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「本日もアブナイカク！」キャンペーン

一緒につくろうレイバーネット TV
２０１３年は、少なくともこのニュースレター
の読者にとって、不安の中での幕開けとなりまし
た。第二次安倍政権が発足して２か月強のうちに、
国際社会、とりわけ近隣アジア諸国からは、右傾
化した日本政府に対して危機感を抱く声が聞こえ
ています。在日外国特派員は、従軍慰安婦問題を
含む日本のアジア侵略に対する謝罪を撤回する意
図として、安倍晋三首相の「安倍談話」を批判。
国内の報道機関で働く労働者の組合からも同様
に、安倍政権が掲げる政策の数々を懸念する声が
上がっています。
レイバーネットＴＶでは、「本日もアブナイカ
ク！」キャンペーンと題し、今年前半２月から６
月の第２第４木曜日・全１０回を通して、安倍首
相が掲げる政策がどう危険なのかを詳しく解説す
（松元ちえ）
る番組を放送します。尖閣・竹島領土問題から、
＜放送予定＞ 各回午後 8 時～ 9 時 15 分 場所
アルジェリアの人質事件を経て、集団的自衛権の
＝新宿バンブースタジオ
行使に拍車がかかりました。それをはじめとして、
＊「本日もアブナイカク！」企画は毎回あります。
「村山談話」の塗り替え、生活保護の切り下げ、
・第 46 号放送 2 月 14 日（木）
原発を含むエネルギー政策のベストミックス、ベ
「アベノミクスの大嘘」
トナムへの原発輸出、オスプレイ配備の強行、普
・第 47 号放送 2 月 28 日（木）
天間基地の辺野古移設・・・重要課題が山ほどあ
「なめたらアカンで！女の労働」「本末転倒！生活
ります。どれも私たち国民の命を脅かす政策です。
保護切り下げ」
身近な問題とし
・第 48 号放送 3 月 14 日（木）
て、私たちに何がで
「3.11 から 2 年 原発問題」
きるのか、レイバー
・第 49 号放送 3 月 28 日（木）
ネットＴＶでの特集
「共通番号制と秘密保全法」
を参考に、ぜひ一緒
・第 50 号放送 4 月 11 日（木）
に考えてください。
「東京の交通“ブラック”事情」
７月の参議院選挙ま
・第 51 号放送 4 月 25 日（木）
でに、レイバーネッ
「労働者にとっての改憲問題」
トのメンバーのみな
・第 52 号放送 5 月 9 日（木）
さんやレイバーネッ
・第 53 号放送 5 月 23 日（木）
トＴＶの視聴者のみなさんと、活発な議論を交わ
・第 54 号放送 6 月 13 日（木）
していきたいと思っています。ぜひ、ご注目を！
・第 55 号放送 6 月 27 日（木）

ご案内 : レイバーネット日本総会 2013
第 1 部 13.30 ～ 15.00 総会
活動報告・会計報告とディスカッション
新役員選出など

2001 年設立以来、丸 12 年を迎えた「レイバー
ネット日本」
。会員数も 500 人をこえ、ウェブサ
イトだけでなく動画配信・ネットテレビ配信と活
動の場を広げてきています。しかし、いっぽう「労
働運動」全体の低迷は、目を覆うばかりの状況で
もあります。安倍政権や橋下「維新の会」の登場
で、はたらくものの環境はますます厳しいものに
なるでしょう。そんな時代の中で、どう生き、ど
う活動していったらいいのか。総会では、じっく
り意見交換をしたいと思っています。ふるってご
参加ください。
・とき 2 月 9 日（土）午後 1 時開場 1 時半開演
・ところ スペースたんぽぽ（東京・水道橋 7 分
TEL03-3238-9035） たんぽぽ舎地図４ｐにあり

第 2 部 15.10 ～ 17.00 特別イベント
「レイバーネット TV のこれまでとこれから
～ TV サポーターズクラブを広げよう」
レイバーネットの軸となってきた「レイバーネッ
ト T V」のことを徹底ディスカッション。皮切り発
言は、石川源嗣・正木俊行・堀切さとみの各氏。
・参加費 会員無料（一般 500 円）＊非会員の方
も一般オブザーバーとして参加できます。
・問い合わせ レイバーネット事務局 T E L033530-8588
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レイバーフェスタ 2012 盛り沢山
充実した内容に観客も大満足
案じ、厳しい時代に
立ち向かう文化の
祭典となった。また
ワープア川柳の特
選には「議事堂が小
さく見える金曜日」
が選ばれた。（M）

