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第 245 号 2014 年 1 月 19 日（日）～  1 月 25 日（土） 

    今週今週今週今週はははは天気天気天気天気がががが悪悪悪悪くくくく時間時間時間時間にににに恵恵恵恵まれましたのでまれましたのでまれましたのでまれましたので、、、、少少少少しししし長長長長くなりますがくなりますがくなりますがくなりますが日本日本日本日本ではではではでは、、、、

あまりあまりあまりあまり馴染馴染馴染馴染みのないみのないみのないみのない休日休日休日休日ののののマーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デイ・デイ・デイ・デイ        

（（（（１１１１／／／／２１２１２１２１））））についてについてについてについて紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

マーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニアマーティン・ルーサー・キング・ジュニア（Martin LMartin LMartin LMartin Luther King, Jr.uther King, Jr.uther King, Jr.uther King, Jr.    1929192919291929 年年年年 1111

月月月月 15151515 日日日日    ----    1968196819681968 年年年年 4444 月月月月 4444 日日日日））））はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国ののののプロテスタントプロテスタントプロテスタントプロテスタントバプテストバプテストバプテストバプテスト

派派派派のののの牧師牧師牧師牧師であるであるであるである。。。。キングキングキングキング牧師牧師牧師牧師のののの名名名名でででで知知知知られられられられ、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動

のののの指導者指導者指導者指導者としてとしてとしてとして活動活動活動活動したしたしたした。。。。    

「I Have a DreamI Have a DreamI Have a DreamI Have a Dream」（（（（私私私私にはにはにはには夢夢夢夢があるがあるがあるがある））））でででで知知知知られるられるられるられる有名有名有名有名ななななスピーチスピーチスピーチスピーチをををを行行行行ったったったった人人人人

物物物物でででで 1964196419641964 年年年年ののののノーベルノーベルノーベルノーベル平和賞平和賞平和賞平和賞受賞者受賞者受賞者受賞者、、、、2004200420042004 年年年年のののの議会名誉黄金勲章議会名誉黄金勲章議会名誉黄金勲章議会名誉黄金勲章受章者受章者受章者受章者、、、、アアアア

メリカのメリカのメリカのメリカの人種差別人種差別人種差別人種差別（（（（特特特特ににににアフリカアフリカアフリカアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人にににに対対対対するするするする差別差別差別差別））））のののの歴史歴史歴史歴史をををを語語語語るるるる上上上上

でででで重要重要重要重要なななな人物人物人物人物のののの一人一人一人一人であるであるであるである。。。。    

1929192919291929 年年年年、、、、ジョージアジョージアジョージアジョージア州州州州アトランタアトランタアトランタアトランタ市市市市ででででバプテストバプテストバプテストバプテスト派派派派牧師牧師牧師牧師マイケル・ルーサー・マイケル・ルーサー・マイケル・ルーサー・マイケル・ルーサー・

キングのキングのキングのキングの息子息子息子息子としてとしてとしてとして生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。ミドルネームもミドルネームもミドルネームもミドルネームも含含含含めてめてめてめて父父父父とととと同同同同じじじじ名前名前名前名前をををを付付付付けられけられけられけられ

たがたがたがたが、、、、父父父父マイケルはマイケルはマイケルはマイケルは 1935193519351935 年年年年ににににマーティンマーティンマーティンマーティンとととと改名改名改名改名しししし、、、、息子息子息子息子もももも同様同様同様同様にににに改名改名改名改名したたしたたしたたしたた

めめめめ「「「「マーティン・ルーサー・キングマーティン・ルーサー・キングマーティン・ルーサー・キングマーティン・ルーサー・キング・・・・ジュニアジュニアジュニアジュニア」」」」となったとなったとなったとなった。。。。宗教改革宗教改革宗教改革宗教改革をはじめをはじめをはじめをはじめ

たたたたマルティン・ルターマルティン・ルターマルティン・ルターマルティン・ルターからからからから父親父親父親父親がががが命名命名命名命名したしたしたした。。。。父親父親父親父親はははは区別区別区別区別のためのためのためのため「「「「マーティン・マーティン・マーティン・マーティン・

ルーサー・キングルーサー・キングルーサー・キングルーサー・キング・・・・シニアシニアシニアシニア」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。    

幼少幼少幼少幼少のののの頃頃頃頃、、、、隣隣隣隣にににに白人白人白人白人のののの家族家族家族家族がががが住住住住んでおりんでおりんでおりんでおり同年同年同年同年のののの男男男男のののの子子子子 2222 人人人人とととと遊遊遊遊んでいたがキンんでいたがキンんでいたがキンんでいたがキン

グがグがグがグが 6666 歳歳歳歳のあるのあるのあるのある日日日日、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの母親母親母親母親がががが「（「（「（「（黒人黒人黒人黒人とはとはとはとは））））二度二度二度二度とととと遊遊遊遊ばせませんばせませんばせませんばせません!!!!」」」」とととと宣言宣言宣言宣言

しししし、、、、これがこれがこれがこれが人生人生人生人生でででで初初初初めてのめてのめてのめての差別差別差別差別体験体験体験体験であったであったであったであった。。。。高校時代高校時代高校時代高校時代にはにはにはには討論大会討論大会討論大会討論大会でででで優勝優勝優勝優勝しししし

たがたがたがたが帰帰帰帰りりりり道道道道ににににバスバスバスバスのののの中中中中でででで白人白人白人白人からからからから席席席席をををを譲譲譲譲れとれとれとれと強制強制強制強制されされされされ、、、、激激激激しくしくしくしく怒怒怒怒ったったったった。。。。これがこれがこれがこれが

後後後後ののののバス・ボイコットバス・ボイコットバス・ボイコットバス・ボイコットにつながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく。。。。    

モアハウスモアハウスモアハウスモアハウス大学大学大学大学卒業後卒業後卒業後卒業後、、、、ペンシルベニアペンシルベニアペンシルベニアペンシルベニア州州州州のクローザーのクローザーのクローザーのクローザー神学校神学校神学校神学校をををを経経経経てててて父親父親父親父親とととと同同同同

じくバプテストじくバプテストじくバプテストじくバプテスト派派派派のののの牧師牧師牧師牧師となるとなるとなるとなる。。。。そのそのそのその後後後後 1955195519551955 年年年年ににににボストンボストンボストンボストン大学大学大学大学神学部神学部神学部神学部でででで博士博士博士博士

号号号号をををを取得取得取得取得したしたしたした。。。。    

ボストンボストンボストンボストン大学大学大学大学にににに在学中在学中在学中在学中、、、、コレッタ・スコット・キングコレッタ・スコット・キングコレッタ・スコット・キングコレッタ・スコット・キング（（（（Coretta Scott KingCoretta Scott KingCoretta Scott KingCoretta Scott King））））とととと

知知知知りりりり合合合合ってってってって結婚結婚結婚結婚したしたしたした。。。。コレッタはコレッタはコレッタはコレッタは 4444 人人人人のののの子供子供子供子供をををを育育育育てててて、、、、夫夫夫夫がががが亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった後後後後もそのもそのもそのもその

