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「９条守る砦に」、「会」結成広がる
憲法公布の日４県で「会」結成
【青森】

した。
「会」には、土山秀夫・元長崎大学長、
越中哲也・郷土史家、下平作江・長崎原爆

11 月３日、
「青森県九条の会」

遺族会会長、朝長万佐人・長崎大教授の４

の結成総会が開かれました。県内の弁護士、

人を代表に、22 氏が名を連ねています。

医師、研究者らが呼びかけ人となって準備

400 人が参加した「つどい」では、下平さ

をすすめてきたもので、総会後、12 人の世

んのほか、
「会」のメンバーらがつぎつぎと

話人が記者会見、①「九条の会」のビデオ、

九条への想いを語りました。

ポスターを広げる、②資料を作り九条を守

より広く草の根を目指し

る運動を広げる、③学習会や集会を開く、
など当面の方針を紹介しました。
【三重】

【福島県・会津若松】 いま、
「新撰組」

「九条の会」アピールに賛同

でにぎわう観光の町・会津若松に「九条の

する 170 人の市民がよびかけ・賛同人とな

会」が発足しました。９月９日いらい準備

って、11 月３日、
「みえ九条の会」の設立総

をすすめ、10 月 31 日に、市長のメッセー

会が開かれました。総会には 300 人を超え

ジももらって結成のつどいをもちました。

る人びとが参加し、「九条の会」の奥平康

当日の出席者は 95 名、現在の「会」への参

弘・東京大学名誉教授が記念講演をおこな

加者は 140 名です。
「九条の会」アピールに

いました。

賛同し九条を守るという一点で結集し、講

【香川】 11 月３日、
「九条の会・かがわ」

演会、学習会を開くことなどを申しあわせ

の結成記念講演会がひらかれました。「会」

ました。

は県内の医師、牧師、研究者ら 10 名がよび

【秋田県・羽後町】

かけ人となって結成されたもので、この日

ど 25 人のよびかけで全町民へのよびかけを

までに 283 名が賛同を表明しています。記

発表し、12 月８日の太平洋戦争開戦の日に、

念講演会には 270 人が参加し、渡辺治・一

「九条の会アピール」に賛同する羽後町民

橋大学教授が講演しました。
【長崎】

元町長や学校長な

の会を結成することにしました。リーフ「憲

11 月３日、
「長崎県九条の会」

法９条、
いまこそ旬」500 部送ってください。

が発足し、
「発足記念のつどい」が開かれま
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【長野県・穂高】 私たちの町では 11 月

