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室長安コロナウィルスは~8波が!tt:始まっている． 医療ひっ迫ち解決されないままだ‘しかし、

こうしだことは般慢されたまま、新型コロナウィルス対策Id.「自己責任Jへと愛えられようとして

いる．

コロナの3年間IC!伺だったのか？ コロナ危t艇に苅してId.巨額の公憤ゐり g込まれた．体業支繍

盆や緊急貸レ付けなど実際に生活困8に対してギリギリのところで命を支えだ事業ちある．しかレ、

今年4月228の日経新悔の糧道によれば、コロナ予備費12兆円のうち9割以上の使い道がよく

分からないという． また、民衆の命毛E守るために使われだ予算よりち稼価など経済苅mにつぎ込ま

れだものも多い。

コロナ不況下に大鐘につぎ込まれた公費lit結局俊敏資金に化lヲTE..コ0ナ危機が始まったころ

(2020年3月19日〉の日経平均様価調書紋I~ 16522.83、 これかコロナ後·~｛直の2021

if9月178にほ30500.05まで上がっている．実に倍近くの印びだ．篠価1ま演を釘っているが、

コロナや物価高に民衆が苦しんでいる間ち 25α）（） は下っていない。〈ヌライド3）ー万給与生活

者の汚｜まとうti、？ 毎月釘沼統計に麗づく 2021年一人当たり給与総8Atct31万9461円／月

で2020年より 1074丹治えたもののコロブ高官の水織は回復tます、物価よ男1こlit追い他力、なお、

ったために実賃貸金でlまやっとトントン（スライド 4）といつだところ。2022年いっぱいとど

まることを知らない急滋な物価上昇を老えると2022年ltl:絶望的だ。鯨王主などに資金役下できる

趨と貯蓄ちなく吻僑高にきしむ民袋の伺で貧富の格差が也大化していっている，

ロシアのウクライナ侵略糾強！民衆の反戦運動で戦争を止めよう！！

2022年2月24目、ロシアによるつクライナ侵1811喝まつだ．どのような理由があ払..

