7 



泊凶作a・2'" 胸鋼製智&貸斜

2匹..nN為『有事』をロ実にしてU'"のa衛隊が舗.11匹角に逓幽するζ•• ヲ."される.

持機"は、昨年末JニI舘速に積率で，f反厩史的Jな・・伺敏安峰合意Hi<>九その樽ほまだ仲

‘事グ-l-t1a爾されておうず、..ヌリ覚が多"であ弘検箇伝'IJりを行使している問であ勺とだ

が今国民の"'"反対し 直ちに退"のうえ曾犬犯罪畿幾者として絢蔑される境遇に置かれた者

がこのよう吟金行を狙す左は'檀家主恩院を納字に1I.at-・〈にもl五どがあ..，うてい野守二とはで

きな弘、

『大統.院は肉弘または外島の.. を質した語舎を様、、て"在農中刑司修上の訴;0金受けないjhウ

J1it: !w ~長に.. づ〈時計也事隠4寺内政に観念外患の掃を犯している.朴縄‘をこの婁船、して置

刷ま何をしでかす合~}fjモ〆''':\' '， 大健債でtまない肴による嶋自筆事情鰍保健院定附敏I~Ãfj.. ~ 

無錫~!愉翼民事智恵I捜食ぶ偲は朴衛星野を"ちに拘議せよりv ミJグをはじめとする比減附逆者も

J[tJ!ζ拘束せよl

位。l凶年 )11i22(火)労働党却材夕現V<-Y:'- ホヨング1

'ト個色厳A錐領が結局大型司'$を包こしむ今HZJEでa・1舗の倒閣働金量管!:u.a"'A:健が締

凶司R・情健保積協定にn署名をする予定た.史上初防て嶋倒志向A陀買..分野での‘定をu
oニとになるのと. 関~..曽川賞格も、 能力もt，t~哨鍾'"素晴，J、{司会と凶B去を徹廃剛ニnして

軍事作醜合するように強行cたこの悔定を忍企ちま決して認ゐるヱとJ"できf:'.'、
.u奪事情銅像縄臨定ほ慨鮮半島と北高アジア平掬を複時治ら樋るがすものた21)14年"

k ・来日司同情報*術的世績低""年".に健阿噌世婦J合意""竿刊に嶋制

海上ミサイル母方".合訓練，.サード健垣内巴趨決定法全て朱Mミサイル傍衡"""λの雄n
土:ある.緯より州問cU~ドが噺。てーも二とだ. IU 来日の閃Lは唱でに情損保橿箇司w締結

されてe渇ので、・同協定だt?を;n加すれば ・米"凶買に法偽拘束カ金備えたリアルタイムQ)

