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臨時国会、通常国会、参院選へ運動を強めて
かいの積極的意義を強調。署名推進を軸に

各界からメッセージとカンパ

した対話活動の大切さを説き、
「改憲発議を

秋の臨時国会から来年の通常国会、そし

させない多彩な運動を」と訴えました。

て来年 7 月の参議院選挙へと、９条改憲発

「オール茨城」の田村武夫事務局長が▽

議を許さず、安倍内閣を退陣に追い込む運

９月１日（土）～９日（日）の「全国いっ

動の重要な局面を迎えるにあたり、九条の

せい署名行動週間」に自主的な運動▽「東

会事務局は各界の著名人に「一言メッセー

海第２原発ＮＯ！」
「改憲ＮＯ！」の両運動

ジ」と運動資金カンパを呼びかけました。

の連携▽市町村推進の組織づくり―などを

いま、これに応えて、各界から安陪９条改

提起しました。

憲を許さない強い決意をこめたメッセージ

意見交換・交流では、参加者から「駅頭

とカンパが次々とよせられています。

で署名活動をしているが、励ましてくれる

「ニュース」今号では３頁以降で 8 月９

人が必ずいる。署名やデモで立ちあがろう」
、

日迄に寄せられたメッセージを紹介します。 「近所を回って署名をお願いし、なぜ署名
が必要なのかを訴えている」、「若い人たち

署名目標達成で安倍政権退陣へ

にこそ９条改憲の危険性を知らせることが

【茨城県／3000 万署名オール茨城】 「安

大事」などの発言が続きました。

倍９条改憲ＮＯ！3000 万署名オール茨城」

憲法学びなおし運動強化の力に

は７月 29 日、水戸市で「市民アクション大
集合＠オール茨城交流会」を開き、安倍政

【新潟県／市民アクション＠新潟】

８

権の改憲の動きにとどめを刺す署名動に全

月５日、新潟市で、「安倍９条改憲ＮＯ!全

力で取り組んでいくことを確認しました。

国市民アクション＠新潟」と日本平和学会

講演した高田健さん（総がかり行動実行

が共同でシンポジウを開催、研究者、市民

委員会共同代表）は、通常国会で安倍政権

ら 90 人が参加しました。

に改憲発議を許さなかった国民各層のたた

同アクションの酢山省三憲法会議事務局
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長があいさつ。安倍政権は秋の臨時国会で、