意思意思意思意思をををを継継継継ぎぎぎぎ「「「「非暴力社会変革非暴力社会変革非暴力社会変革非暴力社会変革センターセンターセンターセンター」」」」をををを設立設立設立設立。。。。映画映画映画映画やややや TVTVTVTV、、、、ビデオ・ゲームビデオ・ゲームビデオ・ゲームビデオ・ゲーム

などのなどのなどのなどの暴力暴力暴力暴力シーンをシーンをシーンをシーンを無無無無くすくすくすくす運動運動運動運動をををを精力的精力的精力的精力的にににに行行行行ったりったりったりったり非暴力運動非暴力運動非暴力運動非暴力運動、、、、人種差別撤廃人種差別撤廃人種差別撤廃人種差別撤廃、、、、

貧困層救済貧困層救済貧困層救済貧困層救済のののの運動運動運動運動をををを指導指導指導指導してしてしてして世界世界世界世界をををを行脚行脚行脚行脚したしたしたした。。。。彼女彼女彼女彼女はははは 2005200520052005 年年年年 8888 月月月月 16161616 日日日日にににに脳卒脳卒脳卒脳卒

中中中中でででで倒倒倒倒れてれてれてれて半身不随半身不随半身不随半身不随となりとなりとなりとなり、、、、2006200620062006 年年年年 1111 月月月月 31313131 日日日日にににに 78787878 歳歳歳歳でででで死去死去死去死去したしたしたした。。。。なおキングなおキングなおキングなおキング

がボストンがボストンがボストンがボストン大学在学中大学在学中大学在学中大学在学中にににに飲食店飲食店飲食店飲食店にににに入入入入ったったったった際際際際、、、、キングがキングがキングがキングが黒人黒人黒人黒人であるであるであるである事事事事をををを理由理由理由理由にににに白白白白

人人人人のののの店員店員店員店員がががが注文注文注文注文をををを取取取取りにりにりにりに来来来来なかったがなかったがなかったがなかったが、、、、同店同店同店同店のののの所在地所在地所在地所在地がこのがこのがこのがこの様様様様なななな行為行為行為行為をををを州法州法州法州法でででで

禁禁禁禁じているボストンじているボストンじているボストンじているボストン北部北部北部北部であったためであったためであったためであったため、、、、店員店員店員店員はははは人種差別人種差別人種差別人種差別としてとしてとしてとして即逮捕即逮捕即逮捕即逮捕となったとなったとなったとなった。。。。



南部出身南部出身南部出身南部出身でででで人種差別人種差別人種差別人種差別をををを受受受受けることがけることがけることがけることが多多多多かったキングはかったキングはかったキングはかったキングは、、、、むしろこのむしろこのむしろこのむしろこの出来事出来事出来事出来事にににに驚驚驚驚

いたといういたといういたといういたという。。。。    

1862186218621862 年年年年 9999 月月月月ににににエイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーン大統領大統領大統領大統領によってによってによってによって行行行行われたわれたわれたわれた奴隷解放宣言奴隷解放宣言奴隷解放宣言奴隷解放宣言

によりアメリカによりアメリカによりアメリカによりアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国でのでのでのでの奴隷制奴隷制奴隷制奴隷制はははは廃止廃止廃止廃止されされされされ、、、、主主主主としてアフリカとしてアフリカとしてアフリカとしてアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人

はははは奴隷奴隷奴隷奴隷のくびきからはのくびきからはのくびきからはのくびきからは脱脱脱脱していたしていたしていたしていた。。。。しかししかししかししかし奴隷制度奴隷制度奴隷制度奴隷制度からのからのからのからの解放解放解放解放はははは直直直直ちにちにちにちに人種差人種差人種差人種差

別別別別のののの撤廃撤廃撤廃撤廃をををを意味意味意味意味するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、そのそのそのその後後後後もももも人種人種人種人種によってによってによってによって取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを異異異異なるもなるもなるもなるも

のとすることのとすることのとすることのとすること、、、、特特特特にににに学校学校学校学校ややややトイレトイレトイレトイレ、、、、プールプールプールプールなどのなどのなどのなどの公共施設公共施設公共施設公共施設ややややバスバスバスバスなどのなどのなどのなどの公共交公共交公共交公共交

通等通等通等通等においてにおいてにおいてにおいて白人白人白人白人とととと非白人非白人非白人非白人等等等等のののの区別区別区別区別にににに基基基基づきづきづきづき異異異異なるなるなるなる施設施設施設施設をををを用用用用いることはいることはいることはいることは容認容認容認容認ささささ

れたままであったれたままであったれたままであったれたままであった。。。。このこのこのこの様様様様なななな状況状況状況状況はははは、、、、アメリカがアメリカがアメリカがアメリカが「「「「自由自由自由自由でででで平等平等平等平等なななな」、「」、「」、「」、「民主主民主主民主主民主主

義義義義のののの橋頭堡橋頭堡橋頭堡橋頭堡」」」」であるとであるとであるとであると自称自称自称自称としてとしてとしてとして参戦参戦参戦参戦したしたしたした第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦後後後後もももも続続続続いておりいておりいておりいており、、、、むむむむ

しろしろしろしろ多多多多くのくのくのくの州州州州ではではではでは法令上法令上法令上法令上もかかるもかかるもかかるもかかる取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを義務付義務付義務付義務付けていたことすらあったけていたことすらあったけていたことすらあったけていたことすらあった。。。。

1954195419541954 年年年年以来以来以来以来、、、、アラバマアラバマアラバマアラバマ州州州州モンゴメリーモンゴメリーモンゴメリーモンゴメリーのバプテストのバプテストのバプテストのバプテスト派教会派教会派教会派教会のののの牧師牧師牧師牧師をしていたがをしていたがをしていたがをしていたが、、、、

1955195519551955 年年年年 12121212 月月月月にモンゴメリーでにモンゴメリーでにモンゴメリーでにモンゴメリーで発生発生発生発生したしたしたしたローザ・パークスローザ・パークスローザ・パークスローザ・パークス逮捕事件逮捕事件逮捕事件逮捕事件にににに抗議抗議抗議抗議してしてしてして

モンゴメリー・バス・ボイコットモンゴメリー・バス・ボイコットモンゴメリー・バス・ボイコットモンゴメリー・バス・ボイコット運動運動運動運動をををを指導指導指導指導するするするする。。。。11111111 ヶヶヶヶ月後月後月後月後にににに裁判所裁判所裁判所裁判所からからからから呼呼呼呼びびびび

出出出出しがありしがありしがありしがあり運動中止命令運動中止命令運動中止命令運動中止命令かとかとかとかと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、連邦最高裁判所連邦最高裁判所連邦最高裁判所連邦最高裁判所からバスからバスからバスからバス車内人種車内人種車内人種車内人種

分離法違憲判決分離法違憲判決分離法違憲判決分離法違憲判決（（（（法律上法律上法律上法律上におけるにおけるにおけるにおける人種差別人種差別人種差別人種差別容認容認容認容認にににに対対対対するするするする違憲判決違憲判決違憲判決違憲判決））））をををを勝勝勝勝ちちちち取取取取るるるる。。。。