情緒A有が可艇に，，，.. ・米伺軍司匹協力の醐ヒは錆婚のど三ろ縄米闘の~根修中凶ロシアに

対する旬。的対立量動化dさせることであ，知県アジア'"房冷劃ま現実になるだろう.限定された資

纏を‘・・伸で浪費，ることl.:f.るの民火金見るよ明白，味ことだニ

..白軍司修情幅保護.定は院本の匁幽的。.J続行使.後押しする4のだ.併が加。てL渇よう

に 8 +:1::'''近鉄与聞で附線的危樗震装の勝J与をX~ても屯L 武".. 山 3原則の廃止#加選

怯の卿駅改憲安保訟酬の制定改正泊じわじbと遇められたし担'U;E(1)平和議訟そのも乃の改正

のための路植が道行中だ.ニのよう，f，t'Ji傍e格下の，.. と錦同調医事情緩保積協定を締ぶというニと

r:，・2闘が白術開惨.減事協"の"ートナーと協定し、日本の再武集合支持するとあちこち白慢する

のと使わら，"、.ひいては白筋隊が観鋭半島問題に介入し企り朝鮮半島にi姐幽できる遭を鱒置白

色聞いてやる給停になる.宮本震向宅提の鋼最大の綾答"でみる鎗国が侵略の破史さえ沓ii':する

s 



皆同行動 2016 .~困 .・'R~

“本""軍事褐カを強化するのはアイロニ をa耐えて搾常に""同胞周竃と

.日軍事情器保護笛定は 盛会同志どころか株会的共..~.惨威しようとする如何なる勿ノJもなL

lご方的に被進された.2012年当時の国防働長官キムタァンジンば"国民剖関心が犬舎いだ

げh 処進、昼哩Uμ、で、今後、密会次元Z渇溢を鐘て処煙する北約東Lヒ去る 10}jl、ンミング

凶筋郁後宵は.r条件£2威銅しないど悔定飾締を権益すそことができない2として、国民的共.の形

成が必要どという立舗を示した通しかし 三のすべての曾9震は偽りだ。た@峰近のマスヨミ・..によ

れば協定を重敏即決でd臨めるこ左に対して被歎の殴術関係者だらがf仲@恵大使捌の";I~Jが

~oたためだと普及した. 行... 単畿で喝し引すで合首長町の同意織を明白血に後宮した怖U司..柳

・・保8・定鋪納fま造司l~.

純日司，.柵徹傑碩幽"'~終わ唱でな〈始まり位二の~の順序は縄問繍瓦*・・*健也誕1:/.tる

だろう鱒蘭‘と円本箪が互いに物品やサ ピスなど蔵様uをも論破する脇定で初め謁も軍司W倒

.保a也管と比に'"・された恥のた~， Iil防部ま 鈍日軍事情俸際事協定が岡本の再武装と"別闘

の・9障であり、情・・~受寓する基礎段階の協力だと主聾する. ミサイル防衛Jステムへの編入も

そうではな‘、旬、う.しかしすパての敦賀置が自衡縁とさらに続緒必束事協カを結ぶ方向に・んで

ももが無条件に脊絶すれば積むことなの角。緯圏tまそうでlí/.t~、却、"ても米関と四本そし

て銅際社会がそのようには考えfよい.

今回で朴樋.が大統制.~Iニ雄ヮてL、では川グμ嵯ぬがもう一度宣明されたこの . ~の問

団防・外~.敏-..11飽体的iこ夫敵した. MHJ花開対話は完全こ断絶したし 11>0関係は近東昼

憶の状鎗にひた走令た.LtI'L.現政俸は白分̂ .含2の讐笹を鎮めでpft.い.・ua...s::!量検化

のようた敵対.. 階俊中心の敏欝は失敗したという分併も受"λ~-ることがで舎ない'.".1作品の僕

閣閣を鴨検するた刷ー賢明~t外交政B簡を旗開司る能力が初めfJ"Yt.~九平拘についての留学が

金〈ないためだ.仲幡"大俊慨はニれ以上日開制抽に険制'二郎飼退陣レなけtl.tf/.:ら必

国防相主今丞もでも・・署名.・"やめなげれIf/~;t..ぷ、国会は回会閉じ耳を肇滑走ま箇

定を後過したハνミング国防.，長官舎必ずや惇劾せね f/，tら会い.もL協定が侵倭省事着されたを

して弘開会刊の，，~..も社主的合怠も盈率的に焦侵したまま矧こ停の大錠領の続示で締結され

たこの協定低金燭無舗であることを113する. 市民位会は I~単位で雄畏されるこの協定を取り

m.せさらこは今の111"-を抱いた計値怠大儀・，.温隠させるためにすバての努力金尽〈すたろ

九
気J!6qlLL JJ 23悶

サード僑lìI~.阻止舎周符'降、併悔軍政幡温JOJ>術国民守刊跡、・. .，.反対零お実現l!It走行動歪

""伺個目本箪f慰安・・1ft.鰻司ibl:U の解決のための全酒行・胸、情RA怠司区『慰安婦I合意

鱒紛のための大"生錦繍脅員会縄問随身隊創題対策楓繍会律、L有物u 脹会 ・S日覆鎗.. 司内

功者協会・・円軍司....偲縄民定反対民厳遷.脚本自陣・lD軍事協定反矧司民行動

8 



省軍行訓'"附鈍3I1i1'r".鰐

昨日(II)j鈎郎教育混と包変毎集委員会 :::r匿金~史歓再審jを公開い、震史教科書クーデ

ター吻全農が'めa呼Z凡なった_0ら屋史助犯罪行為を費者保した.ま&も伝-"."'::計三 斉にl仲立蛾

隻化g医科書1.r教学佐教併奮の伺定値， ，併:iE!:に梅げる朴俺"の敏科書J、f朴燭-*J'f)の劇移
行敏M響"II! l'H1J&!*I!::tt科書，-左表現して批判した. 

