
そ ういうときは、仕方な く、 CMに なる

たびに録画ボタンを押すのです。

話は変わ りますが、cMは制作費用は

どれ くらいかかると思いますか。そ して、

CMの 放送費用はどれ くらいかかるか と

思いますか。 CMと いうのはものすご く

お金がかかるものなんです。テレビCM
の制作費用は、平均で 1本 1千万円とい

うことです。 cMの制作費用は 1千万で

すが、ほかに放送費用 というものがい り

ます。放送費用に関 しては、番組の制作費用

も分担する「番組 CM」 というもの と、純粋

に時間だけを買 う「スポッ トc MJと い うも

のの 2種類があ ります。関西 と東京では金額

にかな り差があ りますが、ゴールデンタイム

の番組 CMだ と、 1本流すのにだいたい数百

万かかるようです。サ ッヵ―の国際試合の時

なんかは、 1本流すだけで 1千万円 も2+万

円 もかかると聞いたことがあ ります。ただ し、

スポ ットCL/‐ で したら、数十万円で、特 に深

夜の時間帝で したら、毎週 1回流 しても lヶ

月分で数十万円 と、結構安いです。 しか し、

CMの 金額は、制作費用に関 して も放送費用

に関 しても、いわば闇の世界で、標準価格は

あってないようなもので、いまだに国頭の約

束だけで書面による契約 を交わさないところ

があるみたいです。ちなみに、朝 日新聞の全

面広告は 1千万 という話 を聞いたことがあ り

ます。

CMは そのほか に、 タレン トの契約費 とい

うものがあ ります。 日本 で一番高いのは、昔

は三船敏郎 さん。現在 は高倉健 さん と吉永小

百合 さんで、バ ブルの時 は 3億円、今 は 1億

円 ぐらい と言 われてい ます。そ うい う風 にた

いへ んなお金がかか りますか ら、費用対効果

といい ますか、わずか 15秒 の CMの 中に もそ

のお金 に見合 った効果 をいかに上 げるか とい

う熱意が表 われて くるわけです。そ うい う目

嘔 ‐1

で、 CMを 隅 々 まで見 る ト

しょうね。 (笑 )

では、休憩 をは さんで。

に流 れた CMを 見 たあ と、

ていただ きま しょう。

(休憩 )

レーニ ングを しま

2001年 か ら2002年

皆 さんで話 し合 っ

3.テレビCMとジェンダー

では、再開 します。

CMに使われる言葉の一つひとつについて、

こだわってい きましょうね。言葉 というのは

非常 に大事です。言葉は意識 を規制 します。

7、 8年前に、神戸で、市民派の女性が市会

議員選挙 に立候補 して、それを手伝 ったこと

があ ります。その選挙運動中に、応援 にきて

くれている主婦の人たちの間で「主人」 とい

う言葉が とびかってぃました。女性差別をな

くして、男女が ともに社会をになっていこう

という主張をもつ候補 なんだか ら、ここでは

「主 人Jと い う言葉 を使 うの はやめ ようと

思ったのですが、ただそれを禁止するだけで

はギクシャクするので、「主人 とい う言葉 を

使ったら百円出 して、コーヒー代 を貯めよう

ねJと 。 (笑)そ うした ら、初めの うちは、

あっと言 う間にコーヒー代が貯 まっていきま

したが、そういうふ うに、遊びの要素を取 り
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入れ なが ら社会 を変 えてい くとい う、柔軟 な

発想が必 要です。

それで は、2001年 か ら02年 にかけて関西地

方で流 れた CMを 見 て もらって、それ につい

て皆 さんで、 グルー プごとに話 し合 って もら

い ます。最初 に見 た92年か ら93年 にかけて流

れた CMに 比べ て、 ほぼ 10年 たって、 CMは

変 わ っ たで し ょうか、そ れ と も、変 わ らな

か ったで しょうか。 2001か ら02Lに かけて流

れた CMと い うのは、 1999年 に男女共 同参画

社会基本法が制定 された、その翌年 と翌 々年

につ くられた CMだ と思 って くだ さい。

では、 6ペ ージロを開いて くだ さい。今 か

ら流す CMの リス トが記 されてい ます。全部

で22本、 8分 ぐらいかか ります。右側 の欄が、

「好 感」 OR「 や め て」 と、点 数欄 にな って

い ますので、一つひ とつの CMを 、 まず 「好

感」 CMか 「やめてJ CMを 半J断 して○か ×

をつけて、その上で、点数 をつ けていって く

ださい。私 たちは 5点満点で点数 をつ けるの

ですが、 この中で、 自分 に とってのベ ス ト3

とワー ス ト3を 考 え なが ら、点 数 をつ けて

い って くだ さい。 グループご とに話 し合 つた

あ と、で きればグループご とにベス ト3、 ワ

ース ト3を選 んで もらいたいなあ と思 つてい

ます。

(CM放映 ・約 8分 )

