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みなさま、お変わりなく、元気でお過ごしでしょうか。 

予想を超えて長期化するコロナ禍にあって、そんな

言葉をかけずにはいられません。毎月の街頭水曜集会

や、学習会などを思うように開催できず、みなさまとお

会いする機会もめっきり減っており、一日も早く終息

するように願っています。 

今、政府や自治体の対応の遅れが医療崩壊を生み、私

たちの命や生活を一層不安に陥れています。とりわけ、

女性への影響は深刻です。医療・介護・保育の厳しい現

場で多くの女性がコロナ禍の社会を支え続けています

が、疲弊しきっています。また、失業等の原因で自死す

る女性もかつてないほど増えている等、看過できない

状況になっています。 

そんな中、東京五輪大会組織委員会の森喜朗会長の

女性蔑視発言が明らかになりました。まさに GGI2020

（ジェンダー・ギャップ・指数）が 121位（153ヵ国中）

を象徴するような事態ですが、菅政権にはそういう問

題意識はなく、あまりに無責任です。また大阪維新の会

も、二度の住民投票で否決した民意を真摯に受けとめ

ず、コロナ対策より広域行政一体化に注力しています。

大阪市の財源を府に奪い、大阪市の住民サービスを低

下させ、カジノ・IR・万博を何が何でも実行しようとい

うネライです。維新には、住民のための地方自治を行う

という気はありません。 

関西ネットはこの間、日本軍「慰安婦」問題をめぐる

状況を毎月の web 水曜集会で発信してきましたが、今

回ニュース発行を通じてみなさまにお伝えいたします。 

 

 

昨年 2020 年は、韓国の女性たちが日本軍「慰安婦」

問題解決運動を世界に拡げた韓国挺身隊問題対策協議

会(挺対協：現正義連)結成から 30年、2000年に東京で

女性国際戦犯法廷を開催してから 20年と、運動の歴史

において重要な意味を持つ年でした。成果や課題につ

いて振り返り、解決に向けて大きな前進を期すべき節

目の年でした。ところが、韓国では右派勢力や保守メデ

ィアによる挺対協・正義連へのバッシングと虚偽報道

が続き、日本のメディアもそれを垂れ流すという状況

に陥りました。ナヌムの家では運営理事らによる長年 

 

 

 

 

 

1992年 1月 6日から始まった水曜集会は、2021年 1月 6

日でちょうど 29年を迎えました。29年間そうだったよう

に、日本軍性奴隷制問題の正しい解決のために、被害者ら

の名誉と人権回復のために今後もこの場から多くの人々

と手を握って前進していくことが呼び掛けられました。 
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2011 年 12 月 14日に水曜集会 1000

回を記念して「平和の碑」が建てら

れてから今年は 10年を迎えます。 

日本社会を変革し、日本軍「慰安婦」問題解決運動の歴史を拓こう！ 
 

ニュースレターNO.14                           2021年2月27日発行 

日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク 



日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク ニュースレター 2021 年 2 月 27 日発行 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 2 - 

にわたる寄付金横領とハルモニたちへの虐待とも言え

る待遇問題が内部告発者により明らかになる等、想像

もつかない事態が起こりました。 

そうした中でも、ソウルの平和路ではコロナによる

道路使用規制や右派勢力による妨害行為を乗りこえ、

正義連スタッフらを中心に「水曜集会・記者会見」が毎

週欠かすことなく継続されて いて、励まされる思いで

す。11月の 30周年事業もまた、オンラインで国内各地

や海外を結びながら、今後の展望を切り拓く充実した

企画と運営で底力を見せてくれました。 

ナヌムの家からも、内部告発者らが運営陣による嫌

がらせや圧力にも屈せず、懸命な努力で現状を告発し

続け、ハルモニの様子などを発信しています。 

昨年 9月、8年間続いた第二次安倍政権が辞任したと

は言え、多くの不正疑惑にまみれながら、説明責任も果

たさず、「体調」を理由とした自己都合での投げ出しで

した。安倍政権を支え続けた菅官房長官は、政権を引き

継ぐとまもなく、ベルリンに設置された少女像を撤去

させると公言し、さらに茂木外相がドイツの外相に電

話会談で撤去を要求するという露骨な行動に出ました。

1月の韓国「慰安婦」裁判の判決をめぐっても、菅政権

は反発と批判を強めています。 

判決は、「国際人権法上も日本国が行った重大な人権

侵害を国家免除とすることはできない」として、国家の

法的責任を認め、戦時性暴力によって命を、人生を奪わ

れた被害者らの訴訟の権利を認めたものでした。「国際

法を分かっていない」と言って韓国司法と政府を罵倒

する日本政府、メディアの姿勢には驚くほかありませ

ん。被害者が 30年間訴え続けてきたこと、その願いが

何であったのかという本質から目をそらし、耳を塞い

できたことの結果と言えるでしょう。 

ドイツ市民が「少女像」撤去に抗議して立ち上がり、

ドイツにおける性暴力の歴史を語り始める契機とした

ように、私たちも、社会が性暴力をタブーとして被害者

に沈黙を強いた歴史から目を背けず、立ち上がりまし

ょう。＃MeToo運動、フラワーデモ等を通して性暴力被

害を語り始めた女性たちの勇気につながり、社会を変

革する力になりましょう。 

今年は、7月 14日に韓国・ソウルの水曜集会が 1500

回を迎えます。8 月 14 日は金学順さんの名のり出から

30 年、そして 12 月 14 日はソウルの「平和の少女像」

建立から 10年目です。 

私たちは新たな歴史を切り拓くために、みなさまと

ともに今年も力強い一歩を踏み出します。 

    日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■正義連バッシングの経緯 

2020 年は日本軍「慰安婦」問題解決運動にとって試

練の年でした。 

1990 年の挺対協発足から 30 年にわたって運動を 

けん引してきた尹美香正義連代表理事が４月の国会議

員選挙で「ともに市民党」比例候補者として出馬したこ

とを契機に始まったバッシング報道。5月 7日に李容洙

ハルモニが記者会見で正義連と尹美香さんに対して、 

「水曜デモに出ない」「お金をもらってない」などと発

言したことに保守メディアが飛びつき、「会計不正疑惑」

韓国・日本軍「慰安婦」問題支援団体をめぐるフェイクニュースとバッシング 

～問われているのは日本政府と社会～ 

30 年前の 8月 14日、金学順さんの勇気が日本軍性奴隷制被害女性たちの存在

に光をあてました。再び繰り返させないために、この日を記憶しましょう。 
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「公金横領」と大々的に報じ始めました。ハルモニの真

