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９条への思いを安倍は辞めよの草の根の声に
９条守る意見広告に大きな反響

憲法審の目的は改憲案の作成

【広島県／第九条の会ヒロシマの会】 第

10 月に開かれる臨時国会に向けて、安倍

九条の会ヒロシマは、８・６意見広告を今

首相をはじめ自民、公明、維新の各党は憲

年も掲載することができました。昨年を 300

法審査会開けの声を高めています。

も上回る 2517（８月７日現在）の団体・個

参院選の運動期間を通じて安倍首相は

人のご賛同をいただきました

「議論を前に進める政党か、議論すら拒否

今年の意見広告では、平和を願い、行動

する政党か」を主要な選択肢の１つとする

する市民として、
「黙らない」ことを強く訴

ことを強調しつづけました。自民党からは、

え、政治を考え、おかしいことはおかしい

憲法審査会を開かないことは「職場放棄」

と声をあげるきっかけにして頂きたいと思

の声すら出されています。

いました。掲載紙は、朝日新聞朝刊です。

しかし憲法審査会は、一般的に憲法につ

大阪本社版に全 15 段と、その他全国には全

いて論議する場ではなく、
「憲法改正原案、

５段を掲載しました。

日本国憲法の改正に係る発議または国民投

8 月６日早朝、原爆ドーム付近でカラー版

票に関する法律案等を審議する」
（衆院憲法

を配布しました。
（新聞に掲載したものはモ
ノクロです）

審査会規程）場です。

世話人や会員さん、いつも

参院選の結果、改憲勢力は３分の２議席

賛同してくださる８・６ヒロシマ平和のつ

を下まわり、自民党も参院で過半数を割っ

どいのメンバーと一緒に配布しました。
＜寄せられた賛同の一言から＞

たことで安倍首相らの主張を国民は受け入

ありが

れなかったといわねばなりません。

とうございました。どんどん嫌な国になっ
ていく現実に、１人で毎日のニュースを見

九条の会ヒロシマ」103 号）

ては潰されそうになっていましたが、今日
の紙面で、
「勇気ある方々がまだこんなにい

平和を願って恒例の鐘つき

らっしゃるんだ」と嬉しかったです。 （「第

【金沢市／寺町台九条の会】
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寺町台九

条の会は 15 日、臨済宗少林寺の境内で終戦

の閃光と熱線を浴び、腰かけていた人の姿

の日恒例の「平和の鐘つき」を行い、約 30

が一瞬のうちに消え去り、黒く残った影に

人が参加しました。今年で 14 回目です。

戦争の怖さを知らされました。

戦時中、金属不足のため鍋や釜や仏具、

劇団風の子が「むかしあそび」を披露。

梵鐘も供出させられました。金沢市による

保育園の案内ビラを見て初めて参加した親

と、県内 1500 の寺の中で 70 の梵鐘が供出

子は、
「お手玉など、お兄さん、お姉さんの

を免れ、その１つが少林寺の梵鐘です。

早い動きが格好良かった」と語りました。

挨拶に立った寺町台九条の会代表の宮地
芳男さん（93）は、
「戦争は何もかも失って

子どもにもわかる言葉で憲法を紹介

しまう。平和を願い、戦争への道を食い止

【愛知県東郷町／東郷９条の会】

東郷

めるためにも、思いを込めて鐘をついてく

９条の会は８月 25 日、第 12 回「親と子の

ださい」と述べました。

平和のつどい」を開催しました。家族連れ

猛暑の中、参加者はハンカチで汗を拭き

など 60 人以上が参加し、家族連れから高齢

ながら、「平和を守れ」「憲法を守れ」と声

者まで一緒に楽しみました。

をあげ、順番に鐘をつきました。

今回は、名古屋を中心に創作劇や親子劇
などを公演する「劇団名芸」が出演。パネ

親と子で平和を考える
【岐阜市／長森・日野九条の会】

ルシアター「ねこのおいしゃさん」では、
岐阜

ネコのもとに鼻づまりのゾウや寝不足でく

市で毎年恒例の「親と子の平和まつり」
（12

まができたクマ、肩こりのキリンなど次々

回目）が 11 日に開かれ、盆休みで実家に戻

に訪れます。参加した親子たちは、病気を

ってきた家族や、学校の案内ビラを見た生

治すためにネコと一緒になって「ニャー！」

徒ら約 80 人が参加しました。主催は長森・

と元気いっぱいなかけ声。動物たちのかけ

日野九条の会で構成する実行委員会。市教

合いに会場は笑いに包まれました。

育委員会が後援し、地元の小・中学校、保

劇団員の広瀬達弥さんは、芸人・松元ヒ

育園・幼稚園にも案内が出されました。

ロさんの一人芝居「こんにちは！憲法くん

世話人の河野克暢さん（80）が、
「参院選

です！」を上演し、日本国憲法の成り立ち

で改憲勢力が３分の２を割り込んだことは

や権力の暴走を抑える仕組みなど子どもた

一番よかった。岐阜でも空襲があったこと

ちにわかりやすく紹介。上演後、広瀬さん

を親子で話し合ってほしい」とあいさつし

は「戦後 70 年の歴史で日本は戦争しなかっ

ました。

たが、これこそが憲法の誇りであり理想。

「平和をうたう」コーナーでは、女性コ

戦争で犠牲になるのは、いつも子どもたち

ーラス「コスモス」
（15 人）が「子鹿のバン

です。理想と現実が合わないなら、現実を

ビ」
「背くらべ」などの童謡メドレーや、
「ド

合わせる努力が必要」と話しました。

レミの歌」などを元気よく歌いました。広

会事務局の三宅暁良さんは「参院選で改

島原爆のアニメ映画が上映され、原子爆弾

憲勢力が３分の２を下回ったのは、私たち
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の運動の成果。世界にはたくさんの国があ

