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【609 Studio】email newsletter>　２０２０年６月９日　No.９５４
────────────────
  フォト・ジャーナリスト片山通夫のメールマガジンは現代時評、ロシア・サハリンの話
 題、Lapiz 編集長・井上脩身氏のコラムなど多彩な話題満載！

購読無料！  

バックナンバー　https://bit.ly/2TtyBZX                 
────────────────
＊＊＊Lapiz2020 春号　3 月 1 日発行＊＊＊

https://lapiz-international.com/

主な項目
CoverStory [アイスチューリップ]
Oiko の眼　吾孫子観音　阪堺電車　
 読切連載「アカンタレ勘太　４」
宿場町「大垣宿」　神宿る。三国神社の大欅
などなど
─────────────
【著書案内】

《サハリン逍遥》　片山通夫写真集

　サハリン残留朝鮮人の取材のため１５年間サハリンに通った写真家が自
然や人々の暮らしを折にふれて撮りためた素顔のサハリン。さり気ないア
プローチでとらえた被写体にユーモラスな文章をそえた魅力的な写真集。

群像社刊　モノクロ 152 ページ、予価 1800 円+税

群像社サイトからお買い求めいただけます！！
http://gunzosha.cart.fc2.com/ca8/198/p-r-s/

サハリン逍遥が電子ブックになりました！
http://www.shinanobook.com/genre/book/3775
──────────────
◇◇現代時評《過ちを認める度量を持ち合わせているか》山梨良平　　　　　　　　　　─────
─────────
　先日、アメリカでとんでもない事件というか、犯罪が行われた。警察官が黒人の市民を
9 分近く膝で押さえつけて扼殺した事件だ。この事件の一部始終を携帯電話のカメラで記

録され、SNS にアップロードされた。この事件への怒りはたちまち全世界へ広がったこと
は周知のことである。

　米国のマティス前国防長官は４日までに、トランプ大統領について「私の生涯で初めて、
米国民を団結させようとしない大統領だ」と述べ、黒人死亡事件をめぐるデモが激しさを
増す中でトランプ氏を厳しく批判した。CNN が伝えた。

　　https://www.cnn.co.jp/usa/35154775.html 

　マティスの言を待たずしても、トランプが国民に銃を向ければアメリカは終わるという
のが大方の見方だ。さすがのトランプも銃を市民に向けることは出来ないだろう。それを
すればアメリカは、31 年前の天安門事件の二の舞になる。自由の国・アメリカの良識がマ
ティス前国防長官をしてこういわせたと筆者はみる。

　翻って我が国の警察はどうか。安倍首相の演説会場で警察官に排除された市民が跡を絶
たない件は記憶に新しい。そんな時、果たしてマティスのように「憲法に定められた国民
の権利」をいう政治家が我が国には存在するのか？もちろん野党の政治家には数多いると
思う。沖縄の知事なども含めて。

　かつて自民党の政治家にはそのような政治家が存在した。亡くなられて久しいが、野中
広務元官房長官がそうだった。著書に「老兵は死なず」（文芸春秋刊）がある。評に「弱
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者へ向けるやさしい眼差しと、過ちを認める事ができる広い度量は、やはり尊敬に値する
政治家であった。」そうなのだ。評にあるように過ちを認めることができる度量が野中氏
にはあった。ほかにも自民党にはおられたと思う。残念ながら今の自民党、安倍政権の政
治家にはいない。

　我々国民は「安倍以外に総理候補はいない」というまやかしの風説をそのまま受け止め
たきらいがある。しかしコロナ騒動の中で安倍政権が、安倍首相がいかにでたらめな政治
家であり、政権だったか、目の当たりにした。モリカケ問題で気が付かなければならなか
った事態をここまで引き延ばしてきたのも我々国民だった。今にして思えば「安倍以外に
総理候補はいない」というまやかしは、「利権を配る首相は安倍しかいない」という意味
だったと気が付いた。そして野中元官房長官のように過ちを認めることが出来ない政治家
ばかりが安倍を持ち上げる。モリカケ・桜・マスク・電通等安倍案件はまさにその構図だ。

　我々国民はすでに気が付いている。手始めに来月行われる都知事選でまっとうな政治を
実行しよう。
──────────────
◇◇609studio が読んだニュース◇◇ 
──────────────
　まとめたニュースは下記に掲載しております。
　　　
　　　　https://www.609studio.com/

　各国のニュースサイトを紹介する。
　お時間があるとき、「同じニュース」を我が国と各国のそれを見比べてほしい。

フォーカス台湾　http://japan.cna.com.tw/
CNN         　　https://www.cnn.co.jp/
スプートニク　　https://jp.sputniknews.com/
聯合ニュース　　https://jp.yna.co.kr/
AFP　　　　 　　https://www.afpbb.com/　
BBC　　　　　　 https://www.bbc.com/japanese　

