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정세 情勢
●国会は国家保安法廃止を求める世論に応え
よ！ 国民行動、全国大行進を展開

国家保安法廃止を訴える「国民行動」のメンバー

各界各層１００余の団体で構成する「国家保安
法廃止国民行動（国民行動）」は１０月５～１５
日、済州島からソウルまで「国家保安法廃止全国
大 行 進」を 展 開 し た。大 行 進 は ５ 日、済 州 島 の
４・３記念館から出発して釜山、慶南、光州、大
邱、首都圏など全国各地を経て１５日、ソウル汝
矣島国会議事堂に到着した。国民行動は９月２８
日に発表した報道資料を通じて、「５月に１０万
人国会同意請願を通じて広範囲な国民世論を確認
したが、国会は相変らず動こうとしない。これは
明白な職務放棄だ」と批判、「今回の大行進は、
もう一度全国的な世論を集め、今回の国会会期の
うちに必ず廃止せよとの国民の命令を伝えるため
だ」と説明した。国民行動は下半期集中行動計画
として２５日からは国会前一人デモを展開する。
１０万人国会同意請願を実現したにもかかわら
ず、国家保安法廃止に向けた国会の動きが鈍い。
世論を大いに喚起して国会に圧力を加えていくと
と もに、大 統領 選挙 の争 点と して も浮 上さ せよ
う。

●大統領選の各党候補、民主党は李在明氏、
正義党は 沈相奵氏、進歩党は金在姸氏に決定
与党「共に民主党」は１０月１０日、大統領選
挙の公認候補に李在明京畿道知事を選出した。同
党は公認候補を決める予備選として、先月から権

利党員（党費を納める党員）と代議員による全国
１１地区での地区投票と、一般党員と事前登録し
た一般有権者からなる「選挙人団」による計３回
の選挙人団投票を実施した。李氏は地区投票と選
挙人団投票の結果、累計で５０．２９％の票を獲
得。李洛淵前党代表、朴用鎮国会議員、秋美愛前
法務部長官を抑え、決選投票を経ずに公認候補に
決まった。李氏は受諾演説で「国民が求める変化
と変革を必ず完遂する」と強調。今回の大統領選
挙は腐敗した既得権に大きく勝つ最後の闘いだと
した上で、「未来と過去の対決、民生改革勢力と
旧態依然とした既得権カルテルの対決であり、暗
い過去に回帰するのか、希望の新しい国に向かっ
て出発するのかを決めなければならない」と述べ
た。李 氏の 公認 候補 決定 に文 在寅 大統 領は 祝賀
メッセージを寄せた。
一方、第一野党「国民の力」は８日、公認候補
選出に向け、候補を８人から尹錫悦前検事総長、
洪準杓国会議員、ユ・スンミン前議員、元喜龍前
済州道知事の４人に絞り込んだ。同党は１１月５
日、公 認 候 補 を 選 出 す る。正 義 党 は １ ０ 月 １ ２
日、沈相奵元代表を公認候補として選出。進歩党
は９月３日、金在姸代表を公認候補として確定し
た。
韓国社会世論研究所が１０月１１日に発表した
調査結果によると、大統領選挙で李在明京畿道知
事と尹錫悦前検事総長による一騎打ちになると仮
定した場合の支持率は、李氏が３５．８％で尹氏
（３３．２％）を２．６ポイント上回った。李氏
と洪準杓国会議員による一騎打ちの場合でも、李
氏が３５．２％で洪氏（３３．０％）を２．２ポ
イントリードした。ただ、いずれも差は誤差の範
囲内。
李在明氏の党公認候補選出は自身が述べたよう
に、根本的な変化と変革を求める民意を背景とし
たものであり、李氏はそれに応える決意を明らか
にした。また自主を重視し積弊清算を貫徹する基
本姿勢を堅持している。高く評価すべきだろう。