で は、 ご自分 の中でのベス ト3、 ワ

ース ト3を 選 んでいただいて、そのあ

と、 グループご とに、最初 に見 た92、

93年 の CMと 比べ て、 CMは 変 わった

か、変 わ らなか ったか。変 わった とこ

ろがあれば、 どう変 わったかcそ して、

それはなぜ変 わったのか。変 わった理

由や、変 わ らせ た要 因や背景 な どを考

えて くだ さい。 そ して、変 わ らない も

のは、今後 どうした ら変 えてい くことがで き

るだろ うか、 とい うあた りを話 し合 って くだ

さい。 あ とで、 どうい う話が 出たか を簡単 に

報告 していただ きますか ら、今か らお よそ20

分 間ほ ど話 し合 って くだ さい。

(話 し合 い )

で は、そろそろ時間 にな りま した。 CMと

い うのは短 い時間の中に実 にさまざまなメ ッ

セージが込 め られてい ます。ですか 島、いろ

いろ と話 し合 ってい くなかで、いろんな解釈

が出て きますか ら、 き りが ないんですね。で

は、 と りあえず、各 グループか 弓どんな話が

出たか とい うことを簡単 に幸腱告 して くだ さい。

5グループあ りますので、だいたい 1グ ルー

プ 3分づつ くらいでお願 い します。

(報告 )

Dグル ープ

好 感 :

やめて :

菊正宗 ・ ピン。

ジェノバ ・セ ラ・ルージュ

明治乳業の プロバ イオテ ィクス

東芝・ク リーナー・コー ドがゼ ロ

森永 ・ア イスガイ

ア イフル

シオノギ ・ポポ ン S
辟

‥

…



まとめ :

以前 の CMと 比べ て どうか とい う話 に

なって、洗剤 については、やは りお母

さん と女の子が 中心 に使 われてい る。

栄養剤 は、や は り男性 の もの とい うよ

うに見 える。 CMで すか ら会社の意向

もあるで しょうが、中年 といい ますか、

年齢 のい った人が出ているCMが 少 な

か った。内容的 には、だいたい男 の方

と女 の方 と子 どもとい うの を意識 して

しやべ つている とい うのが わか りま し

た。

Bグル ープ

好  感 :サ ンヨー食品 ・ さっぽろ一番 ・

みそ ら一めん

明治乳業 ・プロバ イオテ ィクス

大阪 ガス・ほっ と料金

やめて :森永 ・アイス ガ イ

タケ ダ・ア リナ ミンV

ア イフル

シオノギ ・ポポ ン S

ア リコ・ザ ・ガン保 険

ジェノバ ・セ ラ・ルージュ

まとめ :

まず、変わったところは、

男性が料理 をつ くるCM

が多 くなって きているの

ではないかなということ

です。 また、女性が元気

で、男性が優 しくなった

CMが 多いのではないか

とか、CMの 中で父 と母

の役 割 が 強調 され な く

なったのではないかなと

い う意見 も出ました。ほ

かに、男女共同参画に関

してではないけれ ども、

サラ金のアピールはよくないのではな

いか という意見 も出ました。下着の C

Mは表現がかな り難 しいのではないか、

ということも言われました。今、単身

者が多いのに、単身者向けのCMが な

いなとも思いました。

変 わってない ところは、女1生の水着姿

とか、女性が家事 をする、男性が しっ

か り働 くというcMが残 っているので

はないか、 という意見が出ました。そ

れ と、ゃっぱ りCMは若 くて綺麗な女

′性が中心なのかなあと思いました。

Cグループ

好  感 :ソ ニー・ハ ンディカム

やめて :特にな し

まとめ :