NHK　特設サイト

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

【TOP NEWS】

パウエル元国務長官、バイデン氏支持　共和有力者に離反の動き―米大統領選
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060800075&g=int

NY タイムズ紙、オピニオン編集長が辞任　軍出動求める寄稿掲載で社内からも批判

https://www.bbc.com/japanese/52960489

野中広務が命懸けで問題にする麻生太郎の人権感覚
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2008/09/post_101.html

部落差別は、今　～TUBAME-JIRO のブログ～「差別戒名」　死後まで差別された被差別部
落
http://tubame-jiro.hatenablog.com/entry/2020/06/07/100455

黒人青年が母から言われた「16 のやってはいけないこと」が、黒人にとって警察がどれほ
ど脅威かを教えてくれる
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ae6e2be0c349ea39ce7321482376466e77abb9e

【地震／噴火 頻発】

十勝岳 火口付近明るくなる現象
https://bit.ly/3cEhRGd
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原因不明…三浦半島の“謎の異臭”は首都直下地震の前兆か
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/274226

鹿児島・桜島で噴火　鹿児島市は灰混じりの雨「灰雨」に
https://weathernews.jp/s/topics/202006/060145/

県内で震度２を観測　震源地は東京２３区、Ｍ３・７
https://www.kanaloco.jp/article/entry-374596.html

【台湾】

コラム：香港の人材狙う台湾、千載一遇の好機に国内体制の壁
https://bit.ly/2Un9sAv

台湾、日常の制限を大幅に緩和 距離確保で「新生活」 コロナ感染落ち着く
http://mjapan.cna.com.tw/news/asoc/202006070004.aspx

高雄市長罷免で「米台軍事交流進展か」と産経新聞 外交部、否定
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202006070002.aspx

台湾、釣魚台の主権を改めて主張 字名変更に向けた石垣市の動き受け
http://mjapan.cna.com.tw/news/apol/202006060004.aspx

高雄市長のリコール投票、賛成多数で成立
http://mjapan.cna.com.tw/news/apol/202006060005.aspx

コロナ治療用代替薬、研究・生産活発化
https://this.kiji.is/641321287251477601

【中国】

衛星写真で判明、中国・ウイグル族の収容施設が 1 年で 11倍に拡大

https://www.businessinsider.jp/post-176894

中国の新型コロナワクチンは国際公共財に　中国行動白書を発表
http://j.people.com.cn/n3/2020/0607/c94475-9698215.html

韓国政府「南北合意を順守」　北朝鮮の連絡事務所閉鎖表明に
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200607000700882

【南北朝鮮】

韓米外交当局　金正恩氏妹の談話巡り実務協議
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200607001000882

ネイチャー誌が 27 年ぶりに韓国特集「政府主導から研究者中心に転換中」

http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2020060580139

北朝鮮、南北連絡事務所の廃止表明　与正氏が対韓政策総括
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060501311&g=int

【日本】

中抜き問題で安倍首相「10億以上は銀行手数料」大手銀行は否定？

https://bit.ly/3dJ1cTc
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ネットは大激怒。コロナ「持続化給付金」769億円の不可解な入札

https://bit.ly/2XFBMQz

麻生氏の「民度違う」発言　度重なる失言「またか、で済ませてはダメ」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33720?rct=politics

ロッキード世代の意地　１４人の怒れる元検事、決起
https://mainichi.jp/articles/20200604/dde/012/010/022000c

令和 2 年 6 月 3 日　新型コロナウイルス感染症　和歌山県知事記者会見

コロナウイルス感染症で、本日、まだ残っておられた 3 人の入院患者が、全員 2回陰性にな
りました。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/d00204451.html

「日本、コロナ拡散で『ヘイトスピーチ』拡散」
http://japan.hani.co.kr/arti/international/36855.html

キャッシュレスポイント還元も電通に　再委託 316億円

https://www.asahi.com/articles/ASN6655D0N65ULFA03L.html

3000億円「Go To 利権」にちらつくパソナと竹中平蔵氏の影

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/274178

6 月「水無月」となりました。実りに向けて歳時記は「芒種」と記しています

https://tenki.jp/suppl/hiroko_furuya/2020/06/06/29848.html

警視庁渋谷署前で再び抗議デモ　職務質問でクルド人男性がけが
https://mainichi.jp/articles/20200606/k00/00m/040/119000c

河井案里参院議員、自ら買収疑い　検察、前法相の夫克行氏と立件へ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33876

安倍政権は火事場泥棒の巣窟 コロナ利権を貪る輩たち
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/274223

自民党本部、1億 5000万円「支出は支部の責任」　河井氏側への入金巡り回答

https://this.kiji.is/641759478505473121

給付金業務、「電通系」中心に回す　外注先の全容が判明
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=32951&pid=43807

