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セウォル号の９００日 真実を家族の手に、民衆の手に！
と貯めたお金をすべて使って「２度と悲惨な事故の

●厳しい闘いから広がる共感と連帯
未曽有の海難事故、セウォル号惨事から９００日

ない安全な社会を作りたい」と闘う人々がいる。

を迎えた。危険承知の船体構造、過積載、経験や訓

日々街頭に立ち、安山―ソウル間数十キロをデモ、

練が不備な乗務員構成、そして劣悪な天候下での出

２度の剃髪闘争、決死的無期限ハンスト…。署名は

航強行等々、事故は明らかに人災であった。増して

８５０万筆を超え、もはや家族、そして４．１６連

や、現場に向かった海洋警察が船内に閉ざされた命

帯は大衆的に勝利したはずである。それでもまだ闘

に手を差し伸べず、その海洋警察をはじめ国家機関

うのは真相究明されないまま、あの惨事が人々の記

に指示すべき大統領が事故発生後７時間も姿をくら

憶から消えてはならないからである。

ましたことで、事故犠牲は一層深刻化した。犠牲者

●真相究明への正念場
真相究明への道程は未だ険しい。今年６月２７日、

たちの多くが住んだ安山（ｱﾝｻﾝ）市のある団地の棟
からは、２０名もの高校生が一度

特別調査委員会は、セウォル号が

に帰らぬ人となった。理不尽な若

当時、規定の１．８倍に当たる２

き死の痛ましさゆえ、韓国の全土

２１５ｔの貨物を積載し、そこに

から悲痛な声が起こり始めた。

は、当時島民の反対にもかかわら

惨事１００日目、真相究明を求

ず、強行建設中だった済州海軍基

める闘いへ大きく踏み出した犠牲

地用の鉄筋が１００ｔ以上含まれ

者家族たちは、やがて支援する

ていたと報告。船の実質オーナー

人々と「４月１６日の約束国民連
帯（４．１６連帯）」を結成、一

▲セウォル号特別法改正案制定を求める遺族

が国情院という外郭情報と併せ

層その意志と団結を強固なものにした。だが、闘い

ると、セウォル号が何らかの国家権力の要求を受け

の汎国民化を最も恐れたのは朴槿恵政権であった。

た船舶であったことが、真相究明によって明らかに

政権に不利な情報を遮断するため大統領秘書室が

なることは間違いない。

直々報道機関に圧力をかけ、家族の闘いを歪曲する

かろうじて成立施行された特別法だが、特別調査

悪宣伝を振りまいた。それでも広がる闘いを前に、

委員会への予算執行は６月に末打ち切られた。その

４．１６連帯への直接弾圧、支援合流する労働者デ

後、調査員たちが続けた無給での調査活動も９月３

モに対しても暴力弾圧が繰り広げられた。

０日で強制解散となった。今後、真相究明のため特

家族が無期限ハンストをするその傍で、チキンや

別検事制の導入という道が残されているが、それは

ピザ等を暴食するという下劣なデモが行われたこと

国会議長（第１党から選出）が各党院内代表の合意

がある。「従北者を殺せ」「ハンストは嘘だ」等と

を取付けて国会に職権上程（国会議長に特別認めら

罵るその一団は「日刊ベスト保存所」という、ＳＮ

れた決議案上程権限）できる。総選挙で野党が多数

Ｓサイトで日々社会の少数者への偏見を煽る集団や、

派を握ったからこそ可能な方案だが、同時に、野党

「大韓民国オボイ連合」という、朝鮮戦争世代中心

勢力の真相究明に対する意志も試される。万一、従

の極右反共集団等からなる。既に、オボイ連合に脱

北攻撃にひるんだり、来年の大統領選挙に向け自党

北者が動員され全経連からの資金援助の事実が明る

有利な政局作りの駆け引きの誘惑に駆られ、毅然と

みになり、国家情報院との関係も浮上した。そこに

した態度をとれなければ、真相究明の闘いは頓挫し、

は南北の対立を煽り、格差社会を助長する勢力が家

その政党も国民からの信頼失墜という憂き目にあう

族の闘いを妨害するという、韓国社会の矛盾の縮図

であろう。
真実を家族のもとに、民衆のもとに取り戻すため、

のような光景が垣間見える。

一時も気をそらせる訳にはいかない。（範）

家族の中には、唯一人のわが子を失い、学資金に
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昨年１１月１４日、ソウルで開かれた民衆総決起闘争で警察の放水銃の直撃を受け意識不明となっ
たペク・ナムギ農民が９月２５日、亡くなられました。韓統連中央本部は、遺族に哀悼の意を表すと
ともに、真相究明と責任者処罰を求める声明を発表しましたので紹介します。