12 月 15 日、レイバーフェスタ 2012 が東京・新
大久保アールズアートコートで開かれた。選挙戦最
終日の中だったが 130 人が集まった。映画『Ｘ年後』
からフィナーレの中川五郎（写真）と歌う「ウィ・
シャル・オーバーカム 2012（大きな壁が崩れる）」
まで盛り沢山だったが、充実した内容に観客も大満
足。「今までのフェスタで一番よかった」の声をい
ただいた。演目の中には、ビキニ被ばく・足尾鉱毒
事件・パリコミューン・ベトナム反戦なども出てき
たが、それらはすべて今の日本に生きる私たちにリ
ンクして迫ってきた。ジョニー H の「東京なのに宇
都宮」では会場一体となって大合唱。選挙の行方を

参加者アンケートから

気が出ました。・手作り感で、地道に作り上げてい
る点がよかったです。ただ、現在の日本の社会は、
想像以上にブッこわれていますね。
○「X 年後」だけ、見せてもらいました。第五福
竜丸の事というイメージでしたが、多くの漁船がヒ
バクしていた事や、当時日本も多くの放射性物質が
ふりそそいでいたことに、改めて怒りを覚えます。
○アメリカはビキニ水爆実験で、被害の人体実験
も行ったことがよくわかった。南海放送、山下先生、
証言された人々に感謝。
○もったいないです。これだけ充実した内容で参
加者が少ない。とてもよかったです。
○いろいろ知れて良かった。世の中が良く変われ
るよう、大勢に見てほしいと思った。
○司会・進行が良かった。レイバーソングにもっ
と闘いの現場からのソングがほしかった。パワー
ポイントを使った尾藤さんの（川柳）講評がよかっ
た。できれば、良くない句の、ここがよくなく、こ
うすれば良くなる、というような講評もあるともっ
とよくなると思う。休憩前に、ロビー売店各自から
の 1 分アピールのようなものがあってもよいかな。
○長時間がしんどいですが、企画は良かった。３
分ビデオはそれぞれの質の向上がみられ楽しかっ
た。ゴボー汁が美味しかった。

○歴史を掘り起こし現在の状況を問い直すことが
大切だと考えました。来年は田中正造さんの没後
100 年ですが、現代にも生きる思想や闘いに学び未
来に継承したいです。
○今回はコール佐藤さんの歌がなかったのが残念
でした。報道写真展がよかった。
○中川五郎さんの音楽にふれ、忘れていたことを
思い出した。ボクは、55 歳だけど、少し前のの先
輩たちは、プロもアマも社会問題を、当たり前の
ように、歌ったり書いたり表現していたのだ。こ
ういう、本格的ないい歌を当たり前のように聴け
るのがレイバーフェスタだ。
○ 3 分ビデオを観る前は「エー 28 本も・・・」と思っ
ていましたが、のめりこんで観ました。どれも良
かった。
○３分ビデオ、すごくレベルが高く例年以上に集
中して観ました。土屋トカチさんの作品（「これじゃ
ない」）、ショックでした。「X 年後」、泣きました。
中川さんの皆でうたう「大きなカベを崩そう」も
すごくよかったです。３・１１後二度目のフェスタ、
昨年より良かった。
○参加者が少なかったけれど、内容は充実してお
りました。スタッフの皆様、ご苦労さまです。元
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脱原発テント「あおぞら放送」支える「レイバーネット TV」
「世界の反原発の力が結集する場所、経産省前反
原発オキュパイテントからお送りする“テントひろ
ばから～”、キャスターの松元ちえです」から始ま
る「あおぞら放送」。レイバーネット T V でおなじ
みの松元ちえさんが、経産省前のこのユースト放
送でも大活躍だ。毎週金曜日の官邸前抗議アクショ
ンに連動して昨年 9 月から始まった「あおぞら放送」
も 18 回を数え、すっかり定着した。生放送中の野
外スタジオには人だかりができ、拍手や声援が飛
ぶ。アーカイブ視聴では 1400 をこえる回もあった。
この放送は、「もっと発信力を高め世界に伝えた
い」という「テントひろば」からの提案で始まり、
レイバーネット T V が機材スタッフ面で協力するこ
とになった。これは、レイバーネット T V の 2 年間
の実績が評価された結果でもあっただろう。厳しい
寒さときついスケジュールだったが、レイバーネッ
ト T V スタッフは「テントひろば」の下支えに全力
を投入した。また年末の「テントひろば」での「脱
原発・紅白歌合戦」のユースト中継や 1 月 2 日の「川
柳句会」の企画などにも、有志が積極的に取り組
んだ。
原発推進の安倍政権の登場で、「テントひろば」
の強制撤去も心配され、2013 年に入ると一層緊迫
した状況が続いている。放送準備が始まる午後 3 時
すぎには、必ず経産省職員 2 名が来て「放送はや
めてください」と警告し、証拠とばかりにビデオ
を回している。ネット右翼が数人で機材につかみ
かかろうとしたこともあった。
「すじがね入り ?」のレイバーネット T V スタッフ
は、そんなことに動揺もせず、黙々と放送を続け
ているが、なによりもそうした状況の中で、連日
泊りと座り込みをしている「テントひろば」の人
たちには本当に頭が下がる。私たちレイバーネッ
ト T V としても、やれることを最大限やっていきた
い、そして「脱原発」運動の一端を担いたいと思っ
ている。（松原明）

