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参院選に向け草の根から「アベ・ノー」の声を
９条守ろう！九条の会続々結成
【宮城県北部】

県北にまた大きな拠点

九条の会事務局学習会

が生まれました。昨年の大崎九条の会連絡

戦争法の廃止をめざして

会(大崎市)に続いて、涌谷九条の会、登米

－立憲主義の回復か安倍改憲か

九条の会(登米市)と大きな拠点の誕生です。
３月 19 日涌谷町公民館で涌谷九条の会が

◇日時：5 月 27 日（金）18 時 30 分～
◇会場：文京区民センター3Ａ会議室

設立総会を開催しました。80 人が参加しま

報告 1「憲法 9 条と立憲主義」 山内敏

した。鹿野文永鹿島台町元町長(大崎九条の

弘・一橋大学名誉教授

会代表)が記念講演をしました。

報告 2「戦争法から明文改憲へ－安倍改

３月 26 日、登米九条の会設立総会が開催

憲のねらいと矛盾」 渡辺治・一橋大

され､84 名が参加し、憲法九条を守る決意を

学名誉教授

固め合いました。共同代表には桜井ひろ子

◇参加費 一般 1,000 円 学生 500 円 高校

さん、高橋敬さん、元県議三上良喜さん、

生無料

元県議袋正さん、元県議佐々水久壽さんの

＊事前申し込みは不要です

５人が就任しました。

署名」や戦争法廃止に向けたとりくみを交

なおこの間の発足は、田尻九条の会(１

流し、運動を発展させようと、大阪市内で

月)、とめ青年九条の会(２月)、加美町九条

「講演と交流のつどい」を開き、150 人が参

の会(２月 27 日)、
涌谷九条の会(3 月 19 日)、

加しました。

登米九条の会(３月 26 日)、
栗原九条の会(設

つどいでは、九条の会・おおさかの吉田

立準備中)となっています。（Ｅメールニュ

栄司事務局長が、
「戦争法をめぐる情勢と私

ース「みやぎの九条」Ｎｏ222）

たちの役割」と題して基調報告。関西大学
の村田尚紀教授が、
「あぶない！緊急権条項

戦争法廃止へ運動交流
【大阪府／９条の会・おおさか】

と明文改憲への道」と題して講演しました。
「九

村田氏はこのなかで「『緊急事態条項』の本

条の会・おおさか」は４月２日、
「2000 万

質は『憲法停止』条項であり、いわば憲法
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の自爆装置のようなもの」と指摘しました。