最終的には、なにも変わってないので

`ま

ないか。 )床況的には92年の ものによヒ

ベて、多少はやわらかい面 とかは出て

きたけれど、基本的には変わっていな

い、とい う厳 しい結論で した。

具体的にですが、たとえば、cMの 中

に家族が出ているのですが、取って付

けたようなF日 象 を受けた り、微笑まし

i準
‐
彎暉■ギ;|ヅ警轡覇プ尋ググなノイ?ン|み摯幸

)イ|●TI軋
‐
瘍‐艤鞣抒勁瘍隋胚躊釉鸞・

彎颯写■顆予颯儡辣鵞饒凩蛉贄

靱
30



い風景で誤魔化 されている。わざとら

しいのではないか という厳 しい意見が

出ました。女性の露出度 も、やや低下

したものの、あまり変わつていない。

下着なんかは、糸田ければいいというの

ではな く、どうして機能性 を訴えるよ

うなものにしないのかなというご意見

もあ りました。消費者金融や保険の C

Mに子 どもを使 っているのは、やめて

欲 しい という強い意見が出されました。

グループ

好 感 :特 になし

やめて :任天堂・ポケモ ン

まとめ :

男の人のエプロン姿が一気に増 えたな

あ という感 じが しました。ただ、商品

それ自体 を宣伝するよりも、イメージ

が優先 されている。そのイメージとし

て よい とい うのが、若い女 の人がニ

コッと笑ったアイフルのように、本当

は厳 しい状態の ものなのに、女の人で

ハー ドルを低 くして、みたいなところ

が見え隠れするのではないか とい うこ

とです。それか ら、男性のおむつ替え

な どが出て きたのは、「育児を しない

男は父親 じやないJと いうような言葉

を受けての、マスコミとしての戦略み

たいなものがあるのではないか と

感 じます。家族 を前面に出 してい

るのは、よく分かってきましたと

いう意見で した。

Aグループ

好 感 :東芝・クリーナー・コー ドが

ゼ ロ

明治乳業・ポロバイオティ

クス

や めて :P&G・ ミューズ 。どこで も

ウェットクロス

アイフル

まとめ

男性が家事や台所 にかな り登場 してき

たとい うことと、で も、まだ女性がエ

プロンをしているのが多い。 ここには

出ていないのですが、介護はやは り女

性のイメージで、家族が出て くるにし

ても女の子が出ているというのがあ り

ます。洗濯は女性のイメージというの

がまだ変わらないとい うのがあ りまし

た。 CMは 、どうすれば変えていける

のかということについては、ひどい C

Mが垂れ流 しになっているので、やは

り、視聴者か ら見て不愉′
1央 に思 うもの

や、やめてほ しい ものは、ホームペー

ジなどに書 き込むとか、投書するとか

などして、発信 していかない と変わら

ないのではないか ということです。

はい、どうもあ りが とう。

あと10分 くらいあ りますので、まとめ的な

話をします。20数年間CMを見続けています

と、 CMと いうのは、性別役割の問題以外で

も、合成洗剤や原子力発電、それに消費者金

融 =サ ラ金のCMな ど、いろいろ問題がある

ことに気づ きます。

ニヽ
ヽ
ヽ

薇
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放映が 自粛 されてい ます。です

か ら、 9時 を過 ぎ る と、 どの

チ ャンネル も一斉 にサ ラ金 CM
が放 映 され ます。

同 じように、 タバ コの CMも

放送が 11時 まで禁止 されている