. 良筆鮒も公開していない状盤で、都重で権遣された仲樽車同の悶定"史敏科書の内Wは、~

4障され崎前泊もすでtニ予忽..，て九't.:.r捜"".. 者Jめ抱として父で身必紳正烈"名誉を陸1積雪
ると乃理眠気で始皇。た司政記勧化であったあたかも歴史と圏民に向.~て復曹戦を腿関するか

のように;Jめられた.しカ‘し ~，吋ヴらがったボタンは a最後までかける二副主で舎"い. 朴州‘退

陣の第日が、もうーっ追加された-，併伝加担した賦役宥たbと共lニ教育締長官阿史編.~"

S霊験事組31人々ど"人の寧食わい幽の筋書震役者などの僚も明らかむなった

も ゆ川参る執筆，~31人のうらニ墨ーライト人士が多数含まれていたので布異的に配芝刊されるの

は当憾のことだ勺'_ll・者朴正~Iこ栂げる朴樽恵伺の麿史教蝋閣で."るだけに朴正県の'"

反民候行ゐや'IOa者の痕跡l孟"傘りた.観M探のしてきたことは大幅に箱。、され、憲法に明示さ

れた臨時俊府仰2代わりにf大"民個樹合」を'~I表するこ左によって遂事的行ゐをためら.þ/，óηた

ニ血ムこそが内弘行為では:ft.くて何，，0

8トE械のi軍事クーデタ jは「革命"焚化されセマウル運動tt渥貨に立派に婦伽れjbニェ‘

ー，イトと資本の立喝を反験レて、 『民主主.，の代わりこf自由民主主舞"表嘆した.防御の象徴

的人物であるイ ピnンチ，ルとチ・ン ÿallシペZ対してÕ'!tf・ι"明しえがチ旬y テ<~刈権身

kR.J時Rの繊維は摘a的こ宵&cただBずであ勺む労働還動の忽途金大幅に縞4しだ4荷"関

係lま対決.，内容で叡浴された.

教育認は 12月2"までに掌.."りまとめるとも、。たが大局京雀鹿山陰除ρて""，デ"

ャ併のうち 14"原は袋駅酎抱合する二とにし℃ 由主.'"古文化体育観光安員会こ所属する寄

生厳貝はこの敏持番の蝉"を値〈求吟全敏徳".m隠見凶体.. 連合会もw障の立場を1J1;:，.t亡

しむしカもよりxきいt反対"怜il8温婦をWSlti-て衡に付1た多震の司民たらだz これtfi.~特鐙

a車道館と実に.国定般嶋・不組後週艶kして広象"てもてだ，う.

廃止の‘尾m問仲E県出生憎1:l.t tlの銅像が~。て‘ も. 祷宥. 膨られた局限，こ"岡管省R

Ø:~eU，)f.tJl'u:個本軍将伎として""値雄を射俊治"年単旅蝋天4帥当碍に... 酬 の特設を受

4すた甫n 貝の4島簡をSCてM.脅され企ニι ]961.5.16恕$クーデター、附"保提訴雄ajzr
についての記録ほ銭けてt叫"興右にはセマタ~，厭の灘謝野が'膨られてL 、てセマクルめ.刷、認

