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学 生 ばか りだ と気 付か ない か もし れま
せ ん が社 会の 中で はマ イノ リ ティ ーで
す。自らの手で何かを掴まなければ「手
に す るも のは 藁で しか ない 」 と云 う事
を。それを自分にも言い聞かせたいと思
っています。
（辻 純志郎）

私たち自身で将来を選択
しよう！
１０月２９日の越谷市長選挙に伴い、
私が共同代表を仰せつかる「埼玉政経セ
ミナー」にて「私たちが市政に責任を持
ち私たち自身で将来を選択しよう！」の
取 り 組み とし て越 谷市 長選 挙 立候 補予
定者の方々全員に「公開アンケート」「公
開討論会」「駅前リレートーク」へのご
参加依頼をさせて頂いた。

しかし 開催に時間もない企画の 中で、衆議
院解散総選挙が行われることを知る。それ に
より開催する公開イベント等への制約を知 る
ために越谷市選挙管理委員会事務局へ仕事 の
休憩時間、訊きに行ったりした。また「駅 前
リレートーク」開催が制約を受けるため、 開
催の再検討やそれに伴う申請などメンバー が
それぞれの役割の中でご尽力いただいたこ と
と思う。
この原稿を作成している今日は９月２４
日、１０月５日開催の「公開討論会」まで 約
１０日位しかない中でご来場して頂く方々 へ
のお声掛けをどうするかなどを考えている 。
しかし私自身の答えは素晴らしく作成して 頂
いたチラシを手に知人の皆様へのお声掛け 、
メールにてのお誘いなどを懸命にするしか な
いのだろう。あー、最も大変であるご来場 者
集約が待っている、頭が痛い。最後に 私は 越
谷市長選挙投票にあたり、現実である私た ち
家族の暮らしの中で、立候補予定者の方々 の
政策が私たち家族の視線に合っているのか を
考えながら投票をしようと思っている。そ の
政策が「ニーズ」なのか「デマンド」なの か
私自身もより勉強をしなくてはならないの だ
ろうな。
（埼玉政経セミナー共同代表 小口 高寛）

｢チーム白川｣の会員を募集しています。問い合わせ先：事務局（三輪）090-3917-0249

１８歳
昭和から平成に移り一つの時代
が終わりを告げた頃、２０世紀も終
わりに近づき何かが終わってしま
う終末感が漂っていました。「川の
流れのように」が街に流れ、天皇が
崩御し私は昭和最後の中学卒業生
で、平成最初の高校入学となったの
です。
２０歳を迎えるまでに消費税導
入、湾岸戦争、細川内閣発足と時代
は急速に動きました。未成年である
私達は蚊帳の外で。そんな時代の中
で成人を迎えた後はバブル崩壊に
よる就職難。失われた２０年の中を
漂っていました。しかしこの目で浮
かれた時代も見てきた私達は『やが
ていつかは』という幻想を上の世代
と同じ様に持っているのです。
私達はそんな世代です。未だに自
分を若者だとの幻想を持ち、本当の
若者の気持ちを汲む事が出来ませ
ん。時代という川の淀みに沈まない
様に掴んだ藁を離せないのです。そ
の藁さえも若い世代にバトンタッ
チする事はありません。大人側に立
たずに若者側に立ちたいのです。そ
れを証明するのが、先の参議院選挙
ではあれだけ騒いだ１８歳選挙権
も時が過ぎたら１８の文字さえ出
てきません。「やがていつかは」な
んてものはいつまで待っても降っ
てきません。
平成の終わりが近づいた今、若者
達に伝えたい。学生の皆様は周りが
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越谷も YES,WE CAN.
『やればできる』

Ｔｒｙ & Challenge

枝野議員が「立憲民主党」を立ち上げ希
望の党に参加せずを表明するニュースが
飛び込んできた。公示前の街頭宣伝やリ
レートークで直接この問題を市民と語り
合うことになる。
（チーム白川事務局長 三輪 辰宏）

