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昨年８月30日韓国憲法裁所が、韓国政府が日本軍
「慰安婦」問題解決に向けた努力を怠った事は、被
害者の基本権を侵害する違憲行為であるとの決定を

る対応はなされていません。そればかりか、今年３
月26日、参議院予算委員会で「日本軍性奴隷」との
表現に関する質問に対し、「事実と大きくかい離し

下したことは、この問題の解決に向けた大きな一歩
となりました。
あれから一年、韓国政府は日本政府に対し、粘り
強く「慰安婦」問題の優先的解決を求めており、今
や韓日外交の重要案件となっていますが、日本政府
は「日韓請求権協定」で解決済みとの態度を変えて
いません。
野田首相は昨年12月の日韓首脳会談で「人道的に
知恵を絞る」と発言したものの、その後何ら誠意あ

ている」と答弁、５月７日には駐韓日本大使館公使
が韓国外交通商部を訪れ、韓国挺身隊問題対策協議
会が5月に開館した「戦争と女性の人権博物館」の展
示内容に抗議しました。さらに2010年にアメリカニュー
ジャージ州ペリセイズパーク市に建立された日本軍
「慰安婦」の「顕彰碑」に対しても駐米ニューヨー
ク総領事らが市長を訪ねて、投資と桜並木造成支援、
図書館蔵書寄贈などを条件に「顕彰碑」の撤去を求
め、断られています。
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先日のクリントン米国務長官の「『慰安婦』は間
違い、強制的な日本軍性奴隷だった」との発言を例
にあげるまでもなく、日本軍「慰安婦」問題は女性
に対する戦時性暴力の象徴的な事件として国際社会
では認識されています。その事実を野田首相は国会
の場で公然と否定したのです。

認めた謝罪 ②責任を否定するいかなる言説にも毅
然とした態度で公的に反論する ③現在および未来
の世代に教育する というものでした。
あれから５年の歳月を経たいま、解決どころか、
右派市民、言論の攻撃的な発言や行動が際立つ背景
には、政治勢力による無責任な発言や歴史歪曲が後

こうした中で迎えた戦後67年目の夏、依然として
日本政府内に変化の兆しは見えません。６月、ナヌ

押しているようにさえ見えます。また、昨年、中学
校のすべての教科書から「慰安婦」記述が消えてし

キムファソン

ムの家でまたお一人、金華善ハルモニが亡くなられ、 まったことも記憶に新しい出来事です。
韓国の生存者は60名になりました。

《世界中の仲間と連帯行動を！》
《謝罪はどうあるべきか》

民主党政権発足からまもなく３年になります。200

謝罪とは、本来その場しのぎの、口先だけのもの
0年以降社民党、共産党とともに「戦時性的強制被害
ではなく、心からの反省、再び繰り返さないという、 者問題解決促進法案」を提出し続けた民主党が政権
被害者との継続的な約束であるはずです。たとえ歴
与党となったことで、解決に向けて大きく舵を切る
代総理の発言や河野官房長官談話を通じて謝罪をし
ものと考えた被害者と私たちにとっては、期待と失
たとしても、「国民基金」支給時に総理のお詫びの
望が繰り返された３年間でした。
手紙を渡したからといっても、首相自らこうした否
今、日本を取り巻く状況は大変厳しく、展望が見
定発言をしたことは、被害者にとっては謝罪を撤回
えませんが、社会を変える主体はつねに私たち市民
されたのと同じ意味を持ちます。まともな謝罪や反
の側にあります。私たちが諦めない限り、希望を失
省がないところで、「人道的に」用意された、恩恵
わない限り、展望はいつも明るいと信じましょう。
的な措置や償いもまた、被害者の尊厳を回復するど
事実をねじ曲げることで得た勇気や希望は幻想でし
ころか、再び貶めることになるでしょう。
かありません。
2007年７月31日、アメリカ下院議会で「慰安婦」
今年も８月15日を前に、世界各国・各地で連帯し
決議121号が全会一致で採択されました。これに勢い
た行動が予定されています。ともに日本軍「慰安婦」
を得て同年、カナダ、オランダ、そして欧州議会で
問題の法的解決と正義の実現を迫っていきましょう！
も相次いで決議があがりました。各国の決議に共通
しているのは、①明確で曖昧さのない公式な責任を
（Ｐ）
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2011年
８月30日