これこれこれこれ以降以降以降以降、、、、アトランタでバプテストアトランタでバプテストアトランタでバプテストアトランタでバプテスト派教会派教会派教会派教会のののの牧師牧師牧師牧師をしながらをしながらをしながらをしながら全米各地全米各地全米各地全米各地でででで公民権公民権公民権公民権

運動運動運動運動をををを指導指導指導指導したしたしたした。。。。    

キングのキングのキングのキングの提唱提唱提唱提唱したしたしたした運動運動運動運動のののの特徴特徴特徴特徴はははは徹底徹底徹底徹底したしたしたした「「「「非暴力主義非暴力主義非暴力主義非暴力主義」」」」であるであるであるである。。。。インドインドインドインド独立独立独立独立のののの

父父父父、、、、マハトマ・ガンディマハトマ・ガンディマハトマ・ガンディマハトマ・ガンディーーーーにににに啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙されされされされ、、、、自身自身自身自身のののの牧師牧師牧師牧師としてのとしてのとしてのとしての素養素養素養素養もももも手伝手伝手伝手伝ってってってって一一一一

切抵抗切抵抗切抵抗切抵抗しないしないしないしない非暴力非暴力非暴力非暴力をををを貫貫貫貫いたいたいたいた。。。。一見非暴力主義一見非暴力主義一見非暴力主義一見非暴力主義はははは無抵抗無抵抗無抵抗無抵抗でででで弱腰弱腰弱腰弱腰のののの姿勢姿勢姿勢姿勢とととと勘違勘違勘違勘違いいいい

されがちだがされがちだがされがちだがされがちだが、、、、キングのそれはキングのそれはキングのそれはキングのそれは「「「「非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗をををを大衆市民不服従大衆市民不服従大衆市民不服従大衆市民不服従にににに発展発展発展発展させるさせるさせるさせる。。。。

そしてそしてそしてそして支配者達支配者達支配者達支配者達がががが「「「「黒人黒人黒人黒人はははは現状現状現状現状にににに満足満足満足満足しているしているしているしている」」」」とととと言言言言いふらしてきたいふらしてきたいふらしてきたいふらしてきた事事事事がががが嘘嘘嘘嘘でででで

あることをあることをあることをあることを全世界中全世界中全世界中全世界中にハッキリとにハッキリとにハッキリとにハッキリと見見見見せるせるせるせる」」」」というというというという決決決決してしてしてして単単単単なるなるなるなる弱腰姿勢弱腰姿勢弱腰姿勢弱腰姿勢ではなではなではなではな

かったかったかったかった。。。。    

事実事実事実事実、、、、1963196319631963 年年年年 5555 月月月月にアラバマにアラバマにアラバマにアラバマ州州州州バーミングハムバーミングハムバーミングハムバーミングハムでのでのでのでのバーミングハムバーミングハムバーミングハムバーミングハム運動運動運動運動のののの中中中中でででで、、、、

丸腰丸腰丸腰丸腰のののの黒人青年黒人青年黒人青年黒人青年にににに対対対対しししし、、、、警察犬警察犬警察犬警察犬をけしかけをけしかけをけしかけをけしかけ襲襲襲襲わせたりわせたりわせたりわせたり警棒警棒警棒警棒でのでのでのでの滅多打滅多打滅多打滅多打ちちちち、、、、高圧高圧高圧高圧

ホースでホースでホースでホースで水水水水をかけるなどのをかけるなどのをかけるなどのをかけるなどの警官警官警官警官によるによるによるによる事件映像事件映像事件映像事件映像がががが映映映映しししし出出出出されされされされ世論世論世論世論はははは次第次第次第次第にそれにそれにそれにそれ

らのらのらのらの暴力暴力暴力暴力にににに拒絶反応拒絶反応拒絶反応拒絶反応をををを示示示示していったしていったしていったしていった。。。。    

公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、主主主主としてとしてとしてとして南部諸州南部諸州南部諸州南部諸州におけるにおけるにおけるにおける人種差別的取扱人種差別的取扱人種差別的取扱人種差別的取扱いがそのいがそのいがそのいがその

対象対象対象対象となったとなったとなったとなった。。。。通常通常通常通常、、、、差別的取差別的取差別的取差別的取りりりり扱扱扱扱いにはいにはいにはいには州法上州法上州法上州法上のののの法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠がががが存在存在存在存在しししし、、、、運用運用運用運用をををを

実際実際実際実際にににに行行行行うううう政府当局政府当局政府当局政府当局ないしはないしはないしはないしは警察警察警察警察などもなどもなどもなども公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動にはにはにはには反対反対反対反対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をとることをとることをとることをとること

がががが多多多多かったことからかったことからかったことからかったことから、、、、公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動はははは必然的必然的必然的必然的にににに州政府州政府州政府州政府などのなどのなどのなどの地域地域地域地域のののの権力権力権力権力とのとのとのとの闘争闘争闘争闘争

というというというという側面側面側面側面をををを有有有有していたしていたしていたしていた。。。。合衆国合衆国合衆国合衆国においてはにおいてはにおいてはにおいては州州州州とととと連邦連邦連邦連邦とのとのとのとの二重二重二重二重のののの統治体制統治体制統治体制統治体制がががが設設設設

けられているけられているけられているけられている中中中中でででで、、、、連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府ないしはないしはないしはないしは北部各州北部各州北部各州北部各州はははは南部各州南部各州南部各州南部各州のののの州政府州政府州政府州政府にににに比比比比べればべればべればべれば

人種差別人種差別人種差別人種差別のののの撤廃撤廃撤廃撤廃にににに肯定的肯定的肯定的肯定的でありでありでありであり、、、、州政府州政府州政府州政府ないしはないしはないしはないしは州兵州兵州兵州兵にににに対対対対しししし連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府がががが連邦軍連邦軍連邦軍連邦軍

兵士兵士兵士兵士をををを派遣派遣派遣派遣してしてしてして事態事態事態事態のののの収拾収拾収拾収拾をををを図図図図るケースもるケースもるケースもるケースも見見見見られたられたられたられた。。。。    

キングもキングもキングもキングも 1963196319631963 年年年年 4444 月月月月 12121212 日日日日にバーミングハムでにバーミングハムでにバーミングハムでにバーミングハムで行行行行われたわれたわれたわれた抗議抗議抗議抗議デモのデモのデモのデモの際自際自際自際自らバーらバーらバーらバー

ミングハムミングハムミングハムミングハム市警市警市警市警にににに逮捕逮捕逮捕逮捕されされされされ、、、、4444 月月月月 19191919 日日日日までまでまでまで拘置所拘置所拘置所拘置所のののの独居房独居房独居房独居房にににに投獄投獄投獄投獄されたこともされたこともされたこともされたことも

あるあるあるある。。。。    

1963196319631963 年年年年 8888 月月月月 28282828 日日日日にににに行行行行われたわれたわれたわれたワシントンワシントンワシントンワシントン大行進大行進大行進大行進においてにおいてにおいてにおいてリンカーンリンカーンリンカーンリンカーン記念堂記念堂記念堂記念堂のののの前前前前