力で民衆を稽栓にレ、 取j合目的を選成gることは務されないeブーチン政徳は直ちにウクライナか

ら鰍兵しなければならない。過去の戦争と伺縁にウクライナでは民間人の殺宮、 住暴力、暗号とい

った戦争犯罪が繰り返されている。 ロシア｜ま占領下においたウクライナ東部 ・ 南部の4 小I~ （ドネツ

ィク州、ルハーンシク州、 ザ~＇Jージャ州、ヘルソン州〉で9月 27 日までに「住民役禁」を実B程、

10月58ブーチンは周4州のロシアへの併合を宣雲した．軍事占領下に置き、 避重圧し定住民ちい

ないCIJでの 「住民役票J結果など．正当であるわけがない．プーチンは4州併合により 『ロシア本

主」 となった1也JUへの攻苦言にrct綴兵践による反恩ち静さすと寄レをかけている． 国連Id:鎗任理司直面

であるロシアの抱否権により目下機能していない状餓だ。

10月8目、ロシア本土と 2014！：平に 「併合」したクリミアをつなぐクリミア織が何番かに爆

破された． 直後iこロシ:Piel報復と称して、ウクライナのインフラ段備をミ？オイルやドローンで~怠．

今回の戦争そのちのが不5liなものだが、軍事目的の施訟でtまない貯l'1IインフラへのI究撃はさらに併

されるものではない。

開戦直後にletロシア園内でも強圧に抗して反戦運動が関われだ。 3畢圧や線道管制の影響かその後、



報道がほとんどなくなった．しひし、プーチンの思惑どおりには事態が遼ます、戦闘let泥沼｛じして

いる.9月21目、プーチン政権は30万人の予備役兵のIJ)員を開始雪ると発表しrc:..この直後か

ら弾圧に筑する反戦デモから勾象者の圏外脱出なと、ロシ？圏内での短銃が報じられている．ロシ

ア国仰のJl31li.ち含めた全世界の民衆による反戦運勧でこの戦争を終わらぜょう。

戦争から利益を得る奮たち佳ぜではこの戦争は終わらな色、

前述の濁り、この戦争r<J;ロシ？による1養施戦争だ．繰り返しになるが、ロシ？は直ちにつクライ

ナから獄呉しな1:1ればならない． しかレ． ロシアが侵路香だという事が、 直ちにウクライナのゼレ

ンスキー政権を、ちっときうならその萄後にいる庖緩団の正当性を笹明するわけではない．

冷戦終鯖・ソ連属国儀後、 建前から言えば NATOl＜！~tt憲績を失ったはずだっ疋．ところが実際

に臥この憲司E周盟はアメリカをはじめとする新自由主様諸国の罰緩を維持する軍事問題として穿

続、広大していく.NATOの集団安全保障が直鑓発動されたわけではないが‘アメリカのアフガニ

スタン侵略やイラク戦争、リビア、シリ-pの内戦への介入などアメリカの.権総持のための戦争に

l忍いつも多くのNATO諸国が追随してきた．そして、 21t宣伝に入る前後からの東方J$大．

ロシアはかつてNAT01.JO留を申請しようとしたことがある． ソi患ならEざるロシフヲlet民衆の共有

財涯であった国営企業を少主主の官僚が黍つ取り財関化。かつての西側諸国ととちに新自由主議礼賞、

会符ちの民衆C対する戦争周回に霊安加しようとじ廷のだ．だが、献を必要とする軍事同怒臥ロシア

を自らの磁と1量定しだのだ．その中でかつてのロシ？やソ連による東欧諸⑤への1墨絡 ・抑圧の歴史

が「動員」号された～かつての東側諸国の聞ですショナリズムが高！窮していくφ、ロシフフl<l烹方j広大

に強硬に皮発し1三ー

戦争の鰻初の犠牲者l草輿実だという．プロパガンダとうその入り混じったこユースが南館宮を飛

び交った．験争犯鈴ほ亘い1こ縄手棒曾の責任かフェイクニコースにされだ．民間人を巻き込んだ戦

争の指｝商 （7ヲムネスティ ・インターナショナル）’”は政治的に非軍草された．紛争の実褐に目隠しがさ

れ、停戦ではなく戦争継続を訴えるためにメディ？が活用Eされている．

ウクライナの組園防衛に対し、ロシアち包lt5を題包とする． 本当だろう刀、？ 民衆の安全という

観点からは曾警なのは国家主権でIdない‘峨争をしないこと、緊張を高めないこと、それらに費や

される資金や資源を民集の笠得権を守るために活用することこそが私たちにとっての利益だ。 国防

というロジックは実際には民集を守る目的には合放しない．では戦争に訴える本当の理由lcl:伺なの

か。市E尾．資源、これらにアクセスする戦絡腿点、 こうレたものの奪い合いこそが本質ではないの

か． そして兵器の大畳消費．人民をさ主く防けない兵器が軍需産業の言い値で人民の飢税で震われて

つクライナの聖書鑓に送られる．この戦争から利益を得るちのが先進箇の多くを牛耳っている以上、

園家｛壬ぜでletこの戦争は終わらない。

東？ジ？を第2のウクライナにしてはならない
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ウクライナ戦争であらためてわかったことは大資本と権力者たちほ自分たちの利益追求の疋め

に競争信手と人民の犠牲をいとわないという事だ．自分たちの重量門に下るならばよし、 戦争が~笠

してち有国わな（，I.そして、このことはぬたちの東？ジ？に布いても変わらない．

202 2年8月2日アメリカ下院お長のナンシー・ペロシが台還を訪れ疋．中国は「一つの申~J
原則への挑戦として猛反発、台湾全島を臨む軍事演習を実絡した．これに先nつ6月下旬には索中