意はむしろ「慰安婦問題は尹美香が解決しなければな

らない」「百年、千年たっても謝罪、賠償を受けるべき」

という言葉にあったといえるでしょう。解決運動の最

前線で懸命に訴えてきたからこそ、日本政府から謝罪

の言葉すら受け取れないまま多くの被害者を見送らな

ければならなかったことも辛く、怒りや焦り、寂しさが

ハルモニを襲ったことでしょう。 

右派勢力と保守メディアによる正義連に対する攻撃

は 30年間の解決運動そのものを根底から否定する勢い

で拡散しました。右派勢力は毎週行われる水曜集会の

現場で妨害行為を続ける一方、様々な口実で正義連と

尹美香さんを告訴、告発しました。 

5 月 20 日、正義連が公的補助金をめぐる会計ミスを

認め、外部会計監査を受ける準備をしていた矢先、検察

の強制捜査が行われました。捜査は「戦争と女性の人権

博物館」やハルモニが暮らすシムト（平和の我が家）に

及びました。そうした中、シムトの所長であり、長年ハ

ルモニたちと生活をともにしてきた孫英美所長が亡く

なるという痛恨の出来事にも見舞われました。 

正義連は言論仲裁委員会に記事の訂正と損害賠償を

求め、応じない場合は言論調停審査を行い、多くの記事

が削除・訂正されました。 

9月 14日、検察は 17件の告発の殆どについて容疑な

しとしたものの、一部について尹美香さんほか 1 名を

強引に起訴しました。 

正義連は 8月、学者・法律家・会計士など各界専門家

を中心に「省察とビジョン委員会」を構成し、戦時性暴

力の再発防止と平和運動構築という目標のために議論

を重ね、今年 2 月 3 日にその内容と新たな新理事名簿

を発表して委員会を解散しました。 

■ナヌムの家で何が起こったのか 

1992年、挺対

協らの呼びかけ

で、困難な生活

を強いられてい

る被害者らの共

同住宅として、

「ナヌムの家」が設立され、その後は福祉施設として

「社会福祉法人大韓仏教曹溪宗ナヌムの家」が運営し

てきました。 

2020 年 3 月、法人理事らによる長年にわたる寄付金

流用と、ハルモニたちへの虐待行為をスタッフらが内

部告発し、7月には京畿道官民合同調査団が調査を開始、

法人による寄付金横領や被害者への虐待の事実が明ら

かになりました。10月 10日、京畿道は 5名の代表理事

の解任を通告、引き続き行政処分が出される予定です。 

ナヌムの家はハルモニたちの福祉施設であるばかり

か、歴史館や追悼館を備えた歴史を引き継ぎ記憶する

重要な役割を担いながら、理事らはいつの間にか定款

から「慰安婦」問題を削除し、被害者の個人情報を勝手

に公開するなど人権侵害を繰り返していました。内部

告発スタッフらに対する遺族を巻き込んだ暴力的圧力

と嫌がらせは今も続いており、スラップ裁判まで起こ

しています。一日も早く新たな運営体制のもとでハル

モニたちの安寧な生活が取り戻されることが待ち望ま

れます。 

■日本のメディアの責任を問う 

このように、挺対協とナヌムの家は設立の経緯や目

的、役割も違うにもかかわらず、日本の一部メディアは

韓国支援団体による「金儲けのためのビジネス」と一括

りに報道、ワイドショー番組などで正義連への非難と

罵倒を繰り返しました。韓国の報道を垂れ流しただけ

でなく、3月の尹美香さん出馬決定直後には「反日トッ

プの出馬」などと報じています。 

日本で流されたフェイク記事はその後、訂正・謝罪ど

ころか、関連ニュースをめぐって「日韓合意で解決済み」

など、韓国政府を非難する報道も少なくなく、本来「慰

安婦」問題について日本の市民に伝えるべき歴史的経

緯や女性の人権問題としての視点からはかけ離れた報

道がなされ、社会に浸透していることに危機感を持た

ざるを得ません。私たちは今後もメディアの動きを注

視しながら、被害者の声を伝えていきます。 

ナヌムの家歴史館 

16年にわたってハルモニたちの生活を支え、人権活動家としての運動

を後押ししてこられた故孫英美所長を見送ろうと、市民葬に千人を超

える市民が参加しました。(2020.6.10) 
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■20年前、サバイバーの勇気と草の根の力で開催 

2000年 12月 8～12日、日本軍「慰安婦」制度を国際

法で裁く女性国際戦犯法廷が、市民の手によって東京

で開かれました。30ヵ国以上から連日 1000名を超える

傍聴者が参加するという熱気の中で、8 ヵ国 64名のサ

バイバーは正義を求めて勇気ある証言を行いました。

日本人「慰安婦」の被害は、日本検事団が手記や資料で

明らかにしました。 

2001 年 12 月 4 日、ハーグで下された最終判決は、

「人道に対する罪（強かん、性奴隷制）」を適用して昭

和天皇裕仁ら 10名の被告の加害責任を認めて有罪とし

ました。また、戦時だけでなく、戦後も賠償や訴追の義

務を果たさなかった戦後責任も含めて日本政府の国家

責任を認定し、賠償・真相究明・記憶・教育等の勧告を

出しました。 

■政治介入・圧力による NHK番組改変事件 

この民衆法廷で天皇の戦争責任を問うというタブー

にも踏み込んだことから、右派政治家の圧力が強まり、

開催中も会場周辺には多数の右翼宣伝カーが押し寄せ

ました。国内外のメディアも多数かけつけ、海外では連

日トップニュースで報じましたが、国内のほとんどの

メディアは報じないという、大きなギャップが生じま

した。 

翌年 1月、NHKの番組「問われる戦時性暴力」で女性

国際戦犯法廷が取りあげられました。主催者たちは取

材に全面協力したにも関わらず「法廷」を否定する内容

で、NHKに説明を求めましたが回答は得られず、7月に

提訴しました。2005 年、放映直前に安倍晋三官房副長

官（当時）らが政治介入して内容が改変されたことが内

部告発で明らかになりました。高裁で勝利、最高裁で敗

訴しましたが、報道の自由の危機、知る権利の侵害、今

に続く NHKと政治家の癒着等が明るみに出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性国際戦犯法廷20周年 
オンライン国際シンポジウム 