でででで有名有名有名有名なななな““““I Have a DreamI Have a DreamI Have a DreamI Have a Dream””””（（（（私私私私にはにはにはには夢夢夢夢があるがあるがあるがある））））でででで始始始始まるまるまるまる演演演演説説説説をををを行行行行いいいい、、、、人種差人種差人種差人種差



別別別別のののの撤廃撤廃撤廃撤廃とととと各人種各人種各人種各人種のののの協和協和協和協和というというというという高邁高邁高邁高邁なななな理想理想理想理想をををを簡潔簡潔簡潔簡潔なななな文体文体文体文体とととと平易平易平易平易なななな言葉言葉言葉言葉でででで訴訴訴訴ええええ広広広広

くくくく共感共感共感共感をををを呼呼呼呼んだんだんだんだ。。。。    

当該箇所当該箇所当該箇所当該箇所のののの演説演説演説演説はははは即興即興即興即興にてにてにてにて行行行行われたものといわれるがそのわれたものといわれるがそのわれたものといわれるがそのわれたものといわれるがその内容内容内容内容はははは高高高高くくくく評価評価評価評価されされされされ、、、、

1961196119611961 年年年年 1111 月月月月 20202020 日日日日にににに就任就任就任就任したしたしたしたジョン・ジョン・ジョン・ジョン・FFFF・ケネディ・ケネディ・ケネディ・ケネディのののの大統領就任演説大統領就任演説大統領就任演説大統領就任演説とととと並並並並びびびび 20202020

世紀世紀世紀世紀のアメリカをのアメリカをのアメリカをのアメリカを代表代表代表代表するするするする名演説名演説名演説名演説としてとしてとしてとして有名有名有名有名であるであるであるである。。。。    

キングをキングをキングをキングを先頭先頭先頭先頭にににに行行行行われたこれらのわれたこれらのわれたこれらのわれたこれらの地道地道地道地道かつかつかつかつ積極的積極的積極的積極的なななな運動運動運動運動のののの結果結果結果結果、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ国内国内国内国内

のののの世論世論世論世論もももも盛盛盛盛りりりり上上上上がりをがりをがりをがりを見見見見せせせせ、、、、ついについについについにリンドン・リンドン・リンドン・リンドン・BBBB・ジョンソン・ジョンソン・ジョンソン・ジョンソン政権下政権下政権下政権下のののの 1964196419641964 年年年年

7777 月月月月 2222 日日日日にににに公民権法公民権法公民権法公民権法（（（（CivilCivilCivilCivil    Rights ActRights ActRights ActRights Act））））がががが制定制定制定制定されたされたされたされた。。。。これによりこれによりこれによりこれにより、、、、建国以来建国以来建国以来建国以来

200200200200 年近年近年近年近くのくのくのくの間間間間アメリカでアメリカでアメリカでアメリカで施行施行施行施行されてきたされてきたされてきたされてきた法法法法のののの上上上上におけるにおけるにおけるにおける人種差別人種差別人種差別人種差別がががが終終終終わりをわりをわりをわりを

告告告告げることになったげることになったげることになったげることになった。。。。    

ジョンソンはジョンソンはジョンソンはジョンソンは人種差別人種差別人種差別人種差別をををを嫌嫌嫌嫌うううう自自自自らのらのらのらの信条信条信条信条のもとのもとのもとのもと、、、、自自自自らのらのらのらの政権下政権下政権下政権下においてキングにおいてキングにおいてキングにおいてキング

とととと共共共共にこれをにこれをにこれをにこれを強強強強くくくく推進推進推進推進したしたしたした。。。。なおなおなおなお公民権法案公民権法案公民権法案公民権法案をををを議会議会議会議会にににに提出提出提出提出したのはジョンソンしたのはジョンソンしたのはジョンソンしたのはジョンソン

がががが副大統領副大統領副大統領副大統領であったケネディであったケネディであったケネディであったケネディ政権時代政権時代政権時代政権時代のことであるがのことであるがのことであるがのことであるが、、、、議会内議会内議会内議会内においてにおいてにおいてにおいて強強強強いいいい政政政政

治的影響力治的影響力治的影響力治的影響力をををを持持持持たなかったケネディをたなかったケネディをたなかったケネディをたなかったケネディを後押後押後押後押しししししししし続続続続けたジョンソンがけたジョンソンがけたジョンソンがけたジョンソンが、、、、キングのキングのキングのキングの

協力協力協力協力をををを受受受受けてけてけてけて自自自自らのらのらのらの政治的影響力政治的影響力政治的影響力政治的影響力をフルにをフルにをフルにをフルに使使使使いいいい、、、、制定制定制定制定へへへへ向向向向けたけたけたけた議会工作議会工作議会工作議会工作をををを活発活発活発活発

化化化化させさせさせさせ公民権法公民権法公民権法公民権法のののの早期制定早期制定早期制定早期制定にににに持持持持ちちちち込込込込むことにむことにむことにむことに成功成功成功成功したしたしたした。。。。    

公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動にににに対対対対するするするする多大多大多大多大なななな貢献貢献貢献貢献がががが評価評価評価評価されされされされ、「、「、「、「アメリカアメリカアメリカアメリカ合衆国合衆国合衆国合衆国におけるにおけるにおけるにおける人種偏人種偏人種偏人種偏

見見見見をををを終終終終わらせるためのわらせるためのわらせるためのわらせるための非暴力非暴力非暴力非暴力抵抗運動抵抗運動抵抗運動抵抗運動」」」」をををを理由理由理由理由にマーティンににマーティンににマーティンににマーティンに対対対対しししし 1964196419641964 年度年度年度年度

ののののノーベルノーベルノーベルノーベル平和賞平和賞平和賞平和賞がががが授与授与授与授与されることにされることにされることにされることに決決決決まったまったまったまった（（（（受賞発表受賞発表受賞発表受賞発表はははは 10101010 月月月月 14141414 日日日日でででで、、、、授授授授

賞式賞式賞式賞式はははは 12121212 月月月月 10101010 日日日日だっただっただっただった）。）。）。）。これはノーベルこれはノーベルこれはノーベルこれはノーベル平和賞平和賞平和賞平和賞をををを受受受受けるアメリカけるアメリカけるアメリカけるアメリカ人人人人としてとしてとしてとして

はははは 12121212 人目人目人目人目だったがだったがだったがだったが、、、、史上最年少史上最年少史上最年少史上最年少のののの受賞受賞受賞受賞でありでありでありであり、、、、黒人黒人黒人黒人としてはとしてはとしてはとしては 3333 人目人目人目人目のののの受賞受賞受賞受賞でででで

あるあるあるある。「。「。「。「受賞金受賞金受賞金受賞金はははは全全全全てのアフリカてのアフリカてのアフリカてのアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人のものだのものだのものだのものだ」」」」とコメントしたとコメントしたとコメントしたとコメントした。。。。たたたた

だしだしだしだし当時当時当時当時のののの全全全全てのてのてのてのアフリカアフリカアフリカアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人がキングにがキングにがキングにがキングに同意同意同意同意していたわけではなくしていたわけではなくしていたわけではなくしていたわけではなく、、、、

