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第２回全国交流集会へ、準備すすむ
分科会運営要綱などを決定

全国交流集会に向けて

11 月 24 日に開かれる第２回全国交流集会

【参加申し込みの締め切り】は

の成功をめざす第３回運営委員会が、10 月

11 月 10 日（土）必着です。
【配布資料の申し込み】は

１日、開かれました。会議ではまず、
「九条

11 月 16 日（金）必着です。

の会」の事務局からタイムテーブルの詳細、
分散会運営要綱案が提案され、参加した
「会」のすべてから、提案された案に対す

◎分科会発言は一般的な経過報告ではな

る意見とこの間のそれぞれの取り組みにつ

く、①日常活動の特徴、②「会」広げるた

いて報告がおこなわれました。最後に、出

めの取り組み、③財政、を重点にする。

された意見に対する事務局の見解が示され、
討論の結果、タイムテーブルと分散会運営
要綱をつぎのとおりしました。
10：30～12：00

「九条の会」は９月 29 日、
「平和憲法・

全体会（よびかけ人あ

９条を守る岩手の会」の後援を得て、第４

いさつ、各「会」からの報告）
12：30～

回憲法セミナーを盛岡市で開き、会場いっ

分散会受付（参加申込書での

ぱいの 314 人が参加しました。

発言希望の確認と、当日希望申し出の

セミナーでは最初に「岩手の会」の加藤

登録。いずれも発言用紙を受付に提出）
13：00～15：15

第４回憲法セミナーin 盛岡

善正さんがあいさつ。講演では、翻訳家の

分散会（発言は基本的

池田香代子さんが、自衛隊員から「イラク

に事前通告者を優先する。当日の発言

に行くのが国益なのか悩んでいる」との手

希望が多い場合は、地域・分野・年齢・

紙が寄せられたことを紹介しました。また、

性別を考慮して指名。発言は４分で予

「九条の会」よびかけ人の奥平康弘さんは

鈴、５分で終了する。
）

自衛隊は合憲だが憲法を変えて集団的自衛

15：30～16：30 全体会（分散会報告等）

権を行使することには反対との声は保守層
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の中にも少なくないと強調しました。
（講演

