まちづくりの主役は市民一人ひとりです。
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歴史から
見えるもの
「おとなの学校」開催

大人の学校を始めたきっかけ

らうことにしたといいます。
「鎖国」から
「開国」に至るまでの大変な政治の様子

昨年「教科書ウォッチング」を企画し、 からは、平和が垣間見えました。日米修
教科書の展示会に行き、歴史や公民の教

好通商条約、桜田門外の変、大政奉還な

科書を出版社ごとに憲法や戦争のことを

ど、歴史の好きな人にはたまらない授業

読み比べました。知らなかったことがた

でした。

くさんあり、歴史を紐解き、平和の大切
さを改めて実感しました。その後、元高

●▲■ お知らせ伝言板●▲■
イベント専用問合せ
TEL070-2172-8480

講座 近代史を学ぶ 大人の学校

木更津市の身近な歴史も

7/20（水）14:00～15:30 資料代100円
場所 八幡台公民館学習室

校教諭の栗原 克榮先生に 相談した とこ

吉田松陰・坂本龍馬・井伊直弼も話に

ろ、快く引き受けてくださり、２カ月に

登場したかと思えば、身近な人では「海

一度｢近代史から学ぶ

外新話」を刊行し、のちに木更津の請西

お茶会 「ぷらっとホーム」

に移住し教育 に専念した 嶺田楓江 さん

8/4(木) 13:30～15:30 毎月第 1 木曜日

大人の学校｣の開

催となりました。

ペリー来航、争いを避けた幕府

講師 元高校教師の栗原克榮先生

(1817～1883)。長寿と業績をたたえ 場所 市民ネットの事務所(八幡台 3-4-8）
た寿碑が八剱神社の境内に 1881 年に

★ぷらっと立ち寄れる気軽さ★ホーム(家)

江戸時代は 250 年以上続き、戦争が

建立されています。文を重城保、題字を

のような居心地★ほっと一息★介護のこ

なく統治され、当時は鎖国であることを

英国領事館コラウブス、書を清国の劉世

となど聴きたい★

庶民は認識していなかったそうです。ま

安が担当し、３カ国合作の碑で全国でも

訪問看護師やホームヘ

た、ペリー来航の時、幕府は外国の船が

珍しいそうです。

ルパーとのひととき。

きたらやっつけろとおふれを出し、当時、
外交のあったオランダにそのことを他国
へ連絡するよう頼んだ。しかし、その後、
幕府は方針を変え、外国の船がきたら蒸

次 回 は 7/20 開 催
中高生に戻ったようで懐かしく楽しい

ここだけの話

ノルウェー視察報告

ひと時でした。栗原先生の楽しい授業、

６月に八幡台公民館で開催し、フィヨルド

気船で使う、 お茶を飲みながらご一緒しましょう。次

の景色もまじえながらの報告。好評につ

薪と水を渡

き、秋に再度開催を予定しています。

してさっさ
と帰っても

回は、7/20 お待ちしております。

スタッフ一同 お楽しみに。報告の一部を、裏面に紹介し
ています。

田中のりこ

基本はいのちと平和

【のりこの視察報告】ノルウェーの男女平等・教育
教育で育む男女平等社会

（報告者：空より高くのＹ）

置き、政策アピール。こどもたちは、

神奈川には12の米軍基地があり、沖縄

ブースで各党の資料をあつめ、先生が

ったデモのスローガン「女性に嫌がらせ

授業を行うこともできる。選挙に関心

は NO」ノルウェ

を持つ授業を行う国だ。

ーは、同性のカッ
プルも結婚や養子

女性の労働力を必要とした国。女性

小学校低学年ではママが二人、パパが二

が子育てしながら働 きやすい環境 を

人とか、外国籍などさまざまな環境の家

整えた。所得税(38～78％)の高さで、

庭があることを学ぶ。小学４年生では、 教育や社会保障の充実を可能にし、格
等”を選んで、国連について新聞記事を
書いている。
“民主主義ってなに?”とい
うテーマで性のパンフレット（左写真)
やデモ のス ローガ ン
をつくったり、国の予
算について賛成・反対
などの授業をしてい.