倍９条改憲 NO！市民アクション・滋賀は 7

改憲の発議に向け強硬に出てくる可能性が

月 29 日、
「安倍９条改憲 NO！県民集会」を

あると指摘。
「今日は日本国憲法をさまざま

大津市で開き、250 人が参加しました。

な視点から学び直し、この夏からの活動に

東京新聞記者の望月衣塑子氏が「進む政

つなげていきたい」とあいさつしました。

治の私物化

瓦解する官僚たち」と題して

日本平和学会会長で新潟県立大学の黒田

講演し、安倍政権による自衛隊の日報隠し

俊郎教授が全体をコーディネートし、３人

や裁量労働制のデータねつ造、森友文書改

が問題提起しました。

ざんについで「政治の私物化がひどい、官

新潟国際情報大学の佐々木寛教授は、朝

邸主導は行き過ぎだと疑問や怒りをもって

鮮半島で始まった南北・米朝の対話のプロ

いる官僚が増えている」と指摘。
「官僚が持

セスが東アジアに平和の流れをつくり出し、 っているデータが野党やマスコミにリーク
「米朝関係のこじれを理由に改憲と軍拡を

される。安倍政権は徐々に崩壊に向かって

進めてきた安倍政権は、いまやその正統性

いると思う」と述べました。

を失いつつある」と指摘、
「日本の市民社会

県立大学准教授の河かおる氏が「政治、

が東アジア諸国の市民社会と交流すること

メディアの私物化と韓国キャンドル市民革

で、力対力ではない新しい東アジアをつく

命」と題して報告。河氏は「憲法と民主主

ることは可能」と話しました。

義が危機にある時にどうするべきなのか。

新潟県立大学の福本圭介准教授は、
「憲法

韓国の『キャンドル市民革命』は教えてく

９条と日米安保は矛盾する。本土への基地

れた」と述べました。

引き取りを議論することで、基地と安保条

和歌山大空襲の話きき決意新た

約の理不尽さを考えたいと」と話ました。
安保破棄中央実行委員会の東森英男事務

【和歌山県／和歌山市南の会】

今年 4

局長は安倍政権のもとで急速な軍拡と米国

月 22 日に結成されたばかりの「戦争イヤ！

依存が進み、軍事費は過去最高の５・19 兆

憲法９条を守る和歌山市南の会」は７月 22

円（2018 年度）
、一方で社会保障費は、安倍

日、「戦争イヤ！私が見た 73 年前の７月９

政権の６年間で１・６兆円削減されたこと

日和歌山大空襲」を和歌山市で開きました。

を告発し、
「軍事費を削って福祉に回せの声

開会あいさつした西畑昌治医師は「安倍

を」と訴えました。

政権によって戦争前夜のようだ」とのべ、

参加した大学院生は「今日はさまざまな

「安倍９条改憲ＮＯ！3000 万人署名」の成

立場からの意見が聞けた。立場の違いを超

功を訴えました。

えて、改憲阻止のために共同できたらいい」

集会では故井田敬之助さんが旧制中学２

と話してしていました。

年のときの市堀川沿いでの空襲体験を記録
した「和歌山大空襲体験絵巻」
（和歌山市立

安倍政権の腐敗ぶりを糾弾
【滋賀県／市民アクション・滋賀】

博物館所蔵）を朗読・スライド上映。空襲
安

体験を語った川口修平さん（78）は、同市
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十三番丁では多くの人が亡くなったことや、
たくさんの遺体がトラックで運ばれたもの

各界からのメッセージ（到着順）

のどこに運ばれたのか分らなかったことな
どを伝え、同市鷹匠町にいた中島悦子さん
（91）は空襲翌日に見た光景を「焼け野原

KDDI 年金ユニオン書記長

だった。泥人形のような人をいっぱい見て

９条改憲を阻止しよう。

木村

文男

ここは地獄だと思った」と語りました。
参加者から「医師ですが、父の死後、体

弁護士

全体のレントゲン写真では 100 個も砲弾破

佐々木

健次

日本国憲法の基本理念（立憲主義）
、基本

片があった」ことなどが報告されました。

原理（国民主権・人権の尊重・恒久平和主

藤本清二郎元和歌山大学副学長は閉会あ

義）を破壊する動きは絶対に阻止しましょ

いさつで「憲法を変え、あの戦争をまたし

う。憲法改正の発議も阻止です。

ようというのか」と怒りました。
弁護士

俳句をつうじて運動を交流
【大分／俳人九条の会大分】

田中

英雄

最後まで頑張ってください。

俳人九条

の会大分（万葉太郎世話人代表）は 7 月 26

水田

日、第 12 回平和・九条俳句大会を大分市で

洋

ごくろうさまです。貧者の一灯です。

開きました。憲法、戦争、平和をテーマに
全国の俳句愛好家から寄せられた作品の中

池内

から入選作を選び、合評しました。

了

九条を守り、生かし続けることこそ私

入選したのは「燃えた子が笹舟流す天の

たちのつとめ！

川」「九条署名余白埋めて一番茶」「植え終
えて九条を語る空にする」「平和とは朝餉

中塚

（あさげ）の箸と皿の数」など 12 句です。

明

安倍を倒すためには、われわれ護憲の日

会によると今回は過去最高、107 人 375 作

本市民も、もっと自覚的に日本近代史、と

品が寄せられ、県外からの投句も 19 都道府

りわけ日本帝国の朝鮮侵略の歴史学習を自

県 46 人にのぼりました。事務局の後藤勝利

覚的に進めることを提案します。明治の初

さんは「3000 万人署名、ヒバクシャ署名、

め以来の日本の朝鮮侵略の事実の自覚なし

沖縄基地問題への熱い思いとともに、ウソ

に、安倍のふりまく虚構の歴史観にうちか

とごまかしの安倍政権への怒りが込められ

つことはできないでしょう。

た作品が目立った」と話しました。
青野篤・大分大学准教授が「安倍改憲の

中央大学名誉教授

ねらいと私たちのたたかい」と題して講滴

鶴田

満彦

朝鮮半島非核化の動きを「お手並拝見」

しました。

するのではなく、国際的にサポートしつ
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つ、九条改憲阻止の運動に連動させまし

