も有名です。そんなムヒカ大統領
に魅せられ、会いに行った女子大
生がいます。
立命館大学４年生の岩本心 （こ
ころ）さんです。彼女はメキシコ

で日本人の父と日系メキシコ人の
母の間に生まれました。家ではお
手伝いさんがいる暮らしでした
が、街の中で貧しい人たちを見て
育ち、小学校２年生の時に父と４
人 の 兄 弟と と もに
日本に戻ってき
て 、 日 本人 が 自分
の 思 っ たこ と を口
に 出 さ ず、 周 りを
気 に し て生 き てい
る こ と に子 供 なが
ら 不 思 議だ っ たと
言います。
（裏面に続く）

活動に積極的に参加し、地域の問題解決に
も共同しながら、不当解雇の撤回を訴えて
おられます。そして多くの人々の共感を得、
理解者を増やし、支援の輪を大きくしてい
ます。私は、皆さんの活動に対して敬意を
表します。
政府はコロナ禍のいま、自粛を求める一
方で補償は行わず、持続化給付金や家賃支
援まで打ち切り、中小企業や弱者を切り捨
てようとしています。効率一辺倒の新自由
主義路線の経営者に命を預ける訳にはいき
ません。そのためにも、解雇の不当性を 1
日も早く認めさせ、職場復帰をしていただ
きたいと思います。
みんなで支援の輪を広げて応援します。
ＪＡＬの不当解雇から 10 年が経過しま
した。この不当解雇の根本原因は会社経営
の責任逃れにあることは言うまでもありま
せん。解雇当時の稲盛会長が「解雇する必
要はなかった」と語っているように本当に
不当なものです。
この 10 年間、不当解雇撤回の闘いを日
本全国で続けてこられた争議団の皆さんは
苦難の連続であったかと思います。しかし、
必ず勝利して職場復帰を果たすのだ、会社
の不正を正すのだとの強い思いのもと、頑
張ってこられたことに対して心からのエー
ルを送りたいと思います。
愛媛の争議団の人たちは前向きで明るく
元気に、地域の民主的な団体やグループの

新年明けましておめでとうござ
います。昨年はコロナに振り回さ
れた１年でした。今年もどうなる
ことやら。活動が著しく制限され
ることも考慮しつつ、できること
から粛々とやっていくしかありま
せん。本年もどうぞよろしくお願
い致します。
新春のえひめ支える会ニュー
ス。なるべく明るい話題をと考え
ていると頭が固まってしまい、締
め切りを過ぎても思いが募って来
ず、ここにきて、やっと閃きまし
た。 回目のテーマはこれだ！
２０１２年リオ・デ・ジャネイ
ロで開かれた国連の持続可能な開
発会議で、当時ウルグアイの大統
領だったホセ・ムヒカ氏は、豊か
さを追い求める国際社会の在り方
を痛烈に批判し、任期中、報酬の
ほとんどを受け取らず、公邸に住
まず、農業をしながら質素な生活
を続けたことから一躍脚光を浴
び、
「世界で一番貧しい大統領」と
呼ばれるようになりました。
友人から安く買い受けたボロボ
ロのフォルクスワーゲンを１００
万ドルで売ってくれと申し出た中
東の大富豪に 「友人が悲しむかも
しれない」という理由で断った話
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そして、メキシコは貧しい人が
多かったけど、みんな幸せそうな
顔をしていた、とも。
ムヒカ大統領のことを知り興味
を持ち始め、世界中で起きている
貧困、差別、虐待などで苦しんで
いる人たちの実態を知るため、語
学留学先のメキシコから世界一周
の旅に出たそうです。風光明媚な
観光地や歴史ある建造物などには
目もくれず、貧民街、スラム街、
負の遺産であるアウシュビッツや
チェルノブイリなど、およそ女子
大生には似つかわしくない場所を
回ったそうです。
そんな中彼女は、ムヒカ元大統
領に会いたい、でもそんなこと無
理だろうと諦めていたところ、父
親から 「ぜひ会いに行きなさい。
でも、会いに行って握手をしただ
けで満足しちゃだめだよ。インタ
ビューして日本の若者にメッセー
ジをもらってきなさい」と後押し
され、単身ウルグアイに乗り込み、
バスに乗り、何人もの人に道を尋
ねながらムヒカ元大統領の家にた
どり着いたそうです。
「口から心臓
が飛び出しそうなくらい緊張し
た」と彼女は言っていました。い
くら貧しいと言われているとはい
え、ウルグアイの元大統領です。
そんな雲の上のような人に、一介
の東洋の小娘がアポイントメント
もなくやってきて、果たして会っ
てくれるのかどうか。
ムヒカ元大統領は肩を抱いてや
さしく自宅に招き
入れマテ茶をご馳
走しながら、いろん
な話をしてくれた
そうです。そして、
日本の若者たちに
対してメッセージ
を送ってくれまし
た。「学校っていう
のは勉強するだけ
の場所じゃなくて、
生きる理由を見つ