韓国・憲法裁判所が「日韓請求権協定」に基づき解決しないのは「違憲」と決定

12月14日

水曜デモ１０００回、「平和の碑」建立

12月18日

日韓首脳会談（京都）で、韓国大統領が「政治決断」を迫る。野田首相は「法的に解決済み」
「人道的見地から知恵を絞る」と述べる

2012年
３月１日

韓国大統領、３・１独立運動式典で日本政府に「慰安婦」問題を速やかに解決するよう言及

３月26日

参院の自民党議員の質問に対し、野田首相は、韓国や米国の碑文の「日本軍性奴隷」という記
述は事実と大きく乖離していること、国民基金のフォローアップを続けていると答弁

４月20日

斉藤官房副長官、訪韓し協議

４月21日

日韓軍事情報秘密保護協定の締結をめざし両国が協議中であるこ
とが明らかになる

５月２日

駐米ニューヨーク総領事が米国ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州の「慰安婦」追悼碑
が設置されている市庁を訪問し、追悼碑の撤去を求める
後日、自民党議員・古屋圭司、山谷えり子、塚田一郎、竹本直一
が碑の撤去を求めて訪問

５月５日

ソウルの「戦争と女性の人権博物館」オープン

５月13日

日韓首脳会談（北京）で、韓国大統領は検討を再要請、野田首相
は「知恵を絞っていきたい」と述べ提示を見送る

５月16日

「戦争と女性の人権博物館」の展示に対し、日本政府が「表示が
不適切」と韓国政府に抗議

５月24日

韓国・大法院が、徴用被害者の賃金請求権が消滅していないと判
断

６月８日

参院で自民党の質問主意書に対し、政府はソウルの「平和の碑」
はウィーン条約22条２（公館の威厳の侵害）に関わる問題として
撤去を求めていると答弁

７月６日

韓国、日韓軍事情報秘密保護協定の締結を延期

７月６日

日本、国家戦略会議分科会が、憲法解釈を変えて集団的自衛権の
行使を提言する報告
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2012年５月５日、ソウル市麻浦区ソンミサンマウ
ルに、日本軍「慰安婦」被害ハルモニたちの歴史を
記憶し、次世代に教育するための「戦争と女性の人
権博物館」がオープンしました。
それは被害者ハルモニたちが「私たちのような被
害者を二度と出さないために、博物館を建てて私た
ちのことを歴史に残してほしい」と希い、挺対協ス
タッフや建設委員会のみなさんと共に力をあわせて
こられたご努力によるものです。関西ネットでも、
博物館建設に何らかのかたちで関わりたいと、グルー
プや個人で取り組んできました。
ユンミヒャン

Ｎｏ．４

した。
以下に集会の内容を報告します。

日本軍「慰安婦」問題解決のために、
戦時性暴力解決のための
戦争と女性の人権博物館を建てる！
講演：尹美香さん（韓国挺身隊問題対策協議
会常任代表・戦争と女性の人権博物館館長）