している≫など創意あふれる活動が報告さ

交流会では、
「地域での 2000 万署名促進

れました。（「憲法９条ファンクラブニュー

へ呼びかけ人を募り 107 人から賛同を得た。

ズレター」143 号）

それをチラシにして配布した」（千一・片

町会の総会でも訴え１人で 100 筆

山・山手の会）など、地域、分野、職場か
ら発言がありました。

【東京都足立区／総行動実行委員会】 戦
争法認めない！足立総行動実行委員会は

署名つうじ地域の変化を実感

2000 万署名推進のための活動交流集会を３

【富山県／｢9 条の会｣富山県連絡会】 富

月 24 日、足立区内で開き、地域・職場の代

山県連絡会は２月 28 日、富山市で第８回活

表ら 56 人が参加しました。

動交流会を開きました。戦争法廃止を目指

足立中部九条の会、江北九条の会、東京

す 2000 万人署名運動の活動交流を主な目

土建足立支部などが次々発言。
「横断幕やポ

的に開いたもので、全県から 20 団体、50

スター、募金箱を作り、駅頭でのリレート

名余が参加しました。

ークに取り組んでいる」
「町会の総会などで

はじめに｢連絡会｣前代表幹事の長谷川了

訴えて１人で 100 人分以上集めた」
「―人で

一さん(FC 事務局長)が｢憲法情勢と私たち

も、雨の日でもコツコツと続けている。戦

の運動課題｣と題して報告し、2000 万人署

争体験者から『私も同じ気持ち』とカンパ

名を進め、安倍政権を一日も早く打倒しよ

が寄せられた」などの経験を語りました。

う」と呼びかけました。また、７月の参院

「安保法制違憲訴訟の会」共同代表の伊

選で野党統一候補擁立を目指す｢オールと

藤真弁護士は「この訴訟は平和を守るたた

やま｣(仮称)の世話人土井由三さんが、是非、

かい。みなさんもぜひ原告団に加わって」

統一候補実現にこぎつけたいと述べました。 と訴えました。
このあと活動交流に入り、≪高岡市では

衆院道５区補選で池田さんを

スタンディングアピールや演劇鑑賞会の例
会で訴えた。富山市豊田では長寿会や元警

【北海道旭川市／９条の会など】

旭川

官など、これまで断っていた人たちから署

市で「戦争法施行反対！総がかり行動 in

名をもらい一人で 100 人分を集めた、明ら

Ａsahikawa」が行われ、200 人が参加しま

かに住民の意識の変化が見られる。小矢部

した。主催は戦争法廃止をめざす若者グル

市では 3000 入を目標にとりくみ１月中に

ープＡ．Ｆ．Ｍ．Ａ．
（アフマ）や市内３つ

1000 入を超えた、戸別訪問で目標をやりき

の９条の会、旭川労働組合総連合、旭川平

りたい。富山市山室や下新川入善では学習

和フォーラムの６団体。

会などと合わせて取り組んでいる。富山市

Ａ．Ｆ．Ｍ．Ａの瀬尾雅博さんは「世論

藤木では、校区全戸を対象に取り組んでい

を無視して戦争法を強行したのが安倍政権。

る。富山市呉羽では学習会を開き、これを

過程そのものが問題で、その前に戻さなく

バネに地域を回り 40 代の主婦が活動に参加

ちゃ」と呼びかけました。
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勝手連＠旭川のミオさんは「戦争法廃止

い。早く野党統一候補ができてほしい」と

のため働く議員を。衆院道５区補選で野党

話し、参加者に声をかけた男性は「安倍首

統一候補として頑張っている池田まきさん

相は俺たちの声を聞かない。野党がまとま

の応援を」と呼びかけました。

るのは大賛成、必ず選挙に行く」と話しま

札幌の若者グループ「ユニキタ」も駆け

した。午後１時にポスターを掲げ、アピー

つけ、参加者はドラム隊のコールで「戦争

ルしました。

法制今すぐ廃止！」とアピールしました。

潟上市では「潟上九条の会」が行動。ド
ライバーや買い物客から注目を集め、若い

戦争法廃止法案の審議入り要求
【福岡県／九条の会福岡県連絡会】

女性２人が車から笑顔で手を振るなど激励

３

を受けました。

月 29 日、九条の会福岡県連絡会は、福岡市

地域の戦争の記録から９条の意義学ぶ

で戦争法施行に抗議する緊急宣伝を行い、
地域や保育、
民放の九条の会の会員 16 人が、

【和歌山県印南町／九条の会いなみ】

2000 万署名への協力を訴えました。

「九条の会いなみ」は３月 26 日、
「憲法大

県連絡会のメンバーがリレートークで戦

好き町民のつどい」を開きました。

争法廃止法案の早急な審議入りを求めまし

つどいは、1945 年５月５日に龍神村（現

た。津留雅昭弁護士は、
「参院選は戦争か平

田辺市）に墜落したアメリカ軍機Ｂ29 と乗

和か、日本の分岐点。安倍政権の暴走にス

組員、村民を記録した映画『轟音』を上映

トップをかけ、廃止の国民運動をつくろう」

し、著者の古久保健氏が講演しました。
龍神村西ノ谷に墜落したＢ29 乗組員 11

と呼びかけました。
参加者らは 400 枚のビラを配り、2000 万

人のうち４人がパラシュートで降下。２人

署名を集めました。女子中学生５人が「朝

が龍神村で、２人が中辺路町（現田辺市）

のニュースで南スーダンのことを見まし

で捕えられ大阪に連行、処刑されました。

た」「戦争法だめですよね。最悪」と署名。

一方、村民は亡くなった乗組員を悼み、一

35 人分の署名が寄せられました。

力月後には初供養を実施。戦後は慰霊碑を
建て毎年慰霊祭を開き 2013 年には乗組員

「３の日行動」県下各地で

遺族とも交流しました。

【秋田県各地】 「アベ政治を許さない」

小学２年生のとき実家の裏山にＢ29 が墜

ポスターなどを一斉に掲げるスタンディン

落し現場にいった古久保さんは、警防団長

グ行動が４月３日、各地で行われました。

にいわれ、遺体に石を投げつけさせられた

秋田市では「秋田九条の会」などが呼び

ことや、父親が誕生前に召集され、古久保

かけ、2000 万署名を集めました。行動が始

さんに会うことなく戦死するなど戦争の実

まると同時に買い物途中の女性が署名。
「戦

態を語り「殺したり殺されたりすることの

争は絶対反対。家族の分も」と署名した別

ない時代をつくる必要がある。９条を守る

の女性は「とにかく安倍首相は辞めさせた

戦争のない国をつくりたい」と訴えました。
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