声明

「ペク・ナムギ農民暴力弾圧致死」事件の真相究明と責任者処罰を成し遂げよう！
民衆総決起闘争に連帯して朴政権を退陣に追い込もう！

昨年１１月１４日、

ものである。

ソウルで繰り広げら

現在、遺家族および市民社会団体で構成された

れた民衆総決起闘争

闘争本部、そして野党は、ペク・ナムギ農民を悼

において、警察の直

みながら、剖検を全力で阻止するとともに、特別

撃放水を浴びて意識

検事制度の導入による真相究明と責任者処罰を必

不明の重体が続いて

ず成し遂げようと決意、政権側に対抗している。

いたカトリック農民

韓統連も真相究明と責任者処罰の実現を強く求

会のペク・ナムギ農
民が９月２５日、亡く

めるものである。
▲故ペク・ナムギ農民

なられた。韓統連は故人の冥福を心より祈るとと
もに、遺家族に深い哀悼の意を表するものである。
民衆総決起闘争は民生を破綻させ民主を後退さ
せ、平和を破壊し統一を阻害する無能・無責任・
不通の朴槿恵政権に対する民衆の天を衝く怒りが
結集したものであり、民衆による当然の抗議行動
である。これに対して朴政権は警察力を総動員、
法規をこえる徹底した弾圧を加え、ペク・ナムギ
▲故ペク・ナムギ農民の遺族
プラカードには「殺人政権糾弾！」と書かれている。

農民がその犠牲となった。
しかし、警察当局と政権側は当初から、暴力弾
圧を正当化し自らの責任を否認、謝罪どころか見

さらに２０１６民衆総決起闘争本部は、参加者

舞いもしようとしなかった。先日ようやく開かれ

すべてがペク・ナムギ農民の意志を体現し、１０

た１日聴聞会でも、警察当局は不誠実な態度に終

月１日の汎国民大会、１１月１２日の１５万人民

始し、真相究明とはほど遠い結果で終わった。

衆総決起闘争を成功させて、朴政権を完全に包囲

それだけでなく、政権側はペク・ナムギ農民が

し退陣へと追い込む全面闘争を力強く宣言した。

亡くなるや、待っていたかのように、故人の診療

朴政権による被害者はペク・ナムギ農民だけで

記録を押収し、さらには剖検（ぼうけん、解剖し

なく、セウォル号惨事の高校生たちもまさにそう

て調べること）を推進しようと血眼になっている。

だが、朴大統領は一度も謝罪したことはない。国

ペク・ナムギ農民の死因は直撃放水ではないとす

民の生命を守らず、反省もしなければ責任も取ら

ることで、真相を隠蔽（いんぺい）し責任回避を

ない政権には退陣の道しかない。
韓統連は高揚する国内の民衆闘争に固く連帯し

図ろうとする、極めて卑劣な意図があることは明

ながら、海外の地からも朴政権の退陣を求めて闘

らかだ。

い抜くことを今一度、誓うものである。

韓統連は政治的にはもちろん、人倫的にも決し
て許すことのできないこうした悪辣（あくらつ）

２０１６年９月２９日

な行為を強硬に進める朴政権を、厳しく糾弾する

在日韓国民主統一連合（韓統連）
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の２年５か月の真実」が９月４日（日）、生野支

民族主義者 呂運亨先生の
生涯について学ぶ

部で開かれた。
学習会では、金昌秀（ｷﾑ･ﾁｬﾝｽ）韓統連生野支

ウリ歴史近現代史Ⅰ

部代表委員が開会挨拶を行った後、金昌範（ｷﾑ･ﾁ

私たち民族の正しい歴史を学ぶため、韓統連関

ｬﾝﾎﾞﾑ）韓統連生野支部副代表委員が、セウォル

西協議会主催で「ウリ歴史近現代史Ⅰ」が９月１

号惨事の経過と遺族の闘いについて報告を行った。

８日（日）、小田地区会館（兵庫県尼崎市）で開

金副代表はまず、セウォル号惨事の発生原因に

かれた。

ついて船体の安全管理の問題を指摘し、「船体が
老朽化しているにもかかわらず建て増しをしたり、
出港当時は過積載をしていたことが惨事を招い
た」と述べるとともに、惨事後の問題として「船
長が先に船を離れるなどのモラルの問題や、海洋
警察、朴槿恵大統領の不作為が助けられる命を助
けられなかった」と語った。
続いて、真相究明及び責任者処罰、再発防止を
求める遺族たちの闘いを画像を通じて紹介しなが
ら、「遺族たちは署名運動、断食闘争など様々な
闘いを通じ、国会で“セウォル号惨事特別法”の
制定をかち取ったが、朴槿恵政権＝セヌリ党の妨