弁護士

ょう。

池田

賢太

九条の会の役割はますます大きくなって
います。改憲勢力も私たちの草の根運動を
増田

善信

警戒しています。私たちのこれまでの力を

安倍首相はモリカケ疑惑、公文書改ざ

これからも強めて、改憲発議断念を勝ち取

ん、文書の廃棄・隠ぺい、虚偽答弁など

りましょう！

で追いつめられていながら、憲法改悪を
しゃにむに追求しています。一方、米朝

丸山

会談によってアジアの情勢は平和の方向

武

御活躍を期待しております。

に大きく変わろうとしています。安倍首
相の改憲の理由さえなくなりつつありま

弁護士

す。
今こそ 3000 万署名を大きく発展させ、

倉内

節子

全国の九条の会をはじめ多くの市民が安

その力で改憲の策動にとどめをさしまし

倍政権下での九条改悪阻止にむけて精力的

ょう。

な取り組みが行っています。とりわけ改憲
発議をやめさせる 3000 万署名の達成は最重
禅龍寺住職

木村

宏嗣

要課題です。皆様の日頃の活動に敬意を表

「不殺生戒」と通底する憲法９条擁護

します。共に頑張りましょう。

は、宗教者の歴史的使命だと思っていま
す。

弁護士

大森

典子

賛同募金をお送りいたします。
中村

博

安倍改憲を絶対に阻止するためにがんば

憲法が生れて…「戦争反対」が私の生き

って下さい。

る大きな力に。それを守るだけでなく、そ
れを生かしていたい。

松元

ともに頑張りましょう。

日本だけじゃない

ヒロ

世界の市民が９条を

求めています！
大牧

広

高齢で動けませんが、気持ちは前向き。

弁護士

がんばって下さい。８８才。

平山

正和

堺市民アクションを立ち上げて、堺市で
20 万筆の目標を立てて署名活動に取り組ん

弁護士

橋本

敦

でいます。７月 14 日に「堺憲法のつどい」

９条をまもるのはまさに今日の歴史的た

を開催し、木村草太さんの講演を予定して

たかい。
「九条の会」の皆さんとともに私も

います。別途メールで送信します。

老躯をいとわず頑張ります。
弁護士
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原

正治

森友・加計問題、自衛隊の日報隠し、嘘

真宗大谷派光秀寺住職

に嘘を重ねる安倍内閣を打倒し、９条改憲

何としても

を必ず阻止しましょう！

杉浦 敏雄

兵戈無用の世の中を実現さ

せるため「憲法９条」を守りぬきたいと思
います。
吉永

劇作家

仁郎

「どんなことがあってもめげずに、忍耐

三浦 真智

強く、執念深く、みだりに悲観もせず、楽

カンパです。少なくて申し訳ないです。

観もせず…対象にゆるみのできた時には、

安倍首相をやめさせて、九条改憲をさせ

直ぐ攻撃に転ずる精神…」広津和郎が言っ

ないためにガンバリましょう！！

た言葉（散文精神）を今こそ胸に刻みたい。
脇山
山﨑

耕宇

波子

山形県では、生協共立社、医療生協やま

ますますのご活躍を祈念します。当方老

がたが総代会アピールを出しました。私は

齢のため失礼しております。

病気で代表を辞任しましたが、つるおか・
たがわ九条の会もがんばって取り組んでい
藤井

慶輝

ます。

了解。その通り。５７７筆集めました。
あちこちカンパで貧者の一灯です。おゆる

弁護士

し下さい。

関本

立美

カンパです。がんばりましょう。

海老名

香葉子

詩人会議顧問

毎年 3/9 東京大空襲「時忘れじの集い」

私の

この胸のいたみを

を自費で行っておりますので、ご寄付があ

条改悪を ゆるすな！

まり出来ません。

子どもらへの

小森

香子

ゆるすな

愛にむけて

九

ゆるすな

戦争にいためつけられた青春
焼かれた大地

「憲法９条京都の会」代表世話人・
龍谷大学名誉教授

上田 勝美

殺された友たちの

生命

にかけて 私たちのこの手で

国民世論で「９条改悪阻止を！！」

生み育てた日本国憲法九条を

平和憲法を否定。破壊する安倍憲法改悪

も守りぬこう！

どこまで

は絶対認められない。主権者国民は、安倍
暴走改憲を 3000 万人署名その他のあらゆる

日本女子大学名誉教授

宮﨑 礼子

国民的な憲法運動の推進で断固阻止しまし

私は 87 歳。広尾九条の会の会員です。

ょう。この国民的課題は、必ず成し遂げら

郵送で 3000 人署名に取り組み、６月 20

れるし、またしなければなりません。

日現在 461 筆を実現しました。いまも継続
中です。
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弁護士