国海湾上で多叙の米軍機が憲司区演習を実施、－gu1まBφ中間鯵を超えてゆ圃＋:tに媛近し、中国軍

畿がスクランブル発進したという.8月298に＇~米.の巡洋1112!1が台湾海般を通過。こうレた

行るは f中国の創権主豊富に対抗する1とめJと絡して行われている。乏しかに、ゆ園の政策には醤：包

での民衆強圧閉館など支掲できない内包がある． まだ、 at力対武力の軍l1A鍛争について申国側に責

任がないとはきえない．だが、民主主義宮古事制主費量などとスローガンをぶちょげたところでアメリ

カやその同盟国の支配！！t.1民衆の疋めの政治を行っているわけではない。中国の民疲にとってち円

本の民匁にとってち本当に隙｜羽目：予行政府なのか？ むしろ、務局民衆の~:rJ維を渇かしているの

はそれぞれの自Iii政府ではないのか？

軍事力の強｛じ!cl仮想敵国の軍事強化を沼く． こうしてEいに緊張が高まっていく状態を安全保録

のジレンマという． ウクライ7戦争前のロシア・東欧でも、 今現在の寮アジアでも同じことが起き

ている。かつては二度の也界夫戦前のヨーロッパで、 1930年代の臼中間でも起きていた。 霞stが

示レているの1乱 軍事勾立lま民祭の安盆を保障しないということだ．

民衆の利害はどこにある？

さて、戦争を煽っている香たちのことはここまで述べてきたが、民衆にとっての危磁Idどうだろ

うか？ 戦争をttf.動けるちの、戦争から利益を受けるちのと戦争の犠牲になるちのはきれいに分か

れている．民匁Id~量者だ．戦鎗になり、 戦争犯罪にさらされる市民ち．兵主として動員され翁を電車

い、 軍事われ、戦争犯罪の直患の実行者に仕立て上げられるのち私定ち民衆だ．務勾に彼らの戦争を

支｝苦言『る理El31;:t－片たりともない。それよりも私たちにとって問題なのは地球温日制じゃここから派

笠する大規領自撚災害であり、 エネルギー不足を口実に進められる者朽原鶏の再稼働（2022年

8月308美浜3号線再嫁働） や未来永幼自主射能の恐怖と付き合う羽目になる原発新提言E主であり、

貧欲な資本の湾政から私たちの生活を守ることだ．

従わない稽手を絞兵書告で督しだり、原発に砲事事者i'.~ち込んだり、戦争で革！踊を害事る蓄疋ちは利鐙

になるなら人霊長の隼惇を伺鍾としない．

完成に近づく日本の戦争体制

7月10目、惨緩院選撃がE空間銀されだ．連合の自民党すり寄り、 野党終闘の不発などにより‘

選挙の結果、 自立よ与党に加え、 国民民主党や日本維新の会などの政懇努力で衆参荷院の3分の2以

上が占められた． 改憲派letいつでち~憲発議ができる状態にある。疎開慣、 軍事E旬盟と軍備の強化、
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戦争経済体制の準備、反苅奮への弾圧で包本の戦争体制Id:確立fご迫っている。

