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し か し、 ＪＡ Ｌ 愛媛 原告 団 の 大
池ひと みさ んは、 様々 な地域 活動
に精力 的に 取り組 み、 人々と 深く
繋がり 、地 域に欠 かせ ない人 にな
っています。私も、大池さんから、
様々な こと を教わ って います 。他
の原告 の方 々も、 この 間、同 じよ
うな出 会い や繋が りが できた だろ
うと思 いま す。こ の繋 がりは 、周
りの人 たち の気づ きを 促し、 大き
な力と なり 、何か を変 えてい くの
ではないでしょうか。
い え 、絶 対に 変 えて いき ま し ょ
う！ 待つ のでは なく 、みん なの
力で。

（裏面に続く）

私は、戦争は絶対
反対ですし、１日も
早く戦争が終わる
ことを望んでいま
すが、まるでお祭り
かなにかのように、
あちらでもこちら
でも大騒ぎしてい
る人たちを見てい
ると、何かもやもや
したものをずっと
感じています。

いつも変わらぬ温かいご支援を本当にありがとう
ござい ます 。 年目 に入 った私 たち の闘い は、 なか
なか収束しないコロナに加え、ロシアのウクライナ侵
攻というとんでもない時世の中ですが、争議の解決を
めざし、明るく粘り強く～空の安全とすべての労働者
の働く権利を守ろう～をスローガンに粛々と前進し
ています。
ロシアがウクライナに侵攻したというニュースは
またたくまに地球を駆け巡り、世界のあちこちで戦争
反対、プーチンやめろ、世界に平和をと、プラカード
や横断幕や旗を振ってデモやスタンディングが行わ
れ、テレビでは毎日その様子が映し出されています。

Ｊ Ａ Ｌ 愛 媛 原 ながら 、簡 単に首 を切 られた わけ
告団の皆さん、争 です。夢と誇りを持ってこの仕事
議 活 動 年 と い に就か れた 皆さん の辛 さは、 想像
う 日 々 は あ ま り に余りあります。
訴 訟 では 、政 治 的圧 力に よ る 強
にも長すぎます。
苦しいですね。整 引な資材購入や放漫経営がＪＡＬ
理 解 雇 が 強 引 に 業績悪 化の 原因と なっ たこと を綿
推 し 進 め ら れ た 密に立 証さ れてい るの に、裁 判所
のは、 労働 者が働 きや すい職 場づ はそれ を認 めよう とは しませ ん。
くりや 安全 な運航 体制 につい て正 私は今 、伊 方原発 運転 差し止 め訴
しく意 見す る組合 を無 くすこ とが 訟原告 団の 一員と して 活動し てい
ますが 、体 制に従 属し た司法 界の
真の狙いだったのでしょう。
私は、小学校教員であった当時、 不甲斐無さに歯ぎしりすることが
愛媛県 では 組織率 １％ 未満の 組合 多いで す。 皆さん も、 さぞ悔 しい
員でした。子どもたちのためにど ことでしょう。
んなに 頑張 っても 「勤 務評定 」は
最下位 で、 私の給 与は 上がり ませ
んでし た。 組合つ ぶし のため に作
られた「研修団体」
（第２組合）に
加入し ない 限り、 昇進 もあり 得ま
せんで した 。組合 弱体 化のた めに
は手段 を選 ばない やり 方を、 私も
体験してきました。
で も 私は 、地 方 公務 員法 に よ っ
て解雇 はさ れず、 大好 きな教 壇で
定年まで過ごすことができまし
た。Ｊ ＡＬ 愛媛原 告団 の皆さ んの
場合は 、国 が破綻 処理 にかか わり
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軍と国民軍が衝突し、家が焼か
れ、指導者と思われる人達は連行
され、ミャンマーは今でも停電が
続いています。つい最近、時間制
となり、夜５時から朝の９時まで
度を超える暑い

電気が使えるようになったそう
ですが、日中は
国です。昼間にエアコンが使えな
いのは命にかかわりますよね。
「大丈夫ですか？」と問うと、
「ウ
クライナの人たちに比べたら、ま
だましかな」という答えが返って
きました。相変わらず悠長なので
ほっとしましたけど、大変なはず
です。かく言う私も知人から情報
が入ってこなければ、ミャンマー
で戦争が起こっているなんて全
の国や

く知らなかったと思います。調べ
てみると現在、世界では

私が言いたいのは、なぜ今なの
か、ということなんです。
どうしてベトナム戦争や湾岸
戦争のとき、今と同じように皆で
声を上げてデモに参加したり、大
使館に手紙を書いたり、募金運動
をしなかったのか、その理由は何
なのでしょう。
メディアがこぞって、ロシアが
ウクライナに侵攻して子供たち
を殺した、病院を爆破した、家が
壊されて住むところがなくなっ
た、という情報を毎日流して煽っ
ているように見えてならないの
です。
私は戦争には絶対反対です。
ロシアもウクライナも今すぐ
武器を捨てて戦争をやめてほし
い。なのに、「やられる前に軍備
を整えよう」とか「改憲が必要」
とか「緊急事態条項を設けるべ
き」とか、知らぬ間に誘導されて
いるような気がしてなりません。

テレビや新聞の報道を鵜呑み
にしてはいけないことはわかっ
ているはずなのに、なぜかそれに
釣られて思い込んでしまう「アン
コンシャスヴァイアス」＝「無意
識の思い込み」に気を付けなけれ
ばいけません。
私たちの解雇も根っこは同じ
です。なぜ解雇されなければなら
なかったのか。その本質を見謝る
と、解決が遠のいてしまいます。
ＪＨＵ Ｊ(ＡＬ被解雇者労働組合 )
は結成されて１年。まだ 名の小

願いいたします。

引き続きご支援をよろしくお

っきり頑張ってみるつもりです。

いことになっていますので、思い

Ｕとしてなら自由に活動してい

の活動は休止していますが、ＪＨ

現在、ＪＡＬ客乗争議団として

ばかり。

て、それを行動に起こせる人たち

の頭で考え、何をすべきかを知っ

さな集団ですが、一人一人が自分
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集団が戦争をしているそうです。
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戦争は絶対反対です。この世か
ら戦争がなくなればどんなにい
いかと思っています。でも、戦争
はなかなかなくならない。
私たちが空を飛んでいたころ、
外地で新聞を広げると、必ずと言
っていいほど泣いている人の写
真が載っていました。子供を亡く
した親だったり、夫を亡くした妻
だったり、兄を亡くした弟だった
り。戦争で命を落とし、残された
家族が悲しみにくれている記事
でした。世界中で戦争がなかった
時代はありません。

日本は第二次世界大戦後、日本
国憲法に守られ、これまで一人も
殺されていないし、一人も殺して
いません。ですが、ほかの国では
毎日戦争で人の命が奪われてい
るのです。
アメリカは
建国からもう
すぐ２５０年
経とうとして
いますが、その
うち２３０年
は戦争をして
きています。つ
まり国が誕生
して以来、 ％
以上の年月を
戦争に費やし
てきているの
です。私が知っ
ているだけで
もベトナム戦
争、イラク戦
争、アフガン侵
攻、湾岸戦争・・・・
以前、ミャンマーでクーデター
が起き、国民が軍に抵抗して様々
なデモをやって抵抗の意思を示
していることを書きました。その
後、ミャンマーではついに戦争に
発展してしまったことをどれだ
けの方がご存知でしょうか？
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