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国民に挑戦！安倍首相９条改憲掲げ総選挙
「自衛隊合憲化」に焦点をあて

安倍９条改憲をとめよう！

安倍首相は９月 28 日召集の臨時国会冒頭

全国交流・討論集会のご案内

に国会を解散、10 月総選挙に打って出る姿
勢を明らかにしました。森友・加計疑惑の

自民党の改憲案作成の作業がいよいよ本

追及をさけるだけでなく、①「
『全世代型』

格化するなかで、九条の会事務局は、下記

社会保障．②「北への圧力強化」とともに、

のように「安倍９条改憲をとめよう！全国

③「憲法に自衛隊明記」を争点に選挙戦を

交流・討論集会」を開催します。参加され

たたかう構えです（９月 19 日「読売」
）
。

る方は、事務局に登録をお願いします。

とくに憲法については９条１、２項はそ

◇日時 10 月８日（日）

のままで自衛隊についての規定を追加する

午後１時 00 分～４時 30 分

「加憲」を打ち出し、自衛隊は違憲か合憲

◇特別報告 「９条加憲のねらいと問題

かを争点にすることによって野党の分断を

点」

はかり、あわせて「専守防衛」
「災害出動」

一橋大名誉教授 山内敏弘

◇参加費 1000 円

なら自衛隊を容認するとの国民の取り込み

◇会場 東京文京区・文京区民センター

をはかろうとしています。
「読売」調査では

九条の会 事務局

首相の９条改憲案に「賛成」が 51％賛成と

（ほんだ）９条の会」は９月９日、全国市

なっており（同上）
、総選挙で条件が整えば
一気に改憲につきすすもうというものです。
海外での武力行使の全面的由化、との安

民アクションが呼びかけた「安倍９条改憲
NO！ 3000 万署名」に取り組みました。
朝鮮半島情勢が緊迫するなか「軍事対応

倍内閣の９条改憲の真のねらいを徹底的に

をやめ対話と外交で打開を。安倍首相は改

明らかにし、安倍内閣を退陣においこむ草

憲をやめ対話と外交で打開を。平和交渉へ

の根の宣伝・対話が求められています。

の努力を」とのアピールにお年寄りや部活
動で集まった高校生や中学生らが耳を傾け、

3000 万署名運動、草の根で

一人の中学生は「集めてくる」と署名用紙

【千葉市緑区／誉田９条の会】 「誉田

を持ち帰るなどの反響がありました。
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1997 年に始めた一人芝居「憲法くん」を披