破綻の「核燃サイクル」電力会社がやめられない理由
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20200527/biz/00m/020/016000c

四島ビザなし交流に新たな課題　コロナで検疫問題浮上
https://news.yahoo.co.jp/articles/99f5f5954297ea094a078f40137df02e0bbe51d2

安倍首相「帰国実現できず断腸の思い」　横田滋さんの死去に
https://www.asahi.com/articles/ASN6571YRN65ULFA03D.html

GOTO の民間委託、公募方法を見直し　異例の直前対応

https://www.asahi.com/articles/ASN657421N65ULFA029.html

立川談四楼　@Dgoutokuji
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横田滋さんが亡くなった。享年 87。無念を思っていたら安倍さんが出てきて「断腸の思い
だ」ときた。安倍さん、違う。それは拉致被害者家族が声を振り絞って言う言葉だ。あん
たにそれを口にする資格はない。分断を煽り、政治利用しただけじゃないか。一度でも金
正恩に会ったか、訪朝したことがあるのか。
https://twitter.com/Dgoutokuji/status/1269113714088660993

【露　欧米　アジア　アフリカ】

米ミネアポリス市、警察を解体し再建へ
https://www.afpbb.com/articles/-/3287088

米首都の抗議、最大規模に　各地で人種差別に怒り
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33971

ベルリンで人種差別への抗議デモ　1万 5000 人参加【動画】

https://jp.sputniknews.com/world/202006077518904/

バンクシー「これは白人の問題だ」「ドアを蹴破るしかない」 燃える星条旗を描いた作
品を公開
https://bit.ly/3eRQr0S

米ワシントン黒人差別デモ最大に　英国でも
https://www.news24.jp/articles/2020/06/07/10657492.html

米首都市長、ホワイトハウス前通りを抗議スローガンにちなみ改名
https://jp.reuters.com/article/minneapolis-protest-police-idJPKBN23C32B

米国防長官がデモ排除への軍動員に反対表明、ホワイトハウスが解任警告
https://bit.ly/2XFiFX6

警察の暴力動画、米国に衝撃与える　フロイドさん抗議行動
https://www.bbc.com/japanese/52936710

「首から膝を離せという時だ」　米の黒人暴行死で追悼式
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33593/

米政権のデモ弾圧を見た西欧諸国は、今度こそアメリカに対する幻想を捨てた
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/post-93605.php

ロヒンギャ難民のコロナ感染者が隔離逃れ 島への移送恐れて バングラ
https://www.afpbb.com/articles/-/3287061

イギリス奴隷商人の銅像、抗議者たちが引きずりおろし海へ　英南西部
https://www.bbc.com/japanese/video-52960229

スーパーシティ構想の先進モデル　カナダ・トロントの事業からグーグルが撤退
https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/17263

トランプ大統領、中国に対する前例のない対抗措置発表
https://www.cnn.co.jp/usa/35154575.html

兵士間の喧嘩から 1 カ月にらみ合い　カシミール地方

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000185608.html

緊張高まる中印国境、「相当数」の中国軍が展開　インド国防相
https://www.cnn.co.jp/world/35154859.html
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ＦＢが国営メディアの投稿に「ラベル」　米大統領選を前に
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33602/

ドイツ、16兆円規模のコロナ追加策　消費税減税へ

https://www.tokyo-np.co.jp/article/33589/

シベリア、5 月に「極めて異常な」気温観測 平均より 10 度高い地域も

https://www.afpbb.com/articles/-/3286828

ロシア車ブハンカ、愛され 60 年　構造シンプル、悪路に強く

https://bit.ly/3czaeRi

──────────────
◆編集長から：片山通夫
──────────────
　NY タイムズ編集長が辞任。共和党議員の寄稿を掲載したため。
　
ジョージ・フロイドさん死亡をめぐる抗議行動の鎮圧に軍の出動を求める共和党上院議員
の寄稿を電子版に掲載し、激しい怒りを買っている。これを受けて同紙は 7 日、オピニオ
ン面編集長の辞任を発表した。「軍隊を送り込め」と題し、「暴徒」の集団には「圧倒的
な力の誇示」が必要だというのが議員の内容。　

パウエル元国務長官、トランプ氏は憲法を「逸脱」　不支持を表明した。

　こうしたニュースに接すると、アメリカという国の懐の深さを感じられる。
　
　さあ、NHK など日本を代表するマスコミ各社、どうする？
──────────────
発行　  ２０２０年６月９日　No.９５４

発行　　毎週火曜日　　購読料無料
website  http：//www.609studio.com/
FB　　https：//www.facebook.com/michio.katayama.5

配信 まぐまぐ配信システム ID：0000052236
メールマガジン登録・解除　https://www.mag2.com/m/0000052236.html
バックナンバー　　https://bit.ly/2TtyBZX
◇禁・無断転載◇
──────────────
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