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ストを辞さず、産業構造の改革図る組合だから標的にされた？

「関西生コン事件」で初の無罪判決
◉文・写真／下地 毅

権限のさらなる拡大、監視機能が強まる危険

警察庁のサイバー局・直轄隊創設は
国家警察の再来◉足立昌勝

同一労働同一賃金と「70歳定年」で
働き方はどう変わる？　
同一労働同一賃金  大企業から中小企業まで
正規と非正規の待遇格差を禁止◉内藤眞弓

「同一労働同一賃金」と言いながら
仕事基準ではない日本型均衡処遇◉今野晴貴
高年齢者雇用安定法  気になる、年金との関係
「70歳」まで働ける社会をめざす？◉内藤眞弓
「70歳定年」を社会福祉切り捨ての口実にさせない
◉藤田孝典

安倍晋三前首相は都議選でかく語りき
７年８カ月の実績を自画自賛　
でも数字がまちがっていませんか◉佐藤和雄

新龍中国（34）

離合、廃刊、断筆、脱出続く香港メディア業界
◉ふるまいよしこ

緩やかな日常◉写真・文／野口健吾

18年データ追加  独走！全国がん登録データを読み解く

７年連続の「胃がん多発」を確認
◉明石昇二郎
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3　風速計
信頼型か、統制型か
◉中島岳志
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『牧師、閉鎖病棟に入る。』◉寺尾紗穂
『エルサレム』◉長瀬 海
『女たちのポリティクス　台頭する世界の女性
政治家たち』◉武田砂鉄
【映画】
『アウシュヴィッツ・レポート』◉さこうますみ
【音楽】
『Mirror II 』◉二本木かおり
【美術】
木彫り熊の申し子 藤戸竹喜 アイヌであればこそ
◉薄井崇友
【ＴＶドキュメンタリー】◉ワタナベ=アキラ

「ハイチ大統領暗殺」  背景に権力・利権抗争
◉伊高浩昭
【提携連載企画】双葉病院置き去り事件04
自衛隊司令部の情報は
「寝たきりは一部」のはずが
◉Ｔａｎｓａ　中川七海
メディアウオッチ

「表現の不自由展」〝閉幕 〝、メディアの課題
◉臺 宏士
権力監視の機能はたさぬ首相記者会見
◉砂川浩慶

それでもそれでもそれでも（454）◉齋藤陽道
きんようアンテナ◉本田雅和、樫田秀樹
さらん日記
8月の原発裁判◉脱原発弁護団全国連絡会
政治時評◉佐藤甲一
経済私考◉高橋伸彰
肯（うべな）わぬ者からの手紙（27）◉山口 泉
櫂未知子の金曜俳句（136）
本多勝一の俺と写真（276）
読者会から
きんようびのはらっぱで（情報欄）
ヒラ社長が行く（131）◉植村 隆
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言葉の広場　
『ヒロシマ』と私◉安並真智
レコード店に育てられ◉岡 稔彦
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ずっとモダンジャズを聴いている◉高本正之
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『鬼滅の刃』から考える　
私たちと戦前・戦中とのつながり◉藤井 満
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今週の表紙
あなたにとって「働く」って
どんな意味ですか？　今
年実施された「同一労働
同一賃金の中小企業へ
の適用」と、いわゆる「70
歳定年」＝高年齢者雇用
安定法について考えてみ
ます。（写真／PIXTA）

【食】
改悪が進む食品表示　
消費者の「選ぶ権利」が侵される  
◉天笠啓祐
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【お知らせ】
「ジェンダー情報」は休載します。
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はまぐりのねごと（101）◉中山千夏
下段俱楽部（101）◉矢崎泰久
なまくらのれん（188）◉小室 等
写日記（188）◉松元ヒロ
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