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自衛隊の南スーダン撤退は５月まで待たずに
運動の成果に確信をもって

九条の会第６回全国交流集会の

派兵陸自の出身地・青森県九条の会をは

成果をこれからの運動に

じめ、各地、各分野の九条の会は昨年 11 月
に自衛隊が南スーダンに派兵されていらい、
ねばり強く撤退を求める運動を展開してき

＝＜報告集＞=
◇主な内容 呼びかけ人あいさつ（澤地
久枝)／問題提起（小森陽一)／世話人あ

ました。今回の安倍内閣の撤退表明はそう

いさつ・メッセージ／分散会の報告（第

した運動の成果です。

１～第７分散会)／資料

しかし同時に、18 日には 5 名の自衛隊員

アンケートか

ら見た九条の会の課題、他

が政府軍に連行されたように、緊迫した南

◇B５判 76 頁 １冊 800 円(〒82)

スーダンに５月まで自衛隊をとどめておけ

５部以上〒無料 10 部以上１割引

ば、いつ危険な事件にまきこまれるかわか
りません。１日も早く自衛隊を撤退させる

＝＜ DVD＞=

こと、また、他の派兵先探しなどしないよ

◇主な内容

う、引き続き声をあげることが大切です。

務局長報告／世話人あいさつ・紹介
◇取り扱い １本 1500 円(〒160)

ねばり強く自衛隊撤退を訴え
【青森県・青森県九条の会】

呼びかけ人あいさつ／事

青森県九

体、市民ら 16 人が参加。

条の会は３月９日、青森市の繁華街、新町

商店街アーケードに雪が吹きこむなか、

商店街で戦争法廃止を求める宣伝に取り組

参加者は署名板に積もる雪を払い、
「青森の

みました。

自衛隊員の命を守る署名に協力を」と元気

「大切にしたい。いのち・くらし・平和。

よく声を上げました。

戦争法ＮＯ！９条いかした外交を」と書い

署名した女性（50）は「知人に自衛隊の

たビラを配布し、自衛隊の南スーダンから

家族がいます。南スーダンが危険だとわか

の即時撤退を求める署名を呼びかけました。
同会の行動に連帯する憲法団体や民主団

ったのだし、政府は早く撤退を決断してほ
しい」と語りました。
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っそう強めるものになったと指摘。アメリ