2000年法廷開催とカンパを呼びかけたチラシ 

法廷で出会った南北コリアのハルモニたち 
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■法廷から 20年の今こそ 

法廷から 20年目を迎えた 2020年 12月 12日、「法廷

の判決、証言を未来にどう活かすか～いまこそ性暴力

の不処罰と植民地主義を断ち切るために～」という、東

京から世界の各地を繋いだオンライン国際シンポジウ

ムが開催され、約 750名が世界各国から参加しました。 

第１部は、黙とうを捧げて始まり、2000 年法廷を伝

えるドキュメンタリーが上映されました。基調講演は、

法廷で首席検事を務めたウスティニア・ドルゴポルさ

ん（オーストラリア）です。「女性国際戦犯法廷～市民

社会の正義の追求を再定義する～」というテーマで話

されました。「法廷は、女性への犯罪の性質に重点を置

き、天皇や日本の軍人たちの責任の立証に国際法を適

用した」「連合国は東京裁判で取りあげなかったが、慰

安所の設置や『慰安婦』の扱いについて知っていたはず」

「法廷の開催は、草の根の取組みが世界の女性人権運

動で重要な役割を担うという遺産を作った。BLM（Black 

Lives Matter）運動、#Me Too運動にも共通している」

「被害者の賠償を求める権利について、再度判決を読

んでほしい」等と述べ、最後に「小さなことでもいいの

で、一人ひとりが女性の平等を得るために続いている

闘いに関わろう」と呼びかけられました。 

続けて、法廷で日本検事団を務めた阿部浩己さんが、

「2000 年法廷から日本の植民地主義を問い直す」と題

して、「私たちは日本の植民地支配それ自体の法的責任

と正面から向き合う責務を強く自覚すべき」と訴えら

れ、李娜榮（イナヨン）さん（日本軍性奴隷制問題解決

のための正義記憶連帯理事長）は、「2000年法廷から性

暴力を処罰した韓国#MeToo運動へ」と題して、「法廷後、

戦時性暴力と女性の人権侵害、記憶と継承の意味をあ

らたに受けとめ、韓国では『慰安婦』問題解決運動は大

きく広がり、今では 20代の女性たちがさまざまな運動

を展開し、この運動でも大きな担い手になっている」と

話されました。 

■貴重な証言とともにあなたたちの勇気を忘れない 

第２部では、日本軍「慰安婦」・戦時性暴力サバイバ

ー19 名の過去と現在の貴重な証言を、映像を通して聴

き、心にしっかりと受けとめました。南北コリアの金学

順さん、朴永心さん、李玉善さん、李容洙さん／中国の

李金魚さん、李福蘭さん、李金娥さん／台湾のイアン・

アパイさん、陳桃さん／フィリピンのナルシサ・クラベ

リアさん、エステリータ・デイさん／インドネシアのチ

ンダさん、ヌライニさん、ジャヘランさん、ドリさん、

ミンチェさん、タシヤマさん／東ティモールのマルタ・

アブ・ベレさん、エスメラルダ・ボエさんです。 

■若者たちが取り組む「記憶、行動、ともに」 

「次世代からの提言～未来へつなぐ～」では、映像と

ライブで東ティモール・在日・フィリピン・台湾・米国・

韓国・日本の若者たちが自分たちの活動を報告し、それ

にかける思いを語り合いました。日本から参加した希

望のたね基金「日韓若者プロジェクト」の若者たちは、

「何が真実かわからず、性暴力への無理解や政治への

無関心が広がる日本社会で、『何ができるか』と考えな

がら動画を作り、討論会開催等の取組みをしている」と

報告しました。遠い外国の仲間たちと出会えた貴重な

機会は、若者だけでなく、参加者全体に大きな希望と勇

気を与え、解決への期待を抱かせました。 

国境を越えて連帯し、加害責任から逃げる日本を許

さない闘いの継続をともに！ ファィティーン！ 

 

（今後、この集会記録は出版される予定です） 
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■激しく反発する日本政府・メディア等 