▲呂運亨先生の生涯などについて解説する孫亨根議長

学習会は１部・２部形式で進行され、１部では

害によって、現在でも真相究明などは実現せず、

韓統連中央本部が作成した歴史教科書「ウリ歴史

そればかりか遺族が活動期間の延長を求めている

（上・下）」をもとに、１９４５年から１９４８

セウォル号惨事特別調査委員会の活動期限を、９

年までの歴史について読み合わせを行い、その後、

月３０日までと制限している」と朴槿恵政権を強

講師の孫亨根（ｿﾝ･ﾋｮﾝｸﾞﾝ）韓統連中央本部議長

く批判し、「遺族たちの闘いに連帯して、真相究

が、解放直後の米国とソ連による信託統治などに

明、責任者処罰、再発防止の声をあげていこう」

ついて解説を行い、質疑討論を行った。

と訴えた。報告終了後は、活発な質疑討論を行い、

第２部では、祖国の独立運動家の一人である夢

学習会は終了した。

陽 呂運亨（ﾖ･ｳﾆｮﾝ）先生の生涯について、ＤＶ

日朝国交正常化に向けて
お互いの顔が見える交流が大切

Ｄの上映が行われた後、孫議長が解説を通じ「呂
先生は日帝の植民地支配から解放されるまでは朝
鮮の独立のために、解放後は南北、左派・右派が

日朝ピョンヤン宣言１４周年大阪集会

融和合作して朝鮮に一つの政府を作ることに全力

２００２年９月１７日に発表された「日朝ピョ

を尽くし、祖国統一の実現のために命をかけて闘

ンヤン宣言」から１４周年を迎え、日朝市民連

った偉人の一人」と語った。その後、質疑討論を

帯・大阪主催で「日朝ピョンヤン宣言から１４年

行い、この日の学習会は終了した。

日朝国交正常化の早期実現を求める大阪集会」が
９月１６日（金）、エルおおさか（大阪市中央

セウォル号惨事の遺族と共に
真相究明などの声を上げよう

区）で開かれた。
集会では、日朝市民連帯・大阪共同代表である
加来洋八郎さんが主催者挨拶を行った後、「初め

韓統連生野支部学習会

て見たピョンヤン－日朝国交正常化の展望と課

セウォル号惨事が発生して２年５ヶ月が経過し、

題」をテーマに、元衆議院議員で東アジア青年交

現在も惨事の真相究明などがされていない中、韓

流プロジェクト共同代表である服部良一さんが講

統連生野支部主催で「学習会 セウォル号惨事後
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演を行った。

べ、日朝国交正常化の重要性を訴えた。
次に服部さんは、オバマ政権の対北朝鮮政策に
ついて「米国は対北朝鮮敵視政策を中止して、朝
鮮半島の平和協定を締結しなければならない」と
主張した。
集会では続いて「東アジアの平和キャラバン－
サード配置が決定した韓国からの報告」を、日韓
平和連帯事務局次長の西山直洋さんが行った。
西山さんは今回のキャラバンの目的として「セ
ウォル号惨事が起きた韓国・珍島彭木（ﾍﾟﾝﾓｸ）
港とサードミサイルが配備される星州（ｿﾝｼﾞｭ）

