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その後のメ ールでのや り取りも 含

２ 岡見依子

電算労 では、今期 、各組合・ 支部

ソフトウェアセクション

め 、初回イベ ントは電算 労議長杯 ボ
ウリン グ大会に決定されました 。
以前、電算 労で麻雀大 会を行っ た
と き、電算労 小林寛志議 長から優 勝
カ ップ（写真 ）をご提供 いただき ま

ウ リング大会 に引継ぎ、 個人優勝 者

し た。その時 の優勝カッ プをこの ボ

電算労 運営会議に おける交流 は各

に 進呈（次回 イベントま で）する こ

１ 磯辺利英

間の交流 を活発にす ることを方 針の
万円）も行っています 。

一つに掲 げています 。そのため の予
算化（
その方 針に基づき 、毎月、第 ３火
曜日に行 われている 電算労運営 会議
に、各組 合の役員の 方にも交代 でご

組合の役 員のみにな ってしまい ます

と にして、電 算労議長杯 ボウリン グ

参加いただいています 。

が、この 相互の交流 を一般組合 員レ

レー
名の 計
名ま

ボウリング 大会の後は 、もちろ ん

ムごと に成績を競い合います。

１チーム４名のチーム戦とし、チー

で参加 可能です。

画 を立ててい ますが、最 大

ン 予約してい ますので、

会 場 は、 新 宿コ パ ボ ウル 。

大会と 称することにしました。

日の電 算労

ベルまで 広げ、電算 労全体の組 織強
化を図る ため、５月

運営会議 で文化・交 流委員会（ 当時
は仮称）の発足が決定 されました。
この委 員会の役割 は、電算労 の各
組合・支 部間の交流 のための、 イベ
ントの企画、運営を行 うことです。
日に

交 流会も予定 されていま す。ボウ リ

第一回 目の委員会 は７月

電算労事 務所で開催 され、具体 的な

会 場に移動し て、くつろ げる（も ち
ろん、 お先に一杯）という心配 り。
電算労文化 ・交流委員 会では、 各
組 合、支部の 皆さまの多 数のご参 加
を心よ りお待ちしています。

参加費：4,000円
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所属
氏名（敬称略）

No.
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ン グが早めに 終わった場 合は、先 に
討されました。
検討の 結果、初回 のイベント はボ
ウリング 大会に決定 され、９ 月

細が検討されました。

日に開催 された、第 ２回委員会 で詳

25

電算労文化・交流委員会名簿
電算労議長杯

10

イベント や学習会な どについて 、検
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40
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電算労議長杯ボウリング大会のお知らせ

日 時：2013年11月8日（金）、ボウリング19:00～より、宴会20:00より随時
場 所：新宿コパボウル（交流会会場：魚民 歌舞伎町店）

〒160-0021 新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックスパビリオン歌舞伎町３F・４F