今年の 1月 8日、韓国の日本軍「慰安婦」被害者たち

12 名がソウル中央地方裁判所に日本政府に対する損害

賠償請求を訴えていた裁判で、日本軍「慰安婦」制度の

深刻な被害が認められ、「日本政府は各 1億ウォン（約

950万円）の慰謝料を支払うこと」という判決が出され

ました。 

その直後から、日本政府は駐日韓国大使を呼びつけ、

また韓国外相に電話をかけて、「断じて受け入れられな

い」「主権免除原則の国際法違反」「異常事態だ」等と激

しい抗議や非難を始めています。そして、メディアだけ

でなく、共産党以外の野党も同調している始末です。ど

うしてこうも冷静な判断力を持たなくなるのでしょう

か。まったく恥ずべきことです。 

■「慰安婦」被害者たちの裁判闘争 

1990 年代に名乗り出た各国の「慰安婦」被害者たち

は、自らの尊厳の回復をめざし、また二度と自分たちの

ような被害者を生み出さないようにと願いながら、日

本の裁判所で日本政府を相手に、10 件の謝罪と賠償を

求める裁判を闘いました。しかし、すべて国家無答責、

除斥期間等の理由で却下されています。その内 3件は、

韓国（うち 1件は在日）の被害者たちの訴えでした。 

2000 年には、米国の「クラスアクション」という制

度を利用して「慰安婦」問題を一挙に解決しようと、米

国の裁判所に韓国等 4ヵ国 15名の被害者が日本政府に

対する訴えを起こしました。これも 2006年、「政治問題

なので裁判になじまない」という理由で敗訴していま

す。 

■韓国憲法裁判所での違憲決定で 

こうして、韓国の被害者たちが裁判で日本政府の謝

罪を得る手段はなくなっていた時、2011 年に韓国憲法

裁判所が「『慰安婦』問題を解決しなかったのは、韓国

政府の不作為であり違憲」決定を出しました。被害者た

ちはこれを拠り所にして、2013 年 8 月、自国のソウル

中央地方裁判所に日本政府との調停を申し立て、これ

が今回の判決に結実したのです。しかし、被害者たちの

最後とも言える呼びかけにも、日本政府は送られて来

た調停の書類を返送する等して頑として応じなかった

ため、裁判所は調停不成立を判断し、2016 年 1 月、訴

訟に移行しました。 

今回の裁判で名前を公表している原告の被害者は 4

名、そして現在の生存者は 5名だけです。判決を知るこ

ともできずに亡くなった 7 名の方と一緒に、すんでの

ところで「慰安婦」にされずにすんだ母親を持つ弁護士

さんがこの裁判を支えてこられたということを、私た

ちは記憶に留めたいと思います。 

■裁判の焦点は「主権免除の適用」 

今回の裁判で「主権免除（国家免除）の適用」がどう

判断されるのか、大きな焦点になっていました。主権免

除とは、「主権国家は他国の裁判権に従うことを免除さ

れるという慣習国際法上の規則」です。日本政府は「適

用」を主張して、この裁判自体を認めず、一切応じませ

んでした。 

そもそも「主権免除」は、「主権国家は平等」原則の

もと、19 世紀には主権国家のどんな行為にも適用され

る（絶対免除主義）のが支配的でしたが、その後、どん

な行為も免除されると問題が発生するので、主権免除

が適用されない例外を設ける（制限免除主義）ようにな

っています。 

現在、主権免除の例外は、①商行為例外 ②不法行為

例外 ③人権例外 の 3 つです。①は、19 世紀末頃に

欧州で始まり、今ではほとんどの国家が受け入れてい

ます。日本は 2006年、韓国は 1998年に受け入れ、アジ

アに伝わるのに 100年かかりました。②は、数十年かけ

て世界に広まり、多数の国内法や条約に受け入れられ

ており、日本は 2009年の対外国民事裁判権法に受け入

れています。今回、裁判で焦点になったのは、今世紀の

初めに出てきた③です。ナチスの国家犯罪についてド

イツはさまざまな謝罪の取組みを行いましたが、それ

1・8 韓国「慰安婦」問題判決は、世界の人権の流れ 

 

決は、世界の人権の流れ 

 

 

決は、世界の人権の流れ 
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に漏れたイタリアやギリシャの被害者が自国の裁判所

にドイツを訴え、ドイツの主権免除が適用されなかっ

たという判例がすでにあります。新しい考え方なので、

後にドイツが国際司法裁判所（ICJ）に訴えてイタリア

の判決が否決されるということも、また、英国でクウェ

ートを相手にした裁判で人権例外が認められなかった

判決もあります。 

しかしこのように、国際法は日本政府が主張するよ

うに固定的なものではなく、その流れはせめぎ合いな

がら世界で国益より人権を重視する方向に進んでいる

のです。韓国の裁判所が、「慰安婦」制度を国家による

深刻な反人道的行為で、国際強行規範（奴隷売買・侵略

等、いかなる逸脱も許されない規範）にも違反する重大

な違法行為と認定して主権免除を適用せず、被害者が

裁判を受ける権利を保障したのも、このような国際法

の流れの中で行ったことなのです。アジアで初の人権

例外の判決が出されたということは、画期的なことな

のです。日本社会は、それを受け入れる力を持たなけれ

ばなりません。将来、人権例外がもっと広がれば、広島・

長崎の被爆者が米国を日本の裁判所に訴えるかもしれ

ない、そういうことなのですから。 

■日本政府がめざすべき道 

日本政府は、2000 年の「慰安婦」被害者たちの裁判

では、米国の裁判所の求めに応じて申立書を提出し、主

権免除を主張しました。ところが今回、韓国の裁判所に

はまったく応じませんでした。韓国の被害者たちを完

全に無視しているから、韓国を対等な主権国家だと認

めていないからでしょうか。さらに判決が出ると、韓国

政府や裁判所を激しく非難して高圧的な外交態度を取

り、日本国内に向けては世論操作のため、「韓国がいか

にひどい国か」という印象だけを振りまいています。あ

まりに韓国に失礼で、私たちにも愚弄した、無責任な政

治になっていると言えます。 

日本政府は「『慰安婦』問題は、1965年の日韓請求権

協定と 2015年の『日韓合意』で解決済み」との一点張

りですが、「判決」では、どちらの時も「原告の損害賠

償請求権は対象に含まれていなかったので、消滅した

とは言えない」として、原告が請求していた慰謝料を満

額認めています。そして、日本政府が控訴しなかったた

め、「判決」は 1月 23日に確定しました。 

 

原告の被害者にとっ

てはうれしい勝利のは

ずですが、その一人で

ある李玉善（イオクソ

ン）ハルモニは、「判決

にそれほどの感動はな

いのです。私が一番望

んでいるのは謝罪。幼い私たちに対して言葉にならな

いことをしておきながら、今になって日本はそれを否

定する。 

まずは謝罪です」「お金の問題ではない。お金に替え

ると言うなら 1 億ウォンでなく、3 億ウォンでもだめ

だ」と語っておられます。 

国際法の流れにそった人権を重視する「判決」が出た

今、日本政府は自国中心主義から脱却して、被害者や国

際社会が求める「被害者中心アプローチ」で被害者一人

ひとりの心に届く解決をめざすべき時です。 

■「判決」後の韓国 

韓国ではこの判決に続いて 1月 13日に、20人の「慰

安婦」被害者や遺族が日本政府を同じソウル中央地方

裁判所に訴えている、もう一つの裁判の判決が出され 

る予定でした。この裁判は「日韓合意」後、「外交で

は解決できない」と考えた李容洙（イヨンス）ハルモニ

たちが、2016年 12月に 2億ウォン（約 1,900万円）の

損害賠償を請求して提訴しました。やはり、「主権免除

の適用」が焦点で、日本政府はまったく応じていません。

しかし、この裁判は、11 日に突然、理由もはっきりし

ないまま判決が延期され、3月に弁論が再開されること

になりました。 

また、1月 18日、文大統領が「判決に少し困惑」「『日

韓合意』は公式合意」とあえて発言し、抗議の声があが

っています。「被害者も同意できる解決方法を探せるよ

う、韓日協議を進める」とも言いましたが、今まで、「『合

意』では解決できない」と強く言いながら被害者に寄り

添ってきたのに、一体何が起きているのでしょうか。 

すべての国家は、人権の尊厳を守るために最大の努

力をしてほしいと願わずにはおれません。 

※法的な理解は山本晴太弁護士のお話によります。 

「判決」の詳細は、日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク

のHPの活動報告や第 174回大阪WEB水曜集会にも

掲載しています。併せてお読みください 
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日本軍「慰安婦」問題解決全国行動では、是正を求め声明が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本政府および日本メディアは日本軍「慰安婦」訴訟判決を正しく受け止めよ 

