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映画「万引き家族」の是枝監督は、韓国の中央

日報に対し、今日の日本を次のように表した。

「共同体文化が崩壊して家族が崩壊している。多

様性を受け入れるほど成熟しておらず、ますます

地域主義に傾倒していって、残ったのは国粋主義

だけだった。日本が歴史を認めない根っこがここ

にある。・・・日本もドイツのように謝らなけれ

ばならない。だが、同じ政権がずっと執権するこ

とによって私たちは多くの希望を失っている」。

この対談からひと月半が経

過した。朝米首脳会談成功

直後、慌てふためいた安倍

政権は一瞬、朝鮮（※）側

との外交姿勢をアピールし

たが、総裁に再選されれば、

米国以外の外部からの動き

に再び目を閉ざし耳を塞い

で、国家主義的政策にばく

進しようとするだろうし、

そのことによって社会的少数

者への迫害を強め、社会のセーフティーネットを

縮小していくだろう。 

 

●安倍政策の先鋒に立つ大阪市 

もとより、在日同胞は日本政府の差別と迫害の

対象である。そして、対在日同胞政策を規定する

柱である日本の対朝鮮半島政策は、近年「拉致問

題」を焦点とした対朝鮮バッシングとして一層強

めてきた。今、大阪市は、そんな安倍政治の先鋒

に立っている。 

大阪市市民局と大阪市教育委員会の連名で、今

年５月３１日付で「拉致問題は現在進行形の私た

ちの問題です」と題した通信が発行され、公立の

小学校で配布された。そこには更に拉致問題を

「政府だけでなく、国民的な課題として声を上げ

続けていきましょう」と記されている（※）。朝

日間では平壌宣言で記された過去清算、国交正常

化、在日朝鮮人の地位などを含めた懸案の包括的

解決が２０１４年に再合意されたが、その後も制

裁と圧力のみを強調し、一切の外交努力をしない

安倍政権は、結局、拉致被害者（として日本で周

知されている）の苦痛の解消ではなく、ひたすら

拉致問題を日本の右翼的再編のため利用してきた。

大阪市は、その政府への同調を子どもたちや保護

者に求めている。         

吉村大阪市長の親分である橋下徹氏は、府知事

時代に「（朝鮮学校から）子

どもたちを救おう」と吠えた

ことがあったが、今、朝鮮学

校への差別は解消されず、む

しろ強まり、日本の学校では、

多くの同胞の子たちが民族虚

無の渦に埋められようとして

いる。 

 

●続けること、踏み出すこと 

今しばらく、安倍政権とメ

ディアの偏向は続くだろうし、傷つく同胞がまた

ひとりと増えかねない。ただ、それでも朝鮮半島

を発信地とした歴史的転換の契機は、多くの同胞

たちに生きる力を与え、歓喜と支持をもたらした

ことは間違いない。重要なことは、そんな歓喜の

声が一時期で埋もれてしまわないよう声を拾い上

げ、発信を続け、声をひとつに集める大きな器を

準備することだと思う。そこからまた闘う力を大

きく生み出せるだろう。そして、そうなるために

自らに語りかける。「もう一歩、踏み出そう！」

と。 

※「北朝鮮」という表記は避けたいので、あえて

「朝鮮」とした。 

※大阪市市民局のホームページで、人権企画課の

名前で拉致問題がもっと詳細に説明されている。 

（範） 
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▲朝鮮学校に対する差別に抗議する生徒たち 
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  韓米・朝米関係の歴史と現状を学ぶ 

韓統連生野支部情勢学習会 

 韓統連生野支部主催による学習会「大転換の朝

鮮半島、韓国」が７月２９日（日）、韓統連生野

支部で開かれた。 

▲学習会には生野支部会員などが参加 

今回、講師は孫啓榮（ｿﾝ･ｹﾞｵﾝ）韓統連生野支

部副代表委員が担い、韓米・朝米関係の歴史につ

いて解説しながら「長期にわたり朝米関係は敵対

してきた。その原因は米国の対北朝鮮敵視政策に

ある」と語った。 

続いて「しかし、今年に入り南北・朝米関係は

大きく変わった。特に６月に歴史上初めて開かれ

た朝米首脳会談では新しい朝米関係の構築に合意

するなどの共同声明が発表され、その意味は大き

い。私たちも朝鮮半島の平和、朝米関係の正常化

の実現を訴えていこう」と主張した。 

その後、質疑討論が行われ、学習会は終了した。 

 