意見交換では、この指摘を受けて、朝鮮

り、それぞれ大切なものがある。軍事や経

人差別は許されないとの声や、相模原市で

済で押さえつけるのではなく、違いを尊重

起きた事件の背後にある優性思想の問題を

しあい平和を築き、戦争に近付かないよう

指摘する意見が相次ぎました。さらに、障

にしなきゃいけない」と語りました。

がい者を抱えている人から、戦争になると
真っ先に犠牲になるのは障がい者で、すべ

337 回を迎えた＜サロン九条＞
【岐阜県／岐阜・九条の会】

ての人のいのちを大切にしなければならな

「岐阜・

いと強調され、参加者全員の共有する考え

九条の会」主催＜サロン９条＞は、2004 年

になったように思われます。

２月第１回例会が行われ、この８月 27 日、

最後に、司会者（吉田）から、憲法の前

第 337 回を迎えました。今回から会場が、

文に明記されているように、戦争は国民で

日本キリスト教会の会議室に変わりました

はなく政府（国家権力）が「起こす」もの

が、幸い今までと同じく、こちらもご好意

であり、安倍政権による改憲はやめさせる

で無料使用させて頂くことになりました。

ように力を合わせましょう、と呼びかけが

今回は、
「アウシュヴィッツを訪ねて」と

ありました。
（吉田千秋（
「岐阜・九条の会」

題した話題提供を、木俣光江さんからして

代表世話人）

頂き、意見交換しました。初めての参加者

安倍首相が辞めるまで続ける

も多く、32 名でした。
木俣さんは、まずドイツ軍によって壊滅

【長野県伊那市／東春近９条の会・竜東

的な破壊にあった首都ワルシャワの爪痕と

９条の会】

東春近９条の会と竜東９条の

復興の様子を、いくつもの写真を通して紹

会は８月 19 日、合同で朝 7 時半から通勤な

介されました。

ど車の運行の多い場所でスタンディングを

アウシュヴィッツ収容所についても、数

実施しました。「憲法が生きる日本へ」「安

多くの写真と資料にもとづいて詳しく説明

倍さんのウソとゴマカシを許さない」
「みな

されました。中でも目を引いたのは収容者

さんご一緒に憲法を守りましょう」など手

たちの遺品で、小さな靴の山（子ども）
、義

書きポスターや横断幕を持参し、17 人でア

足の山（障がい者）
、死体を焼いて出る脂で

ピールしました。

作ったローソクなどで、虐殺の残酷さを直

伊藤敬子さんは「９条改憲をあきらめな

接物語っていました。

い安倍政権が続く限り、宣伝を続ける」意

木俣さんが話された中で印象深かった一

気込みを語り、有賀美鈴さんは県内世論調

つは、
「初めに言葉があった」という話です。

査で改憲反対が多くなり、
「毎月続けている

これは「ユダヤ人はドイツから出ていけ！」

ことが力になっている」と語りました。

という言葉から虐殺が始まったということ

別の男性は「地域訪問で『立っていまし

で、現在日本のヘイトスピーチにつなげて

たね』と言われ、宣伝が浸透していると感

指摘されました。

じる」と語りました。
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毎月３日も合同で、商業施設の近くで午