▲講演を行う服部良一さん

を訪問すること」と述べながら、画像や動画を活

服部さんは今年初めてピョンヤンを訪問、いろ

用しながら、現地でのセウォル号惨事真相究明、

いろな施設などを訪れた画像などを紹介しながら、

サードミサイル配備撤回の闘いについて報告を行

「今回初めてピョンヤンを訪問して、顔と顔が見

った。

える交流が大切だということを実感した」と述べ

報告後は、安倍首相宛の要請文が朗読・確認さ

るとともに、「日朝国交正常化は最大の戦後処理

れ、最後に、日朝市民連帯・大阪共同代表の長崎

問題であり、北東アジアの平和構築の要だ」と述

由美子さんが閉会挨拶を行い、集会は終了した。

<次代を担う若者たち－韓青大阪本部 活動紹介－>
アンニョンハシムニカ、韓青大阪本部の李俊一（ｲ･ﾁｭﾆﾙ）です。
そろそろ暑さもひと段落してきましたが、皆様いかがおすごしでしょ
うか？
韓青大阪本部は９月１１日に東京で開催された「韓青第２６期第３
回中央委員会」に参加し、この２年間の総括と、今後２年間の方針を
全国の同志たちと共に論議してきました。特に方針論議においては活
発な討論がなされ、２０１７年の政治決戦（大統領選挙）勝利にむけ
て、全国の同志たちが団結して闘っていくことを誓いました。また中
央委員会終了後には「P,s（ピース）マダン」を上野駅前の広場で開催 ▲生野北支部定期大会での記念写真
し、街頭で「P,s キャンペーン」を行いました。大阪本部のメンバーも、最初は慣れない場所での街頭
宣言活動に多少とまどっていたものの、仲間と共に実践を繰り返すうちに次第に積極的に街の人々に声
をかけれるようになりました。この時の奮闘のかいもあって、「P,s キャンペーン」は無事目標枚数を
突破。現在、撮った写真を集め、平和の願いを込めた朝鮮半島地図を鋭意作成中です。
また、２５日には生野区民センターで「韓青生野北支部第１１回定期大会」を開催しました。実に９
年ぶりの開催となりましたが、当日はたくさんの盟員たちや先輩方が来られ、会場は大盛況でした。大
会では、新委員長にこれまで委員長代行として支部を引っ張ってきた趙暎和（ﾁｮ･ﾖﾝﾌｧ）君が選出され、
正式に生野北支部の執行部が出帆しました。趙暎和新委員長は就任挨拶を通じ「現在厳しい情勢だが、
それに屈することなく、力強く運動を進めていきたい。生野区は同胞密集地なので、多くの同胞青年と
出会い、つながっていきたい」と抱負を述べました。
大きな行事を２つ終え、大変でしたが収穫の多い９月でした。この成果を生かしながら、今後も活動
にまい進していきたいと思います。
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地道な努力と青年ならではのアイデアで組織強化を目指す
韓青生野北支部委員長

趙暎和（ﾁｮ･ﾖﾝﾌｧ）

９月２５日（日）に韓青生野北支部第１１回定期大会が開かれ、趙暎和さんが新委員長に選出されま
した。趙暎和新委員長に今後の抱負などを書いて頂いたので紹介します。
韓青生野北支部の委員長に就任した趙暎和です。