停戦協定締結から６５年 

一日も早く平和協定にかえよう！ 

日韓平和連帯７・１７集会 

 朝鮮半島の停戦協定締結から６５年を迎え、日

韓平和連帯主催で「朝鮮戦争停戦協定締結から６

５年 東アジアの平和に向けて、停戦協定を平和

協定にかえよう！南北・米朝首脳会談を支持・歓

迎し、日朝対話の再開を求める７・１７集会」が

７月１７日（火）、エルおおさか（大阪市中央

区）で開かれた。 

 集会では、日韓平和連帯共同代表の山元一英さ

んが主催者挨拶を行った後、「南北・朝米首脳会

談の歴史的意義と今後の展望」をテーマに、金昌

五(ｷﾑ･ﾁｬﾝｵ)韓統連大阪本部副代表委員が講演を

行った。 

金副代表は講演を通じ、第３回南北首脳会談に

至る経過を報告しながら「首脳会談で発表された

板門店宣言は統一・不戦・平和の宣言であり、板

門店宣言の履行を通じて南北関係は確実に前進す

る」と語った。 

▲情勢講演を行う金昌五副代表委員 

 続いて、朝米首脳会談に関して「朝米首脳会談

開催の背景として、▲韓国でのキャンドル革命に

よる親米反北勢力の没落、▲朝鮮の火星１５型の

実戦配備により朝鮮と米国との力の均衡が実現し

たこと」と述べるとともに、朝米首脳会談の性格

を「敵対関係の解消と関係正常化」と語った。 

 最後に、今後の展望について「８月の韓米合同

軍事演習中止の発表、朝鮮戦争時の米兵の遺骨返

還など朝米関係も前進している。しかし、日本社

会全体が朝鮮に対する敵視政策に染められている。

在日同胞と日本の良心勢力が団結して、この敵視

政策を転換させ、朝鮮半島及び東アジアの平和を

実現していこう」と主張した。 

 その後、集会では活発な質疑応答が行われ、続

いて、８月に実施される日韓平和連帯訪韓団の日

程などが紹介され、７・１７集会は終了した。 

 

沖縄から屋良朝博さんを招き 

日本の安全保障問題について学ぶ 

しないさせない戦争協力 

関西ネットワーク総会 

 韓統連大阪本部も加盟している「しないさせな

い戦争協力関西ネットワーク２０１８年総会」が

７月２０日（金）、エルおおさか（大阪市中央
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区）で開かれた。 

 総会では、しないさせない戦争協力関西ネット

ワーク事務局長の星川洋史さんが、２０１７年活

動報告と２０１８年活動方針案を一括提案し、今

年の活動方針として▲８月１１日に沖縄県民大会

に連帯する行動▲１０月２０日に反戦平和集会の

開催などが提案され、満場一致で確認し、総会は

終了した。 

 その後、記念講演が行われ「沖縄米軍基地と日

本の安全保障を問い直す」をテーマに、沖縄国際

大学非常勤講師の屋良（やら）朝博さんが講演を

行った。屋良さんは「沖縄の米軍基地化は、米国

が沖縄戦の前年に、沖縄が日本の中で差別的な処

遇を受けていると分析し、日本と沖縄との間に横

たわる政治的軋轢を利用できると判断した」と指

摘し、「日本政府が沖縄に対する意識変化がない

限り、沖縄の基地問題は変わらない」と語った。 

 そして「冷戦が終了後、世界的な安全保障のテ

ーマは９・１１（テロ）と３・１１（自然災害）

になってきている。国連機関の調査では、アジア

太平洋地域で大規模な自然災害が発生する確率は

欧州などに比して高く、安倍政権だけが冷戦時代

の安全保障にしがみついており、旧態依然とした

発想で憲法改正を行おうとしている。このような

憲法改正を許してはならない」と訴えた。 

 講演後は質疑応答が行われ、講演会は終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<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。韓青大阪府本部第３４期委員長の 