ける場所なのだ」と。そのことを
伝えたいと思い、彼女は帰国後、
新聞に投稿しました。
「娘の記事が新聞に載ったんよ」
と心ちゃんの父親が私にＬＩＮＥ
を送ってくれました。心ちゃんの
お父さんと私は中学時代のクラス
メートだったのです。
心ちゃんは新聞投稿だけではな
く、もっと多くの人に知ってもら
おうと報告会を開くことにしまし
た。クラウドファンディングで資
金集めをして準備を開始。ところ
が、新型コロナウイルスの影響で
延期となってしまい、秋の終わり
にやっと開催にこぎつけることが
できました。学業と並行してアル
バイトをして生活費を稼ぎなが
ら、こんなことまでやってのける
歳が日本にもいるんだ。しか
も、私の身近に。世界を飛び回っ
ていろいろなことを見聞きしてそ
れなりに知識を身につけてきたと
思ってきた私はとても恥ずかしく
なりました。世界のことなんて何
にもわかっちゃいなかったんだ。
心ちゃんはいずれ国連に就職し
たいという夢を持っています。素
晴らしい挑戦です。彼女ならきっ
とやってくれるでしょう。
ムヒカ元大統領は若い頃ゲリラ
活動をしていて、６発の銃弾を受
け、何度も投獄され、一番長いと
きは 年も独房に閉じ込められ
ていました。
「気が狂いそうになっ
た時もあったけど、その時は自分
２２
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が今まで読んだ本を思い返して、
何度も何度も頭の中で読んでい
た」と『世界でいちばん貧しい大
統領から日本人へ』というドキュ
メンタリー映画の中で彼は回想し
ています。
出獄できたからこそ、気が付い
たら 年と言えますが、独房の中
ではいつ解放される日が来るか全
くわからない状態が 年も続い
たのです。
私たちも、
「今年こそ、今年こそ」
と思い続けて 年が経ってしま
いました。これからどのくらいか
かるか誰にもわかりません。でも
過去を振り返っている余裕はない
のです。
心ちゃんと会ったのは、ＪＡＬ
の会長・社長宛てにメッセージを
要請している時でしたので、心ち
ゃんにもお願いしました。
「私 は こ れ か ら 社 会 に 出 る 大 学
４回生です。将来に夢や希望を持
って、来年の春大学を卒業します。
日本航空が、家族同然である社員
に対していい加減な扱いをしたこ
とを償って頂けなければ、私達若
者は不安を持って社会へ出ていく
ことになります。私達若い世代を
失望させないでください。上記の
早期解決を若い世代を代表して、
求めます。
」と書いて送ってくれた
そうです。
ムヒカ元大統領も来日したとき
「日本は進歩を遂げた国だが、そ
れで本当に日本人は幸せなのです
か」
、「日本人は絶望的に仕事をし
ているように見える」とスピーチ
しています。
私たちの闘いは、自分たちのこ
とだけでなく、働くすべての労働
者の権利を守るとともに、若い世
代の夢や希望につながる大事な闘
いなのだと改めて感じました。心
ちゃんたちの未来のために、人生
の先輩として皆で力を合わせて前
進あるのみです。
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