
★SEALDsKANSAI(シ ールズ関西)野間陸さん 。鈴木詩穂さんの 卜

―ク～ 2015.11。 29「戦争させない 09条壊すな !総がかり行動やま

ぐち実行委員会」発足集会@山口市維新百年記念公園野外音楽堂～★

司会 :民青同盟山□県委員会 真鍋由希委員長

… … 、

―

野間陸 (のま・りく)さ ん

一はじめに…自己紹介

鈴木詩穂 (すずき・うたほ)さん

野間 :野間陸といいます。京都から来たんですが、山口はものすごく寒くてびっくりしま

した。僕は京都から、彼女は新神戸から新幹線に乗つたんですが、会つたときにまさかの

皮ジャンかぶ りで (笑い)、 シールズは皮ジャンがユニフォームな訳じゃないんですけどね。

鈴木 :兵庫から来ました、鈴木詩穂です。

真鍋 :会場のみなさんからお二人に聞きたいこともあると思いますが、時間の制約もあり、

インタビュー形式で進めさせていただきたいと思います。

野間 :申 し訳なくなる感 じですね、こんな寒いなか40分 もしゃべらせていただくなんて。

真鍋 :改めて自己紹介をお願いします。

野間 :僕は同志社大学神学部の 2回生です。シールズではコールをやつたり動画を作つた

りしています。

鈴木 :関西学院大学教育学部の 2年生です。シールズでは会計をしています。



一 SEALDsつ て ?…野間「団体という感じではな <、 細かい意見では分かれていたり

する個人の集まり」

真鍋 :シールズってなんぞやとい う人もいるかもしれないので、まずシールズ関西つてど

んな団体なのか説明していただけますか。

野間 :こ の夏たくさんの学生団体ができあがつたと思 うんです、高知のPEDL(ペ ダル)