尹美香さんの冒頭の言葉は衝撃的でした。
「『慰安婦』問題を通じて日本についての勉強を

完成を記念し、挺対協代表の尹美香さんに来てい
ただいて、オープンまでの報告を聞こう。そして完
成を喜び合うだけでなく、日本軍「慰安婦」問題解

始め、そして日本に来て、韓国に暮らしているとき
には分からなかった分断の傷みというものが、日本
の方に多く残っていることを知った。」

決のために、そして日本社会を変えるために、これ
から私たちが進むべき道筋をいま一度考えるための

もちろんそれは在日同胞への差別と分断のことで
あり、朝鮮学校に対する差別のことです。そして

集会を持 とう! !! そのよ うな思 いから ６月1 0日
「『戦争と女性の人権博物館』オープンを記念して

吉元玉ハルモニもビデオメッセージで、在日同胞の
問題が解決されていないことに心を痛め、「朝鮮学

『ハルモニの希望こそ平和への道』」を開催しまし
た。ゲストは尹美香さんと、朝鮮史の研究者として

校への差別のために若い者が歴史を学ぶことができ
ない、歴史を学ばないとどうやって生きていくのか」

知られ、朝鮮学校の支援にもご尽力されている藤永
壯さんにお願いしました。また、「慰安婦」問題の

と嘆いておられました。そしてこの日、尹美香さん
は朝鮮学校への支援金を準備して来られていて、６

解決を求める意見書採択に取り組んでいる「日本軍
『慰安婦』問題を考える会・尼崎」と関西ネットの

月16日に発足予定の「大阪朝鮮学園支援府民基金」
の第１号の支援者として贈呈なさいました。「傍観

共催が実現し、運動のつながりが深まったことは、
参加者が170人を超えたことと併せてうれしいことで

は最大の罪」というご指摘とともに、自分自身は何
をすべきかと考えさせられた場面でした。
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画像を見ながら、開館までの過程とオープン行事
を紹介されました。博物館は、平和・希望・癒しの
空間。ハルモニたちの歩んでこられた道…沈黙を破
り、平和をつくり、正義がまかり通るために努力し
てこられ、今も努力し続けている道をよく知るため
の場所であり、また、なぜ被害者が生まれ、日本政

た、国際人権法はマイノリティの教育として、民族
教育の権利を保障していることや、６月５日付国連
社会権規約委員会から日本政府に対する質問状の中
で、国家がマイノリティの学校に対して行っている
財政支援に関する詳細な情報の提供を求められてい
ること等々、民族学校に対する差別的措置は、国際

府がどんな罪を犯したのかをよく知るための場所で
あるということが実感できました。そして多くの人

的にも見逃せないものとして議論され始めていると
のことでした。朝鮮学校への差別待遇への根底には、

が喜びを共にした５月５日のオープン行事の映像は
マイノリティ教育に対する無理解や偏見があり、そ
ハルモニたちと子どもたちの笑顔でいっぱいでした。 れは同化教育へとつながる。ジェンダーと植民地主
しかし日本の状況はひどいものです。７日には、
義についても触れ、「慰安婦」問題のような悲劇を
駐韓日本大使館が韓国外交通商部アジア局長を訪ね、 繰り返さないためにこのような運動をすすめてきた
「なぜオープン式典に女性家族省長官が出席して祝
はずなのに、私たちは植民地主義の亡霊により、ふ
辞を述べたのか。日本政府の見解とは異なる展示が
たたび過ちを繰り返そうとしている。民族教育の保
されている」と抗議し、更なる罪を重ねました。そ
障こそが植民地主義の克服であると結ばれました。
れは戦後67年間継続して歴史のねつ造をおこなって
きた日本の政治のあり方の問題であり、「慰安婦」
問題、朝鮮学校問題、在日朝鮮人等への差別の問題
も同様のシステムによるものです。「そのシステム
に国民が操作を受け続けてきた。そのような日本の
国が民主主義国家だと言えますか。本当に民主化が
進んでいますか。国民に主権がありますか?!」―
と尹美香さんは厳しく問いかけられました。
そして最後に、「今の社会を変えることしか、私
たちにできることはない、平和をつくる運動をすす
めていきたい。ファイティン！頑張りましょう」と
結ばれました。