ので、 11時 を過 ぎる とテ レビの

CMは 煙 だ らけ に な ります。

(笑 )今 はそ れ にサ ラ金 が加 わ

りま した。

マ ス コ ミでは伝 え られてい ま

せ んが、今 はサ ラ金の被害者 は

■書マニシャルの攀蜀耶蜆鐘爾参胴

特 にサ ラ金 の CMは 、視聴者が「やめて欲

しいJ「や め るべ きだJと い う声 を大 き くし

てい く必要があ ります。 テ レビに して も新 聞

に して も、い まや この問題 は取 り上 げに くく

なってい るんです。 なぜ か とい うと、自分 た

ちが広 告 をタ ップ lブ もらってい る ところを批

判
―lる ことはで きませ んか 喝ね。 ある日寺期 ま

で は、テ レビはサ ラ金 の CMは 扱 って い な

か ったんです よ。 ところが、90年代 に入 り、

バ ブル経済が崩壊 して、広告収入がイ申び悩 ん

で、テ レビ局 の経営が きび しくなって きた と

きに、 まず、経営が苦 しい地方局が深夜 の時

間帯 に解禁 し、94年 にサ ラ金大手が東証 2部

に上場 したあた りか ら、大手各社 も競 ってサ

ラ金 CMを 解禁 しは じめ ます。 そ して、98年

2月 の長野 オ リンピックの時 に、 アムウェイ

が オフ イシャルスポ ンサ ーになった時 に、そ

れ まで「ねずみ講Jま がい とい うことで アム

ウェ イの CMを 流 してい なか ったの に、オ

フ イシャルスポ ンサ ーだか %と い っことで c

Mが堂 々 と流 され ます。 それだった ら、サ ラ

金 もいい じゃあ ないか とい うことになって、

そのあ と、最後 まで残 っていた フジテ レビと

大阪読売放送 も解禁 して しまい ます。現在 は

自己破 産やヤ ミ金被害が大 きく問題 になるな

かで、サ ラ金 CMは 午後 5時か ら 9時 までは

ものすごい人数なんです。 一般の人はサ ラ金

の利用者は浪費癖のある人で、遊興費やブラ

ン ド物 を買った りしていると思っているか も

しれ ませんが、そんなことはないです。小泉

首相が登場 して以降の「構造改革Jの名のも

とのな りふ り構わぬ リス トラなどで、失業 し

た り、賃金カットされた り、仕事が見つか ら

ない人たちが「生活苦Jでサラ金に手 を出 し

て、そ して、落 とし穴に落ちて しまっている

のです。そ して、その入 り回はサラ金のテ レ

ビCMだ ということを覚えておいて くださぃ。

2003年 の自己破産申請件数は24万件です。そ

の前の年は21万件です。その前が16万件、そ

の前が14万件。この制度がで きた82年か ら91

年 まではずっと以前は 1万件か ら2万件だっ

たのが、サラ金のテレビCMの放映時間の増

加に比例 してうなぎのぼ りに増 え続け、ここ

数年は毎年20万人あまりが自己破産 している

んです。 この10年 間で163万人が 自己破産 し

ています。隣に住 んでいる人が、夜逃げとか

′亡ヽ中とかで、いつ消 えるかわか らない、そう

い う時代 に私たちは生 きているんです。「明

日は我が身Jと 思 うと、あんなにノー天気な

サラ金のCMは絶対 にやめてほ しいです。

サラ金のCMは 、その広告手法か らいうと、

「恋人商法Jと 呼ぶ ことがで きます。サ ラ金
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に電話 を推卜ける と、テ レビCMで 見 たかわい

