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集団的自衛権行使とガイドライン改定は一体
「九条の会」事務局が学習会

り、２人の講師に講演後も時間いっぱい質

「九条の会」事務局は 10 月 10 日、全国

問をよせました。

一斉行動月間の一環として学習会「
『集団的
自衛権』と日米ガイドライン」を開催、約

草の根における月間の取り組み

170 人が参加しましした。

9 年ぶりに街頭宣伝して反省も

学習会ではまず共同通信編集委員の太田
昌克氏が「日米＜核＞同盟の真相をえぐる」

【千葉市・若葉九条の会】

「若葉九条

と題して講演。日米間のやりとりを示す資

の会」は千葉市若葉区で活動している 140

料や自らの取材体験も踏まえながら、核軍

名弱の九条の会です。来年２月に設立 10 周

事同盟の起点となったビキニ事件における

年を迎えます。10 月行動月間では、①「九

日米政府と日本国民の綱引きの経過をリア

条の会」署名、10 月末目標 1000 筆、②10

ルに紹介しました。そしてアメリカにとっ

月９日夕方 JR 都賀駅頭宣伝、11 月３日 JR

て日米同盟を使い勝手のいいものとするガ

千葉駅シール投票、③10 月 25 日九条の会・

イドラインの改定によって日本の非核三原

ちばけん学習交流会参加、④11 月 24 日比谷

則はますます空洞化されると批判しました。 公会堂及び周辺の大集会と銀座パレード参
明治大学教授の浦田一郎氏（憲法学）は

加、⑤ポスター貼り、を行う予定です。

「集団的自衛権容認論の過去・現在・未来」

以下、その中間報告です。
「九条の会」署

と題して講演、７月１日の閣議決定はガイ

名は、現在 263 筆です。一人で 149 筆集め

ドライン改定と一体となってアメリカの戦

た方の経験なども広め、目標に近づきたい

争に日本を参加させるものと指摘しました。 と思います。９年ぶりに行った 10 月９日夕
また、閣議決定が国際情勢の変化を理由に

方の JR 都賀駅頭宣伝には、会員 12 名が参

従来の憲法解釈を変更していることについ

加し、約１時間半でチラシ 220 枚を配りま

ても、冷戦下の米ソ対立時代と比較し、事

した。電車が到着する毎に、どっと乗客が

実に反する理由づけだと批判しました。

出てくるが、一目散に通り過ぎてしまいま

参加者はメモをとりながら熱心に聞き入

す。この状況を打開するには、繰り返し街
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頭宣伝をしなければ、と話し合っています。