岸田l;J.ワクライナー韓争や台湾海峡危機を理由に軍事買を GDP2%、11兆円に泡やさなければ

ならないとぶち上げている．現在の概算要求5.6兆円でも大概だが、これでは1811重である．日本の

園~予障は現在約100兆円だから軍事貨が1 割を占めることになる。実現すればロシアやインド

を扱き世界第3位の軍事大固となる。この膨大な..貨は先制攻撃のための兵器の煽買いや宣言事墓

地の強化に買やされる．軍需関連産業let般にJjけ前にあすかろうと設備段資などにまEり始のている。

ス資本fこはともかく私だちにとってlet安全に寄号~るのではなく、むしろ南の島々の蛤て石＝戦E悪
化しか窓際しない．

6月3日東京新周はこの5兆円があれば伺ができる力、を特集〈スライド11）しIE..叙育、年金、

医療、消費減税なとお釜車広大、貧困に苦しむ民衆lことコて脳蜜な施策の実現が可能TC.入手不足で

介様蔚1哀の危織にある公的介護制度ち賃金を全産業平向まで引き上げるのiこ必要な績は2兆聞で

済む．だが、それ以前の問題ちある．日本銀行は9局22日の政策決定会合で現在のマイナス金利

政策をき継続することを決定した。世界的な絢価高とBC!録的な円安状況では異常な判断wだが、これ

には震自がある．現在日本銀行は国債の引き受けという按じ手を行っているが、 1%利上げをする

と国債の償却賓が7兆円もよかるのである．この状況で5兆円もの予鱒をどこから引っ張ってくる

っちりなのだろうか？

軍備強化と~fラレて軍事同盟の強化ち進む．昨年の岩国行劉でち多国間軍事演習の路大強化を綴

告しだが、 2022年すでiごよ半期で日米共間割ll銭ほ50回を超えな．これ1~2021 年比で5割

抱し、 2020年比では倍質重である.8月lこはハワイj中で事実上、日米総三国！こよるミサイル防衛

訓練が行われだ。 11月前半期に｜ま自衛隊1万5干、米軍1万を劉員レてのキーンソード23ち行

われた．さらに鴎園で6派のコン・ソニヨル大統領が就任してから日米と米総の軍事同盟が急速！こ

三国同額iじしている．錫国の民衆運勉letロウソク革命以降、日本軍住奴隷問題や徴用工問題など、

日本による領民地支配の清算をめぐって前進を勝ち取ってきだが、ここ｜こさて鶴田保守派！とよる反

動にさらされている。植民地支配の湾算1;1.84'に限らす今や也界的な流れであり、人類史的な民然

運勘の勝利だが、目録関係においては軍事優先、反動の流れが強くなっている。こうレた反劃の凱

童置の申でアジアのNATO化がささやかれている。

政府に経済統制のフリーハンドを与えると批判された、経済安保活ち成立した。 ζの活館、富論

過程では傍が規制されるのかが主主力、らないというところが批判苅象だったが、 :n俸の施行前から先

取りしだような動さがある．海外股ヨlや研究1開発のあるLI:~量で労働重量に秘密保鰐契約を結ぱゼよう

という勧きが広がっている．この契約を範lまないと符定の役隠！こはつかtまないというわけだ．以前

から霊祭度量産などではあったそうだが、これが広がれば統括~に従わない労働者、労働組合を法律の

御で排章容できるというわりだ。

霊要主地規制法tが施行された。政府let土泊取引を規制するものではないと弁明しているが、すで

iこ地価が怪下レ治めているという。監視前慢のややこしいえ地取引が歓迎されるはすちない．何よ

りも全国各他で軍司E化に抗して闘う民疲への監視を正当iじする法律だ。

全日建関西地区生コン支郡捜圧でI＜！：コンブライアンス活劉が刑司書弾圧を受けている．労働者や位

会の安全を守る定めに法律を苛らせる；芭劉が「些細なことで因縁をつ11た」ことiこされるのだ．こ

れは法律の恋意的運用だ．資本家や権力の意思に反することは法律を押し箇げてでもつぶす、日本
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の反動はそこまで進んでいる。