활동보고 活動報告
ド イ ツ、オ ー ス ト ラ リ ア、米 国、イ ン ド ネ シ
６・15青年学生協議会が南側とともに10・4
ア、タ
イ、日 本など世界各国 の同胞が参 加する
宣言記念行事を開催（韓青）

南側の青年による文化公演

１０月２日午後４時から６・１５日本地域委
員会青年学生協議会と６・１５南側委員会青年
学生本部が「９・１９共同宣言３周年、１０・
４宣言１４周年 南北共同宣言履行のための
南・海外青年学生大会」をオンラインで開催し
た。今回の青年学生大会は６・１５委員会が定
めた共同行動期間（４／２７～１０／４）の締
めくくりとして行われ、１５０名余りの青年学
生が参加した。
南側からチョン・ジョンソン青年学生本部共
同代表、日本側からリ・ホンユン青年学生協議
会共同会長が主催者挨拶し、新型コロナウイル
スの感染下でもオンライン共同討論会（６／２
６）や韓米合同軍事演習中止を求めるソウル・
東京同時行動（８／１４）を実施したことを評
価し、今日を契機に新たな闘争へと邁進する決
意を高めようと語った。また、南側からはイ・
ジェソン天道教青年会会長、海外側から韓成祐
韓青委員長が“共同宣言履行”“民族自主”を
テーマにそれぞれ発言。最後に共同決議文を採
択し、祖国の平和・統一に向けて南・海外の青
年学生が固く団結して闘っていくことを決意し
た。
〈参考サイト〉
「自主時報」記事:http://www.jajusibo.com/57108
YouTube ア ー カ イ ブ ： https://www.youtube.com/
watch?v=WOlB8D3_MC4

ニュージーランドで「私はチョソンサラムです」
上映会・討論会を開催
10月10日ニュージーランドで、映画「私はチョ
ソンサラムです」の上映会と討論会がオンライン
で開催された。主催は在ニュージーランド同胞団
体である「より良い世界 ニュージーランド韓人
会」と「韓半島平和のためのニュージーランド連
帯」。

中、映画を上映。その後の討論会では韓人会会長
であ るカク・サンヨ ル氏の 進行の下、金哲 民監
督、韓統連大阪本部の金昌五副代表委員、ニュー
ジーランド国会議員のメリッサ・リー氏、韓国国
会議員の尹美香氏が参加した。
討論会では、在日同胞や祖国統一についてそれ
ぞれの立場から発言。金監督は「在日同胞と出会
い、分断の痛み、統一への願いを切実に感じた。
差別を受けながらも民族性を守るため闘ってきた
在日同胞のたくましい姿を知ってほしかった」と
映画製作の経緯を語り、リー氏は「映画を通じて
在日同胞についてよく理解できた。差別の実態を
知りとても胸が痛い」「祖国が統一してこそ、在
日は真の解放を迎えることができるという発言が
印象に残った」と語った。

映画関係者によるオンライン討論会

在日同胞の現状について、尹議員は日本軍「慰
安婦」運動の中で朝鮮学校支援を行っていること
に触れ、「わたしが国会議員になってから特に日
本の右翼や政府、韓国の保守勢力から激しい弾圧
を受けたが、それでも屈せずに支援を継続してい
る」とし、「在日同胞は祖国統一に対する意識が
とても強く、南と海外同胞をつなぐ役割を果たし
てきた」と語った。
また、金副代表委員は祖国統一への課題と、今
後の展望について言及。「米国、日本、韓国の反
統一勢力が最大の障害であり、それらを除去して
いくことが第一の課題。また、わたしたちの主体
力量の課題もある。同胞間の心の分断を乗り越
え、一つになれば必ず統一できる。悲観主義を抜
け出し、わたしたちはかならず勝利するという確
信をもってともに進もう」と語った。
最後に金監督から、同映画が１２月９日から韓
国の５０ケ所で劇場公開されることが紹介され、
封切り日には出演した在日同胞数名を招請する予
定。「映画を通じて韓国社会でも在日同胞や統一
についての問題意識を広げていきたい」と決意を
語った。