彩な人々です。

13 日に「憲法９条を守る穂高の会」を結成

【兵庫・姫路】

同時テロ３周年の９月

する予定で活動をしています。人口の過半

11 日に開かれた「憲法九条を語るつどい」

数の署名を集めることが目標です。呼びか

の席上、
「九条の会」のよびかけに応えて西

け人を 100 名にする目標でこれまで 70 名が

姫路でも「九条の会」をつくることが参加

決まりました。

者全員で確認されました。以後３回の準備

【北海道・網走】

５月３日に「平和憲

会をもち、11 月３日に「憲法九条を守る西

法を守る網走の会」を結成し、網走に護憲

ひめじの会」が結成されました。
「会」の活

の風を吹かせようと活動してきましたが、

動としては、
「九条の会」講演会ビデオを見

その後、
「九条の会」が結成されました。
「九

る小集会を含め講演会や学習会をおこなう、

条の会」アピールは私たちの会の考えとも

住民の過半数をめざして署名運動に取り組

共通するものです。全国の憲法を大切に思

む、などを決めています。

う勢力と「九条の会」を通して交流・連帯

医師・医学者らも「会」を結成

できたら、と思っています。11 月３日に九

11 月５日、
「
『九条の会』アピールを支持

条の会発足記念講演会のビデオ上映会を開
き 40 名が参加しました。

する医師・医学者の会」(略称・
「九条の会・

【神奈川・横浜】 ９月 25 日に、
「『九条

医療者の会」)が結成されました。なだいな

の会』に賛同する妙蓮寺篠原地域の会」(横

だ、箕輪登、毛利子来、若月俊一などこの

浜市港北区)を発足させました。11 月 13 日

分野で活躍する 27 氏がよびかけたもので、

に、「アジアの経済発展と日本国憲法第九

この日までに全国の 153 氏から賛同が寄せ

条」をテーマに学習会を開きます。

られています。

「九条の会」発足記念

発会記念講演会には約 200 人が参加、小

講演会に参加した 80 歳をこえるクリスチャ

森陽一・東京大学教授が講演をしました。

ン K さんの強いはたらきかけで、９月４日、

会場からのスピーチでは、賛同者１号とい

日野市・三沢中学区域に「百草九条の会」

う葛飾区の個人病院院長が「単純な動機で

が発足、現在、賛同者は 102 名に広がって

賛同した。それは昔から憲法は大事で守り

います。
「九条の会」のアピール賛同者をふ

たいと思っていたから。この憲法がなぜ奪

やすこと、ポスターを普及することなどを

われるのか理解できない」と発言、拍手を

決め、11 月６日には学習会を開きました。

あびました。

【東京・日野】

【岐阜・高山】

「九条の会」アピール

今後、全国のすべての医師・医学者・医

に応え、飛騨地方にも「会」をと、12 月８

療担当者らによびかけを広げ、賛同者を募

日に向けて「九条の会・高山」の結成準備

っていくことにしています。

がすすめています。元小学校長、元中学校

賛同者名簿の追加

長(５人)、元高等学校長、飛騨高山教会牧師、
地元月刊誌主管、高山市仏教会会長、飛騨

青木敬介（浄土真宗西念寺住職）
、青木忠

絵本美術館館長、詩人、元高山市議など多

夫（同朋大学仏教文化研究所）
、赤嶺政賢（衆
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議院議員）、麻田光広（弁護士）、新井教瑞
（真言宗豊山派安楽院住職）
、安藤肇（牧師）
、
池道正（真宗寺住職）
、池宮城紀夫（弁護士）
、

オーバビー氏から連帯（要旨）
勝守寛先生（
「第九条の会日本」創始者）

石井郁子（衆議院議員）
、石川勇吉（真宗大

が亡くなった直後、私が皆さんがたの「九

谷派僧侶）、石田良正（大輪院住職）、伊勢

条の会」結成について最初に知ったとき、

谷功（真宗大谷派非武装平和を願う会事務

私は、九条というこのすばらしい見識のた

局長）、板先達（真宗大谷派僧侶）、市川純

めに九人の尊敬する知識人が立ち上がっ

夫（和歌山大学教授）
、市田忠義（参議院議

たことを、大変嬉しく思い、喜んだ次第で

員）、井之脇寿一（弁護士）、岩本守視（キ

す。私には「九条の会」が、広島、長崎に

リスト者）、上田恵介（立教大学教授）、宇

示される第二次世界大戦のホロコースト

野峰雪、江沢洋、大貫正一（弁護士）
、大山

の廃墟からでてきた不死鳥のように、ま

哲（無職）
、岡観浄、岡崎晃（日本キリスト

た、戦争という甚だしくいかがわしい行為

教団牧師）
、小川寛（弁護士）

をやめよ、との人類の叫びに見えます。私

笠井治（弁護士）
、梶山登（天理教南金目
布教所長）
、金田隆一（苫小牧高専名誉教授）
、
紙智子（参議院議員）
、川崎経子（ＮＰＯ小

たちは九条を死なせるわけにはいきませ
んし、そのすばらしい言葉を国家権力によ
って無意味な、ばかげたものにするのを許

諸いずみ会いのちの家所長）、川那部浩哉

すわけにはまいりません。

（生態学研究者）、河原昭文（弁護士）、岸

あなたおよび「九条の会」と、今後、な

田正博（真言宗智山派住職）
、北沢孜（弁護

んらかの形で協力して努力できることを

士）
、北野晴信（曹洞宗福寿院東堂前住職）
、

楽しみにしています。

喜納昌吉（参議院議員）
、木邨健三（平和を

２００４年１１月９日

つくり出す宗教者ネット世話人）
、木村宏嗣

チャック・オーバビー

（曹洞宗禅龍寺住職）
、銀林浩（明治大学名
誉教授）、久峩良修（僧侶）、楠井覚暁（浄
土真宗本願寺派住職）
、久保恵三郎（日本キ

阪上信次（東京農工大学名誉教授）
、坂本

リスト教団牧師）、熊谷祐信（長谷寺）、雲

進一郎（農業）
、佐々木誠正（真宗大谷派正

尾保喜（本山修験宗快蔵院住職）
、桑山源龍

応寺住職）
、佐藤和丸（真宗大谷派徳照寺住

（浄土宗栄秀寺住職）
、見理文周（曹洞宗養

職）
、佐藤純一（雲林寺住持）
、佐藤秀夫（弁
源寺住職）
、小出昭一郎（東京大学名誉教授）
、 護士）
、佐藤文雄（住職）
、佐野俊正（僧侶）
、
上坂明（弁護士）
、鴻池雅夫（宗教家、生涯
塩川鉄也（衆議院議員）
、嶋岡静男（三重県
教育講師）
、郡島恒昭（首相靖国参拝「福岡