「鉄の暴風」の再来を許すな！
、、

前述したが、世界の分割に利益を求める人閉ま民衆の犠牲をいとわない。今、東7ヲジ？でそのい

けにえとして差し出されようとしているのが九州から台湾に歪る筒のeRだ．ヲヲメリカの置望新の戦

争ドクトI）ンザlet南の島勾での戦争をどのようにZ量定しているだろうか？ 仮想畝園let申因。空母

を攻riできるミザイJむなどlfi年の申包の軍事力の向よとヲヲメリ刀自体の国力の値下！こ合ね位、ベト

ナム戦争以前のような定を止めての陰り合いはやらない．開戦遁レとなればアメリカ陸海空軍relグ

アムやハワイ、東日本に退避．経装備で機動力のある海兵殴と自術館'IJ1宮古島や石垣島、沖縄島、

奄美大島から長射程のミサイルを燐えて中国本主や中国海軍を攻~.当然、申国ち辰雪量するから南

の島伶｜まミザイルの飛び交う戦場となる．中国債uが綴弊しできたら〈今包のつクライナ戦争のロシ

ア軍の状態をみよ〉、退避していた3軍がasっとり刀でR~l7iヲけ中国軍をぜん滅するというシナリ

オだ． ζの筋笛さをもとに在日米軍と自衛隊の再編、強化が進められている。辺野a新寒地や馬毛

島ちこの文脈に属する．スライド141<1:2022年の防衛白書からとってき定ものだ.201 0年

代後半から急速lごミサイルと電子戦IW!li＇凶が展開されていることがわかるだろう。

さて、軍隊の乃の埋屈let分かったが、そうなっ疋傷合のそれぞれの畠の住人lc;t.どうなるのか？

南の＠.Qのミザイル00悠は要望~rことちって鶴うわけではないε トラックに滋ぜられだミサイルが：~

のあらζちに隠れ潜んでぶつ蚊すわけだ。敵側から見れIぎ疑わしし、ところにiまミサイルの~を際ら

世ること！こなる巴ミサイル戦争版『鉄の寒風』だ。住民にl<t.逃1'11易はない。宮古、石短両島だけで

人口10万人~ii. 現役の大きな旅富機の定員が250人強。織活lc;t.軍隊優先で、退避13:不可能だ。

民衆！ことっては戦争をさぜないことのほか！こ皐を守るすべ1；ない。再びのi中縄戦を許して｜まならな

いe

戦争挺進・反対の双巧から焦点化する岩国墓地

さて、この商の島々をいけlこえにする戦争正直策の中で、告白墓地lまどういう位置雪づけになるのだ

ろうか？ 岩国墓地の特織はアメリカ海兵隊白星善がこの閉さんざん宣伝している．その特徴I＜！：滑走

路と軍港を兼ね備えていること．これは都銀を後退さttる局面でも前進さぜる局窃でも、ぎた愚筋

線への告書給や物資集積の面でも役割を実た三世るという事だ．

ミゲルキース〈スライド15）という鉛がある．遠征海上墓地ともよばれる巨大な軍総だ．戦争

をするにlお事察、燃絢力、ら食事ll、医薬昂まであらゆる物資が必要になる。こうし定ものを積んで軍

隊が動けるよう！こするのがこの紛の役割だ。これが今年5月25日で岩園に4度目の寄港をレてい

る．需の島々を戦場にするときもこのような紛がやってくる。その時、岩盤を¢11~1こどのようiご動

くのか‘物資の環み下ろしをどうするのか“そういったことを確認しているの力、ちしれない．沖合

穆設で軍港を兼ね備えることになっだ進国．今や環アジ？？の戦争犯点の要となっている。レたがっ

て、戦争に反対する私たちの側にとっても岩国r；霊なのだ．
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受信殺害で必然化した自民党と旧統一毅会のズフヌフ関係

7月8目、参議院選考書終鎗の遊脱φ、奈良市で安倍晋三tl銃電車、猿号害された.Sf牛直後から「民

主主義への銚戦Jといった君車問嘗り、岸田l<t参院選勝利後の7眉22日の碕織で安｜きの圏第を決

定した．しかし、容疑者の創舗が事直通され始めるや、状況が表わってくる。 8疑者は旧統一毅怠に

深い恨みを持ち、 関係の深い安憶を狙ったというの疋．安倍晋三ら自民党の箔右88主主が包際E軍兵運

命をi蚤じて18統一敏会と深くつながってきたことはちとより左派の悶では比般的知られていたこ

とだったが、今回の事件で広く知られるようになフた．当初報道let！日統一教会の名前を報じないと

いう始患な苅侮をしていたが、インターネットや週刊随を反切りlこ僑績があふれ出し、右派をゆゆ

としだ抱負と旧統一毅念の密接な倒係が明らかにされていった． これとともに安倍の圃葬と岸囲内

閥への支舟が僑下し、 9月 27日の圏努までには多くの民衆が街頭やインターネットで国葬反対を

表明しだ．安倍が主I倉のだめにではなく、資本家とあ校選のために権力を弄して民主主吸の磁忽a
として，E、るさまっていたことはモリ ・力ケ・ザクラの疑怒などからち明らかであったが‘今回の国葬