（「青葉台地域九条の会ニュース」ＮＯ143）

後１時からの宣伝を継続中。

参院選結果で今後の政治を論議
新会員迎え自民党改憲案を学習

【新聞ＯＢ「九条の会」
】 新聞ＯＢ「九条

【横浜市青葉区／青葉台地域九条の会】

の会」恒例の「納涼の夕べ」が７月 23 日、

＜定例駅宣＞７月９日の駅宣は選挙直前で、 東京・文京区民センターで開かれました。
選挙活動と重なり参加者が４人しかいない

２日前に参議院議員選挙（改選数 124 議

寂しい駅宣になった。しかし、当初からこ

席）が終わったばかりのタイミングで「参

の日の駅宣はとにかく選挙に参加すること

院選の結果と今後の政治情勢」について講

がいかに現実の問題解決に必要かというこ

演した倉重篤郎毎日新聞記者は「ほぼ予想

とを呼びかけ、特に 10 代 20 代の若者に声

どおりの結果で、自公の与党は堅調に議席

をかけることに集中したので特に違和感は

の過半数を確保したが、改憲発議に必要な

なかった。

３分の２には届かなかった。安倍政権が目

＜月例会＞７月 24 日、新規加入の隅崎さ

ざす改憲は難しく、レガシー（功績）なし

んを含めた 16 名の参加者で開催。選挙後で

に退陣の可能性もある」などと語りました。

あったので、今回の選挙結果について多角

この日は会員ら 42 人が参加。芳尾孝治事

的に討論したいところであったが、選挙に

務局長（内外）が「納涼の夕べ始まって以

ついてはあまり議論できなかった。司会者

来の多数が参加、おわったばかりの参院選

として反省ありです。

を総括、今後の改憲阻止の闘いに備えたい」

学習は「東京新聞」の「自民党改憲条文

と開会あいさつ。

案を点検」
（６月 21 日付）を山下さんが報

＜よせられた「ひと言」より＞

告してくれて討論した。自民党改憲４条項

いよいよ北方四島で戦争を口走る国会議

はいずれも我が９条の会として認めがたい

員が出る時代になってきました。でも不思

ものであることは明らかである。そして自

議に思っているのは、維新批判はあるもの

衛隊明記の真のねらいは、安倍改憲の許し

の、公明党批判が無いのは合点がいきませ

がたい憲法破壊、軍事大国化であり、断じ

ん。私に言わせれば、今の公明党は党では

て許しがたく、ますますの運動をしようと

なくて自民党公明派だと思っています（私

よびかけたい。石畑さんが今回も丁寧に解

だけでしょうか？）
。推進母体である創価学

説や意見を文章化してくれたので大いに参

会員の中には、公明党、自民党に疑問を持

考になった。

っている人もいると思います。
「戦争する国

市ヶ尾駅で夫人と２人で駅宣をやってき

にするために」推し進めている今の政治の

たという若い隅崎さんが入会され、個人と

あり方を１人でも多くの方に考えていく手

して駅宣を積極的にやりたいとのことで、

段はないものか？

８月２日、市ヶ尾で６人が集まり署名活動

西山公雄（毎日）

をし、勇気づけられた。

（「新聞ＯＢ『九条の会』
」第 116 号）
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途方にくれています。