や大阪のSADL(サ ドル)と か。ハン ドルもできるんじゃなかと気にしてたんですけど、

できなかつたですね。 (笑い)あ と長崎のN―DOVE(エ ヌダブ)と か。シールズは、

students emergency action for liberal democracyの 略で、日本語にすると「自由と民主

主義のための関西学生緊急行動」力`シールズ関西です。東京の方にシールズがあって、そ

のシールズの支部が関西なのとよく言われるんですが、それは違っててそう言われるとち

ょつとイラッとするんですけど (笑い)。 立ち上げとしては同時で、今年の5月 3日 憲法記

念 日にシールズとシールズ関西が立ち上がったのです。シールズは東京首都圏の学生中心、

関西は京阪神の学生中心で、その後シールズ東北や琉球、東海ができています。

鈴木 :こ の夏は安保法制に反対 して活動 してたんですが、普段やつている活動 としては勉

強会やデモ、この夏は 7月 10日 から13回、毎週金曜 日に京阪神 と滋賀をめぐつて街宣

してきました。

野間 :ツ アーみたいだね。安保法制のために立ちあがった団体でしょうとも言われるんで

すが、それも違って、自由と民主主義のための緊急行動であると。関西は、 11月 22日

に大阪ダブル選挙があつて、そこでもいろいろネットで動いたりしてました。今は安保法

制のこともまだやっていますが、来夏の参院選に向けて動いていけたらなと思つています。

あと、団体という風に言われますが、あんまり団体つて感 じではないんですね。僕はグル

ープとい う言葉が抽象的で良いかなと思つて使 うんですが、リーダーがいたりまとめ役が

いたりとい うことはなくて、有志の集まりとよく言つています。シールズの最後に小文字

の sがついてるのは複数形の sで、シール ドが集まってきてシールズという、行動の名前

なのかなと僕はイメージしてます。大きなところで自由と民主主義、立憲主義、生活保障、

安全保障を一緒に掲げていて、改憲・護憲とか細かい意見では結構分かれていたりする、

個人の集まりです。

一活動を始めたきつかけとは一野F830鈴木「 3. 11がきつかけで社会や政治のこと考え

るように」

真鍋 :お二人それぞれのことを聞いていきたいと思 うんですが、お二人がこうした活動を

するようになったきっかけや、活動を続けてきた理由を教えてください。

鈴木 :き つかけとしては 3・ 11かなと思います。私の出身は福島県会津若松市なんです

が、私は原発反対やピースウォーク、デモ、催 しをやる大人が周 りに沢山いるなかで育ち



ました。チェルノブイ リのことなどを小さい頃に知 り、自分の中では社会のことをいろい

ろ考えているつもりでしたが、 3・ 11が起きて、社会問題や世界で起きている戦争や災

害が実際自分に振 りかかつてきた時、今までと意識が変わつたとい うか、勉強するとか知

るとかじゃなくて、自分のこととしてこの国のことを考えるようになった。それが一つの

きつかけとしてありました。

中学の卒業式の日に震災があり、家に帰つたところで地震にあい、 2日 後には二重の親

戚の家に避難 しました。それから新潟の高校へ進学して寮生活をし、社会に対 しての違和

感や地元の人たちとの温度差を感 じながら、今の政治に対しての怒 りや要求をどうやつて

意思表示や行動 していけるのか考えて。なかなか動きだせるきつかけがなかったんですが、

実は彼は高校の同級生で、新潟の高校で出会い、シールズ立ち上げのときに誘われました。

シールズは自分の声を出せる場所だと捉えています。

野間 :そ うなんです、同い年で同じ高校で出会つてるんです。僕の出身は兵庫県姫路で、

3.11の 日は中学を卒業し高校に入るまでの一番暇な時期でした。パソコンをポチポチ

してたらニュースに地震があったと出てきて、テレビをつけたら津波が来ていて、どうや

ら原発が爆発 したらしいという話も飛び込んできて。でも原発について知らなくて、原発

つていうなんか危ないものが爆破 したらしい、とい うざっくりとした印象でした。姫路で

十何年間か過ごした人間が東北の位置関係なんて分からなくて、福島がどこにあって (高

校がある)新潟がどこにあるかよく分からなくて、福島で爆発 したらしいけど新潟に行っ

て大丈夫なのかな、と思いながら高校へ行きました。

高校には寮があり、宮城から来ている子もいて、家が流されて何もなくて必要なものは

新潟で揃えて寮に入つたという人もいた。そこで彼女とも出会い、同世代の人たちの生活

を壊すような原発とい うものが存在 していたことがショックだったし、同世代の人から聞

く3.11の 見方が印象的で、そこから社会や政治のことに興味を持ち始めました。

そこからしばらく経ち、今年 2月 に行

った沖縄・辺野古でたまたま奥田愛基君

と会いました。彼はSASPL(サ スプ

ル、特定秘密保護法に反対する学生有志

の会)と い うシールズの前身団体で活動

していて、そのSASPLが 今度シール

ズになる、関西でも一緒にやっていって

ほしいと言われ、戻つて仲間と始めたわ