趙暎和（ﾁｮ･ﾖﾝﾌｧ）です。 

６月１０日の定期大会では、韓統連大阪本部の先輩の方々 

に多くご参席を頂き、心より感謝申し上げます。歴史上初め 

てとなる朝米首脳会談の直前ということもあり、他地方から 

駆けつけてくださった方にも、心より感謝申し上げます。 

７月のイベントですが、新規参加者の歓迎会を７月２１日 

に上新庄駅付近で行いました。   

猛暑日が続く中、さすがにバーベキューは危険とのことで、 

カラオケと焼肉、そしてダーツという３つの企画で行いまし     ▲新参加者と焼肉を楽しむ 

た。とても充実した時間で、初めて参加した大学１年生の学生も非常に喜んでおり「機会があれば、ま

た参加してみたい」という声も頂きました。 

私たち韓青大阪本部は引き続き毎週水曜日午後８時から、生野北支部、布施支部の各支部でウリマル

（母国語）教室を行っています。ウリマルを習いたい、在日同胞の青年と知り合いたいという青年の方

がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。よろしくお願いいたします。 

 今、私たち韓青では夏の一大イベントである夏期講習会（サマーキャンプ）に向けて準備を進めてお

ります。今回はなんと！夏期講習会としては初めてソウルで行われる運びとなりました。何よりも今、

南北関係がスポーツを中心に交流が活発となっており、期間中には南北労働者統一サッカー大会も開催

されます。私たち韓青も歴史の意志を実践する主体として、全国から訪問団を結成し、今の情勢を作り

出した祖国の人々、特に青年学生たちと熱気にあふれた空間を共にしたいと思います（※当初８月１３

日～１５日までの予定でしたが、南北労働者統一サッカー大会の開催に合わせて８・１５大会が開催さ

れることになりましたので、８月１１日から前倒しで日程が組みなおされます）。 

 次回のこのコーナーでは、その報告をさせて頂きたいと思いますので、ぜひご期待ください。 
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【投稿】   韓国の女性解放運動と日本の女性との連帯活動 

１９７０年代の韓国民主化闘争を闘い抜いた女性たち 
 『アジアと女性解放』（発行：アジアの女たち

の会）は、 １９７７年６月発行の第１９７号）

で、「韓国民主化闘争の女たち」と題して特集号

を発行した。 

副題に「女性差別・民族抑圧からの解放をめざ

して」と書いてある。「声明 私たちは韓国女性

たちの闘いを支持する」を出す理由を編集グルー

プは次のように語っている｡「かつて、中国、朝

鮮半島をはじめアジアの国々で焼き、殺し、奪い、

女たちを犯す侵略の尖兵となった

のは、私たちの肉親であり、友や

恋人でした。私たちはこれ以上、

夫や恋人を経済侵略、性侵略の尖

兵として送り出す女たちであり続

けることを拒否しようと思います。

この決意なしには私たち自身の解

放は決して現実ものにはならない｡

（中略）日本のアジア侵略に女た

ちも加担してきたという歴史的責

任を問いながら、（中略）韓国に

生まれた不幸のうえに､女として生

まれた不幸に涙しながらも、二重

の抑圧・差別に涙をぬぐって立ち

上がる。不屈の生き方を日本の女

たちに知らせたい。「膝を屈して生きるよりは、

立ったまま死ぬ勇気」を持って闘う韓国の女たち

に深い敬意と熱い連帯を伝えるため」。 

 この号の表紙は１９７６年３月１日、金大中元

大統領などが朴正煕大統領による維新独裁政治を

批判する「民主救国宣言」を発表して自由を求め

たことで拘束・起訴され、宣言の参加者の多くが

実刑判決を下される事件で、判決に抗議する被告

と家族たちの写真が掲載されている。李姫鎬（ｲ･

ﾋﾎ）金大中元大統領夫人と被告の李愚貞（ｲ･ｳｼﾞｮ

ﾝ）女史が写っている写真は、今や歴史的瞬間を

切り取った貴重な写真だ。 

 「韓国民主化闘争の女たち」の冒頭は「民主救

国宣言」事件被告の李愚貞女史（韓国教会女性連

合会長）の法廷陳述だ。その要旨は「民主救国宣

言に参加したことが理由で、当時勤めていたソウ

ル女子大を辞めざるを得なかった。女性を利用し

た外国観光客誘引に反対したら、ＫＣＩＡ（韓国

中央情報部）が“韓国はドルを必要としている”