一部一部一部一部のののの過激派過激派過激派過激派ははははマルコムマルコムマルコムマルコム XXXX をををを支持支持支持支持しキングのしキングのしキングのしキングの非暴力的非暴力的非暴力的非暴力的でででで融和的融和的融和的融和的なななな方針方針方針方針にににに反発反発反発反発しししし

たたたた。。。。暴力的手法暴力的手法暴力的手法暴力的手法をををを含含含含むむむむ強行的強行的強行的強行的なななな手段手段手段手段によるによるによるによる人種差別人種差別人種差別人種差別のののの解決解決解決解決をををを訴訴訴訴ええええ、、、、同時期同時期同時期同時期にににに一一一一

気気気気にににに支持支持支持支持をををを得得得得てててて台頭台頭台頭台頭しししし始始始始めていたマルコムめていたマルコムめていたマルコムめていたマルコム XXXX がががが 1965196519651965 年年年年 2222 月月月月にににに暗殺暗殺暗殺暗殺されるとされるとされるとされると、、、、

マルコムマルコムマルコムマルコム XXXX とはそのとはそのとはそのとはその手段手段手段手段においてにおいてにおいてにおいて相当相当相当相当のののの隔絶隔絶隔絶隔絶があったにもがあったにもがあったにもがあったにも関関関関わらずわらずわらずわらず「「「「マルコムマルコムマルコムマルコム

XXXX のののの暗殺暗殺暗殺暗殺はははは悲劇悲劇悲劇悲劇だだだだ。。。。世界世界世界世界にはまだにはまだにはまだにはまだ、、、、暴力暴力暴力暴力でででで物事物事物事物事をををを解決解決解決解決しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている人々人々人々人々がががが

いるいるいるいる」」」」とととと語語語語ったったったった。。。。しかしそのしかしそのしかしそのしかしその数年後数年後数年後数年後、、、、キングキングキングキング自身自身自身自身もももも暗殺暗殺暗殺暗殺されるされるされるされる。。。。    

一時期一時期一時期一時期はははは公然公然公然公然とキングのとキングのとキングのとキングの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを批判批判批判批判しししし演説演説演説演説のののの中中中中でででで非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗をををを笑笑笑笑いものにしていものにしていものにしていものにして

いたいたいたいた事事事事さえあっさえあっさえあっさえあったマルコムたマルコムたマルコムたマルコム XXXX だったがだったがだったがだったが、、、、暗殺暗殺暗殺暗殺のののの前年前年前年前年にはにはにはには自自自自らのらのらのらの過激過激過激過激なななな思想思想思想思想のののの中中中中

核核核核をなしていたブラック・モスリムのをなしていたブラック・モスリムのをなしていたブラック・モスリムのをなしていたブラック・モスリムのネーション・オブ・イスラムネーション・オブ・イスラムネーション・オブ・イスラムネーション・オブ・イスラム教団教団教団教団とととと手手手手をををを

切切切切っていたっていたっていたっていた。。。。新新新新たなたなたなたな思想思想思想思想運動運動運動運動のステップをのステップをのステップをのステップを登登登登るべくるべくるべくるべく「「「「なんとかキングなんとかキングなんとかキングなんとかキング牧師牧師牧師牧師とととと会会会会

ってってってって話話話話がしたいがしたいがしたいがしたい」」」」とととと黒人黒人黒人黒人社会学者社会学者社会学者社会学者ケニス・クラークケニス・クラークケニス・クラークケニス・クラークのののの仲介仲介仲介仲介でででで会談会談会談会談をををを持持持持とうととうととうととうと模模模模

索索索索しているしているしているしている矢先矢先矢先矢先のできごとであったのできごとであったのできごとであったのできごとであった。。。。キングはキングはキングはキングは、、、、そのためにマルコムそのためにマルコムそのためにマルコムそのためにマルコム XXXX のののの暗殺暗殺暗殺暗殺

をををを特特特特にににに嘆嘆嘆嘆いていたいていたいていたいていた。。。。    

ワシントンワシントンワシントンワシントン DCDCDCDC へのへのへのへの 20202020 万人万人万人万人デモでデモでデモでデモで最高最高最高最高のののの盛盛盛盛りりりり上上上上がりをがりをがりをがりを見見見見せせせせ公民権法公民権法公民権法公民権法をををを勝勝勝勝ちちちち取取取取っっっっ

たたたた黒人解放運動黒人解放運動黒人解放運動黒人解放運動はそのはそのはそのはその後後後後、、、、生前生前生前生前のマルコムのマルコムのマルコムのマルコム XXXX やそのやそのやそのやその支持者支持者支持者支持者をををを代表代表代表代表とするとするとするとする過激派過激派過激派過激派

やややや極端派極端派極端派極端派などへなどへなどへなどへ内部分裂内部分裂内部分裂内部分裂をををを起起起起こしこしこしこし、、、、キングのキングのキングのキングの非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗はははは次第次第次第次第にににに時代遅時代遅時代遅時代遅れなもれなもれなもれなも

のになっていったのになっていったのになっていったのになっていった。。。。    

黒人運動黒人運動黒人運動黒人運動はははは暴力的暴力的暴力的暴力的なものになりなものになりなものになりなものになり「「「「ブラック・パワーブラック・パワーブラック・パワーブラック・パワー」」」」をををを提唱提唱提唱提唱するするするするストークリストークリストークリストークリ

ー・カーマイケルー・カーマイケルー・カーマイケルー・カーマイケルにににに代表代表代表代表されるようなされるようなされるようなされるような強硬的強硬的強硬的強硬的なななな指導者指導者指導者指導者がががが現現現現れたりれたりれたりれたり（「（「（「（「ブラッブラッブラッブラッ



ク・パワーク・パワーク・パワーク・パワー運動運動運動運動」」」」といわれるといわれるといわれるといわれる事事事事もあるもあるもあるもある）、）、）、）、ブラックパンサーブラックパンサーブラックパンサーブラックパンサー党党党党がががが結成結成結成結成されたりされたりされたりされたり

1967196719671967 年年年年夏夏夏夏ににににニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー州州州州でででで大規模大規模大規模大規模なななな黒人暴動黒人暴動黒人暴動黒人暴動がががが起起起起きるにきるにきるにきるに至至至至ってってってって、、、、世論世論世論世論をををを

含含含含めめめめ白人社会白人社会白人社会白人社会とのとのとのとの新新新新たなたなたなたな対立対立対立対立のののの時代時代時代時代にににに入入入入っていくっていくっていくっていく。。。。呼応呼応呼応呼応するようにするようにするようにするように白人白人白人白人からのからのからのからの

黒人黒人黒人黒人にににに対対対対するするするする暴力事件暴力事件暴力事件暴力事件もももも各地各地各地各地でででで増増増増えていったえていったえていったえていった。。。。    

キングキングキングキング牧師牧師牧師牧師はそのはそのはそのはその要因要因要因要因をををを自身自身自身自身のののの演説演説演説演説のののの中中中中でででで以下以下以下以下のようにのようにのようにのように分析分析分析分析しししし、「、「、「、「すべてのすべてのすべてのすべての罪罪罪罪