府）は、最後まで自己保身にひた走っていくでし

定期大会に先立って、東京で行われた在日韓国

ょう。今後も更なる弾圧に打って出ることは間違

青年同盟第２６期第３回中央委員会では、来年の

いありません。彼らの膿を出し切る覚悟で勝利を

大統領選挙では必ず保守勢力の再執権を阻止し、

目指して闘っていきます。

第２の６・１５時代を切り拓いていくことを運動

変わって現在、私たち韓青が抱える組織課題と

方針として採択しました。

しては、運動を継承していくのに必要な要素が

思えば、私が韓青に参加し始めた２００９年、

質・量ともに依然として不足しているということ

南部祖国はすでに李明博（ｲ･ﾐｮﾝﾊﾞｸ）ハンナラ党

です。

政権下にあり、その年の９月に学生協会員として

この間、韓青大阪本部は本部直轄体制によって

参加した故国訪問では首都

徐々に力量を回復してきまし

圏を中心に警備体制が敷か

たが、支部の閉鎖や再開、盟

れ、不穏な空気が漂ってい

員の生活環境の変化に伴う活

ました。

動参加への制限など多くの紆

そのような中でも祖国の

余曲折がありながらここまで

青年たちは活動を続けてお

来ました。

り、次期大統領選挙以後は、

これからの韓青活動を担う

また民主化と統一の時代が

幹部育成は大阪だけでなく、

来るだろうと思っていまし

全国共通の組織課題であり、

た。しかし朴槿恵・セヌリ

▲趙暎和 韓青生野北支部委員長

党の執権により、さらに時

そのためにはウリマル（母国
語）教室、学習会といった支

代は独裁・分断の時代に逆戻りしています。

部の事業を充実させていくことと、宣伝活動やレ

朴槿恵政権による独裁的な政治手法は留まるこ

クリエーションを通じて地域の在日同胞青年に韓

とを知らず、私たちも活動をしていて無力感に苛

青の存在をアピールしていくことで、組織を質・

まれることが多々ありました。しかし今年４月の

量ともに拡大していくことが重要だといえます。

国会議員選挙での審判以来、民衆の力が急速に息

すぐに結果が出なくても、地道な努力と青年なら

を吹き返しています。最近ではＴＨＡＡＤ（サー

ではの豊富なアイデアで組織課題に取り組んでい

ド）ミサイル配備問題で、星州の民衆が反朴槿

きます。

恵・反セヌリ党闘争を展開しており、現政権の支

最後に、今回の第１１期韓青生野北支部定期大

持基盤までもが大きく揺らいでいます。

会の開催に際し、日々物心両面において支援して

情勢の動きは予測が難しく、最後まで冷静に見

くださる韓統連大阪本部及び生野支部の先輩方、

極めなければならないと思いますが、今、祖国が

日々の活動現場で切磋琢磨しあい、また支えとな

抱えている数えきれない諸問題を解決するのに朴

ってくださる韓青大阪本部ならびに布施支部の同

槿恵・セヌリ党政権が、少しでも適任だと思える

志の皆様、そして全国の韓青同志の皆様に心より

でしょうか。もはや無能であることは誰の目にも

感謝申し上げます。２０１７年の大統領選挙での

明らかだと思います。

勝利に向けて共に闘って参ります。

追い詰められた与党セヌリ党と青瓦台（大統領
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◆◆コラム◆◆

プルガサリ伝説（下）
今回はプルガサリにまつわる多様なイメージが、

僧侶だったり、時には老夫婦、はたまた寡婦であ

いかにして作られたのかについて説明したい。

ったり、様々なパターンが作られた。

韓国に古くから伝わるプルガサリの説話だが、

また、火でも殺せないという話のはずが、いや

その大元は仏教の経典に端を発している。様々な

火で殺せるから「火可殺（불가살）」なのだとい

比喩故事を収集した『旧雑譬喩経（くぞうひゆき

う冗談みたいなパターンもある。民衆の間でプル

ょう）』というお経に「禍母（かも）」という獣

ガサリは次第に多面的な存在となっていった。

の話がある。豊かな平和を当然と思い倦み飽きて

さらにプルガサリは「鉄を食う獣」という特徴

しまうと、災禍を自ら買い求めるこ

から、中国の「貘（ばく）」と結びつ

とになると戒める話だが、これがプ

けられた。中国の伝説上、貘は鉄を食

ルガサリ説話の原形になった。

う獣として知られる。ゆえにプルガサ

国を滅ぼす獣「禍母」の話は、我

リは貘と同一視され、民画などでは貘

が国において高麗の滅亡という歴史

の姿、すなわち「象の鼻」など様々な

的事実と結びついた。朝鮮後期の

動物の特徴を持った姿で描かれた。

様々な事物を解説した書物『松南雑

こうしてプルガサリは一言で言い表

識』では、民間に伝わるプルガサリ

せる存在ではなくなってしまった。象

の話をこのように紹介している。
松都（高麗）の末期、ある怪物が
ほぼ全ての鉄を食い尽くした。殺そ

の鼻、熊の体、不死身、亡国、変革、
▲景福宮慶会楼に残る
プルガサリの彫像

仏法守護、鉄を食い、魔を払う……。
姿も性格も、あまりに多様に過ぎる。

うとしても出来なかったため、不可殺（プルガサ

不可殺ではなく不可解とでも呼ぶべき怪物だろう。

ル）と名付けられた。火の中に投げ込んだが、全

ちなみに今、韓国語でプルガサリとはヒトデを

身が火の塊となって人家に飛び入っていき、家々

指す言葉だ。なぜ伝説の怪物の名が海洋生物であ

もまた焼き尽くされた。

るヒトデを指すようになったのか、いよいよ分か

このプルガサリの説話は人々に語り継がれる中、

らない。ヒトデの再生能力が不死のプルガサリを

いくつものアレンジが加えられていった。その中

連想させたと言われるが、種々の海産物を食い荒

でプルガサリの誕生は飯粒をこねて作ったものだ

らすヒトデの姿が、伝説のプルガサリの姿を思わ

という話が出てきたが、プルガサリを作ったのは

せたのかもしれない。（好）

◆◆行事案内◆◆
２０１６年秋季野遊会 ～みんなでバーベキューを楽しもう～
日
場

時：１１月６日（日）午前１１時～（雨天中止）
所：淀川河川公園太子橋地区バーベキューエリア
（地下鉄谷町線・今里筋線太子橋今市駅下車徒歩８分）
参加費：大人２千円・中・高校生１千円・小学生以下は無料
※当日は場所が分かりやすいよう「黄色いのぼり」を立てます
※おにぎりなどは各自で持参ください。
※ビールは当日販売します。お茶は無料です。
主 催：韓統連大阪本部 ＴＥＬ06-6711-6377
編集後記
韓青生野北支部の定期大会に参加しました。交流会も盛り上がり、青年たちの熱気が伝わってきまし
た。趙暎和委員長、共に頑張りましよう。
（ソン）
6