けです。

一活動を続けてきた思いとは…野間「おかしいことが起こってるんだったら今声をあげな

きゃ絶対ダメでしょ」鈴木「政治家つてどこを向いて政治してるのかな」



真鍋 :学業などいろいろ他のこともあるなかで、どうい う思いで活動を続けてきたんです

か。

野間 :いや、しんどかったですよ。でもそれは僕らだけじゃなくて、いろんな世代の人が

路 Lに出て自分の意思を示 していつたとい うところでは、みなさん本当にお疲れさまでし

たという感 じなんですが。シールズ関西は混とんとした夏休みだつかというが、夏体みが

なかったんですよ。僕この夏は海に行かなかったです。毎週金曜 日に京阪神で街宣し、議

員や学者の方も来て貰ったりして、毎月デモもやつて。最初に 6月 21日 に京都でデモを

やつたんですが、シールズってい う名前はあるけど関西初めてのデモだし、 200人 くら

い集まればいいよねと話 してたら、 2200人 集まつて 「何これ !?」 つてところから始

まり、そこからメンバーは調子に乗つて 「こんなのじゃ終わんないぜ、これから毎週街宣

するんです」つて何も決まつてないのに言つちゃつて (笑い)。 言つたからにはやるしかな

いと街宣が始まり、なんだかんだで毎月デモもやり…。

一言で現わすと、新潟の弁護士会かどこかが成立のあとに出してたんですが、「おかしい

だろ、これ」つて一言書いたその言葉につきるよな、と思います。 (注 :9月 19日 の強行

採決に新潟県弁護士会会長の平哲也氏による会長コメン ト「おかしいだろ、これ。」)

デモってやっぱり嫌な目をされるじゃないですか。そんななか、わざわざ路上に出てい

って 「憲法守れ、平和守れ、戦争するな」なんて言わなきゃいけない、そんな時代なんだ

とある意味ショックでもあつたし、そんなおかしいことが起こってるんだつたら今声をあ

げなきゃ絶対ダメでしょというのは、一つの力になっていたかなと思います。 (拍 手)

野間 :(才白手を受け)山 口の人つてあつたかいね～。

鈴木 :あ ったかいねえ。この夏、政治家ってどこを向いて政治 してるのかなという思いが

すごくあつて。こつち向いてくれ～みたいな (拍手)。 私たちはすごく当たり前のことしか

言つてないし、命や健康のことを一番に考えてほしい、それだけなんですけどね。

野間 :憲法守れつて政治家に言わなきゃいけないの ?っ て感 じですよね (拍 手)。 最近、内

田樹先生と話す機会があつて、僕らは 「安倍はやめろ」というコールをよくやるんですが、

「その言葉がすごくいい、これまでの運動だつたら『安倍を倒せ』とか『打倒安倍』みた

いな言い方だったけど、『安倍はやめろ』が新しいのは安倍首相にも主体性を持たせている

ことだ」と。安倍さん憲法守らないなら辞めた方がいいすよって言つていくのが新しいと

言われました。

一山口の若者の声…真鍋「みんなが立ち上がれるわけではないから、行動できる自分たち

が少しでも頑張らないと、と励まされてきた」

真鍋 :面 白いですね。民青同盟の話を少しさせて貰うと、山口県全体として学生のデモと

いうのはこの間なかなかなかつたんですが、街頭でシールアンケー トや署名、「LATTE
R TO ABE」 という、私たち国民の声を聞いてくれないんだったらこちらから安倍



首相に思いを届けようという活動もしてきました。対話 したなかでは、「安倍さんはあれだ

け説明してるのに分からない国民の方が悪い」とい う人もいましたが、大多数の人は安保

法制反対、怖いという思いを持つていて、高校生でも「国会議員が戦場に行くならいいけ

ど自衛隊がかわいそうじゃないですか」「軍事費にお金使 うならうちの学校の机をキレイに

してください」という人もいて (野間 「へえ、すごい」)。

高校生は結構率直に反対ですと言ってくれるなか、大学生は「ちょっと分かんないです」

とい う人も多いんですが、真剣に考えて 「過去の歴史から考えると戦争につながるんじゃ

ないかと思つて怖い」とか、 7月 に衆議院で可決された後に 「戦争の夢を見て、父親は戦

場に行つて母親と自分は一緒に逃げていて、母は撃たれ、自分も銃を持つて戦わされ最後

には死んで目が覚めた。本当に怖い夢で、日が覚めてホッとしたけれど、もしかしたら現

実に日本もそうい う国になるんじゃないかと怖かった。だれにもこんな思いをしてほしく

ない」とい う人もいて。そ うい う思いを聞くたびに、やつぱり頑張らないといけないな、

そんな思いをもつ人みんなが立ち上がれるわけではないから、行動できる自分たちが少 し

でも頑張らないと、と励まされてきました。

一活動を通じた出会い、つ

ながり…野間「学者やミュ

ージシャンも意外と距離は

遠<ない」

真鍋 :お二人はいろんな方

との出会いや一緒に頑張る

仲間が増えたと思いますが、

印象的な出会いはありまし

たか。

野間 :神戸の街宣に右翼の

街宣車が来たとか、まあいろんな方と関わりましたね (笑い)。 僕らは国会前にも結構行つ

たんですが、国会前と関西の街宣って雰囲気が違ってて。国会前に行かれた方いますか?