アンケートへの回答から③

内容はブックレットで発行の予定）

（ ）内は結成年月

参加者の感想から

★講演会の会場で賛同用紙配布

▼私の世代、大学に入学した頃には、学

【山口県

防府九条の会】
（05 年９月）▽

費値上げ反対闘争と内ゲバ抗争がほとんど

ＤＶＤ（映画・日本国憲法）の上映会を実

で、安保の話などする学生は、ほんの、ほ

施したが保守系市議を含めた 120 名の参加

んの一握り。こんなことでいいのかなぁと

があり、手探りの取り組みとしては広がり

悩みながら、自分もノンポリになって学生

があり、財政的にも成功した。大学教授の

時代を終えた。憲法の授業もさらりと終わ

講演会のときには「アマチュア音楽集団フ

ったと思う。ここ数年の政治の流れをみて、

ルートアンサンブル 30 分と組み合わせ、
220

また、勉強しなおしている。いろいろな人

名の来場で好評だった。▽発足時 80 名の賛

生経験を経て、むしろ今の方がよく理解で

同だったが、現在は 204 名。講演会の会場

き、問題点も見えてくる。話のウラにも目

等で賛同用紙を配布し、賛同をよびかけ、

が向き、気が付く。参加してよかった。楽

すでに賛同している人には「持ち帰って賛

しかった。
（無職・女性・52 歳）

同の輪を広げよう」とよびかけている。

★会員増やすための「月間」も

▼すでに日本は戦時下にある。その現実
感に疎いだけだ。改憲の動き、アフガン派

【愛知県

九条の会・尾張旭】
（06 年４月）

遣法延長の動きを注視するだけでなく自分

▽節目ごとの講演会のほかに戦争体験を

の近場の動きも細かくチェックしなければ。 聞く会、琴、三味線、シャンソンの３グル
（住職・男性・62 歳）

ープの「ピースコンサート」、
「９条を守る

▼お二人のそれぞれ硬軟のお話の組み合

平和祭り」
（手品、朗読バンド演奏、うたご

わせが絶妙でよかったと思います。
（池田さ

え喫茶など）など多様な催しを開催。幅広

んの）戦争をしている国で犯罪が多いとい

い市民の参加を得ている。▽会員は結成時

うお話は当然と思います。ウソを見抜く眼

の 460 人が 900 人に。
「平和祭り」に民芸品

をしっかり持っていかなければと思います。 を出展した人が「私の作品見に来て」と誘
（無職・女性・66 歳）

ったら 12 人来た、
「一周年のつどい」のチ

▼かたいイメージがあったけど、笑えた

ラシに入会申し込み書をのせ全戸に配布し

り、おもしろい話でした。９条の大切さも

たら 20 人以上がファックスしてきた等多彩

分かったけれども、犯罪などに対する国民

な取り組みと結びつけ増やす。また、07 年

の意識について、ちょっと考えさせられま

３月には「会員を増やす月間」を設定し、

した。日本の子どもは「いい子ども」だと

50 人が学習と交流をしたうえで、取り組み

言われて少しうれしかったけど、犯罪は「増

を行い１ヶ月で 180 人増やした。
★わかりやすい憲法の学習の場として

えていない」なので、どんどん減っていけ
ばいいな、と思いました。
（中学生・男性・

【京都府

13 歳）

おやこで学ぶ９条の会】
（07 年

１月）▽政治には詳しくないが、９条を守
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っていきたいと思う母親たちの集まりです。 10 日にお茶のみしている会）
・
「国民投票法
男山第二中学校区を中心に、中高生や母親

案のカラクリ」学習会／阿智村婦人会「映

にもわかりやすい勉強会を開いています。

画・日本国憲法」上映・
「国民投票法案のカ

昨春退職の元中学校の社会科の先生を講師

ラクリ」学習会▽新春・９条おしゃべり会

にこれまで２回開催、今後も開催の予定。

は一般紙にチラシ折り込みをした。村内の

▽ふれあいバザーへの出店や八幡市内の９

目立つところに大きな看板を立てようと目

条の会で「会」をアピール。

下準備中。

★「会」の合唱団も結成

★全学にニュースやお知らせ

【愛知県

【東京都

岩倉９条の会】
（05 年 12 月）

和光鶴川小学校「九条の会」
】

▽結成いらい隔月ごとに「学習会」か「催

（04 年 12 月）▽これまで 12 回の講演会や

しもの」。たとえば、
「五条川に響け平和の

ＤＶＤによる学習会、講演会。地域のお祭

太鼓」
（06.4 満開の桜の下、おまつり広場で

りにものづくり企画などで参加し９条アピ

太鼓の競演）
、「岩倉９条の会

ール。▽学校と交渉し、全学にニュース・

え合唱団」結成（06.9

平和の歌ご

市内の施設に招かれ

るようになった）、「岩倉９条の会

講演会チラシなどを配布できるようにした。

歌ごえ

地域の学習会も知らせている。▽ペンダン

広場」
（07.11 第１回、年６回以上をめざす）

ト、オリジナルべーごま、９条クッキーな

▽上記企画を地域ミニコミ紙や大手紙の地

どで財政活動。

域版に掲載。毎月１回ニュースを発行し 40

★「会」のテーマソングも作成

人が分担して 850 人余の会員に配布。

【大阪府堺市

赤坂台９条の会】
（06 年３

★文化行事もお話も地域に依拠して

月）▽戦争の実態を知る催しが多く、第１

【群馬県前橋市 かいがや９条の会】
（06

回は元特攻隊員の話。先だっては堺大空襲

年８月）▽戦争体験を聞く会や憲法学習、

の跡を訪ね、花街の女性のほとんどが蒸し

ニュースの発行（700 部）が中心。話や学習

焼きのように殺された話を聞いた。集会で

の前に、地元のサークルや個人にお願いし、

は、歌やアコーデオン、ギターも登場し、
「９

ハーモニカ、大正琴、ピアノ演奏などをし

条あかさか」のテーマソングもつくりまし

ている。▽戦争体験を聞く会などの場合に

た。▽歌やＤＶＤなどを使って、できるだ

は、話をする講師の周辺地域に例会・入会

け気軽に参加できるようにしている。ニュ

案内のチラシを配布している。

ースは通常 150 部だが、国民投票法案衆院

★小さい単位で学習会やおしゃべり会
【長野県

通過の際には全世帯に 3500 部配布した。

★店を使って話とミニライブ

憲法九条を守り広める・あち

の会】
（05 年９月）▽なるべく小さい単位の

【京都府左京区

ハリーナ９条の会】
（05

地域で学習会、おしゃべり会などに力を入

年４月）▽ほぼ月１回のペースで例会、こ

れている。たとえば、砂田常会…９条おし

れまで 22 回開催しました。憲法改悪に反対

ゃべり会・
「あたらしい憲法のはなし」上映

する運動をしている人の話とミニライブを

／上町常会…９条おしゃべり会、
「映画・日

セットにしている。店（キッチン・ハリー

本国憲法」上映／10 日会（上郷地域で毎月

ナ）のＨＰで報告と次回の案内をしている。
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