と非難してきた。道義を失ったら政治はギャング

に支配される。韓国社会をドルのために得ること

に反対する、また在日韓国人の権利のためにも闘

ってきたが、政府はこれを自分たちの失政を反映

するものと見て止めさせようとした」などが書か

れている。 

次に「民主救国宣言」の妻たちを紹介してい

る。「民主回復」「裁判公開」と書

かれた団扇や日傘を掲げてデモをし

たが、軍警に阻止され、護送車で連

行されたことが書かれている。金芝

河（ｷﾑ･ｼﾞﾊ）詩人のオモニ（母）が

語るインタビュー記事や、ある学生

のオモニからの寄稿文には２０歳の

学生だった子が、南山の対共分室に

連行されたこと、そこでどのような

ことが行われているのかを心配する

姿が書かれていた。次に韓統連の機

関紙である民族時報の記事が紹介さ

れていたので転載する。 

 ＜偉大なオモニ（母）＞ 

去る３月２２日「民主救国憲章」

の署名運動が静かに深く浸透しているが、この

「憲章」に署名した１０人の著名人士の署名は、

抵抗詩人金芝河氏のオモニである鄭琴星（ﾁｮﾝ･ｸﾑ

ｿﾝ）女史が、当局の目をさけて一人一人訪問して

とったものだ。（中略）わが国のオモニたちは偉

大であった。日帝に追われ、流浪の旅を続けなが

ら、夫を、息子を抗日の志士に、独立軍の戦士に

育てたオモニがいかに多かったか。（中略）オモ

ニたちは夫の『シリをたたきながら』たくましく

生きてきた・・」。 

この号は、女性差別と民族の抑圧からの解放を

目指している女性の人権問題と、民族分断の解消

が同時進行することをうたっている。今、新たな

朝鮮半島と日本の女性たちの連帯と協助を模索す

るにあたって、過去の連帯運動を振り返ってみ

た。（鐵） 

▲アジアと女性解放 第１９７号 
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【コラム】    夏のスイカに思う 
 夏にはスイカが似合う。この感覚はおそらく多