행사예정 行事予定
10月
とめよう！戦争への道 めざそう！アジアの平和 ２０２１関西のつどい(大阪)
日時:１０月２３日（土）午後１時３０分開場、午後２時開会 場所：エルシアター
内容:国際地政学研究所理事長の柳沢協二さんの講演、参議院議員 高良鉄美さんの国会報告など
主催:同実行委員会 連絡先:０６－６３６４－０１２３

いややねん！せんそうこどもまつり（大阪）
日時:１０月２３日(土)午後２時から 場所:御幸森第２公園
芝居、子ども参加型ゲームなど)、舞台出演、屋台
主催:同実行委員会 連絡先:０６－６７１７－７３０１

内容:反戦平和をテーマにした企画(紙

情勢学習会 (神奈川)
日時:１０月３０日（土）午後２時開始 場所:ミューザ川崎
内容:「朝鮮半島情勢の現状と今後の課題」講師:李俊一総務部長
主催:韓統連神奈川本部 連絡先:０９０－１０４９－４２６１

第12回ハナ・マダンあまがさき 映画「私はチョソンサラムです」上映会（兵庫）
日時:１０月３１日(日) 第１部 午前１０時４５分開場、１１時開始 第２部 午後１時３０分開
場、１時４５分開始 場所:サンシビック尼崎 内容:映画上映、金哲民監督とのオンライントーク
ショー
主催:同実行委員会 連絡先:０９０－３６５４－５１５９

11月
韓国大統領選挙を考える集い（大阪）
日時:１１月７日(日)午後１時３０分受付、午後２時開会 場所:ＫＣＣ会館
内容:講演「韓国大統領選挙と朝鮮半島情勢」講師:金昌五韓統連大阪本部副代表委員、解説「候補者
たちの素顔と選挙公約」、在日同胞の登録・投票案内
主催:韓統連大阪本部 連絡先:０６－６７１１－６３７７

映画「私はチョソンサラムです」上映会（三重）
日時:１１月２８日(日)午後１時開始 場所:四日市市総合会館
内容:映画上映、出演者をまじえてのパネルディスカッション
主催:同実行委員会 連絡先:０９０－９０２１－４８７９

12月
第25回伊丹マダン（兵庫）
日時:１２月５日(日)午前１０時～午後５時 場所:伊丹スワンホール
内容:映画「アイたちの学校」上映、ちゃんへんさん公演、子どもコーナーなど
主催:同実行委員会 連絡先:０９０－６０６５－４８５７

第１６回韓統連愛知セミナー（愛知）
日時:１２月１２日(日)午後１時半開場、午後２時開始 場所:日本特殊陶業市民会館
内容:「韓国大統領選挙と南北・朝米関係の変化」講師:康宗憲韓国問題研究所代表
主催:韓統連愛知本部 連絡先:０８０－３２８１－５４１３

２０２２年韓国大統領選挙を考える兵庫の集い（兵庫）
日時:１２月１２日(日)午後１時３０分開場、午後２時開会 場所:尼崎市中小企業センター
内容:講演「韓国大統領選挙と朝鮮半島情勢」講師:金昌五韓統連大阪本部副代表委員（予定）、解説
「候補者たちの素顔と選挙公約」、在日同胞の登録・投票案内
主催:韓統連兵庫本部 連絡先:０９０－５０１６－６３５２
編集後記
１０月も中旬に入り、涼しくなってきました。先日「私はチョソンサラムです」ニュージーランド上映
会に参加しましたが、世界中の同胞とオンラインで語り合うことができ、とても有意義な時間でした。
オンライン活動はコロナ対策のこともありここ数年普及していますが、今後も積極的に活用していきた
いですね（李）