憲法施行 70 年、９条の意義確認
【大阪府・九条の会おおさか】

カはドローンなど無人攻撃兵器の使用・開

憲法施

発を進めており、トランプ政権が、人間が

行から 70 年の節目にあたり、激動する世界

操作しなくてよい「完全な自律兵器システ

の中で憲法９条について考えようと、
「九条

ム」実現にかじを切る恐れがある、日本で

の会・おおさか」は 19 日、大阪市内で集会

も無人攻撃機の研究が加速する危険がある

を開き約７００人が参加しました。

と指摘しました。そのうえで、米国の連邦

「九条の会・おおさか」のよびかけ人と

議会には大統領が戦争を開始するのを止め

して新たに名前を連ねた石田法子・元大阪

る憲法上の権限があることを紹介し、
「トラ

弁護土会会長があいさつ。同じく新たによ

ンンプ登場の今だからこそ、平和を求める

びかけ人に名前を連ねた落語家の桂文福さ

日米の両国民の連帯が必要だ」と強調しま

んが漫談で会場を沸かせ、
「笑って楽しく平

した。

和の憲法をみんなで守っていこう」と呼び

荻原さんはトランプ政権は大企業・富裕

かけました。

層重視、軍事偏重の政策をとると述べ、ロ

宮本憲一・大阪市立大学名誉教授が講演

シアと結んで中国に対抗しようとするので

し、沖縄の平和と自治、大阪の真の再生、

はないかと予測。共和党主流派はトランプ

学問の自由と大学の自治、の三つの角度か

を利用する姿勢だと指摘しました。安倍晋

ら憲法が果たしてきた役割を力説、
「憲法を

三首相の「アメリカがよくなれば日本もよ

擁護することが日本の民主主義を支えてい

くなる」という姿勢を「朝貢外交だ」と批

く」と語り、憲法違反の戦争法を廃止し、

判し、対等平等な外交の必要性を訴えまし

９条を守ろうと訴えました。

た。

ジャーナリストの西谷文和さんが中東の

共謀罪法案出すなと緊急行動

紛争地の実態を報告。
「貧困が紛争を拡大さ
せ、戦争がテロを拡大させている」と告発

【奈良県橿原市・橿原市９条】

橿原市

し、
「憲法９条を守ることが私たちの生活を

９条の会は９日、
「憲法違反の『共謀罪』法

守ることにもなる」と力を込めました。

案出すな 13・９近鉄大和八木駅前緊急集会」
を行い、40 人が参加しました。

日本にとってのトランプ政権
【九条科学者の会】

同会世話人の林友雄氏が「安倍政権の暴

九条科学者の会は

走に黙っていることをやめ、一人でも仲間

18 日、東京都内で「発足 12 周年のつどい」

を増やし、声を上げよう」と主催者あいさ

を開き、三宅裕一郎・三重短大教授、萩原

つしました。

伸次郎・横浜国大誉教授が「トランプ政権

元談山（たんざん）神社宮司の浅川はじ

と日本の将来」をテーマに講演しました。

め氏は、共謀罪や戦争法について「関心を

三宅さんは、２月の日米首脳会談は従来

持ち、わが身に迫っているという感覚を養

の日米同盟路線を継承しつつ、軍事色をい

っていかなければならない」と訴え、奈良
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弁護士会・共謀罪対策本部委員の古川雅朗