1 月 11 日経産省前テントひろばの今年最初のあおぞらＴＶ放送

「撤去しなさい」放送前に嫌がらせをする経産省職員

お願いします。また、レイバーネット T V を支える
ための「T V サポーターズクラブ」を来月から正式
に発足します。こちらは個人会費・1 口年 3000 円（団
体 1 口 1 万円）です。レイバーネットの一事業です
が、出費が大きいため会計を別にして運営します。
なお、レイバーネット会員がサポーターズクラブ
に加わる場合は、加入しやすいようにセット会費
を設定しました。レイバーネット会費 3000 円＋サ
ポーターズクラブ会費 2000 円で、個人年 5000 円・
団体 1 万円です。ご協力よろしくお願いします。
（事
務局）

●会費納入・TV サポーターズクラブ
加入のお願い
レイバーフェスタ 2012 が赤字になったこともあ
り、レイバーネットの財政は引き続き厳しい状況が
続いています。ぜひ会費の納入、カンパなど宜しく

＊セット会費・年 5,000 円

です！

２月１５日 脱原発労働者集会に集まろう！
脱原発社会をめざす労働者実行委員会（呼びか
け は、 全 港 湾、 国 労、 全 日 建 運 輸 連 帯、 全 国 一
般全国協議会、東京清掃、東水労、都労連）は、
２０１２年１１月２０日に結成され、海渡雄一弁
護士を講師に脱原発基本法の学習会、１２月１４
日には堀切さとみさんが制作した「原発の町を追
われて」の上映会を開催してきた。
３月の原発事故２周年を前にして、２月１５日
１８時３０分から日本教育会館で「福島とつなが
る２・１５労働者集会―原発 No! 憲法 Yes!」を開
催する。ルポライターの鎌田慧さんの講演、福島

からの報告を予定している。安倍政権の成立によ
り、原発の再稼働、新設がすすめられようとして
いる。自衛隊を国防軍にし、集団的自衛権を行使
できるようにし、憲法 9 条もかえて「軍事大国化」
をめざす安倍政権に対して、労働者はどのように
脱原発をたたかうのか。脱原発を実現し、平和憲
法を守ることが重要な課題である。（伊藤彰信）
＊この集会は「レイバーネット TV・3 チャンネル」
（http://www.ustream.tv/channel/labornet03）で
中継します。
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は活動家一丁あがりです。反貧困全国キャラバン
T V・ボンビークイズに出演させていただきました。
また自身の労働問題があります。私は 3 ヶ月更新
の派遣で 7 年になります。低所得者です。派遣先
は生協です。時給、何年も上がりません。地元の
労働組合に加入し、派遣先に団交を申し込みまし
たが直接雇用ではないからと断られ続けています。
これも格差ではなく差別なのか。好きで派遣で働い
ているわけではない。もっと働き稼ぎたい。私は顔
を出す覚悟でおります。派遣の実態、レイバーネッ
トに当事者として出演させてください。ちえさん、
トカチさんの司会で（笑）。ちなにみ一丁あがりの
卒業イベントは、ペットと一緒にいどばたかいぎ
です。楽しみながらやっています。よろしくお願
いいたします。
●小さなところ身近なところから 弥左真希子
はじめまして。埼玉県越谷市在住の弥左真希子と
申します。ごあいさつが遅れてしまい大変失礼い
たしました。このほどメンバーにいれていただき
ありがとうございます。私は孫が 2 人おります。パー
トの仕事をしている主婦です。よろしくお願いいた
します。正直なところ世の中の動きに、大変うとく、
私自身、憲法・震災・原発・貧困・本当に沢山の問
題が、あるにもかかわらず、忙しさにかまけて問
題を先送りにしながら、生きてきた人間です。世
界を見ても戦争は無くならず、テレビのニュース
を見ても大切なことは何も伝えてくれず、心痛む
ことばかりです。子供を出産した時には、戦争は
起きてはならないことを思いながらも何もせず今
にいたっているのが本音です。憲法・被災地・原発・
貧困・消費税増税・T P P・外国軍基地など大切な事
実を教えていただき、勉強をさせていただいてい
ます。小さなところからですが身近なところから
ですが、言葉で伝えて少しでも事実を伝えられれ
ばと思っています。宜しくお願いいたします。