れ被げて‘ 、た.盃幽された屋史.費化すろために政府や地方自治侮予.でも足りず財調治川

お命令位。て併:æ..~t:念館>Qて 健司慢した 敏の銅像世結集大支と4ド舞阪将啄に並ぺて光化円

Iこ建てようと4月鴎..主で金んだのだからぞ。とす&

10 



活凶行動 2016 縄開保管&提斜

不当"憶力B こぴて隆史.蕊曲Lた官僚と航楊梅"'"前が公開された.二の人々も.た阿帝が

...ーするとは，にも思わず明隼1'::1'怖の遁に入01ヒチ毘ナム〉ン'.:.1!備剥な知織人のように財

間ζ魯績の世の中語、水."よもの"'.乙てL、たどるゐ::.... ーライトのように信念で留ま。てL、る人々 も

いるがひそ兎唯畜賓と策綱同りために良も吃売り払勺た情調な学者もいただろう.全員か霊史の審

判を受付ることこなる戸ろう.

今、骨組.退陣の舞自に国定限史敏車場事の執筆柑示が追加されたa約種率退陣闘争をよ明、

っそう加速させね巴"ら加、さらに..時曲された@定彪史虚#・の路実董動色話警に農.."公け

ればなdβ 、.解級以後鍋"の織答企情.できない事哀れ年の歳月~~，仰廃止帰殿、魯ilど国

弘司l1J:円加えて偶進化されたu が淘慢して川、

明・a日領命失岡....日帽をot.うと守る保守資本マλコミtま平和ヂそ.跡貸して犬繁の

怒りを智現しようとし保守政循奪は大..~.色全うかがって悔カのす 11'Ifえだげ舎もの敏L・1<ニ

見ており制鈍単・を~'''''外"は礎局面を鋭章注視しても喝-'"・者畏像が理贋史を相匹。てきた

よヲにニれを守。て発展させなければなら，t.:~恒史的縫務D協る. 市民不胤徒であれ、ゼネストで

あれ 衡に出ょう'す'‘ての帽カがむたちにあり鍾史の主λであることを温度Eしょ"

(2016 q; 11 }j 29円，*1平等生態平和労働党スポークル、ー:1:'- ホヨング3

5∞日間.粘 り.<闘争する鍾翻予の穿lI"帽峨捕容たちl

2寄る 1111111'1.1・Itの亀"'-111にめる仲E県の鋤鎗の摘で一服ぎが縛ちH'勺た.その"は付

:i[!II:誕生"耐与u念するUだ今た‘ところか行司匹場所のλロに 組制干の9・，."犠組合民が

'.ト樋息退陣jの7"・ードを絡げてまk。ていた.すると行・を終えて降旬て倉た併E附 'ト刊a
.の支持制t組合J!¥1:-1'礼遇"てプヲカー時軒々ど罵集別・M 噛定守む

tt-It"*:ζ対する罰同支得者語、Eこにいるの治視のたもを思って，'たがこの闘でR思することが

できた.旭司陽平の券疋縦横の解殖労働者はこのように自分たちの盤理解厩偉固と工織復帰だけ

で制 併筒事~・閥復支術者党ちと鰻図書企続省特正厚観慢の前で時局 こ・，.して"。ていたa

問じ穴のムクナで&る政備を脅本の支配企暴力に対塁走して周"してもも.

2015年 50 ‘'"【タミII'民問調座こある眉系金案勉引すド績け金貨である CTSで・‘、ていた

緋正規震ヲー・宥たち6金風労組‘足Ji告号、巨非E胤lU会.結成するや‘、"や、使用側"ーク"

で鱒負鍵飽食錫.".る形で金横を霊望調障理し企.それJ戸ら翻.阻聞すtさまじい闘争が節目度。た.