育児

一年間 100%有給

休暇 一年以上 80%有給
教育・

ほぼ無料

医療費

に次ぐ第2の大きさです。
5月22日、相模総合補給
廠、キャンプ座間、厚木海

待機児童ゼロの理由

こどもたちが国連の条例から“男女平

神奈川県に米軍基地は 12 か所

また、町なかのブースに各党が資料を

この写真は、小学４年生の授業でつく

縁組ができる国。

全国市民ネット交流会報告

軍飛行場をバスでまわり、説明を聞きまし
た。途中、近隣の米軍基地の軍人や軍属用
の住宅や学校や消防署などがある相模原
住宅地区も通りました。

市民団体の粘り強い抗議行動

差社会も解

基地のバス停前では、毎週水曜日定例で

消。NHO（商

市民団体が抗議行動をしています。基地が

工会議所）は

あるゆえに、今までに、死亡事故を含め

「残業はし

200件を超えました。オスプレイに関して

ない」。夫婦

も厚木基地のある大和市議会では、市民ネ

就業

昼食時間は短く

は、有給の育

ットの意見書を全会一致で採択し関係機

時間

17:00 前に退社

児休暇を組

関に提出したことなど説明を受けました。

1 歳未満なし

み合わせ、０

戦後70年過ぎても、地位協定の抜本的

7:30～17:00

歳児は家庭

な見直しをしない日本、県民の危険と不安

保育園

る。
「今は“男の子らしく・女の子らし
くは教育法で禁止。家庭の中で男女は対

で育てる。高い税金は貯金みたいなも

を取り除くために基地は不要です。

等の立場で協力して共に働くもの（協

の。育児休暇中にも給料分をもらえる

木更津にもオスプレイが来ます。「何のた

働）
」と話す元労働党で仕事をしていた

のは当然という考え。

めの基地なのか？」を真剣に考えて、政治

グル―ネロッカ小学校のトールン先生。

18 歳 選 挙 権 と 教 育

日本の場合、法律で公務員の育児休
暇中は無給と定めてある。夫婦のどち

相模

1,967,400 ㎡（東京ドーム 12 個分）

らかが育児休暇をとると、家計の収入

総合

巨大な倉庫などが並ぶ。

オスロ市教育委員会を訪問。高校で が減る。給料の少ないほうが休暇をと
は、民主主義の勉強も行い、国政や地方

を見ていかなくてはと思いました。

補給廠

る。でも家計は苦しい。０歳児でも保

選挙の時期は、学校内でも模擬選挙を、 育園に預けたい。結局、保育士の処遇

2,336,195 ㎡（横浜ドーム 90 個分）
キ ャン

ゴルフ、サッカー場、学校、図書館、

プ座間

教会、ヘリポート付き高級将校用･

実際の選挙より前に行う。ノルウェーも

改善だけでは待機児童は減らない。日

日本同様、先生が個人的に政党の支持な

本も４月に女性活躍推進法ができ、業

ど話すことはできない。しかし、選挙前

所や行政は、計画を作っ

に、各党の青年部が、学校にきて、各党

た。単に数値目標達成だ

厚木

の紹介をしたり、演説をしたりするのを

けにならないよう議会で

海軍

先生が調整し授業を行うことができる。 質問した。

家族用･独身用の住宅などがある。

飛行場

5,068,795 ㎡（東京ドーム 108 個分）
基地をのぞむ、ゆとりの森公園はこ
どもたちの遊ぶ真上を戦闘機が爆音
を発し飛ぶ。

【編集後記】5 月、北海道から福岡まで全国の市民ネットワ

木更津市の「へぇ～」クイズ-港まつりの花火-

ークの議員や仲間が集まった■議会改革の分科会に参加。市

毎年 8/14.15 の港まつりも今年は第 69 回。

民に身近な議会をと ①議員みんなで旗をたてて、駅で議会

関東一の火薬量とも言われ、ここ数年フィナーレの尺玉の

報告会のお知らせを配った

②政策提案を積極的にしてい

花火が見ものである。今年は 2 尺玉の花火、3 連発を予定

く、など議会基本条例に基づいた議会改革の活動紹介がいろ

している。2 尺玉は空高く上がるので、3 分間と限られてい

いろ■木更津市議会には、まだ議会基本条例はない。うらや

る。電話で連絡を取り合い、打ち上げのタイミングを調整し

ましく思い帰宅■ところが、6 月議会で議会基本条例策定特

ている。さて、どこと連絡しているのか。

別委員会が発足した。なんと、私も委員の一人となった。夢

① 自衛隊

②羽田空港

③警察

のよう。ワクワクする■議会基本条例をつくることは目的で

【答】② 港まつりの予算 4,410 万円のうち、安全対策費に

はなく手段、目的は「議会は市民とどんな“まち”にしてい

2,119 万円。スポンサーの煙火代約 3000 万円は、直接

きたいのか」であると田中は考える。これをしっかり描いて

花火師との契約のため予算計上の煙火代は 140 万円のみ。

委員会に参加することにする。
（紀子）