新入会員紹介
●非正規の人に労組の可能性を伝えたい

地図

レイバーネット日本の会員になりませんか

現会員数 515 名
ウエブアクセス 1 日 5000

郵便振替 00150-2-607244 レイバーネット日本
郵送宛先 〒 173-0036 東京都板橋区向原 2-22-17-108

会員になれば、自分でニュースやイベント、お知
らせを提供できます。レイバーネット日本は組合で
個人で全国にアピールする絶好の場所です。
年会費 3,000 円

レイバーネット日本事務局
入会申込用アドレス
電話 03-3530-8588
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apply@labornetjp.org
ファクス 03-3530-8578

レイバーネット総会会場

たんぽぽ舎

大椿裕子
関西学院大学障害学生支援コーディネーター雇止
め解雇事件被解雇者。2010 年３月末、上限 4 年の
有期雇用を理由に関西学院大学を雇止め解雇に。そ
の後、労働委員会闘争に 3 年弱の歳月を費やすが、
府労委・中労委命令共に全面棄却。しかし、このま
ま終わらす訳には行かず、現在も争議継続中。当事
者が声を上げ、立ち上がらない限り有期雇用はなく
ならないと確信し、諦めている非正規労働者の人た
ちに、自身の体験を通して労働組合の可能性につ
いて伝えていきたい。大阪教育合同労働組合執行
委員及び専従職員。とは言え、労働運動のことより、
「一人旅の方法」などの分野に詳しいです。
● ML に入っていてよかった
本田有美子
何の活動もやっていません。参加することに意義
があると、あれこれ頭をつっこんではいますが。私
の世界はレイバーネットのメーリングリストのみ
ホットです。居ながらにして署名などの意思表示が
できるのが、楽（!）です。先日のウルグアイ大統
領のスピーチは数人の友人に転送しました。ＭＬ
に入っていてよかったと思いました。昔文学青年、
文学少女の星、黒田さんと同じく、フリーで校正
の仕事をしています。出版社も先細りの若者より、
金と暇のある高齢者をターゲットに据えたようで
すね。金も暇もないけど、私も第二の黒田さんを
目指そうかな・・。賞金はレイバーネットやその
他の運動に寄付しましょう !!!（???）
●いま直面しているファシズム
山元隆生
はじめまして。埼玉県狭山市在住の山元隆生と申
します。かつて「戦争を知らない子どもたち」が何
故あの戦争に反対しなかったのかと親を困らせた。
その「子どもたち」は子を育て、孫もできた。何
故あのときあの選挙結果をくいとめられなかった
のか。あの新しいファシズムと戦争態勢の準備に
立ち向かわなかったのか。自分たちだけが「戦争
を知らずに生まれて」よかったのかと。自分の親
を責めたこと、そのことが今自分の身にふりかかっ
ている。ファシズムとは歴史上のことではなくて
今直面していること。どこかよその国のことでは
なくて自分の住む国で起きつつあること。平和と
生活、生存までもが一層危険な局面に立たされた。
そう認識しています。
●レイバーネット TV で派遣の実態語りたい
酒井 桂
皆様、はじめまして！ 酒井桂と申します。よろ
しくお願いいたします。レイバーネットを知ったの