ラムが １００名 の参 加の下 、開催

ルにて ２０１３ ＭＩ Ｃ長崎 フォー

午後１時より、長崎のサンプリエー

２ ０１３ 年８月 ８日 （木 ）、

退職した 後も、 自身の ライフ ワー

初代担当 となり ました 。ＮＢ Ｃを

ジオ番組 「被爆 を語る 」を企 画し 、 （ か り ん ） さ ん の オ ー プ

ナリスト として の使命 感から 、ラ

て勤務し ました 。被爆 地のジ ャー
ガ ーソ ング ライ ター 果里

ビデ オ上 映の 次は シン

長崎を伝えたい ～ある市民ジャー
プやカセ ットテ ープに 編集し て、

け、その声をオープンリール・テー

最 初 に 長 崎 放 送 制 作 の 「 広 島 、 クとして 被爆者 の声を 聞きと り続

１ ９９ ４年 に上 京し 、プ

市でバンド活動を始めて、

ま れ。 １９ ９０ 年に 長崎

果里 さん は、 長崎 市生

ニングミニライブ。

されました。

ナリス トの軌跡 ～」 のビデ オ上映

ロダクションに所属して、
渋 谷を 中心 にラ イブ 活動

全国の図 書館な どに自 費で寄 贈し
ました。

があり ました。 ジャ ーナリ ストの
お名前 は伊藤明 彦さ ん。伊 藤さん

９ ９年 から ２０ ０７ 年ま

さらに 、その テープ 版を素 材に 、 を さ れ て い ま し た 。 １ ９
被爆者が どのよ うな体 験をし たの

で アル バム ７枚 をリ リー

は、生 涯をかけ てお よそ１ ，３５
０人も の原爆被 爆者 の「声 」を聞

かを時系 列的に 構成し た９枚 組の

ス して いま す。 ２０ ０６

ナガサ キ

ＣＤ作品 「ヒロ シマ

年 に長 崎に 帰り 、長 崎市

スとなり、誕生しました。

爆者の声 」はこ のＣＤ 作品が ベー

寄贈しま した。 ホーム ページ 「被

６４組を 個人、 団体、 施設な どに

私たちは 忘れな い」を 制作し 、７

き取りました。
長崎 で育ち、 早稲 田大学 を卒業

「被爆者の声」

を中 心に音楽 活動を を行 い、２ ０

１０ 年に８枚 目のア ルバ ム「ア リ

カ」 をリリー ス、２ ０１ ３年４ 月

にニ ューアル バム「 ユウ トソラ 」
を発表されました。

イ シモトヒ デキさ んと の共演 で 、

「重 たい銃」 、「ば くだ んはい ら

ない 」そして 「お父 さん とお母 さ

んへの歌」を披露しました。

開 会にあた り、Ｍ ＩＣ 議長の 日

それ に抗う人 たちの 営み を後世 に

よう に戦争や いろい ろな 不正義 と

れ。国 民学校３ 年生の 時、 爆心地

さん。 山川さん は１９ ３６ 年生ま

挨拶 後の被爆 者の証 言は 山川剛

比野 敏陽さん から、 「伊 藤さん の

伝え るような 仕事が 出来 ている の

から ４．３

の地 点で 被爆 。戦

だろうかと考える。この長崎フォー

ない こと、そ して伝 える ために は

ラム では、私 たちが 伝え ねばな ら

爆者運 動、反核 運動に 取り 組まれ

後、小 学校教師 を務め なが ら、被

メリカ で被爆を 語る活 動を されて

てきま した。１ ９８０ 年に はユネ

そ の後、長 崎マス コミ 文化共 闘

います 。２００ ５年か らは 活水高

何が 必要なの かとい うこ とを考 え

会議 議長の田 中隆さ んか ら「長 崎

校で長 崎平和学 を担当 され 、現在

スコ軍 縮教育世 界会議 に参 加、１

マス 共は脱原 発、核 兵器 廃絶を 求

も長崎 平和推進 協会、 長崎 の証言

る機 会にした いと思 う。 」との 挨

め、 被爆者問 題を考 える 中で、 核

の会に 所属し、 被爆体 験講 和や被

９８８ 年からは ４回に わた ってア

兵器 を作る国 に対し ては 抗議し よ

爆遺構 巡りなど 、幅広 く活 動され

山川 さんは「 ナガサ キを どう継

ています。

原爆 の日がめ ぐって くる 。長崎 マ

承する か」をテ ーマに ご講 演いた

回目 の

ス共 は核兵器 がなく なる まで運 動

冒頭 、「被爆 者の数 だけ 被爆証

日に したい。 」と挨 拶さ れまし た 。 言があ る。その 中の一 つの 体験と

共に 、今日と 明日、 平和 を考え る

だきました。

議文 を出 した。 明日 は

うと 、実験を 行った 北朝 鮮にも 抗

拶がありました。

Km

をし ようと思 ってい る。 皆さん と

68

その後 、伊藤 さんは 新たに ビデ
オによる被爆証言の収集とインター

月より 取材 を始 めま した

ネットで の発信 を決意 し、２ ００
６年

り急逝されました。

中断。同 年、３ 月３日 、肺炎 によ

が、２０ ０９年 １月、 体調不 良で

11

後、Ｎ ＢＣ・長 崎放 送に記 者とし

http://www.geocities.jp/s20hibaku/
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http://www.youtube.com/watch?v=btCevpPgwF4
「お父さんとお母さんへの歌」