がががが黒人黒人黒人黒人にににに帰帰帰帰せられるべきではないせられるべきではないせられるべきではないせられるべきではない」」」」とととと結論付結論付結論付結論付けたけたけたけた。。。。    

1.1.1.1. 公民権法成立公民権法成立公民権法成立公民権法成立はははは黒人黒人黒人黒人からからからから見見見見るとるとるとると解放運動解放運動解放運動解放運動のののの最初最初最初最初のステップでしかなかっのステップでしかなかっのステップでしかなかっのステップでしかなかっ

たがたがたがたが、、、、白人社会白人社会白人社会白人社会はははは「「「「これでこれでこれでこれで問題問題問題問題はははは片付片付片付片付いたいたいたいた」」」」とゴールだととゴールだととゴールだととゴールだと位置位置位置位置づけたづけたづけたづけた。。。。    

2.2.2.2. 深深深深くくくく根付根付根付根付いたいたいたいた差別意識差別意識差別意識差別意識はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして教育教育教育教育やややや雇用雇用雇用雇用のののの場場場場にににに蔓延蔓延蔓延蔓延しておりしておりしておりしており、、、、黒黒黒黒

人人人人はははは階段階段階段階段のののの入入入入りりりり口口口口にはにはにはには立立立立ててもててもててもてても頂点頂点頂点頂点にはにはにはには上上上上っていけないっていけないっていけないっていけない。。。。    

3.3.3.3. 差別意識差別意識差別意識差別意識によりによりによりにより雇用雇用雇用雇用のののの機会機会機会機会をををを奪奪奪奪われたわれたわれたわれた黒人黒人黒人黒人のののの失業失業失業失業問題問題問題問題はははは、、、、白人白人白人白人にににに比比比比べべべべ深深深深

刻刻刻刻であるであるであるである。。。。    

4.4.4.4. ベトナムベトナムベトナムベトナム戦争戦争戦争戦争によりによりによりにより黒人黒人黒人黒人はははは多数徴兵多数徴兵多数徴兵多数徴兵されされされされ、、、、そのそのそのその多多多多くはくはくはくは最前線最前線最前線最前線でででで戦戦戦戦わせらわせらわせらわせら

れているれているれているれている。。。。彼彼彼彼らはらはらはらは母国母国母国母国でででで民主主義民主主義民主主義民主主義のののの恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けていないのにけていないのにけていないのにけていないのに、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義

をををを守守守守るためにるためにるためにるために戦争戦争戦争戦争にににに狩狩狩狩りりりり出出出出されているされているされているされている。。。。    

5.5.5.5. 大都市大都市大都市大都市ではではではではスラムスラムスラムスラム街街街街にににに黒人黒人黒人黒人がががが押押押押しししし込込込込められめられめられめられ、、、、戦争戦争戦争戦争のためにそのインフラのためにそのインフラのためにそのインフラのためにそのインフラ

整備等整備等整備等整備等のののの環境問題環境問題環境問題環境問題はないがしろにされているはないがしろにされているはないがしろにされているはないがしろにされている。。。。    

そしてそしてそしてそして「「「「ベトナムベトナムベトナムベトナム戦争反対戦争反対戦争反対戦争反対」」」」のののの意思意思意思意思をををを明確明確明確明確にににに打打打打ちちちち出出出出しながらしながらしながらしながら、「、「、「、「ブラック・パブラック・パブラック・パブラック・パ

ワーワーワーワー」」」」にににに対対対対しししし「「「「グリーン・パワーグリーン・パワーグリーン・パワーグリーン・パワー」（」（」（」（緑緑緑緑はアメリカではアメリカではアメリカではアメリカで紙幣紙幣紙幣紙幣にににに使使使使われるわれるわれるわれる色色色色、、、、つまつまつまつま

りりりり「「「「金金金金のののの力力力力」）」）」）」）などでさらなるなどでさらなるなどでさらなるなどでさらなる黒人黒人黒人黒人のののの待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善をををを訴訴訴訴えていったえていったえていったえていった。。。。一方一方一方一方でででで自身自身自身自身でででで

もももも時代遅時代遅時代遅時代遅れになりつつあれになりつつあれになりつつあれになりつつあることをることをることをることを自覚自覚自覚自覚していながらもしていながらもしていながらもしていながらも非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗非暴力抵抗のののの可能性可能性可能性可能性をををを信信信信

じじじじ、、、、それをそれをそれをそれを黒人社会黒人社会黒人社会黒人社会にににに訴訴訴訴えていったえていったえていったえていった。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、キングはキングはキングはキングは激化激化激化激化のののの一途一途一途一途をたどるベトナムをたどるベトナムをたどるベトナムをたどるベトナム戦争戦争戦争戦争へのアメリカのへのアメリカのへのアメリカのへのアメリカの関与関与関与関与にににに反対反対反対反対

するするするする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「ベトナムベトナムベトナムベトナム反戦運動反戦運動反戦運動反戦運動」」」」へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな関与関与関与関与をををを始始始始めるようになっためるようになっためるようになっためるようになった

がががが、、、、そのそのそのその主張主張主張主張はははは一向一向一向一向になくになくになくになくならないならないならないならない人種差別人種差別人種差別人種差別にににに業業業業をををを煮煮煮煮やしやしやしやし、、、、暴力暴力暴力暴力をもをもをもをも辞辞辞辞さないさないさないさない

過激思想過激思想過激思想過激思想へのへのへのへの理解理解理解理解すらすらすらすら示示示示しつつあったしつつあったしつつあったしつつあった「「「「黒人社会黒人社会黒人社会黒人社会」」」」のののの主流主流主流主流のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、ベトナベトナベトナベトナ

ムムムム戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの関与関与関与関与をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり 2222 つにつにつにつに割割割割れつつあったれつつあったれつつあったれつつあった「「「「白人社会白人社会白人社会白人社会」」」」のののの主流主流主流主流からさえからさえからさえからさえ離離離離

れてれてれてれて行行行行きききき、、、、さらにキングをさらにキングをさらにキングをさらにキングを邪魔邪魔邪魔邪魔だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる「「「「敵敵敵敵」」」」もももも増増増増えていったえていったえていったえていった。。。。爆弾爆弾爆弾爆弾テロやテロやテロやテロや

刺殺未遂刺殺未遂刺殺未遂刺殺未遂（（（（犯人犯人犯人犯人はははは精神障害精神障害精神障害精神障害のあるのあるのあるのある黒人女性黒人女性黒人女性黒人女性））））もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、奇奇奇奇しくもしくもしくもしくも命命命命をとりとをとりとをとりとをとりと

めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、そのそのそのその様様様様なななな状況下状況下状況下状況下でもでもでもでも精力的精力的精力的精力的にににに活動活動活動活動をををを続続続続けていたけていたけていたけていた。。。。    

1968196819681968 年年年年 4444 月月月月 4444 日日日日にににに遊説活動中遊説活動中遊説活動中遊説活動中のテネシーのテネシーのテネシーのテネシー州州州州メンフィスメンフィスメンフィスメンフィスにあるメイソン・テンプにあるメイソン・テンプにあるメイソン・テンプにあるメイソン・テンプ