い女 の人が出て きて、 うま くいけば、その人

を恋 人にす ることがで きるか もしれない と、

そ う思 わせ る ようにつ くられてい ます。

そろそろジエ ンダーの話 に戻 りますね。私

は今 日の話 の最初 に、 自分 たちの思い を相手

に伝 える ようなこうい う運動 は、批判型 だけ

ではな く、提案型 ・応援型 の運動 に してい く

必要が ある とい うこ とを言 ったつ も りです。

しか し、残念 なが ら、 さきほ どの発表 のなか

で、ひ とつ の グルー プか ら、「最 終 的 に、 C

Mは全然変 わってないJと い う意見が出 され

ま した。そ ん な こ とを言 って は だ め です。

はつ き り言 い ます。 そんな結論 を出す ような

運動 は、世 の中か ら見捨 て るれて しまい ます。

人々の共感 を呼 ばないのです。共感 を呼ぶ運

動 とい うのは、否定 と肯定 のバ ラ ンスが大切

です。悪 い ところは悪 い と言いなが ら、 よい

ところはキ ッチ リ評価 してあげない と。否定

だけの運動 とい うのは、絶対 に共感 を持 たれ

ませ ん。 これは、 これ までいろんな運動 に関

わって きて、私が学 んだ ことです。提案型や

応援型 の運動 に していか ない と。

それ は運動 だけで はな くて、今 、私 は行政

の方 と一緒 になって、男性 向けの講座 をい ろ

い ろ企 画 してい るのです が、「男 たち よ、な

んとか しろ。変わ りなさいJと 命令調 とい う

か、断罪t_Jの 講座は、だれ も来て くれません。

2害」がたは厳 しいことも言いますが、 こン体と

しては褒めるというか、応援するというか、

やっぱ り「男たちも頑張ってきたよね。だけ

どこれか らは、会社人間だけではだめよね」

と、そうい う風 なもっていき方でないと、味

方は増 えていかない ものなんです。

私 は60年代 か らず っ としヽろんな運動 に関

わってきました。そこで、日本のサ ヨクの運

動が、なぜ総退去「したかを考 えるわけです。

私の結論 は、「正 しい こと」 にこだわ りす ぎ

て、「楽 しいことJを してこなかったか らだ、

ということです。「たの しいJと 「ただ しいJ

では一字違いで大違いです。正 しいことはな

かなか人に伝わらないんです。なぜか と言 う

と、それは、結局、自己満足だか らです。今

の時代、正 しいことは人の数だけあ ります。

そういう人たちが集 まる運動 に必要なのは多

様性です。価値観が微妙 に異なる者同士が連

帯 ・共感するためには、運動のなかに「楽 し

さJが必要です。楽 しいことには人が寄って

きます。私ははつきり言います。市川房江 さ

んのように優れた方が引っ張 つてきた運動で

す ら、若い世代の共感 を得 られずに、年々高

齢化 して、先細 りしています。80年代以前の

運動の多 くは、世代交代が うまくいか

ずに、構成 メンバーの平均年齢が毎年

上がっていき、ついには自然消減 して

いっています。

私は今、62歳ですけれ ど、私の考 え

で言 うと、次の世代の新 しい運動が誕

生 したと感 じたのは、95年 ごろか ら活

発になってきた夫婦別姓の運動で した

ね。夫婦別姓 の運動 とは、「た とえ、

みんなが どうであれ、私はいやだ。私

は苗字 を変 えた くない」。そ うい う女

たちの運動だったのです。そうい う女
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性が堂々と自己主張 して、そ して周 りの共感