れるか 、実現で きる かどう かとい

目は「 その被爆 者の 願いは 叶えら

「被爆 者の願い を話 す。」 、四つ

体験講和を話す 。」、三つ目は

のかを 話す。」 、二 つ目は 「被爆

た頃、 世の中は どん な様子 だった

いるとのこと。一つは、「子供だっ

業で、 いつも４ つの 柱を用 意して

かって もらえる とい うのは 至難の

と話さ れ、被爆 体験 を子供 にも分

して聞いていただければと思う。」

最後に 、「被 爆体験 の継承 とい

ればならない、と話されました。

は、平和 教育は 教育の 根幹で なけ

上げられ 、どう 伝える かにつ いて

にする人 間の平 和思想 、の３ つを

ない世界 、戦争 のない 世界を 可能

爆者 を作 るな 、③英知 、核 兵 器の

真実 を伝 える 、②思い 、二 度 と被

かに つい ては 、①実相 、出 来 事の

性を訴え ていま した。 何を伝 える

い手につ いては 、マス コミの 重要

らどうか と思う 。」と 話され 、担

何か 発信した いと思 った 。」と 話

うよ うになっ た。そ して 、漫画 で

きな 意味があ るので はな いかと 思

から 平和を発 信する とい うのは 大

はや ったこと がなか った が、長 崎

れた りした。 それま で、 平和活 動

私た ちにコー ヒーを ご馳 走して く

な建 物がそこ かしこ にあ り、銃 痕

内戦 後、広島 の原爆 ドー ムのよ う

だっ た。アフ リカの エリ トリア に

の参加 者の拍手 を持っ て、 採択さ

ラムア ピール案 が提案 され 、会場

最後に２０１３年ＭＩＣ長崎フォー

の中 でも子供 たちは とて も明る く 、 締めくくりました。

のあ とも生々 しく残 って いる。 そ

れました。

８月９ 日を迎え たいと 思う 。」と

と思う 。そうい うつも りで 明日、

る資格 と責任を 得たよ うな ものだ

者にな ったので 、これ から 継承す

う問題は 、遠い 未来に 向けて 語り

書館や平和祈念施設に置いてもらっ

発 信が始ま った。 それま では 、図

作者 である、 中沢啓 治さ んが昨 年

高 橋さんは 、「は だし のゲン の

ラム、 そして長 崎フォ ーラ ムには

これ まで、Ｍ ＩＣの 広島 フォー

電算労事務局次長 横山南人

長崎フォーラムに参加して

うこと について 話す 。」と 話され

継ぐとい うこと を考え ると、 被爆

た ＣＤやカ セット テープ を聞 いて

亡く なられた 。そし て、 山口仙 二

何度も 参加させ ていた だき 、被爆

今回 の長崎フ ォーラ ムの テーマ

また 、ナガサ キを 継承す るにあ
者がいな くなろ うとし ている これ

歳で 亡く なら れ

されました。

たり、 「議論を 先送 りしな い、ま

く れる人が 現われ るのを 待つ しか

さん が先 月、

ました。

た、堂 々巡りを しな いため に、一 、 からが、 本番で はない か。そ うい

な かったが 、イン ターネ ット が、

た。 被爆者が いなく なっ てしま う 。 体験者 の生きた 証言を 聞く 機会が

は被爆の継承です。

だれが 伝えるの か、 担い手 の問題 、 う意味で 、今が 正念場 ではな いか

自 ら発信す る手段 となっ た。 そし

（長崎新 聞特別 論説員 ）をパ ネリ

議代表）そして、高橋 信雄さん

香さん（ ながさ き女性 国際平 和会

「被爆者 の声」 理事長 ）、西 岡由

務め、古 川義久 さん（ ＮＰＯ 法人

崎貞明さ んがコ ーディ ネータ ーを

次長であ る民放 労連書 記次長 の岩

２ ００９年 には、 『８月 ９日 のサ

と いう原爆 をテー マにし た漫 画、

す が、２０ ０８年 に『夏 の残 像』

西岡さん は、「 私は、 漫画 家で

２ ００９年 ３月３ 日に急 逝さ れた

ビ デオ取材 も始め た。取 材途 中の

体験 して共有 できる よう 、現在 か

けな い。死者 の苦し み、 怒りを 追

アが 継承の担 い手に なら ないと い

らの 被爆者が いない 時代 はメデ ィ

公 開してい る。」 と話さ れま した 。 の後 押し報道 ですん だが 、これ か

が 、現在２ ６５名 の編集 が終 わり

ら未来に伝えていかねばならない。」

い。 これまで 、メデ ィア は被爆 者

感を 持って取 り組ま ない といけ な

被爆 体験の継 承につ いて は、危 機

らえてもらうことです。

今生き る自分た ちの問 題と してと

被爆者 の苦しみ や怒り を共 有し、

は単に知識としての伝達ではなく、

ていか ねばなり ません 。そ の継承

た後は 、私たち が記憶 の継 承をし

なっています。被爆者がいなくなっ

うとす る今、非 常に貴 重な 機会と

て 、伊藤さ んは２ ００６ 年秋 から 、 そう いう時代 が目前 に迫 ってい る 。 ありま した。被 爆者が いな くなろ

ストとして、パネルディスカッショ

ン タクロー ス』と いう、 やは り、

と話されました。

に岩 崎さんは 、「今 日、 参加さ れ

パ ネルディ スカッ ショ ンの最 後

を聞く機会を得てください。

ただき 、貴重な 被爆体 験者 の証言

ラム、 長崎フォ ーラム にご 参加い

ぜひ皆 さんもＭ ＩＣの 広島 フォー

もう残された時間はわずかです。

ン「被爆 を伝え るため に」が あり

長 崎原爆と 被爆者 をテー マに した

さんと２ ００６ 年４月 に知り 合い 、 か けになっ たのが 、１９ ９９ 年に

てい る皆さん はこれ で、 心の被 爆

漫画を出した。原爆漫画を描くきっ

Ｎ ＧＯピー スボー トに乗 った こと

被爆者体 験のイ ンター ネット での

基調報 告で古 川さん は、「 伊藤

ました。

被爆体 験の後 は、Ｍ ＩＣ事 務局

二、何 を伝える のか 、中身 の問題 、 と思う。」と話されました。
三、ど う伝える か、 伝え方 の問題 、
のこの ３つの柱 に沿 って追 及した
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去る９月