1 月8日、韓国のソウル中央地裁は日本軍「慰安婦」被害者12名が日本国を相手に起こした損害賠償請求訴訟に於いて原告の請求を

全て認容し、被告である日本国に被害者 1 人につき 1 億ウォン（約 950 万円）の支払いを命じる判決を言い渡した。判決直後から日本の

政府およびメディアによって、この判決を貶めるコメントと報道がなされていることに対し、以下、是正を求める。 

「国際法的にも常識的にもあり得ない判決」なのか 

 日本政府が今回の判決を「国際法的にも常識的にもあり得ない」とする根拠は、「主権免除」という国際慣習法があるからだという。しかし主権

免除論については、すでに 19 世紀から例外を認める相対的主権免除論が台頭しており、国際秩序の変動に伴い絶えず修正され、例外が拡

大されてきている。「国際法上、主権国家は他国の裁判には服さないのが決まりだ」という菅首相の認識は、21 世紀において「国際法的」には

決して「常識」ではなくなっているのである。 

 この度の判決は、「被告とされた国家が国際共同体の普遍的な価値を破壊し、反人権的行為により被害者に深刻な被害を加えた場合まで

も、最終的手段として選択された民事訴訟で裁判権が免除されると解釈することは不合理で不当な結果を導くことになる」としている。「日本や

アメリカなどの裁判所に民事訴訟を提起したがすべて棄却又は却下され、請求権協定と 2015 年の日韓合意も被害を受けた個人の賠償を包

括することができなかった」がために、被害者らは最終手段として韓国国内裁判所に訴えたのである。日本軍「慰安婦」という重大な人権侵害を

被った被害者が日本の裁判所に訴えた際には「国家無答責」や「除斥期間」で斥け、あらゆる手段を尽くして最終手段として韓国の国内裁判

所に訴えたら「主権免除」を唱える。このように旧態依然として非人権的な日本政府および司法とは異なり、被害者らが最終手段として訴えたこ

とから目を背けず、人権重視の判断を示した韓国司法は称賛されてしかるべきだ。このような判断は、国際人権の伸長に必ずや寄与するもの

で、それは結局、日本の市民にも跳ね返るであろう。 

「反日判決」なのか 

「反日感情に寄せた判断」（1/8 読売オンライン）といった論評も見られるが、これは近年の韓国司法において人権重視の判断が日本政府に

対してだけでなく、韓国政府に対してもなされている事実を無視した論評だ。 

その一例として、米軍基地村女性(＊)が韓国政府を相手に 2014 年に起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル高裁が原告 117 名全員に反

人権的不法行為に対する慰謝料を支払うよう韓国政府に命じた判決（2018 年 2 月 8 日）がある。同判決は「国家が基地村慰安婦の性

的自己決定権、ひいては性によって表象される原告らの人格自体を国家的目的達成のための手段と見なし、人権尊重義務に違反した」と判

示した。また、基地村女性らが「自発的に」性売買を始めたのだという主張に対し、「国家がこれを奇貨として基地村慰安婦の性ないし人間的

尊厳性を軍事同盟の強化または外貨獲得の手段とした以上、それによる精神的被害を被ったと見るべきだ」とし、国家による重大な人権侵害

の被害者であることを認定する上で、「自発」か「強制」かというフレームが無意味であることを明示した。 

現在の日本では想像も出来ないような先進的な人権重視の判決が、韓国司法においては出されているという事実をまず認識しなければならな

い。 

(＊)米軍基地周辺で性売買をさせられた女性たち。当時の行政文書で米軍「慰安婦」と表記されていた。 

「この判決で日韓関係がさらに悪化する」のか 

 またしても「日韓関係悪化」の原因を韓国側に求める論調で日本の報道は覆われている。そもそも、加害国日本が被害者たちの求めに応えて

いないことが「日韓関係悪化」の原因であるにも関わらず、根本原因を指摘して抜本的に問題を解決すべきと主張する報道はほとんど見当たら

ない。 

 勝訴の知らせに原告の一人である李玉善さんが「うれしくない」と言った（1/8 中央日報）ことの意味を、日本政府と市民は深く受け止めなけ

ればならない。李さんは「まともに解決されたものは何もない。私たちが何か罪を犯してこのように生きなければならなかったのか」とし「私たちの気持

ちが晴れてこそ真の解決だ」「日本が謝罪しなければならない。お金ではダメだ」と述べた。 

 被害者たちが求めているのは、日本が過去の過ちを率直に認め、真摯に反省し謝罪する姿を示すことなのである。被害者たちの「気持ちが晴

れる」まで、加害国日本は謝罪と反省を表明し続けなければならない。日韓関係改善のために被害国や被害者に譲歩や諦めを強いる姿勢は、

歴史を反省しない姿勢同様、日韓関係を却って「悪化」させることを肝に銘じるべきだ。 

2021年 1月13日  日本軍「慰安婦」問題解決全国行動  
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■ドイツ・ベルリンに平和の少女像が設置 

2020年 9月 28日、ドイツのベルリン市ミッテ区の公

有地に「平和の少女像」が建てられました。これは、地

元で活動を続けてきたコリア協議会をはじめ、日本人

のベルリン女の会やドイツ・フィリピン・ベトナム・コ

ンゴ・スーダン等の幅広い国籍を持つ人々が共に取り

組んだ市民運動の成果でした。 

 

ドイツでは、これまでに、バイエルン州ヴィーゼント

市の私立ネパール－ヒマラヤパビリオン公園（2017 年

3月、その後、駐独日本領事等の圧力で撤去）と、フラ

ンクフルト市の韓国人教会前（2020 年 3月）に少女像

が建てられましたが、公有地に建てられたのは今回が

初めてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも、フライブルグでの設置計画（2016 年）、ナ

チスのラーフェンスブリュック強制女性収容所入口に

置かれていた小さな少女像（2017 年）等に駐独日本総

領事やなでしこアクション等の排外的右派団体が妨害

を行い、中止や撤去に追い込まれたということもあり

ました。 

■日本政府が露骨な妨害行為 

 日本政府は、少女像を建てさせないことを「外交方針」

とし、これまでも米国のグランデールやサンフランシ

スコ、フィリピンのマニラ等の少女像設置に妨害を重

ねてきましたが、今回は今までになく露骨に他国の市

民運動に対して圧力をかけるという暴挙に打って出ま

した。 

設置翌日の 29日、加藤官房長官が「我が国政府の立

場やこれまでの取り組みと相いれない」と発言。10 月

1日には、人権問題を外交問題にすり替え、茂木外相が

ドイツ外相との電話会談で撤去を要請しました。 

そうした動きの結果、10月 8日にミッテ区が 1年間

の像の設置許可を取消し、14 日までの撤去を命ずるに

至ったのです。それに対し、10月 13日にコリア協議会

は即座に撤去命令停止の仮処分を裁判所に申請し、300

人が区役所までデモを行いました。 

 