「慰安婦」・朝鮮学校・植民地主義
―問題の解決を阻むものは何か―
講演：藤永壯さん（大阪産業大学））

〈アピールと今後への行動提起〉
「慰安婦」問題の解決を求める意見書採択に取り

藤永さんは最初に尹美香さんの著書『20年間の水
曜日』に触れ、被害者ハルモニの証言が多数収録さ
れていることと、男性中心主義の歴史観について問

組んでいる日本軍「慰安婦」問題を考える会・尼崎
の尹元寿さんより、意見書取り組み経過と、意見書
を勝ち取るまで頑張っていきたいというアピールが

題提起されている点が素晴らしいと語られました。
「解決を阻むもの」とは植民地主義であり、植民

ありました。関西ネット共同代表の方清子からは、
博物館は写真一枚残すことなく、名も残すことなく、

地支配の中で生まれたさまざまな傷跡が今も影響を
及ぼし次世代まで引き継がれている。とりわけ重大

忘れられた被害者の思いを受け止め悼む場所である。
被害者の思いに応えるためには日本の政治を変えて

な問題は民族の文化的アイデンティティを損傷して
いることで、それを回復するための民族教育を支援

いくこと、尹美香さんと藤永さんのご提起を受けて、
この日を機会に日本社会を変えていくために、バッ

することが今、日本において、植民地支配に対する
責任を負うことであるはずなのに、それが非常に危

クラッシュを跳ね返すために、多くの市民が手を携
えて立ち向かっていかなければならない。そこに希

うい状況である―と、今の日本の問題点の根本を
とてもストレートに喝破しました。

望が見えてくるという行動提起がありました。
最後に集会アピールを採択し、それぞれが明日か

大阪はとくに深刻な状況として例に挙げ、これま
での過程と問題点や矛盾を鋭く指摘されました。ま

らの活動への元気を得て閉会しました。
（松）
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（右）完成した「戦争と女性の人権
博物館」。
（下）セレモニーの風景。庭は人で
いっぱいでした。

りではないことを教えてあげたい」と訴えられまし
た。この思いが、日本軍「慰安婦」被害女性たちに
伝わり、ハルモニたちがナビ基金第１号として、名
乗り出られて、闘いはつながっている事を実感しま
した。

私は、関西ネットのメンバ－と一緒に５月４日に
ソウルに着きました。その日は、戦争と女性の人権
博物館オ－プンシンポジウムが開かれました。そこ

５日は、博物館建設のセレモニ－の前に、地元ソ
ンミサンマウルで実験的共同体を作っている村を案
内してもらいました。組合員は3500世帯。30歳代か
ら50歳代の人々が中心。1994年から子どもたちが楽

には世界各国から200名の人たちが参加されてました。 しく自然に遊べる地域にしようと始まったそうです。
まず韓国挺対協共同代表の尹美香さんから、博物
共同育児組合から、今はフリ－スク－ルまでありま
館オ－プンの意味と課題と題して、基調提案がなさ
す。アトピ－の子どもたちの無農薬のアイスクリ－
れました。20年の闘いの歴史を振り返り、ハルモニ
ムの店やオーガニックのレストランや、ラジオ放送
たちが世界の人々と連帯し、ともに痛みと苦しみを
局、劇団など、皆で出資しあって作ったそうです。
分かち合う活動で成し遂げた「博物館」が、世代、
民族、性別の境界を超えて、世界平和のための国際
ユンミヒャン

連帯行動の中心となることを願っていると話されま
した。
特別講演として、コンゴのレベッカ・マシカ・カ
チュバさんについての話がありました。長い内戦の
中で、９歳と13歳の娘と共に、軍人に強かんされ、
夫を殺害された。残忍な暴力から生き延びたマシカ
さんは、自分と同じ目にあった女性たちの避難所を
作って6000人を超える被害女性を支援してこられま
した。「強かんされた女性たちは、その瞬間、人生
は終わったと考えます。でも、それはこの世の終わ
- 6 -
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今や50程の機関があり、企業は20個、生協は3500世
帯が入っているそうです。５世帯くらいのマンショ
ンで、２階をフリ－空間にし、そこで子どもたちが
遊び、親たちも話し合う。遅くまで働いている両親
がいる子どもの食事は、マンションの他の住民が用
意し、子どもの面倒を見るのが、自然に出来ている