②10 月の行動月間には、隣接する同じ市

（木村忠彦）

内の東野憲法９条の会の皆さんと初めての
共同行動を計画しました。…10 月 18 日：東

1800 部のニュースを地域に配布

上線志木駅頭周辺に集まり、宣伝行動と署

【神奈川県相模原市南区、相模台・南台

名活動を行います。

９条の会】 10 月９日:相模大野駅で、相模

③地域内 300 人ほどの賛同者会員を中心

大野９条の会と共同で、署名とビラ配付を

に９月 21 日の柳澤講演会のニュースとあわ

行う予定。11 月１～２日:地元の公民館祭り

せ、「11 月 24 日日比谷集会&パレード」お

に昨年に続いて展示部門に参加し、今回は

知らせチラシと集会参加のお誘い案内をセ

シール投票をメインにします。その他、11

ットで配付することを世話人会で決め、準

月 24 日の東京での集会参加を呼び掛けるニ

備中です。

（古川武男）

ュース号外を発行する予定。
私たちの会は、会則はなく会費制でもな

月間後も活動を継続発展させるため

い緩やかな組織です。私たちの「９条の会」

【横浜、港北九条の会】 ９月 12 日の拡

は約 100 名の方が賛同しています。
その方々

大世話人会で、九条の会よびかけと事務局

には２ヶ月に１回の割合で「相模台・南台

提案を踏まえて統一月間への対応としては、

９条の会ニュース」を渡しています（現在

これを契機に港北九条の会の活動のあり方

までに 41 号）
。そして、ニュースは毎回 1800

を改善し、月間後も継続発展させていくこ

部印刷、その大部分を地域に配布していま

とを確認して、以下のように決めました。

す。また２ヶ月に１回の例会をもち、主と

詳しくは次回の拡大世話人会で継続討議し

して講師を招いて学習会を行っています。

ます。

事務局は７人で運営しています。
（高橋勝）

①10 月、11 月の計６回の「駅前アピール」
に参加してもらい九条の会署名を集める。

恒例化した「戦争体験を語り継ぐ集い」

②戦争する国づくり、憲法９条などにつ

【埼玉県新座市、栄・池田９条の会】

いて「子や孫に伝えたい言葉」を賛同人か

①９月 21 日:恒例の「戦争体験を語り継

ら募り、ニュース、チラシ化する。

ぐつどい」を開催、地域の皆さん 60 余名参

③「地域に根ざした九条の会」をめざし

加しました。第１部：
「残したい伝えたい私

て、日吉地域九条の会と妙蓮寺・篠原地域

たちの戦争体験」…地域の５人の方の体験

九条の会は月間中にそれぞれの集いの開催

を話してもらいました。第２部：元内閣官

をめざし、大倉山周辺には、地域九条の会

房副長官補・柳澤協二さんに「集団的自衛

の結成の可能性を探る。

権とイラク戦争の真実」を講演していただ

④若者対策も兼ねて港北九条の会の情報

きました。いずれも好評でした。柳澤さん

発信を改善（フェイスブックや HP）し、世

には講演後の質問が９人あり、30 分間に及

話人会のあり方を改善する。
⑤今後安倍政権の進める 9 条破壊と戦っ

ぶ丁寧な回答もあり、大変有意義でした。
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ていく中で焦点・課題となりそうな歴史的

ねむろ「九条の会」が結成されて８年目を

背景などを計画的に学習する。
（八木俊長）

むかえました。この間、映画「日本の青空」、
「陸に上がった軍艦」の上映会、小森陽一

２万 3 千枚のチラシ作成から配付まで

先生をむかえた講演会、朝鮮人強制労働の

【千葉県柏市】

千葉県柏市を活動基盤

犠牲の上に造られた「牧之内飛行場」跡の

とする「９条の会」は、現在９つ結成され

調査と記録、毎年の憲法記念日には講演会

ています。各９条の会を構成団体とする実

や映画上映会等々の活動を続けています。

行委員会によって５年前から「かしわ市民

昨年から今年にかけては、「『宮澤レー

憲法集会」を毎年５月に開催してきました

ン・生活綴り方事件』と秘密保護法」の学

が、
「憲法集会」を終えると活動が中断され

習集会や講演会を開催しました。

てきました。

「九条の会」が提起している集団的自衛
権に反対する行動として、この８月 26 日、

今年は実行委員会を恒常的に活動する組
織としました。10 月統一行動月間の呼びか

北海道新聞社の大西隆雄編集委員を講師に

けに合わせて大量宣伝行動に取り組むこと

学習会を開催。10 月から集団的自衛権反対

とし、各９条の会共同で「統一ビラ」を作

署名運動を展開中です。この 10 月 12 日に

成、配布することにしました。

は街頭へ出て署名活動をおこない、最低

各９条の会から選ばれた作成委員が４回

4000 筆を 11 月 20 日に札幌で開催される全

にわたってテーマ・内容を突っ込んで議論

道集会へ代表を派遣し、署名を集約するこ

してまとめあげました。できあがった統一

とにしています。また、11 月 24 日の全国集

ビラのメインタイトルは《
「戦争する国」ゴ

会＆パレードには細川憲了・ねむろ「九条

メンです！》Ａ４判２ページ。「2014.年秋

の会」代表表世話人が参加します。
（神忠志）

季号」として 23000 枚作成。各９条の会が

東京の一角で地道でも着実に

分担してポスティングしました。
一人で 1000 枚配る元気な人もいれば、20

【東京都多摩市、貝取９条の会】

昨年

枚、30 枚配る人などさまざま、
「できる範囲

２月からほぼ毎月１回、地域でハンドマイ

で力いっぱい」取り組みました。いつも戦

ク宣伝を行っています。そのための幟も２

争体験を話されている 89 歳になる人も「団

本作成しました。他には毎年１回地域のコ

地の集合ポストに入れるのならできる」と

ミュニティセンターで、平和展を開催して

頑張っていました。作成から配布まで、大

います。今年は多摩市教育委員会の後援も

勢の参加によって実行できたことが最大の

取り付けました。
行動月間と提起のあった 10 月は、ハンド

収穫です。次はいつ出すのか、と期待が高
まっています。

（今泉紘宇）

マイク宣伝の他に両面カラーの訴えビラを
作成して約 4000 世帯に配布します。

映画会、講演会等を積み上げ８年目

行動している９条の会の中にカウントし

【北海道根室市、「ねむろ「九条の会」】

ておいていただけませんか。
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（原口功）