新越谷駅街頭宣伝

違っている。
ま た、今 回の討 論会では事 前準備 を
行って 質問した政経セ ミナー運 営委員
に工夫 の跡が見られた が、その 後に行
われた 一般参加者から の質問の 方に生
活の観 点からよりリア ル感が感 じられ
た。
例 えば、 地域の 団体の予算 の使い 方
に関し ては、自分たち で拠出し たお金
を使っ ている自治会の 方が、市 の補助
金を使 っているコミ協 よりもシ ビアな
使い方 をしているとい う意見や 、政権
が代わ れば予算の使い 方が変わ る国の
予算（ 自公であれば子 供にシフ トし、
希望であれば現状のまま）を前にして、
首長は どのような対応 をするの かとい
う質問 が出されたが、 時間があ ればさ
らに活 発な質疑に繋が るのでは ないか
という気がした。
（年金生活者 岡村 宣夫）

優先順位と消費税は？

越谷・南越谷での、
「がんばろう、日
本！」国民協議会の街頭宣伝活動を始

めてから、１０月４日で三回目になります。
いつも都心でやっている私にとって、この
場所の人の流れには、暮らしや地域、住民
ということの実体 ユ(ーレイではない を)感
じさせてくれます。
配布しているビラを受け取った人に、
「今
度の選挙、どうされます？」と話しかけて
います。立憲民主党が立ち上がる前は、
「こ
まりましたねぇ」という声がほとんどでし
た。立ち上がった後は、
「いろいろ比べてみ
て、自分に近いのは立憲民主党かな」 ３(０
代女性 、
「
) 枝野さんのところですね」 ５(０
代男性 と)いった会話になります。私からは、
課題が山積しているなかで、政策論争が大
事なことは当然です。だからこそ、そのた
めの場である国会が、定められたルールに
もとづいて運営されなければなりません。
この大前提が共有できる議員に入れ替えて
いくことが、今度の選挙ではないでしよう
かと話し、機関紙 『(日本再生』 の)紙面を紹
介。読んでみませんかと、すすめています。
皆さんも、ぜひ参加してみませんか。

「(がんばろう、日本」国民協議会事務局員・瀬尾

選びますか？

越谷市長選・公開討論会の感想
衆議院解散、希望の党の出現、民進党
の消滅、立憲民主党の設立という目まぐ
るしい変化の中で４１名の参加者が集ま
って公開討論会が行われた。
この場に畔上候補は、アンケートへの
回答はなく欠席であり、高橋候補がアン
ケートに回答を行った上で出席した。従
来から行われているＪＣの公開討論会
は、中立の立場で候補者の政策を聞くや
り方だが、今回の討論会は政経セミナー
のマニフェストについての候補者の評
価、意見を聞くやり方であり、構え方が

あなたは何を基準に

普通の市民感覚
衆議院の大義なき解散、希望の党の
突如の登場、野党第一党民進党の消滅
と希望の党からの立候補と毎日政局や
権力闘争の展開の中で市民活動交流会
を開催。現下の状況にまず普通の市民
としてどういう感覚を持つかで論議。
希望の党への警戒感（ボトムアップの
民主主義や多様性社会を実現できな
い）と同時に民進党議員への失望感（行
動説明できるのか）がまず論議される。
そこから再度政権選択選挙としてどう
とらえるかという論議になる。
結果、政党がらみでなく「人として
信頼できるかどうか」が選択の基準に
なり、初めて市民自身が自分で考えざ
るを得なくなってきていることを共通
項とした。次いで 安倍ちゃんや希望
の党が全く語ってない現下の市民基盤
の整備に向けた組織つくりの現状（困
難性）が論議された。
「何かイベントを
やろうとも思ったら、楽しいことなん
かない、自分の好きなことだけやって
ればいいのはゴッコだ」という声を皮
切りに、首長や行政への点検作業は翻
って自分たちにもその基準で点検が余
儀なくされる事、それは必ず活動の規
律化の高まりとなることが論議され
た。
それが息苦しいと感じるのならばそ
れは突如の権力闘争の前では思考停止
するしかない。おりしも市長選で公開
討論会の組織化で「人に伝える活動」
に具体的に入った段階での格差と分解
はそのことを示している。今しがた、

“市長・国会議員”

何を信じたらいいの？
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