国会前つて怖くないですか。僕は最初に行ったとき、怖いというか、みんなが怒つている

なと感じた。多分興味本位で見に行く人はそんなにいないんじゃないかなと思うんですが、

京都のデモとかだったら試しに見てみようかなという雰囲気があったりして。各地でどう

いうやり方でやっていくのかは多種多様だと思います。山口にあったやり方もあるんでし

ょう。ちょっと訊きたいのは、山口つて安倍さんの出身地じゃないですか。県外で山口か

ら来たというのがいたたまれないという話も聞いたんですが、安倍さんの支持つてすごい

んですか。

真鍋 :安倍さんの人柄は好きですみたいな人はいて、ただ、安倍さん自身は好きだけど安



保法制は…とい う人もいますね。安保法制に限らず、安倍さんと安倍さんが政治上でやっ

ていることが結びついてないとい う感 じの人もいます。

野間 :安倍 さん、そんなに悪そ うなカオはしてないですもんね。すぐお腹痛 くなつちゃう

し…・。 (笑い)

鈴木 :いろんなとこに出かけていくようになって、昨日は淡路島で 「日本と原発」とい う

映画の上映会に行つて話をしたんですが、そこで同郷の福島から避難して淡路島でシェア

ハウスを始めた人と出会つたり…。

野間 :人 との繋がりはすごく増えたよね。学者や ミュージシャンの方とでも、思つたより

は距離は遠 くないんだなと感 じました。 うちの親父が内田樹さんのファンで、自分が中学

生の頃とか悩んだ時は、 (内 田さんの)こ の本のここを読め !みたいに渡されたりしてたん

ですが、その内田さんと僕は一緒に街宣車に乗つている、とい う。

鈴木 :す ごく刺激を受けますよね。

―来夏の参議院選に向けて…鈴木「投票に行ける人がうらやましかつた」野間「超 “草の

根"のたたかいになると思う」

真鍋 :安保法制強行採決の後頃から、賛成 した議員を落とそうとい う声も上がつてきて、

18歳選挙権ということもあり、参院選に向けて何かアピールがあればお願いします。

野間 :困 つてるんです、何をしたらどうなるんだろうつて。大阪のダブル選挙で、選挙に

シールズが絡んだのは今回初めてだったんですが、告示 日過ぎたら街宣やビラも配れなく

なったりできなくなることも多くなるなかで、確実に票を集めないといけないといのは目

茶苦茶難 しかつた。僕はこの間ハタチになったのでまだ投票したことないんです。

鈴木 :私は 19歳です。

野間 :参院選が初めての選挙になるんです。ダブル選を見てても、野党共闘だけで果たし

て勝てるのかとい うのがある。結果を見てみたら、投票率は府知事選が47%く らい、市

長選が 50%く らいで。何で投票行かないんですかね、それが分かんなきゃ勝てないんじ

ゃないかと思 う。

鈴木 :投票行ける人がうらやましかった。

野間 :去年の衆議院選の時も、「行けよ選挙 !」 つて思つた。

鈴木 :私に権利をくれ、みたいな。

野間 :打ち出せるとしたら、多分派手なプロジェク トじゃなくて、「この選挙はこんな意味

があつてここに入れたらこうい うことになるよ」とい うのを自分の周 りの人にどれだけ伝

えられるか、超草の根のたたかいになると僕は思つてます。 (拍 手)