デモ隊を迎えた区長は「撤去は保留し、裁判所の決定

を待つ」「時間と場所、理由を問わず、武力衝突の過程

で発生する女性に対するあらゆる形態の性暴力を糾弾

する」と表明したのです。 

＜ミッテ区の少女像の碑文＞ 

第二次世界大戦中、日本の軍部は、アジア、太平洋

地域から多数の少女や女性を拉致し、性奴隷となる

ことを強要した。平和の少女像は「慰安婦」とよばれた

それらの女性たちの苦難を記念するものである。また

1991年8月14日沈黙を破った金学順さんとそれに

続くサバイバーたちを讃え、このような惨禍が世界中で

二度と繰り返されないことを求めるものである。 

IS によって拉致され性暴力を受けた 

ヤジディ教徒人権活動家ニジアン・グィナイさん 

10月 13日 撤去命令の撤回を求めるデモ 

ベルリン市ミッテ区、「少女像はそこにいるべきだ！」 
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■世界から平和の少女像撤去反対の声 

この間、世界の各地からミッテ区に像撤去反対の声

が寄せられました。 

 

日本軍「慰安婦」問題解決全国行動も 10月 13日、首

相官邸前で抗議のスタンディングを行うと同時に、わ

ずか 2日間で集めた 1913の個人賛同と 122の団体賛同

を添えた要請文をミッテ区長に送信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この要請に対し、翌 14日にミッテ区長から「裁判所

の決定を待つ間、私たち自身の主張をもう一度徹底的

に吟味します」との返信が届きました。 

そして遂に、12 月 1日、ミッテ区議会は「少女像」

の永久設置を支持する決議文を採択し、12 月 4日、区

長は裁判所に撤去命令撤回を伝え、「あなた方にミスは

なかった」と市民に謝罪しています。 

 

 

11月 18日、稲田朋美元防衛相や高鳥修一衆院議員ら

が中心になって、自民党議員 82人はミッテ区長と区議

会議長に少女像撤去の方針を支持する声明を送ってい

ます。日本政府も一年後の撤去を求めて、今後ミッテ区

議会議員に働きかけていく方針を明らかにしています。

しかし、今回の件で、日本政府が歴史修正主義で過去に

対して反省していないことがドイツで広く知られてお

り、人々の人権意識が高い壁となって立ちはだかるこ

とでしょう。さらに、ドイツ市民は長年、ナチスによる

国家犯罪には真摯に向き合ってきましたが、今回の「少

女像」設置が契機になり、植民地支配、植民地や自国で

の性暴力にも目を向けようとする動きが生まれてきて

いるそうです。 

私たちは、日本でこの問題を広く市民に知らせ、今ま

で少女像について「日韓問題」としか捉えていなかった

人々とも繋がり、社会意識を変える一つのきっかけを

作れるよう活動に取り組んでいきたいと考えています。 

■姉妹都市から異議書簡が出される 

ドイツの政治や教育が過去の加害の歴史に対する反

省を軸にするのとは違い、日本では､加害の事実をなか

ったことにしようとする公人の言動が目立ちます。ミ

ッテ区「少女像」に関しても、わかっているだけで、新

宿区・東大阪市（どちらもミッテ区の姉妹都市）、名古

屋市の各首長が、「少女像」設置に異議を差し挟み、撤

去を支持する内容の書簡をミッテ区長に送っています。 

東大阪の野田義和市長は 11月 4日に以下のような書

簡を送りました。 

 

 

＜要請文＞ 

過去の加害事実を心から反省し、その教訓を未来へと生か

すことこそ、平和への道だと信じる私たち日本の市民は、ナチ

スの犯罪を認め、謝罪と被害回復措置を重ねてきたドイツか

ら学びたいと思ってきました。日本がドイツのように、過去を直

視し、平和な世界を築く上で共に歩める国になれるよう、お

力をお貸しください。 

10月 13日の緊急官邸前集会 

＜ベルリンの名所ジェンダルメンマルクト広場＞ 

11 月 25 日の女性に対する暴力撤廃国際デーに 100 人の

市民が2つずつ並べられた椅子に座り、「少女像」に連帯する意

思を表現しました。 

＜東大阪市がミッテ区長に送った書簡＞ 

貴区の公共的な場所に慰安婦像が設置されたことが、

日本においても 大きく取り上げられております。 

これを受けて姉妹都市を結ぶ本市には全国から慰安婦

像設置に対する抗議が多数寄せられており、混乱をきたし

ている状況であります。 また、いわゆる慰安婦問題につきま

しては、国政レベルの懸案事項であると認識しております

が、我が国では慰安婦像は過去の歴史を乗り越えて日本

と韓国が将来に向けて 建設的な関係を築いて行く上で障

壁となる象徴と認めております。 
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■11月 13日東大阪市長に質問状を送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに対して、問題をわざとずらしたような無意味

な回答が 11月 25日に届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この問題が「国家間」の問題であるとしながら、「平

和の少女像」を姉妹都市存続の「障壁となる象徴」と書

簡を送るということに対して、再度、書簡の撤回を強く

求め、12月 11日に要請書を送り、次の４つの質問をし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 24 日の野田市長の回答は、「慰安婦問題につい

ては国家間の問題と認識しております。」という自分た

ちは関与しないという無責任なもので、私たちが諦め

るのを待っているような対応ぶりです。 

■東大阪市の人々と連帯して・・・ 

しかし、東大阪市の 12月議会では松平要議員（新社

会党）が、ミッテ区との姉妹都市関係尊重、戦争犯罪を

記憶するものとしての「平和の少女像」の意義等を訴え

る質問をされました。 

私たちはこれからも

松平議員をはじめ人権

を守れる社会をめざす

東大阪市民と連帯し、野

田市長にミッテ区長宛て書簡の撤回を粘り強く求めて

いきます。 

それと同時に、日本政府に忖度するかのような首長

たちの行動がどれほど国際社会の人権意識とかけ離れ

ているかを広範囲の人々に訴えていきたいと思います。 
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 「となりの宋さん」写真展を 1月 11日から 13日まで