級ぎで民衆が怒りを取り戻レた形だ。

新型コロナ危線、引き続き強制な物価上昇

3年間のコロナ危機のゆで介E良医療や掬流といった社会に不可欠である1こちかかわらず待通患が

惑いは事が「工ッセンシャルワークJと名付lづられ注目を集め疋．ところがこうしだ仕事が SNS

などでとのように衰微されているかご存じだろうか？ f底辺鰐んここに以民衆の本音がある．社

会の必要を語っているのはだれか？ 「エッセンシャルつークJという名づけの主体！＆ まさに「｝盛

辺職Jで16働かない、社会に必要とされていないゼニ低がしゃコンザル、管理臨たちの物雲いなの

だ．本当は自主またちの｛士司匹を大事だなんて思っていない、それは賃金に良く表れている。民察lei冷

めだ自で見E置いている．

2022年初弱からは敏争とコロナ危機後の経済回復に伴う世界的な物価」二男が起きている＠その

うえ日本では記録的な円安も量なり、民衆の貧困化Id.深刻だ。 2022年の消費者物価指滋ia:o扇上

がり.8カ月で3%に届こうとしている 〈スライ ド17). 1量料品、懲制、交通倒防の運賃などあら

ゆるもので値上げのラッシユだ． 一汚、賃金iさというとごgじ30年間寝疋きり貿金（スライド1

8). 22 審問結果ld.22%で物価上実に全然追い付かす、 思I~賃金let全国1JO霊平均31 円のアップ
でこれlet3.3%にあたるが、実隙の絢価上昇は生活必需唱~Iまどきつい叫ので、 これち焼け石にJj<.y;；’だ

ろう．

若者の自毒事感情の径下と度重Bデマゴーグの浸透

2022 年 3 用 20 目、也界幸福度ランキングなるものが発表されたe 日本は先進国軍~の 54

i丘． その要因i芯往盆的自由度と寛容度の｛昏さへ 労働環腐の慈さ、 言論、報道の自由だという．こう

した中で民衆のゆには絶望僚が広がっている。若年患を申ωに自尊怒情（白｛きといってもいい〉の
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低下、知口化が進む。労働平§~量規露でlet労働者の孤立、メンタル疾患が自立つ。｛甲筒をつくるでは