日、ホテル東京ガ ー

デン パレ スに て、 ＭＩ Ｃ結 成

談の後、 地方Ｍ ＩＣの 紹介に 続い
て、歴代ＭＩＣ議長のインタビュー

歴代Ｍ ＩＣ議 長のパ ーティ ーに

がありました。

加の下、盛大に開催されました。
寄せられ たメッ セージ を紹介 しま

カ の 演 奏 で皆 さ ん を 迎 え
分に開会です。

時
代の 頃 、 Ｍ Ｉ Ｃを 通 じ て

鈴木孝夫さん「私が多 感だった
代

人生の素 晴らし いたく さんの リー

が、私 たちを取 り巻 く状況 は決し

植上孝志 さん「 いまの 時代状 況は

に会えるのを楽しみにしています。」
Ｍ ＩＣ三線 ユイマ ールに よる 演奏

つないでいきましょう。」

めぐって きます 。地道 にバト ンを

藤森研さ ん「時 代はま た、大 きく

その 後、元Ｍ ＩＣ 議長で あった 、 期待に応え、存在価値の発揮を。」

速水 由美さんです。速水 ご夫婦

そ れに友情 出演の 速水研 太さ んと

連 の小川良 子さん と高鶴 淳二 さん 、

ん と大竹茂 行さん 、そし て出 版労

メ ンバーは 民放労 連の井 戸秀 明さ

ＭＩＣの 出番を 必要と してい ます 。 と歌が披露されました。

美浦克教 さん「 結成五 十周年 、お

（ ？）は井 戸さん 、大竹 さん の通

タン ゴ演奏の 中、 しばら くの歓

乾杯！

専修大 学教授の 藤森 研氏の 音頭で

めでとう ござい ます。 労働組 合の

豊秀一さ ん「今 後も平 和と民 主主

ました。

ユ ンタ」な ど５曲 を披露 して くれ

その後、 争議団 の紹介 があ りま
にあった 電算労 、コン ピュー タ・

治 さんの閉 会のあ いさつ で、 パー

最後にＭ ＩＣ事 務局長 の金 丸研

した。
ユニオン 東和シ ステム 支部の 争議

ティーは締めくくられました。

その後 、昨年 、２０ １２年 ２月

奮闘してください。」

義を守る 闘いの 名先頭 に立っ て、

「てぃん さぐぬ 花」や 「安 里屋

存在意義 と役割 はます ます重 要で

【演奏する三線ユイマール】

う教室の先生方です。

い。」との挨拶がありました。

て楽観 的ではな く、 闘う道 しかな

り、 「ＭＩ Ｃは

冒頭 、日比野 敏陽 ＭＩＣ 議長よ

30
ダーに出 会いま した。 その生 存者

18

す。

時より 、タン ゴバ ンド のオ

周年記 念パーテ ィー が１１ ４名参

50

27

ルケス タ・ティ ピカ ・シン パティ

18

周年 を迎 えた

40

解決パー ティー でデビ ューし た、

宛 先：〒110-0003
台東区根岸3-25-6
タブレット根岸2Ｆ
こんぴゅうた クイズ係

E-mail：quiz2013@union-net.or.jp

前回の正解：①木の高さ ②テーブルのコップ ③鍋の水の量
④丸太の長さ ⑤女の子のジャンバーの袖
⑥右の男の子の目 ⑦テント前の男の子の口
当選者 ：北野正則(NCS)、後藤竜典・田原秀恒（PUC）、
上杉浩志（NJK）、鈴木里幸（SS） 敬称略
♪ご当選おめでとうございます♪

30
す。さらなる飛躍を！」

【歴代のＭＩＣ議長】

♪♪高確率で図書券が当たります♪♪

ご応募お待ちしています！！

クイズ

50

第320号 （4）
た
う
ゅ
ぴ
ん
こ
2013年10月15日

★ 締 め 切 り は １ 1 月 ３ ０ 日 ★

右と左の絵に
は７ヵ所のち
がいがありま
す。どこでしょ
う？正解者５
名の方に図書
券１０００円
分をさしあげ
ます。