開催し約 200 名の来場がありました。また、11日の川

田文子さんの講演会「裁判かけて、すっかり垢抜けたバ

バアになっちまった～宋神道（ソン・シンド）さんが受

けた 7 年の軍性暴力と生涯～」には 110 名を超える参

加がありました。 

 

 

 

宋神道さんは在日朝鮮人とし

てただ一人、日本軍「慰安婦」被

害を告発し、日本政府を相手取って

裁判を起こしました。李文子さん、川田

文子さん、柴崎温子さんの 3人が、裁判を闘いながら撮

られた写真は、共に支えあいながら築き上げた関係性

の中でこそ捉えることのできた瞬間の記憶です。 

2017年 12月 16日、宋さんは 95歳で亡くなられまし

たが、怒っている宋さん、笑っている宋さん、泣いてい

る宋さん、たくさんの宋さんが写真でよみがえりまし

た。「戦争は絶対ダメ！」と繰り返しておられた宋神道

さんはいまも私たちの心に生き続けています。 

 

川田文子さんのお話は宋さんとの出会いから始まり、

生い立ち、中国の武昌、漢口の慰安所での生活、自分で

出産したときのことや、終戦後、日本兵に騙されて日本

に連れてこられたこと、女川町での河さんとの関係な

ど、壮絶な人生を宋さんとのエピソードを交えて語ら

れました。 

大学生と高校生の女性ふたりと川田さんとのトーク

では、「宋さんに出会って川田さんがどう変わったか」

という高校生の質問に、「宋神道さんとペポンギさんに

出会って『慰安婦』問題が自分のライフワークに

なった」と答えられました。「この二人を

通して物事を見るようになった」と川田さんは

優しく笑われたのが印象的でした。 

2020 年 関西ネットの取り組み 
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韓国の「ニュース打破」が市民のカンパに支えられて

制作した映画「金福童」が 2019年８月に韓国内で公開

され、日本での初めての上映会を関西ネットが担いま

した。日本では初公開ということで各地からたくさん

の人が駆けつけてくださいました。 

金福童ハルモニは、1940年満 14歳で連行され、日本

軍「慰安婦」として長い年月戦場を連れ回されました。

1992 年に被害を告発したものの、日本政府が民間基金

で欺瞞的な解決を図ったことに再び傷つけられたと感

じ、いったんは運動を断念します。 

しかし、次世代の女性たちが自分たちと同じ苦痛を

味わってはならないという思いから 80代半ばで活動を

再開し、人権活動家・平和運動家として世界各地を歩き

回り証言を重ね、「女性の人権・平和な世界を」という

声を長年にわたり上げて来られました。 

晩年には朝鮮学校の子どもたちを支援する「金福童

の希望」基金を設立し、病を押して来日し、子どもたち

を激励しました。 

しかし、2019 年１月、日本政府からの謝罪を受ける

ことなく私たちのそばから旅立たれました。 

私たちは、金福童ハルモニの成し遂げられなかった

願いを引き継ぐために、映画を通してたくさんの方々

に金福童ハルモニを記憶してもらいたいと思いました。

そして、ハルモニの意志を引き継ぎ、日本軍「慰安婦」

問題解決のためにその担い手になっていただきたいと

思い、運動を続けてきました。 

私たちは、歴史の中からたくさんのことを学び、より

よい未来を創るために過ちを正し、また引き継ぐべき

ものは発展させようと努力して、世界（社会）を作って

きました。 

この映画には、「まだ解決されていない問題があり、

同じことを再び繰り返してはならない。正しく歩みだ

そう」というメッセージがたっぷりと詰まっていまし

た。 

映画には、表に出ることがなかった名もなき被害女

性たちの思いもこめられています。 

歴史を知れば、よりよい未来を見ることができます。

私たちが今できること、しなければならないことを今

一度考えるためのメッセージを、この映画から受け取

ったような気がします。 

その後、コロナ禍で上映会の中止、延期が続いていま

すが、ぜひ多くの方にご覧いただきたい作品です。 

 

 

 

 

 

映画「金福童」上映会開催！！ 
日  時 ： 2020 年２月 24 日（月・休） ①10:30～  ②13:30～ 

会  場 ： 大阪市立東成区民センター小ホール 

 

 

キムポットンハルモニ、キルウォノクハルモニ 

さらんへよ（大好きです）～～♥ 
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大阪駅前水曜集会は、ソウルの水曜デモに連帯し、

毎月第一水曜日に市民の皆さんが梅田ヨドバシカメ

ラ前に集い、5月には 165回目を迎えようとしていま

した。しかし、春先から新型コロナウイルス感染が広

がり、4月には緊急事態宣言が発せられました。私た

ちは参加者の感染予防のために web水曜集会を HPに

アップしてアピールを続けることにしました。 

しかし、突然のコロナ禍、ネットに詳しいメンバー

がいるわけではなく、集会の何をどういう形にする

のかを zoom会議で相談しながら、すべてが手探り状

態でしたが、新しい領域にチャレンジし、報告、被害

者証言、絵本などを動画にしてアピールしています。 
 

～「慰安婦」問題の否定と歪曲報道を正す～ 

日本政府は「解決済みだ」「強制連行ではない」「性奴

隷ではない」と「慰安婦」問題の否定を繰り返し、メデ

ィアはそれに追随しています。韓国の事態についても

事実の検証もせずにフェイクニュースを垂れ流し、ベ

ルリンの少女像については政府の撤去発言を支持しま

した。正しい事実経過や情報を受け取れない日本の市

民に、私たちは韓国やベルリンの報告を続けてきまし

た。 

～サバイバーの証言映像～ 

関西ネットが主催した証言集会に来ていただいたサ

バイバーの方々の証言映像を編集しました。街頭では

難しい映像上映ですが、webだからこそできることです。

動画の翻訳や編集は初めてのチャレンジで素人のスキ

ルですが、証言を記録していくこと、それを伝えていく

ことの大切さを確認しました。貴重な証言を短い映像

に編集するためにどこを切り取り、どんな言葉で再現

するのかについては悩みました。 

加害国の日本に来て、ヘイトスピーチ団体が会場周

辺で騒ぐ中、辛い体験を話してくださったサバイバー

のみなさんの勇気や訴えを知ってください。 

～絵本で伝える～ 

 証言をテーマに

した絵本を音楽に

乗せて動画にする

ことも初めてでし

た。これまでカー

ドセッションで見

ていただいた『花

ばぁば』『終わらな

コロナ禍で始めた web 水曜集会 

―解決を求める声をあげ続けよう！― 
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い冬』、そして新しく、絵本『少女の物語』を動画にし