北朝鮮問題も対話のテーマに

露しました。

【東京都文京区／本郷・湯島九条の会】

アーサー・ビナードさんは、
「東京の秋と、

12 日、小雨模様のもと、あたらしい方も

核の冬」と題して講演しました。同氏は、

加わり総勢 11 名で元気よく活動しました。

米国や北朝鮮などの核兵器による威嚇が世

１ 「安倍 9 条改憲 NO！ 全国市民アク

界をゆがめ、未来をつぶしていると告発。

ション」の 3000 万人署名は沖縄の方もふ

国際紛争を解決する手段として武力による

くめ 7 人の方が署名してくださいました。

威嚇を禁じている日本国憲法９条が、各国

全国市民アクションの初行動としては

にも必要だと強調しました。

上々でした。

また、
「いま憲法を生かして権力の暴走に

２ ビラ 100 枚は僅かを残し、なくなり

歯止めをかけるとき」と指摘。自民党の憲

ました。北朝鮮問題、安倍 9 条改憲策動に

法改正草案が基本的人権をないがしろにし

よって多くの方が不安を感じ始めている

ていることに危機感を表明し、「ぼくらが、

ようです。

もっと憲法を活躍させる時代がきている」

３ 北朝鮮問題で朝鮮戦争「終戦」協定

と呼びかけました。

を、このことについて何人かの方とお話を

集会に参加した水野尾孝さん（80）は、
「自

しましたが、「こういう報道はないね、そ

衛の武器として、核兵器を持ってもいいと

うかそういうことか」と考えている方もお

いう考えは、本当に困ります」と感想を述

りました。

べています。

「安倍 9 条改憲 NO!全国市民アクション」

自衛隊明記の危険性を告発

3000 万人署名を一日も早く達成させたい
と思います。

【和歌山県みなべ町／みなべ九条の会】

来月は 10 月 10 日（火）です。

みなべ「九条の会」は９月７日、学習会

（本郷・湯島九条の会 石井 彰）

「９条改憲―自衛隊明記の危険」をみなべ
町で開きました。

国際紛争解決は武力でなく
【東京都練馬区／ねりま九条の会】

憲法９条を守るわかやま県民の会の坂本
ね

文博代表は、安倍晋三首相が憲法に自衛隊

りま九条の会は９月６日、記念集会を練馬

を書き加えるとした５月３日の公開憲法フ

文化センターで開きました。集会では、コ

ォーラムが全国 38 カ所にインターネット中

メディアンの松元ヒロさんと詩人のアーサ

継をされ、和歌山でも同日、日本会議と自

ー・ビナードさんが講演。２人の笑いをま

民党県連による集会に 500 人が集まり、７

じえた憲法話に、約 1100 人の参加者が共感

月 20 日には「美しい憲法をつくる日本の会」

の拍手を送りました。

の全国キャンペーンで自民党衆院議員らが

松元さんは、
「難しいと思われている憲法

ＪＲ和歌山駅前で街頭宣伝したことを紹介。

を、面白く、分かりやすく伝えたい」と、

憲法への自衛隊明記について「明文改憲に
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より戦争する国を完成させようとするもの。