氏とアナウンサ－のリュ・シヒョン氏が司会で始ま
りました。金福童ハルモニが、「一人ひとりが昼の
食費も惜しんで、博物館を造った。平和碑も博物館
も皆さんの力で出来た。この博物館が歴史を繰り返
さない勉強部屋になったらいい」と語られました。
その後、国会の女性家族委員長の崔英姫議員、女性

そうです。ソウル市も支援しているそうです。私た
ちは、最初ここのオ－ガニックレス

家族部の金錦来長官、朴元淳ソウル市長と続きます。
朴市長は、当初博物館は、「西大門

キムポクトン

チ ェ ヨ ン ヒ

キ ム ワ ン キ

パクウォンス

トランで、博物館セレモニ－前の昼
食を取る予定でしたが、その日は休

独立公園内の敷地の売店に建設する
予定だったのに、一部の運動体の反

みで残念でした。代わりに食べたタ
コのすいとんもピリ辛でおいしかっ

対で出来なかった。当時私が、ソウ
ル市長だったら、絶対に建設してい

たです！

たのに残念だった」と、涙ながらに
語られましたが、ソンミ山という素

午後３時から、麻浦区城山洞（マッ
ポクソンミサンマウル）のソンミ山
の裾にある「戦争と女性の人権博物

晴らしい場所に建設出来て感無量だ
と話された言葉が印象的でした。女
子プロバスケットチ－ムのチョン・

館」の開館式が行われました。日本
ジュウォン選手の発言もありました。
からは、約50名ほどが参加しました。
それから、李政美さんの歌があり、
総勢で250人位、博物館の庭は人で溢
会場の割れんばかりのアンコールに
れていました。
応えて歌われた「朝露」はクォン・
博物館は、治癒の過程を描いてい
ヘヒョさんとの突然のデュエットで、
るそうです。出入口→地下１階→２
しかも会場全員での大合唱となりと
階→１階→広場の順で、見学します。 「この博物館は私たちのもので ても感動的でした。そして、博物館
建物の西側の出入口を入ると、数個 はなく、子どもたちのものだ」 の館長は、向こう３年間は尹美香さ
の砂利が敷かれた狭い廊下を歩くの と語る金福童ハルモニ
んがされることになりました。その
ですが、砂利を踏む音が、どこまで
後、お餅とジュ－スでささやかなパ
続くのかと思うと少し怖いような、ハルモニがどう
－テイが開かれました。金福童、吉元玉、李順徳、
しようもなかった苦痛の思いが伝わって来ます。そ
李容洙ハルモニ、巨済から金京愛ハルモニらが参加
して、ハルモニたちの顔と手の石膏がありました。
されました。
その後、地下１階のむしろの上に靴だけが置かれた
博物館建設にご尽力された挺対協のスタッフの皆
光のない部屋で、ハルモニの慟哭と絶叫が収められ
さん本当にご苦労さまでした。セレモニ－当日まで
た映像を見ます。そして、ハルモニたちの写真とメッ
約１週間は毎日徹夜の連続だったとか。この場を借
セ－ジが書かれた壁の階段を上がり、２階に行きま
りて、チョンマルコマッスミダ（本当にありがとう
す。２階は、水曜デモの資料など挺対協が22年間収
ございました）。
（井）
拾した資料が展示されています。そして、
１階の展示室へ、真ん中の吹き抜けのと
イ ヂ ョ ン ミ