ルでルでルでルで    ““““en:I've Been to the Mountaintopen:I've Been to the Mountaintopen:I've Been to the Mountaintopen:I've Been to the Mountaintop””””（（（（私私私私はははは山頂山頂山頂山頂にににに達達達達したしたしたした））））とととと遊説遊説遊説遊説。。。。そのそのそのその後後後後

メンフィスメンフィスメンフィスメンフィス市内市内市内市内ののののモーテルモーテルモーテルモーテル、「、「、「、「ロレアンヌロレアンヌロレアンヌロレアンヌ」」」」ののののバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーでそのでそのでそのでその夜夜夜夜のののの集会集会集会集会でのでのでのでの

演奏音楽演奏音楽演奏音楽演奏音楽のののの曲目曲目曲目曲目をををを打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ中中中中にににに、、、、白人男性白人男性白人男性白人男性でででで累犯累犯累犯累犯のならずのならずのならずのならず者者者者、、、、ジェームズ・ジェームズ・ジェームズ・ジェームズ・

アール・レイアール・レイアール・レイアール・レイにににに撃撃撃撃たれるたれるたれるたれる。。。。弾丸弾丸弾丸弾丸はははは喉喉喉喉からからからから脊髄脊髄脊髄脊髄にににに達達達達しししし病院病院病院病院にににに搬送搬送搬送搬送されたがされたがされたがされたが、、、、間間間間もももも

なくなくなくなく死亡死亡死亡死亡したしたしたした。。。。墓標墓標墓標墓標にはにはにはには「「「「ついについについについに自由自由自由自由をををを得得得得たたたた」」」」とととと穿穿穿穿たれているたれているたれているたれている。。。。レイはレイはレイはレイは国外国外国外国外にににに

逃亡逃亡逃亡逃亡しししし、、、、数数数数ヵヵヵヵ月後月後月後月後、、、、ロンドンロンドンロンドンロンドンののののヒースローヒースローヒースローヒースロー空港空港空港空港でででで逮捕逮捕逮捕逮捕されされされされ、、、、懲役懲役懲役懲役 99999999 年年年年のののの判決判決判決判決

をををを受受受受けるけるけるける。。。。そのそのそのその後後後後、、、、彼彼彼彼はははは服役中服役中服役中服役中のののの 1998199819981998 年年年年 4444 月月月月 23232323 日日日日にににに CCCC 型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎によるによるによるによる腎不全腎不全腎不全腎不全でででで

死去死去死去死去したしたしたした。。。。    



暗殺暗殺暗殺暗殺のののの前日前日前日前日にキングにキングにキングにキング牧師牧師牧師牧師がおこなったがおこなったがおこなったがおこなった最後最後最後最後のののの演説演説演説演説のののの最後最後最後最後のののの部分部分部分部分はははは以下以下以下以下のようなのようなのようなのような

ものでありものでありものでありものであり、『、『、『、『申命記申命記申命記申命記』』』』32323232 章章章章ののののモーセモーセモーセモーセをををを思思思思わせるわせるわせるわせる、、、、自自自自らのらのらのらの死死死死をををを予見予見予見予見したかのよしたかのよしたかのよしたかのよ

うなそのうなそのうなそのうなその内容内容内容内容はははは““““en:I Have a Dreamen:I Have a Dreamen:I Have a Dreamen:I Have a Dream””””とととと共共共共にににに有名有名有名有名なものとなったなものとなったなものとなったなものとなった。。。。    

キングのキングのキングのキングの暗殺暗殺暗殺暗殺をををを受受受受けてけてけてけて、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ国内国内国内国内のののの多多多多くのくのくのくの都市都市都市都市でででで怒怒怒怒りにりにりにりに包包包包まれたアフリカまれたアフリカまれたアフリカまれたアフリカ

系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人によるによるによるによる暴動暴動暴動暴動がががが巻巻巻巻きききき起起起起こったがこったがこったがこったが、、、、葬儀葬儀葬儀葬儀がががが行行行行われるとそのわれるとそのわれるとそのわれるとその怒怒怒怒りはりはりはりは悲悲悲悲しししし

みにみにみにみに変変変変わりわりわりわり、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、多多多多くのアメリカくのアメリカくのアメリカくのアメリカ人人人人がががが葬儀葬儀葬儀葬儀にににに参参参参

列列列列しそのしそのしそのしその死死死死をををを悼悼悼悼んだんだんだんだ。。。。なおなおなおなお暗殺現場暗殺現場暗殺現場暗殺現場となったモーテルはとなったモーテルはとなったモーテルはとなったモーテルは現在現在現在現在、、、、黒人解放運動黒人解放運動黒人解放運動黒人解放運動のののの

博物館博物館博物館博物館となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

アメリカではキングのアメリカではキングのアメリカではキングのアメリカではキングの栄誉栄誉栄誉栄誉をををを称称称称ええええ、、、、ロナルド・レーガンロナルド・レーガンロナルド・レーガンロナルド・レーガン政権下政権下政権下政権下のののの 1986198619861986 年年年年よりよりよりより

キングのキングのキングのキングの誕生日誕生日誕生日誕生日（（（（1111 月月月月 15151515 日日日日））））にににに近近近近いいいい毎年毎年毎年毎年 1111 月第月第月第月第 3333 月曜日月曜日月曜日月曜日をををを「「「「マーティン・ルーマーティン・ルーマーティン・ルーマーティン・ルー

サー・キングサー・キングサー・キングサー・キング、、、、ジュニア・デージュニア・デージュニア・デージュニア・デー」（」（」（」（Martin Luther King, Jr. DayMartin Luther King, Jr. DayMartin Luther King, Jr. DayMartin Luther King, Jr. Day））））としてとしてとしてとして祝日祝日祝日祝日

としているとしているとしているとしている。。。。アメリカにおいてアメリカにおいてアメリカにおいてアメリカにおいて生前生前生前生前のののの業績業績業績業績からからからから祝日祝日祝日祝日がががが制定制定制定制定されたされたされたされた故人故人故人故人はははは、、、、他他他他にににに

クリストファー・コロンブスクリストファー・コロンブスクリストファー・コロンブスクリストファー・コロンブスととととジョージ・ワシントンジョージ・ワシントンジョージ・ワシントンジョージ・ワシントン、、、、エイブラハム・リンカエイブラハム・リンカエイブラハム・リンカエイブラハム・リンカ

ーンーンーンーン（（（（誕生日誕生日誕生日誕生日 2222 月月月月 12121212 日日日日はははは 1892189218921892 年年年年にににに連邦連邦連邦連邦のののの休日休日休日休日とととと宣言宣言宣言宣言されたがされたがされたがされたが、、、、後後後後にジョーにジョーにジョーにジョー

ジ・ワシントンのジ・ワシントンのジ・ワシントンのジ・ワシントンの誕生日誕生日誕生日誕生日とととと併併併併せてせてせてせて大統領大統領大統領大統領のののの日日日日とされとされとされとされ毎年毎年毎年毎年 2222 月第月第月第月第 3333 月曜日月曜日月曜日月曜日にににに制定制定制定制定