はまかせて」
「テレビを見ながら、毎日１時

弁護士は共謀罪の危険性を説明し、
「一緒に

間、10 羽を折ります。指先を動かすと脳に

頑張りましょう」と連帯あいさつしました。

もいいものね」と声をかけあって折ってき

参加者は「共謀罪やめろ！」
「憲法９条守

ました。

れ！」とコールしながら、市役所前までデ

平和であってこその笑い

モ行進しました。
【青森県八戸市・はちのへ九条の会】 は

【芸人９条の会】

平和であってこその

ちのへ九条の会が主催する「共謀罪緊急学

笑い、原発も戦争法もいりまへん―芸人９

習会」が３月４日開かれ、120 人が参加しま

条の会が２月 21 日、大阪市・東成区民セン

した。

ター・大ホールで公演し、参加者で埋まっ

学習会では、はちのへ九条の会常任世話

た会場は、終始笑いに包まれました。

人の源新明弁護士が講演し、市民の人権を

芸人９条の会は、笑いを通じて平和の尊

脅かす共謀罪の危険を強調しました。
【三重県尾鷲市・おわせ九条の会】

さを訴えようと、コメディアン、落語家、
お

歌手らが昨年９月に東京で旗揚げ公演しま

わせ九条の会は 12 日、３月例会として共謀

した。今回が３回目で、関西では初公演。

罪の学習会を開き、森一恵弁護士が講演し

公演では、ナオユキ、笑福亭銀瓶、パギ

ました。参加者は、共謀罪反対の署名を進

やん（趙博）、古今亭菊千代、オオタスセリ、

めること、安倍首相と金田法務大臣に法案

桂文福、笑福亭竹林の各氏が、持ちネタを

提出反対の要請電報を送ることを確認しま

披露、爆笑を誘いながら、
「戦争する国」づ

した。

くりや原発再稼働への政治風刺をチクリチ
クリ。さりげなく歴代首相も登場。
「このま

折り鶴に平和の願いこめて
【東京都・おりづる９条の会】

まいったら戦争するしかない」
「平和でなけ

東京都

れば笑っていられない」
「よその国の子ども

のおりづる９条の会は３月９日、台東区浅

を戦争に行って殺せと言うんですか」とメ

草の墨田公園の東京大空襲戦災犠牲者追悼

ッセージを織り込みました。

碑に１万１千羽の折鶴を届けました。

芸人らしく、
「平和台球場（９条）」
「どん

会が東京大空襲の追悼のために鶴を届け

ぐりころころ、
（東京都知事選で）小池には

始めたのは 2008 年。当初は 6000 羽でした

まって、さあ大変」
「強行採血（採決）だ」

が、集まる鶴は年々増えています。世話人

などシャレもふんだん。

の練馬区在住の星とくえさん（69）は、
「全

笑福亭竹林師匠は、恐怖で子どもを支配

国の折り鶴の会で、毎年広島と長崎には届

しようとする橋下徹・おおさか維新の会前

けていたのに、地元の東京大空襲のために

代表（前大阪市長）を痛烈に批判するとと

は届けてこなかったと気づいたんです」
。

もに、憲法９条の意義を強調し「子どもた

練馬９条の会や杉並９条の会の「折り友

ちが気持ち良い社会でいられるためには平

（折り鶴を折る友達）」と一緒に、「糸通し

和は不可欠」と訴えました。
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高崎九条ネットのこと
会代表

平和と人権尊重のまちづくりめざし

長井 明

大阪堺市長 竹山

修身

【群馬県高崎市・高崎九条ネット】戦争法

私たちの母校である三国丘高校の校歌に

反対闘争の盛り上がる中、16 年１月に発足

は、
「若き命をたたえつつ 平和の祈り捧ぐ

し毎月定例会議を第３木曜日、
「ゆりの家」

なり」という一節があります。平和を願う

で開催。参加の豊幡九条の会、群馬町協議

気持ちが込められた校歌であり、60 余年に

会九条の会、はるな生協九条の会、吉井町

もわたり、後輩たちに歌い継がれています。

九条の会、倉賀野九条の会、中川九条の会、

私たちの住むまち堺は、応永の乱、大阪

六郷九条の会、片岡９条準備会 計８会。

夏の陣、第２次世界大戦の堺大空襲の三度

定例会議は活動経験交流、情勢のとらえ

にわたり、戦禍によって壊滅的な打撃を受

方の意見交換等多彩、財政活動はネット・

けましたが、そのたびに平和を愛する人々

各会の支援も兼ね物資販売をおこなってい

の努力の結果、不死鳥（フェニックス）の

る。忘年会も学習会を兼ねて開催され、一

ごとく蘇り、復興をとげてきました。

体感が図られた。

堺市では、1983 年に、「非核平和都市宣

励まし合い、活動の改善、スキルシップ

言」を決議したのをはじめ、2006 年の政令

が楽しく、高崎の活動をふかんして見られ

指定都市への移行を契機として、あらゆる

るようになった。

人が尊重される平和と人権のまちをめざし

＜2000 万署名は高崎で 25,402 筆＞。定

た「堺市平和と人権を尊重するまちづくり

例会議で戸別訪問の大変さも出された。昨

条例」を 2007 年に施行しました。この条例

年７～８月頃は国会情勢も相まって市民の

は、
「戦争は最大の人権侵害であるという認

関心が高くなっていることを各会の報告で

識を持つとともに、すべての人々が尊厳あ

リアルに交流、あきらめず、豊かな経験が

る生命を全うできるような社会づくり」を

積み重ねられた。毎月到達点を確認しあう

前文に盛り込むなど、困難を克服して発展

ことで切磋琢磨しあい、頑張れた結果、初

してきた平和を愛する堺市民の思いを未来

めてともいえる高崎市内の到達数を明らか

につなぐものとなっています。

にできたと自負している。

堺市といたしましては、この条例に基づ

＜中央集会に 11 回参加＞

き、国際的な平和貢献活動を行った団体を

＜スタンディング 28 ヶ所全会で実施＞

表彰する「自由都市・堺

働く人たちを結集する必要がいわれてい

平和貢献賞」を

創設し顕彰するなど、平和と人権尊重の重

る。中川九条の会ではバトンを渡すため青

要性を国内外に発信しています。今後とも、

年部を結成、現役世代の結集は時間外労働

全ての人々が安心して暮らすことができる

で難しさがあるが、現在医療生協に働く青

「わがまち堺」の実現に向け、取り組んで

年層にアタックしている。ぜひ、未来のた

まいりますので、ご支援ご協力をよろしく

めに成功させたい。
（
「あきらめない」第 39

お願い申し上げます。
（三国丘高校九条の会

号からの要約）

ニュース「三丘・九条の輪」Ｎｏ61 より）
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