を得は じめたのです。社会全体のことよりも、

私が大事。私 を前面に出 した運動。 とても新

鮮で した。それまでの運動は、右 も左 も、こ

とごとく「私Jを 押 し殺 して、「社会のため」

「みんなのため」 を謳 うもので した。「みんな

のために、明るい明 日のためにJと 言いなが

ら、「今 はガマ ンしましょぅJ、 「私 は抑 えま

しようJ、 「楽 しいなんて、とんで もないJ、

とい うものだったのです。私 を抑えて、みん

なのために。いまどき、そんな運動はだれの

共感 も得 ません。みんなよりも私が大事。未

来 よりも今が大事。そ して、苦 しいことょり

も、楽 しい こ とを。「今J と「私Jが「楽 し

いJの 3点 セ ッ ト。 これか ら運動 は、「今、

私が、楽 しい」をベースにすえない と人が集

まってきません。

小泉首相の登場以降、ほんとに世の中はお

か しくなってきてぃます。本来なら、こんな

にひどかった ら、カクメイが起 こります よ。

なのに、ぶつぶっ言いなが ら、結局、運動が

広がってぃかなかったのは、楽 しいことでは

な くて、 ■ しぃことをす甲しイ寸↓するような運動

のスタイルか ら脱却で きていないからなので

はないで しょぅか。世の中は明 らかに変わ り

つつあ ります。そこを見ないとだめです。

CMに戻 って言えば、たとぇば、 3

ページロの「コマーシャルの見方」と  ..
いう折れ線グラフを見てくださぃ。今、 ■‐|
60歳以_Lの 人は、コマーシャルを「楽  |‐ ■|

しんで見ているJ人 よりも、「がまん  ■ |‐

して見ているJ人のほうが多 くなって  |||
います。 ところが、60歳未満の人は、  |‐ |‐

反対 に、「楽 しんで見ている」人のほ   ||‐
うが過半数 を超えてぃます。世代間の  ||‐
価値観の違いが明 らかです。ですか 嚇、  |‐ ‐

―事が万事、自分たちの価値観だけが   ■ ‐|

正 しいと思わないで ください。 これか   ■ |‐

らのキーヮー ドは、多様性。つ まり、正 しい

ことは人の数だけぁるんです。ですか ら、正

しいことを人に押 し付けよぅとしても、だれ

も寄 ってこないんです。楽 しいことには、人

がた くさん寄ってきます。

そういうことで、cMを楽 しんで見ている

人たちに否定的なことを押 し付 けようったっ

て、絶対 にだめです。楽 しいcMの 中で、こ

れはお もしろいね、で もこっちはだめだねと

いうような腑分けが必要です。 このグラフは

2000年 の 3月 の調査 に基づいた ものですから、
このグラフの55～ 59歳 というのは、現在60～

64歳 になってぃると考えて ください。そぅす

る と、現在60歳以上の人は、「cMは ぅるさ

いJと か、「ゎけがゎか らないJと か思って、

「が まん して見ているJわ けです。で も、そ

れよりも下の年代の人は、cMは基本的にお

もしろい もの、楽 しい もの、生活に役立つ も

の として、「楽 しんで見 ている」わけです。

ですか ら、そ ぅぃ ぅ人たち とコ ミュニヶ―

ションをとろうと思ったら、すてきなCMに
ついては、「これはいぃね、すて きだねJと
か、「時代 を反映 してぃるね」 と、きちんと

評価 しておぃてか ら、そ して、性別役害」から

見て、「おか しぃ ところはおか しぃ」 とぃ ぅ

言い方 を しないいけ ませ ん。「全部 だめ。な

34



夕
・・・〓
・ヽ・・・・・・
・

勒

・二
〓

・（
・

:

:

ξ
:1予

:

にも変わってない」 なんて、 とんで もないは

な しです。

ここで私が一番強調 したいことは、社会に

対する見方や考え方に関 して、世代間ですで

に大 きく変化 している、 とぃうことです。性

別役割分業意識にして も、夫婦別姓にしても、

仕事や男の子育てについても、大 きく変わっ

てきています。私は、このように新 しい考え

方をもつ人たちを「均等法世代Jと 呼んでい

まづ。

これまでの、今60歳以上の戦前生 まれの人

たちをひとくくりに して「第 1世代Jと 呼ぶ

とすれば、そのつ ぎの団塊の世代が「第 2世

代 J。 そ して、そこか ら少 しだけ間を置いて、

次が「第 3世代」 としての「均等法世代」で

す。均等世代 というのは、1986年 に男女雇用

機会均等法が出きて、これか ら女 も男 と同 じ

ように、やる気があればずっと仕事がで きる

んだなあと、喜んで職場に入った女性たちの

世代です。頑張って、そのまま働 き続けてい

れば、大卒だと42歳、中卒で も35歳。いまや

そろそろ社会の中堅 どころです。すでに管理

職になっている人 もいるか もしれませんが、

いずれにして も、一番仕事がで きている世代

です。 CMの 世界では、すでにそういう人た

ちが CMをつ くってぃるし、制作 されたCM
を選択するするポジションについているんで

す。そ うい う人た ちを応援 してあげな

いで、世 の中が変 わってい くと思い ま

すか ? そ こなんです。均 等世代 はす

で に中堅 なんです。 あ きいか に世代 は

変 わ りは じめてい ます。その方たちが

社会の中′亡、になって、私 たち「第 1世

ftJ ιまもう隅 っこにイ予った方が よい日寺

代で はないで しょうか。 5ペー ジロの

年表の ところに も書 きま したが、世代

の協 力 や継承 による世代 の交代 を しな

い と、 日本 の社 会は世 界の流 れか らど

んどん取 り残 されて しまいます。次の世代が

生 きゃすぃ社会をつ くるのが、私たちの義務

ではないで しょうか。

最後に、い くつかのCMを もう一回見てみ

ましょう。 cMは小 さな画面の中に実にいろ

いろなメッセージが盛 り込 まれています。そ

こには、作 り手の熱いメッセージがあった り

しますが、 じっくりと見ない と、見落 として

しまうこともあ ります。私か ら見て、こんな

にステキなCMがぁるんだということを再確

認 して もらうために、 もう一度、少 しだけ映

像 を見てもらいます。

(CM放映 )

CMを見なが ら、時代の移 り変わ りについ

て考 えるとともに、変わったところはきちん

と評価 して、そ して、変わらないところは、

じやあどうすれば変えられるかという視点で、

批判だけではな くて、応援 も含めて、いろい

ろ考え、行動 していきましょう。メディアが

変われば、私たちも変わるということを念頭

に置いて、単 に抗議だけではない運動のスタ

イルをさまざまに考えていきましょう。

長々と喋 りましたが、これで私の話は終わ

ります。

あ りが とうございました。

ヅ

i安■|■
_,7″ イ

ー