されているされているされているされている））））のののの 3333 人人人人しかいないしかいないしかいないしかいない。。。。    

アメリカアメリカアメリカアメリカ国内国内国内国内においてにおいてにおいてにおいて、、、、アングロサクソンアングロサクソンアングロサクソンアングロサクソン系系系系をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした白人白人白人白人によるによるによるによる、、、、アフリアフリアフリアフリ

カカカカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人ややややインディアンインディアンインディアンインディアン、、、、ヒスパニックヒスパニックヒスパニックヒスパニック、、、、アジアアジアアジアアジア系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人、、、、中東系中東系中東系中東系

アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人((((特特特特にイスラムにイスラムにイスラムにイスラム教徒教徒教徒教徒へのものへのものへのものへのもの))))をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする少数民族少数民族少数民族少数民族にににに対対対対するするするする人種人種人種人種

差別差別差別差別はははは未未未未だだだだ根絶根絶根絶根絶されていないがされていないがされていないがされていないが、、、、キングのキングのキングのキングの運動運動運動運動のののの結果結果結果結果、、、、公民権法公民権法公民権法公民権法がががが施行施行施行施行されたされたされたされた

ことによることによることによることによる法的側面法的側面法的側面法的側面からのからのからのからの人種差別撤廃人種差別撤廃人種差別撤廃人種差別撤廃のののの動動動動きをきをきをきを、、、、平和的平和的平和的平和的なななな手段手段手段手段によってによってによってによって大大大大きききき

くくくく前進前進前進前進させたさせたさせたさせた意味意味意味意味はははは大大大大きいといえるきいといえるきいといえるきいといえる。。。。    

公民権運動公民権運動公民権運動公民権運動にににに携携携携わったわったわったわった時期及時期及時期及時期及びびびび凶弾凶弾凶弾凶弾にににに倒倒倒倒れたれたれたれた際際際際のののの話話話話はははは、、、、遠遠遠遠くくくく離離離離れたれたれたれた日本日本日本日本のののの中学中学中学中学

校校校校 3333 年英語教科書年英語教科書年英語教科書年英語教科書のののの教材教材教材教材としてとしてとしてとして使用使用使用使用されているされているされているされている。。。。ストーリーのストーリーのストーリーのストーリーの最後最後最後最後にににに登場登場登場登場するするするする、、、、

「「「「人人人人はははは兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹としてとしてとしてとして共共共共にににに生生生生きていくきていくきていくきていく術術術術をををを学学学学ばなければならないばなければならないばなければならないばなければならない。。。。さもなくばさもなくばさもなくばさもなくば、、、、

私私私私たちはたちはたちはたちは愚愚愚愚かかかか者者者者としてとしてとしてとして滅滅滅滅びるだろうびるだろうびるだろうびるだろう」」」」はははは、、、、キングがメンフィスでキングがメンフィスでキングがメンフィスでキングがメンフィスで語語語語ったったったった言葉言葉言葉言葉でででで

あるあるあるある。。。。    

そしてキングのそしてキングのそしてキングのそしてキングの死死死死からからからから 40404040 年後年後年後年後にアメリカにアメリカにアメリカにアメリカ人人人人ととととケニアケニアケニアケニア人人人人のののの混血混血混血混血であるであるであるであるバラク・バラク・バラク・バラク・

オバマオバマオバマオバマがががが大統領大統領大統領大統領にににに就任就任就任就任したしたしたした。。。。ミシェル・オバマミシェル・オバマミシェル・オバマミシェル・オバマ夫人夫人夫人夫人はははは黒人奴隷黒人奴隷黒人奴隷黒人奴隷のののの子孫子孫子孫子孫であるたであるたであるたであるた

めめめめ、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ系系系系アメリカアメリカアメリカアメリカ人初人初人初人初のののの大統領大統領大統領大統領とファーストレディがとファーストレディがとファーストレディがとファーストレディが同時同時同時同時にににに誕生誕生誕生誕生したしたしたした。。。。

バラク・オバマバラク・オバマバラク・オバマバラク・オバマ大統領就任式大統領就任式大統領就任式大統領就任式はアフリカはアフリカはアフリカはアフリカ系初系初系初系初であるためにであるためにであるためにであるために記録的記録的記録的記録的なななな観客観客観客観客にににに満満満満ちちちち、、、、

キングのキングのキングのキングの子孫子孫子孫子孫のマーティン・ルーサー・キングのマーティン・ルーサー・キングのマーティン・ルーサー・キングのマーティン・ルーサー・キング 3333 世世世世（（（（祖父祖父祖父祖父・・・・父父父父とととと同名同名同名同名））））もももも参加参加参加参加

しししし、、、、第第第第 44444444 回就任式回就任式回就任式回就任式のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、エイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーンエイブラハム・リンカーン生誕生誕生誕生誕 200200200200 年年年年をををを記念記念記念記念

してしてしてして、「、「、「、「自由自由自由自由のののの新新新新しいしいしいしい誕生誕生誕生誕生（（（（A A A A New Birth of FreedomNew Birth of FreedomNew Birth of FreedomNew Birth of Freedom）」）」）」）」とされたとされたとされたとされた。。。。    

 

 

 

 

  



操縦訓練状況 

６６６６－－－－２２２２        

今週今週今週今週もももも天候天候天候天候にににに恵恵恵恵まれずまれずまれずまれず先週先週先週先週からからからから、、、、ほんのほんのほんのほんの少少少少しししし訓練訓練訓練訓練がががが消化消化消化消化できただけでできただけでできただけでできただけで、、、、

ＪＣＡＢＪＣＡＢＪＣＡＢＪＣＡＢ計器課程及計器課程及計器課程及計器課程及びびびび事業用課程事業用課程事業用課程事業用課程のののの最終審査最終審査最終審査最終審査のののの手前手前手前手前でででで足踏足踏足踏足踏みみみみ状態状態状態状態がががが続続続続いいいい

ていますていますていますています。。。。    

    

７７７７－－－－１１１１    

６６６６－－－－２２２２とととと同様天気同様天気同様天気同様天気にににに恵恵恵恵まれずまれずまれずまれず、、、、もうもうもうもう少少少少しでしでしでしで全員全員全員全員ＦＡＡＦＡＡＦＡＡＦＡＡ双発双発双発双発事業用事業用事業用事業用・・・・計器計器計器計器

課程課程課程課程にににに進進進進めるところですめるところですめるところですめるところです。。。。    

７７７７－－－－２２２２    

６６６６－－－－２２２２とととと同様天気同様天気同様天気同様天気にににに恵恵恵恵まれずまれずまれずまれず、、、、もうもうもうもう少少少少しでしでしでしで全員全員全員全員ＦＡＡＦＡＡＦＡＡＦＡＡ単発自家用課程単発自家用課程単発自家用課程単発自家用課程    

                のののの最終最終最終最終審査審査審査審査にににに入入入入れるところですれるところですれるところですれるところです。。。。    

 

 

 

行事＆その他 

特特特特にににに無無無無しししし    

                                                                                                            bybybyby    山口山口山口山口    治郎治郎治郎治郎 

 

 