2()10 .. 売り上げを'I1f'l::して句に"宅 8反.値ウョrン世界4大'"スa凶闇盗."である掴

荷予{(練}繍日冊子7yイノアタノi情凶M玄慶尚"還と亀，.市bも工掛...."万mt:10.1Il位

で "年間無償で賃貸''''間医視の企額免除均年問調E方観の鍬9もともづ縛奥金愛lすて4訟を4・"
て1、った組補予はA.支配の時療に強柑動員など、過らを犯した・'E企業のψのー勺位

u 



溢闘行動却" “臨海智&，署科

.."前jよ1個人が労組をS直視したが 使蝋側は電気工事を口実にして組合"を週、情1した後

i∞人余り切りヤクザを雇用して立ち入りで舎な〈し丸解履きれえ組合髄は工渇掛つ歩道と亀足7省

庁前でテJト9り込みを始めた. 中央労・~"会が鴎負契約の鯨約が不当労.訴す義だと桝決して

むそボぱピけのことで、活績が不 3労・行命と4トZ左派遣を伽グて告虜して理政監査で指貸したか、労

働衝は何改沖管置もしても叫計、

".倒は組合民への尾行労飢の動きや'"鋸の健保個別的民過を催要するI~~，型冷a弘、

使ヨすべての労組弾圧手法会働貝Lた.~る‘刈'"帥訓ζはが鳥の括行泊朝.，ヱ'よるとも→理

..犠ずで、公鴨川智磁盆悲獲得骨 7ω 人余りを'動員して 行敏代航行ともゆ.必の州こZ鎌田

附にE安置されたテム〆トを強日制徴去しむ

Lかし、 モニは市民の道fiが治どなL、問符なt鶏団地泡蟻だ旭資本の24t-障る神 ，線属労働

者の隣りAるみテントを 公権"の名で島カによ勺て微志Lたのだaしが」非正規職支会組合随陰、

~ぴ座り込みテント措置して煩積に割底抗して叫. 使用倒"テント.. 陸去山 市 uま』 日あたり50

万タョ，ン係強 5 万~)旬間綾強制金が発生するともう擁判所の'旅行文を智加してb治状餌fム

まる IO Jl ï A 、"廊旭，.ま亀尾.~，.~:r通行植の侵脊と割合処理安易の筋嘗Jを理由にして

旭非E組農支会の屋外集会句者揚止金樋苫したことが本掲だとラぢ判決.下Lι.判明"抽会で

管情処理員権菊が願署に思Ml::t.ぶるとL吟縫製IL'危ぐ、通行信"多少調釣を受"る令<，Cれな丸.;d:.c

aわ白血iこ照らしてー録公緑が受忍で舎る限度』だと純慨した

労.~の入機と労.織が侵曹され金肝が剥恕されヒ唆裂には同...ぎ民会~..侵ベ?il'i略

否定通..粂』貞を鋳るがし、・.. が似品噂する解1J.1J"働者の集会やデモを"ふ的に射じるめようとする，

海外投機資本と園内抑留散した噌hの利奮を代弁する努甥愉寂地方自的体制7歌府;ζぷ同る

太々 自民Y.o:;'j'¥l婦が喪求される.

鯨事されて預.. してt':J 筑路 Rが過ぎた.上級濁~である金属労鰍￠生併売支~，含Ql5 {J; 9 

jJl':終了した.多〈の腕合備が集計のために鋼.. 現掛を種れた.U・し様。て九喝組合民はソウル

左亀雄で闘争を続けて‘も.先月治も始めた後録口座を通じて道網野と支援金受けて"るが、足りて

面、f品、.JKり多〈の進締が必食だ..受章労他所属の金閉のヲe・組合で栄位予.のうち ，.部分を

解雇者の金:Uと後期闘争・3健所への支侵食として策定するこt:'を鱗符する.

組.φ"'不当解順.微冒して労・~~.t"、復婦さをfろ1

イ止側l企躍り込みテ :.-H::対する岡槍物制.行金の要求を~り f!f，t!

9守備飢ま不当な制贈巳対する網状包衛網島..直らにW~!

.. 僚と検鍋"処刑宥lニ対する不訟を償責して睡し〈処断せよ1

一慶尚北温と亀A市陰、他楠引』討する特典.中断し 術種された非軍鰻膚勿働宥の原状伺貨を

"伺帽にnせよ

併種事砥退陣せよ 。

"'''辛口 ."日{土} ヲヮH スポータスパーソン ホ ヨング}

" 