ユンミヒャン

キムポクトン

イ

ヨ

ン ス

キルウォノク

イ ス ン ド ク

キムギョンエ

ころに、博物館建設にカンパをした人た
ちの名前が書かれた大きな石が上から下
がっているのですが、自分の名前や知り
合いの名前を探しましたが、見つけるこ
とが出来ませんでした。最後は、多くの
花が咲いている庭に出てきます。ハルモ
ニが、「慰安婦」として引きずられて行
く時、道端で見たと言われる名も無き花
をハルモニに見せるためにあるそうです。
セレモニ－は、俳優のクォン・ヘヒョ

キムギョンエ

イ ヨ ン ス

イ ス ン ド ク

キルウォノク

キムポクトン

左より、金京愛、李容洙、李順徳、吉元玉、金福童ハルモニ
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活動協力金へのお礼
皆さんから活動協力金をお寄せいただくようになっ
て、一年以上がすぎました。ご協力に感謝しながら、
2011年6月1日から2012年6月28日までの会計報告をお
届けします。
これからも、ご支援をどうぞよろしくお願いいた
します。

昨年秋から貸し出している映画「終わらない戦争」
キ ム ド ンウォン

（金東元監督）はこれまでに全国50カ所以上で上映
活動がおこなわれ、リピートの申込みも数多く来て
います。
今回、さらに多くの皆さんに、少人数でも観てい
ただくために貸出料金を値下げします。「強制はな
かった、公娼制だった」という宣伝がたやすく受け
入れられてしまうのは事実を知る機会がないからで
す。この映画では４ヶ国５人の被害者と２人の息子
の証言があります。証言という確かな証拠を知らせ
ていきましょう。

上映１回につき５，０００円
１０人以下の参加者の場合、一人５００円
収益金は「戦争と女性の人権博物館」の運営
費に寄付します。
値下げ実施は２０１２年７月から！

収入
繰り越し
活動協力金
７・３１賛同金残額
カンパ
ゆうちょ利子
計

５８，３３６
１６８，０００
３２７，５２５
１０７，１７０
２０
６６１，０５１

支出
印刷代・紙代
通信費
施設使用料
道路使用料
他団体への賛同金
講師謝礼
その他諸経費
計

４６，７８１
１０９，４６５
６９，２６０
１８，５１０
９，０００
３５，０００
５７，５９３
３４５，６０９

差引残高

３１５，４４２円

貸出申込みはホームページにて
http://www.jca.apc.org/ianfu_ketsugi/63years_on/

ア ン セ ホ ン

安世鴻さんのニコンサロン写真展のこと
安世鴻さんの日本軍「慰安婦」写真展が開催さ
れることが決まっていながら、直前になって理由
もなく東京ニコンサロンから中止を言い渡された

注：この間、2011年7月・11月・12月、2012年6月に
集会を開催しましたが、それらは、日本軍「慰安婦」
問題解決全国行動2010の会計から補助を受けたりし
ながら、独立会計で行いましたので、7・31集会の賛
同金残額を収入に計上している以外は、その収支は
本会計に反映されていません。
＊

事件は、たくさんの人の抗議と、裁判所が中止を
不当とする仮処分決定したことにより、多くの方
の応援と参加で無事写真展は開催されました。裁
判の過程で右翼の妨害が一因であったことが明ら

※活動協力金 年間１口1,000円（２口以上歓迎）※
関西ネットメンバーに手渡していただくか、ある
いは、下記宛てにご送金ください。

かになっていますし。そして写真展も右翼の妨害
とニコン側の誠意のない対応のために、非常に落
ち着かないものだったようです。
関西ネットでも昨年夏、安世鴻さんの講演会を
開催しましたし、今回の事件も他人事ではありま
せん。近いうちに、この問題に関する企画を開催

ゆうちょ口座：00980―3―209232
口座名義：日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワー
ク
ご送金の旨、メールか電話でご連絡いただければ幸いです。
メールmt-nao@agate.plala.or.jp（関西ネット会計）
電話

080-6185-9995

したいと思います。
（重重プロジェクトＨＰ）http://juju-project.net/
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ご支援を、どうかよろしくお願いいたします。