ました。暴力的で悲惨な体験をされた被害者に聞き取

りをして、構図や色遣いなどの表現を工夫して描かれ

た絵本は、被害者に寄り添った内容になっていて、どう

伝えるかについて考える機会になりました。 

～web上で参加する集会～ 

他にも韓国各地に建つ２４の「少女像」を紹介する動

画、韓国の若者たちが来日して関西各地でアピールし

た時のパフォーマンスなどのユニークな動画もありま

す。また、webに参加を呼びかけて自作のアピールボー

ドの写真を集めて動画にしました。集まれなくても、思

いを共有できる場をweb上で作りたいとアイディアを

出し合っています。 

Web水曜集会は毎月第一水曜日、19時頃にHPにアップ

します。フェイスブックなどのSNSからもアクセスでき

ます。若い世代がスマートホンでも見られるように、

YouTubeでもアップしています。 

アクセスしていただいたみなさん、感想やリクエス

トをお寄せください。まだご覧になっていないみなさ

んは、ぜひアクセスしてみてください。 

安全に集まれるようになったらヨドバシカメラ前で

お会いしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「関西ネット」運営メンバーからひとこと① 

あったことはなかったことにはできない」 

おばあさんたちが幾多の苦難を乗り越えて、人権活動家に

なられたことを、胸に刻みつつ、私が今ここにあること、自分

の背負っている歴史に、誠実に向き合っていきたい。 

   (K.Ｍ) 

被害女性たちの人権を取り戻すために 

被害女性たちの名誉を取り戻すために 

新たな被害女性を生ませないために 

人権と平和が守られる社会のために 

出来ることから始め、 

最後まで歩み続ける 

大好きなハルモニたちとともに 

 

            （なび） 

戦争を知らない子ども達が大人になり、正しい歴史教育を

学ぶことなく政治家になり、今なお加害の事実を認めようと

せず、被害者の人達に謝罪の言葉すらかけられないで、あ

った事も無かった事にしょうとする、そんな人達と、いったいい

つまで闘えばいいのだろう！  

戦後 75 年が過ぎ、残されたハルモニ達に一日も早く謝罪

の言葉を！ 

まだまだ私達の闘いは終わらない。     （S.S） 

自分をはげますものも大切に。 

いろいろな人の声をきき、つながり、助けたり、助けられたりし

たいです。                        （雨） 

今年秋までに必ず行われる衆院選で、ぜひとも野党共闘を

実現させたい！ そして地元の候補者に、正しい歴史認識

のもと政策提言をし、行動してほしいと申し入れに行く・・・

その人の回答が信頼できたら、全力で応援します！ 

                             （T.N） 

              

 

1 月 8 日、韓国ソウル中央地方法院で、日本軍性奴隷

制問題で原告勝利の画期的な判決がありました。 

国家権力の暴力で深刻な人権侵害を受けた被害者は時

間と場所を問わず公正で公平な裁判を受ける権利があると

いうものです。アジアで初めてのことです。     （鉄） 

1 月 8 日、ソウル中央地裁が日本政府に「慰安婦」被害

者への賠償を命じたのは、人権感覚の優れたまったく当たり

前の判決でした。ところが、日本政府は「国際法を無視した

韓国の暴走」と的外れで、不遜な対応をしています。恥ず

かしい限りです。判決を日本でもっと広めていく必要が大い

にあります。                       (なり) 
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金福童ハルモニが逝かれてからもう２年。あれから私たちに

はいろんなことがありすぎて、「ハルモニ、見ていてください」と、

空を見上げて、出会えたことの幸せに改めて励まされていま

す。                           (のりこ) 

日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク 
〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-11 ｼﾃｨｺｰﾌﾟ上町 402 市民共同ｵﾌｨｽ SORA気付 

ＨＰ ：http://www.ianfu-kansai-net.org/    

Email： info@ianfu-kansai-net.org 

 

 

 

～会計よりお礼とお願い～ 

2019年 12月から 2020年 12月までに、皆様から合計 36万 9500

円の活動協力金・カンパをお寄せいただきました。心よりお礼申し

上げます。 

2020年 1月から 2月は、今回のニュースでご報告している写真展

や映画会を資金面では何の心配もなく実施することができました。

しかし、3月以降は、コロナ禍のため 4月 18日に予定していた映画

「まわり道」上映会は中止に追い込まれ、その後、集会や講演会の

企画自体が不可能となってしまいました。 

この間、「慰安婦」問題に関して次々と大きな動きがあり、集会を

開催して、直接私たちの主張を聞いてもらいたいという思いに何回

も駆られてきました。せっかくいただいたカンパや活動協力金も十

分には活用できませんでしたが、コロナ禍が収まり次第、様々な集

会や学習会に取り組んでいきたいと考えています。 

そのため、振込用紙を同封させていただきます。 

今年度も変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。 

「関西ネット」運営メンバーからひとこと② 

好評発売中！ 

★ 今こそ、読んでください！ 日韓合意がよくわかる！ 

2018 年 1 月から展開した 

「全国同時アクション」報告集 

「日韓合意」は解決ではない  

2018 年 8 月 14 日発行 B5 版 80 頁 500 円（送料実費） 

※10 冊以上ご注文の場合、送料は当方負担 

出版：日本軍「慰安婦」問題解決全国行動 

注文は i_zenkokukoudou@yahoo.co.jp へ 

100 円 

2019 年 9 月 13 日から 18 日に、日本軍「慰安婦」
問題解決全国行動のメンバーが、インドネシア・スラウ
ェシ島の 6 人の被害者と会った記録 

関西ネット 10周年記念 

平和の碑 クリアファイル 
※ お求めは下の関西ネットのメールから 

 

毎月第 1 水曜のおおさか水曜集会は、 

ヨドバシカメラ前で開催できませんが、 

ホームページで WEB 集会として映像を 

流しています。ぜひ、ご覧ください。 

ミニサイトもよろしく！！ 
 