くの人に共通するものだろう。黒いタネこそ煩わ

しいが、あの真っ赤なスイカと夏の青空の取り合

わせは、郷愁を掻き立ててやまない憧憬だ。 

 元は熱帯アフリカが原産で、中央アジアから中

国を経て到来した。日本では南北朝～室町時代に

栽培が始まったようで、江戸時代には全国各地で

栽培され、露店の切り売りにより庶民の涼果にな

った。ただし昔の日本のスイカは黒皮の品種が主

流で、緑地に黒縞の皮が広まったのは１９２０年

代頃とか。 

一方、我が国のスイカ栽培

は１３世紀後半から始まるそ

うだ。朝鮮中期に許筠（ﾎ･ｷﾞｭ

ﾝ）が記した随筆『屠門大嚼』

にスイカに関する文章が現れ

る。「西瓜。高麗時代に洪茶

丘（ﾎﾝ･ﾀｸﾞ）が開城で栽培し

たのが最初である。…（略）

…忠州産が上物で、冬瓜のよ

うな形のものが良い。原州産

はこれに次いで良い」。 

 しばしば悪役としてとりあげられるモンゴルの

将軍洪茶丘だが、高麗に駐屯している間もスイカ

が食べたかったのだろうか、首都開京でスイカ栽

培を始めたという。その後、この洪茶丘のスイカ

が広まったのかは不明ながら、元から多くのもの

が高麗に伝わる中でスイカ栽培も根付いていった

ようだ。 

 高麗末の文臣李穡（ｲ･ｾｷ）もスイカを食した詩

を作っている。「西瓜如雪歯牙寒／熱気無従入我

肝（スイカが雪のようで歯が寒く、熱気も私の腹

の中に入ることができない）」。スイカを雪に例

えるとは、果肉が白いスイカを食べたのかもしれ

ない。実際そういう品種のスイカは実在する。 

しかし、朝鮮後期の百科全書『青荘館全書』で

は「形は匏（ふくべ）の如し。外は青く、内は紅

い」と紹介されている。縞模様については言及さ

れていないが、この頃には私達がよく見るような

赤い果肉のスイカが普及していたように見受けら

れる。 

 そして現在、韓国のスイカは日本のものと少し

形が違う。丸いスイカも流通しているが、やや縦

に長い楕円形のスイカが目立つ。 

 スイカに何をかけて食べるかというのも韓国と

日本で考え方が若干違うようだ。日本ではスイカ

に塩を少量かける食べ方があるが、韓国では砂糖

をかける食べ方があるという。 

日本育ちの感覚としては「スイカに砂糖」と聞

くと少し信じられない気分になる。これは日本の

美意識によるものか。『雲萍雑志』という江戸時

代の文献に「飛喜百翁という

人が千利休を招いた時、スイ

カに砂糖をかけて出した。利

休は砂糖のかかっていない所

を食べて帰り、門人に『百翁

は人を饗応（きょうおう）す

ることをわきまへず』と語っ

た」という逸話が残されてい

る。天下の御茶頭千利休にこ

う否定されては、やはり「ス

イカに砂糖は無粋」というこ

とになるのだろうか。 

しかし改めて考えてみると、スイカの魅力はそ

のたっぷり含んだ水分とほんのりした甘さであり、

甘さが足りないと言うのなら砂糖で補ってもいい

のではないかと個人的に思う。 

もちろん世の中、スイカに何かをかけて食べね

ばならないわけでもない。スイカをそのまま食べ

るのもいいだろう。 

そもそも最近では品種改良により、日本も韓国

も糖度が高いスイカが多くなった。そのまま食べ

ても充分すぎるほど甘い。先の逸話で利休は結論

として「スイカにはスイカの美味さがある」と言

って笑ったそうだが、今の甘くなったスイカをど

う思うだろうか。（好） 

 

 

 

 

▲韓国産のスイカ 
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◆◆ＤＶＤ紹介◆◆ 

あの日、兄貴が灯した光 
 久しぶりの韓国映画の紹介です。 

 今回紹介するＤＶＤは「あの日、兄貴が灯した

光」です。ＤＶＤケースの表紙を見た時「これは

ちょっとクセのある兄貴と真面目な弟が主人公だ

な」とピンときました。物語は私が

想っていたとおりでした。柔道の国

家代表を目指すドゥヨン（弟）は練

習試合で事故にあい、失明してしま

います。兄のドゥシクは詐欺師で刑

務所に服役中で、弟の事を新聞で知

り、弟の世話をしたいと仮釈放を求

め、兄弟は１５年ぶりに再会します。 

 ドゥシクが弟の世話をするという

のは真っ赤な嘘。目が見えない弟に

食事も与えず、栄養失調にさせてし

まったり、両親が貯めた貯金を使い

込んで車を購入したりなど自分勝手

な生活を送ります。 

弟のドゥヨンは失明して以降、自分の部屋に閉

じこもり、人生に失望しています。 

 そんな生活が続く中、ドゥシクは突然余命３ヶ

月の宣告を受け大きく考えが変わります。ここは

韓国映画の特徴の一つですね。何の前触れもなく、

いきなり余命３ヶ月。 

 ドゥシクは自分が死んだ後、弟がしっかり生き

られるようにするために様々な努

力をします。そんな姿を見てドゥ

ヨンも心を開き、やがてドゥヨン

は２０１６年リオ・パラリンピッ

ク柔道韓国代表になり決勝戦に出

場します。さて、その試合の結果

は？ 

 純粋に兄弟愛を描いた笑いあり、

涙あり、感動ありの内容です。物

語の途中、ドゥシクがドゥヨンに

次の言葉を言うよう勧めます。

「人には二つの目があります。一

つは肉体の目。もう一つは心の目。

僕は肉体の目は失ったけど、神様は僕に心の目を

くれました」。この言葉、どの場面で使うでしよ

う？ 気になる方は、ぜひ映画を見てください。 

（ソン） 

 

◆行事案内◆ 

 

編集後記 

今号のコラムのテーマはスイカでした。皆さんは韓国のスイカを食べたことがありますか？私は残念な

がらありません。スイカも美味しいですが、メロンも美味しい。夕張メロンが食べたい！ （ソン） 

光復７３周年 

板門店宣言を熱烈に支持し、自主統一を成し遂げよう！ 

在日韓国人関西地域集会 
日時：８月１９日（日）午後２時 受付 午後２時３０分 開会 

場所：学働館 大阪市西区川口２丁目４－２ 

地下鉄「阿波座」駅下車７号出口より徒歩７分 

内容：映像資料上映 

情勢講演 講師：孫亨根 韓統連中央本部議長 

韓青国内光復７３周年行事・全国夏期講習会報告 他 

参加費：５００円 

主 催：韓統連関西協議会 ＴＥＬ０６－６７１１－６３７７ 



自主(ﾁｬｼﾞｭ)                                                      第３３０号（２０１８・８・１) 

 7

 