体験を語ったのは、中林重祐氏（87）と、

自衛隊は海外派兵できる軍隊に変わる」と

「聖戦」を信じさせる教育を受けた門田久

告発しました。北朝鮮によるミサイル発射

氏（89）、少年時代に特高警察に治安維持法

や核実験をきびしく批判するとともに対話

違反で逮捕され、拷問を受けた村上伸生氏

による解決を訴え、対話を否定し軍拡や改

（85）の３氏。

憲に利用する安倍政権を糾弾。
「改憲発議を

中林氏は、第２次世界大戦で日本軍の少

許さない運動を広げよう」とよびかけまし

年兵は 42 万人いたとし、
「少年を兵士へと

た。

駆り立てた教育は、理性をまひさせ、自分
の頭で考えることをストップさせる教育で、

４年目に入るスタンディング
【徳島県／九条の会徳島】

根底には教育勅語があった」と指摘。
「二度

九条の会徳

と負けないよう強い軍隊をつくるのか、二

島は９日、徳島市で憲法９条を守ろうとス

度と戦争をしないよう反戦・平和への道を

タンディング宣伝しました。集団的自衛権

進むのかの分岐点で大きな役割を果たすの

行使容認の閣議決定がされた直後の 2014

が平和教育だ」と力説しました。

年９月から毎月行われ、この日で丸３年に

総会では安倍政権の９条改憲阻止などの

なりました。

方針が提案されました。

40 人の参加者が徳島駅前の元町交差点４

参加者からは、松山市が採択した、
「日本

カ所に立ち、
「アイラブ・憲法」のプラカー

会議系」の教育出版の小学校道徳教科書の

ドや横断幕を掲げて「憲法を守りましょう」

撤回に向けた取り組みなどが語られました。

と呼びかけました。

軍学共同の危険な実態を告発

上池大三郎事務局長は「北朝鮮問題に直
面して、武力、軍隊は役に立たないことが

【愛知県春日井市／春日井９条の会】

リアルに見えてきた。９条の大事さをさら

春日井市で９日、「憲法九条平和のつどい」

に広めたい」と話しました。

が開かれ、池内了名古屋大学名誉教授が講

初参加の市内の団体職員、福池由佳さん

演しました。春日井９条の会が主催。会員、
市民ら 260 人以上が参加しました。

（39）は「簡単に自衛隊が動いたら戦争に
なってしまう。９条は戦争を防ぐ力になり

池内氏は「科学と憲法九条―安倍政権下

ます。北朝鮮問題がある今だから、改憲に

ですすむ軍学共同」と題して講演しました。

反対します」と語りました。

戦後の平和主義が安全保障の名の下に後退
し、安倍政権発足以降、急激に軍学共同が

戦前・戦中の教育の役割
【愛媛県／教育関係者９条の会】

進んでいると強調。大学や企業、研究機関
愛媛

などに防衛省が資金提供する「安全保障技

教育関係者９条の会は 10 日、
松山市で第 12

術研究推進制度」の今年度予算が 110 億円

回総会と「戦前・戦中の体験を聞く会」を

になり、一昨年度の 18 倍の増額だと指摘。

開きました。

「資金提供を受けるために軍事研究を行う、
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研究者版『経済的徴兵制』につながりかね

で開催され 16 名が講師の吉村敬一弁護士の

ない」と述べ、
「軍学共同は、人々のための

講演を学びました。

科学・研究を難しくする。科学は、憲法 23

7 七月の都議選では小池知事の都民ファ

条（学問の自由）の精神に立ち、世界の平

ーストが勝利（55 名）し、都議会自民党が

和や人類の幸福のためにあるべきだ」と話

歴史的惨敗（23 名当選）、日本共産党（17

しました。

名から 19 名当選）は２名増となりました。

講演に先立って、シンガー・ソングライ

自民党の惨敗の原因は安倍総理のお友だ

ターの川口真由美さんのライブが行われ、

ち森友学園と加計学園への深まる疑惑に怒

「今こそ立ち上がろう」
「軟弱者」など披露

った都民が下した結果です。このことは国

し、参加者と一緒に歌い、盛り上がりまし

民の中に大きな変革のエネルギーがあり、

た。

具体的にマグマが動いていると感じている。

会の代表世話人で詩人の神田好能さん

（「渋川・北群馬通信」№58）

（94）があいさつにたち、自身が書いた詩

「９条ネット」の旗ができました

「老いたればこそ」を力強く朗読。由本昌
敏さんが「全国市民アクション」が呼びか

【群馬県高崎市／高崎九条ネット】

毎

けた９条改憲阻止の 3000 万署名を広げる

月第３木曜日に定例の会議を開いている９

ことを訴えました。

条ネットの中でも､長い歴史を持つ豊幡９
条の会（豊岡・八幡）や吉井９条の会はす

平和の願いこめて鐘つき
【茨城県五霞町／９条の会ごか他】

でに旗を持っていましたが、わが中川をは
９

じめ多くの９条ネットでは集会の際などに

日、憲法９条にちなんで平和への誓いを新

掲げる旗がありませんでした。
討議の結果、ネット共通の桃太郎旗を 10

たにする鐘突きが行われました。
「９条の会ごか」
（青木正彦代表）の呼び

本つくることを決定。６月３日に高崎城址

かけによるもので、五霞町、古河市、坂東

公園で開かれた「共謀罪廃案！

市、境町で活動する「９条の会」から約 30

会」がお披露目の場となりました。

人が参加。参加者全員で憲法前文と９条の

群馬大集

鮮やかなブルーの地に白抜きで［活かそ

全文を朗読後、鐘を突きました。

う憲法変えよう政治」の文字。鳩と花、美

その後、会場を移し、太平洋戦争を描い

しい虹が描かれています。デザインは会員

たＤＶＤを鑑賞。戦争体験や憲法９条を守

の糸井実和さん。

る運動などについて語り合い交流しました

この日は出来たてのホヤホヤなので「高
崎９条ネット」の下が白く空いていますが、

「マグマの動き」を感じる学習会

ここにそれぞれの会の名前が入る予定｡今

【群馬県渋川市／渋川・北群馬九条の会】

後、憲法を守る各種集会や毎月第２木曜朝

渋川北群馬九条の会主催の第二回憲法学習

のスタンディング（ヤオコー角）に翻るは

会が７月 22 日に北毛医療生協組合員ホール

ずです。（「中川九条の会ニュース」№34）
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