なく、 いじめやセクハラが績行している．こうし正三ω理に皮動デマゴークが何11入ってくる．『鑓国

や中国が惑い」「女ガe権利を主張するな」「いつまでち琶のことを雲いやがってJfしG包丁 には生産

住がないJetc・・・。残，念ながら、 安lei国勢でも、 改憲でち．右翼の支持率でち苔年111まど高いという

現実がある．

自民党の全般的δ傾fじゃ日本維新の会、国民民主党重量政党 N党など右派反動の努力仰長の背

後にはこうしだ民衆の絶想史書がある． しかし、彼ら反動デマコーグは憎しみをあおることはできて

ち民請をの置かれた状況を放自書することはできない．当然だ。民衆の生活がきじいのは彼らのデマが

徳的にする人たちが原因ではないのだから．賃金が上がらないのは労使の力関係．物価上昇Id:経済

回復による物資欠乏と戦争.~~正規雇用や雇用類似の働8乃の広太は労働i去の~悪。 総じて新自由

主義経済がもたらしたものだ．だから、状況を政審する疋めには往会のルールそのものを亥筆する

必要がある．その刀lま憎しみの組織化ではなく連事腎の組織化だの

希望lま労働組合！我々こそが寵鵬レょう！！

習でに也事専でId:闘いが鉱大している。アメリカを＠のに~住持で岳大企鎌アマゾンとの闘いが!l8

E去っ正二 7フマゾン労働者Id:也界各地で労働総合を組餓している。日本ではまだ野蹴しだが、ヨー白

ッパでId:ウーパーイーツなど属馬類似の働き方への規制が絡まった． これは欧州、｜の政治書官や資本家

だち力、，主的だからではな（，＇・民察の闘いの力だ．日本亡の鰻道Id.少ないが、エりすベス2也d誕百自

努に買すしてだってf豆苅デモはあったし、 フランスではNATOii鋭を求めるデモち関われているν

こうしだ民衆の闘いを諸宗｜こしてヨーロッパや申南米ではさE派政党による政健奪還や左派政党そ

れ自体の左傾化が進んでし＇~·

B本で1芯労働者の健いかElilたないようだ。 連合に代表されるように、 ~1~ながら徳力すり寄り

や、相重量わらずの正往負クラブのほうが獄としては多い．だが、 き包に.う先進的な労働電疋ちは

多量~；取とはー織を函苦闘いの実績を持っている。 長崎同労働、｜蚤賃金、気力績行のまさに「底辺勝｜

であった笠コントラックの労働者を団結の力で人らしく働き、 体むことができ、 女性が安のして働

ける現煽に変えだ全日本建~還総連宇野労働総合関西旭区笠コン支部、港湾の合理化攻撃lこmし、 産

別として港湾荷揚げ労働替の縫利を勝ち取った全港湾、現代の奴意書労働とまで雲われる外国人銭能

実習制度できしめられる外国人労働蓄のために栗青空に闘うユ二万ン~~九州、福山コニオンたんぽぽ、

きょうとコ二万ン、制底的な低待遇を強いられている1)織労働奮の待遇政きかかげ、 rt繍崩般の危

俄！こ抗して闘うケアワーカーズコニオンと1)-:1関係の労働者たち。組合活勧のほかにも包本の入管

制度と飼う仲間、反差別闘争を隠う仲間‘反原発筒争を飼う仲間も結集する．

私たちは労働者反戦闘争でち穴さな責任を負っている.~菌田や厚木といった首都圏の米軍基地、

木更j叢の自衛隊オスプレイとの悶いに賃値を負う箇鶴自国の仲聞たろ。沖縄の闘い、 1也I賓の反墓地の

飼い、ワクライナ反戦、 反入管、反原発etC＂＇• 闘いのあるところ先に述べた労働者たちの鎮が翻

る．それは自分だちの権利を守る屍いと反戦、度差鋭、 鎗戚を守る闘いがつながっていることを苅

っているからだ． そして、それぞれの飼いを待ち寄ってぬたちlct.B~に集う．

率直にいって、 B本の階級鵬争letいまだ劣艶である” だが、資本主舗の断末魔に手をこまねく資

，． 
I 



本家臨量級、局員賞極まる盗る；家階級の代浬人立ちと憎悪をまき叡らすことしかできない反動デマゴー

グどもに刀があるわけではない．私たちが仲悶を閣やし、紅会変革の先頭に立つことを客観情事~let

京めている。王室Illに集う労働沓たちょ t 歴史的聞いに立ち上がろう！！
． ， 

；事件直後、ウク ライチ大統領のゼレンスキーは関与をほのめかしたが、現在は台ー定”ウクライナ

の情報機関によるチロ攻撃との見方が有）J内

ー東ヨーロッパの図キがロシアやソ速の侵略、 鈎Jffを受けたのは縫かに歴史的必突である。だ

が、同民同家成立的のツアーによる俊時ヤ、ソ連時代の主権制限、理UEのプーチン政権はそれぞ

れJJI!尚も撲なり、同列に鍛って ロシア＝侵略者という f本質論J的解釈は危険だろう。逆にロシ

アの慣れ手動乱時代（17世紀初頭。侵略者l;I:ポーランドとスウ ι ーデン。ただし正俊貨店主の欲望伊

宗教を背崇にしているJやナポレオン戦争、 有L.：次大験の狼lソ戦をごちeまぜにしてロシア＝被

害者というやはり r本質論j的なナν置すリズムをあおっている。

込 2022年8月 78発表プレスリリース。アムオ・スティ Iiあくまでもロシア'ii<によるウクヲイ

ナ民間人に対する攻掌を非嫁しているが、そ の•t ＇ でウク ラ イナ率が学校や糾院伝どの民間.-1!.1＼！：を

軍事拠点化するのは民｜品i人係機の観点から遺憾であると指附したものである．しかし、ゼレンス

キーはこれに緒反発した． なお、アムオスティiま戸時iを撤回していない。

" 通常叫t央銀行はイ ンフレが進t1h書ば金利をあげて引書締約を凶る”だいたいの主盛岡の中央

銀行はこの陪WJ.Lげをしている。

ゼ戦争になった時の1.1i本方針を定めたもの。 これに主主づいて兵世帯の体系や係隊、基地の用語士がなさ

れるε

4磁波妨害などで紛導兵器を無効iとしたり、 逆に電電波妨得を排除したりする亦隊。 ミサイルのfl

ち合いでは存在感が高まっている．

同 9月前年同月比で、ぜいたく品を徐＜r基礎的支出jで4.5%、生鮮品を除く食科が4.6%、飾

帯ガスは 25.5%、電気it21.5%上告I・.

高 金｜サー般全国協総会などが参加する銭低賃金】.500円を向指す運動は今秋則に年内2度判の録

質改定を求める巡動を しているe

“自粛警察が記憶に新しい。
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