真鍋 :ま だ投票もできない若者からこうい う声を聞くと、本当に私たちが頑張らないとい

けないと改めて思いました。



一山□の人、若者へのメッセージ～野間「山□でアベ政治を許さないと言つてい<ことは

超すごい」鈴木「 この夏、自分たちの声に意味があるとすご<感じた」

真鍋 :最後になりますが、山口の若者、学生にも何かメッセージを頂ければと思いまして

…会場を見渡すと、どこらへんに学生いるのかなとい う感 じですが… (笑い)

野間 :学生いたら手をあげてくれますか ?(一人挙手)あ、どうも～。もし中国地方でシ

ールズができたらどうなるんだろうね、シールズ中国 ?チ ャイナ ?それめっちゃ叩かれそ

うじゃん !なんて話もしてたんですが (笑い)、 シールズだけじゃないと思 うんです。僕は

む しろシールズはとっとといなくなったらいいと思つているくらいで、こんな名前が売れ

てチヤホヤされてるグループなんていらない、もつといろんなところでいろんな人たちが

勝手勝手に声をあげている状態が一番理想的ですよね。だから山口でも最初は数人でいい

んです、シールズ関西も最初は 5人 くらいで初めて今 140人 くらいになってるんです。

学生だけじゃなく、ミドルズやオールズも出てきているし、世代も場所も超えて自分の周

りの人たちと勝手にやつていくのが理想的なのかな。

鈴木 :段々自分の考えを友だちと話すことが増えてきて、「いろんな意見があるから私はど

っちの意見も聞いて中立でいたい、中立の立場から意見を言いたい」とよく言われるんで

すが、中立ってどこかな ?と 思 う。

野間 :別に悪くはない…いや、僕は悪いと思 うんですけど (笑い)、 安保法制に対して中立

つて何なんだ ?っ て話です。ないですよね。

鈴木 :ち ょつとずるいなと思 う。自分がどんな社会で生きたいのかということを考えたと

き、その間ってどこだ ?っ て。全員が真ん中に行っちゃったら何も動いていかないし。

野間 :自 分の声をあげるのは怖いしなかなか人も集まらないと思 うかもしれないですけど、

「デモや集会やるから来てね」と言いまくるよりも、自分がめちゃめちゃ必死にやつてい

る方が周 りは結構振 りむく。それはこの夏感 じたことで、友だちを誘 う暇がないときも、

毎週毎週俺が倒れそうになりながら街宣してるのを見た、全然政治の話をしたことない友

だちが 「なんか最近必死だけど何やってるの」と聞いてくれて、そこからシールズの話を

できたり。まずやってみたらすごく面白いと思 うし、山口で 「アベ政治を許さない」と言

つていくことが超すごいことだと思 うんです。 (拍手)総がかりも本当にすごくて、安倍首

相の地元だからいたたまれないって抑えていくんじゃなく、「俺らの県から出てつて、お前

何をやってるんだ !」 と大きな声で言つていくのはすごくインパク トがあるし、安倍 さん

も怖いと思 う。

鈴木 :こ の夏、自分たちの声に意味があるとすごく感 じて。私が何か言っても意味がない、

自分の声に力がないとずっと思わされてきたような気がしてたけれど、発 し続けることで

周 りも自分自身も変わっていった。人の声の力をすごく感 じましたね。

野間 :だつて 7月 半ばには粛々と成立って言つてたもんね。

鈴木 :それをこれだけ延ばせたつていうのはすごいよね。



野間 :最初はシールズだつたのかもしれないけど、ママの会や高校生もやつてたり。それ

は無駄 じゃない、無駄なわけないじゃないですか、僕たちの声つて (拍手)。 ぜひ山口も一

緒に頑張りましょう、応援 してます。 (拍 手)こ れは大きな意味がある動きだと思います。

真鍋 :発足集会に相応 しい励まされる言葉をありがとうございました。お二人はこの集会

のためだけに初めて山口に来てくれました。

野間・鈴木 :街並みが地元に似てたよね、田舎具合が (笑い)。 ぜひ一緒に頑張 りましょう。

(大 きな拍手)(会場の女性から「あなたたちが希望です」、野間「一緒に頑張 りましょう」)

r蟻
誰懸遭