原爆被災者の会会長）
、尺一顕正（浄土真宗

判決」を活かす会代表）
、こくた恵二（衆議

西楽寺住職）

院議員）、小島一仁（日蓮宗浄国寺院首）、

大門実紀史（参議院議員）
、高木栄尊（寺

小島憲正（横浜国立大害教授）
、こばやしひ

院住職）
、高木慈興（現正寺）
、武田隆雄（日

ろし（劇作家）
、小島寛、小林みえこ（参議

本山妙法寺僧侶）
、立川涼（愛媛大学名誉教

院議員）
、小山克己（住職）

授）、田中昌一（東京大学名誉教授）、田辺
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英夫（鹿背山西念寺住職）
、谷口章（日本キ

ア教会牧師）

リスト教団和歌山新生教会牧師）
、都守健二

真壁紹範（曹洞宗大慈寺住職）
、正本乘光

（妙廣寺）
、道家明宗（臨済宗妙心寺派宝昌

（長専院住職）、増谷禎通（北島町議会議

寺住職）、東門美津子（衆議院議員）、殿平

員・監査委員）
、町田茂（京都大学名誉教授）
、

善彦（浄土真宗一乗寺住職、空知民衆史講

松尾孝嶺（東京大学名誉教授）
、松田義賢（西

座代表）
、豊田利幸（名古屋大学名誉教授）
、

光寺）
、松田平太郎（北海道宗教者平和協議

鳥越順丸（真宗大谷派等願寺住職）

会理事長）
、松中昭一（元神戸大学・元関西

永井榮亮（玉泉寺住職）
、中内光昭（高知

大学教授）、松野信夫（衆議院議員）、松本

大学名誉教授）、長岡壽一（弁護士）、中川

文（聖公会牧師）
、真船和夫（東京学芸大学

昭一郎（東京農業大学客員教授）
、永崎惇（真

名誉教授）
、鞠川了綽（真宗大谷派正恩寺住

宗大谷派住職）
、永崎由子（真宗大谷派坊守）
、

職）、丸山健人（気象学者）、丸山哲男（弁

中嶋篤之助（元中央大学教授、非核の政府

護士）
、水田全一（臨済宗妙心寺派龍澤寺住

を求める会常任世話人）
、中谷哲造（キリス

職）、三玉宜晃（僧侶）、南穆（日本キリス

ト教牧師）
、中野渡久利（牧師・神学博士）
、

ト教会横須賀教会牧師）
、三野秀富（弁護士）
、

中村觀善（観音寺住職）
、中村誠太郎（東海

三村達道（曹洞宗玉泉寺住職）
、宮川彰（経

大学名誉教授）
、中村文子（沖縄戦記録フィ

済学者）
、宮城顗（真宗大谷派僧侶、九州大

ルム一フィート運動の会事務局長）
、中山洋

谷短期大学名誉教授）
、三宅善昭（浄土真宗

一（北海道クリスチャンセンター館長）
、那

本願寺派法林寺住職）
、宮村光重（日本女子

須公順（真宗大谷派法融寺住職）
、並木美喜

大学名誉教授）
、村上政彦（愛宕西宮神社禰

雄（早稲田大学名誉教授）
、新岡智（関東学

宜）
、茂木清夫（東京大学名誉教授）

院大学教授）
、野上耀三

山田延雄、矢原徹一（九州大学教授）
、山

服部学（立教大学名誉教授）
、英丈夫（浄

上光法（僧侶）
、山本喜代宏（衆議院議員）
、

土真宗前住職）
、早川和男（長崎総合科学大

幸日出男（同志社大学名誉教授）
、弓矢健児

学教授）
、林辰也（前広島ＹＭＣＡ総主事）
、

（日本キリスト改革派新座志木教会牧師）、

半谷高久（都立大学名誉教授）
、久堀勝敏（光

吉井英勝（衆議院議員）
、吉田寛一（元東北

雲寺住職）
、日高敏隆（京都大学名誉教授）
、

大学教授）
、吉武大乗（極楽寺住職）

平沢功（日本キリスト教団埼大通り教会牧

若月俊一（佐久総合病院名誉総長）
、鷲谷

師）、平山武秀（日本キリスト教団牧師）、

いづみ（東京大学大学院教授）
、渡辺伸二（弁

広瀬顕雄（美府県宗教者平和の会会長）
、廣

護士）、渡辺大修（正福寺住職）、渡邉智圓

瀬務（真宗大谷派僧侶）
、深澤光有（真宗佛

（宗教法人芳円寺代表役員）

光寺派大光寺住職）
、藤井秀信（真宗大谷派

１１月１７日集計

信念寺住職）
、藤井陽一郎（茨城大学名誉教

１５７人 累計１１１８人

授）
、藤田和海（僧侶、浄土宗常任布教師）
、
藤村恵容（正法寺）
、藤森教念（真宗大谷派
常願寺住職）、藤原充子（弁護士）、古川第
一郎（日本キリスト改革派南越谷コイノニ
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