宮崎

定邦

片方 信也

「あまくさ九条の会」では、毎月９日、

戦争目的の憲法９条改悪は、人間性の否

街頭宣伝と 3000 万人署名活動に取り組ん

定です。絶対に許せません。

でいます。
今宮 謙二
奥田 靖二
活動カンパ

日本のみならず、世界の宝である９条を

とても少額ですが、がんば

絶対に守りましょう。

りましょう。
弁護士

高木

健康

朝倉

正幸

９条の会を動かしている人たちの志と熱

ご苦労様です。

意に敬意を表します。私は当初から参加し
ています。田園調布９条の会。3000 万人署
斉藤

豊治

名をやりとげることが必ず改憲阻止につな

米朝首脳会議により、朝鮮半島の非核化

がると思います。

と対立の緩和が具体化してきています。
九条改悪は、この流れに逆らうものです。

岡山登山者９条の会代表

守屋

益男

当方も署名活動を頑張ってすすめており
牧

弁護士

亮太

ます。

賛同募金です。頑張りましょう。
歌人・評論家
弁護士

水谷

英夫

山本

司

九条は世界と人類の宝です。それは現在

九条の会のさらなる発展を祈念します。

はもちろん未来にとって人類の生存にとっ
て欠く事の出来ない必要条件です。3000 万

高尾

法水

人署名に私も可能な限り努力します。改悪

九条こそが、世界の平和の根元であると

を絶対許さないためにも。

思います。日々奮闘して下さっている方々
に敬意を表します。

澤田

章子

安倍に対するどんな批判も〝カエルのツ
政治社会学者

栗原

彬

ラに○○“という現実。平和憲法を守るた

殺さない自分であり続けるために、９条

めには、ねばり強く継続していく闘いと、

改憲に終止符を打ち続けます。

国際的な働きかけが大切だと思います。そ
のためには「九条の会」の役割は他に替え

版画家

小林

春規

ることのできない大きなものです。

九条は、日本の宝！
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湯川 れい子

レンドです。

憲法９条は、究極の人間の理想を実現す
るための大切な鍵、知恵の鍵です。日本が
リーダーシップを取って、平和への道を実
現していきましょう！！

大国

弁護士

和江

最後の力をふりしぼって頑張りましょ

だから絶対に失

う！！

ってはいけない魂なのです。
清末

室蘭工業大学大学院准教授
弁護士

八坂

玄功

愛砂

いかなる苦難が待ち受けていようとも、必

1000 筆を目標に依頼者などに協力をお願

ず憲法改悪を阻止しましょう。

いしています。現在 710 筆まで達成しまし
た。目標を達成すべくがんばります。

松井 朝子

パントマイミスト

９条こそ、平和への希望の光です！
演出家

十島

英明

3000 万人署名に向けて頑張ります！！

神宮

茂十郎

老いたればこそ！！ 力を！
光照寺

清枝

博之

ガンバロ～！！

熊澤

喜久雄

９条を守り、安倍政権の改憲の動きを中止
酪農学園大学名誉教授

太田一男・結子

させ、平和な世界を作りましょう。

軍備は浪費です。武力で平和は守れません。
９条の時代は遠い先ではありません。頑張

一橋大学名誉教授

りましょう。

糟谷 憲一

失政への批判にもかかわらず、安倍政権は
居座っています。９条改憲を許さないため
浪川 幸彦

に、もうひとがんばり必要と思っています。

年金生活で僅かですが送ります。 署名は
何人か集めました。

青山学院大学名誉教授

伊藤 定良

９条は人類の宝、生きるうえでの道標です。
新日本スポーツ連盟野球協元会長 鎌倉

哲夫

一人の戦死者も出すな

牧野
安倍９条改憲阻止に向けて
大竹 美登利

広義

引き続き頑

張りたいと思います。

米中会談他世界の動きを見ても、軍や武器
を持って実戦するより、話し合いによる合

影山

意が平和をもたらすことは明らかです。

アベ政治を許さない

戦争放棄の９条こそ、これからの社会のト
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澄子

東北大学名誉教授

小田中 聡樹

事務局長の小森陽一さんと、この夏、

些少ですがカンパします。

中国東北地方の旅をする者です。わずか

共に頑張りましょう

ですが、賛同金を送ります。

内山

弁護士

新吾

山内

最後の一匹の小さなネズミになって、大き

敏弘

安倍９条改憲阻止のために御尽力してお

なかぶを引き抜こう。

られる全国の人達に、心より敬意を表しま

力を合わせて、うんとこどっこいしょ。無

す。およばずながら、私も微力を尽くした

理しないで、チュウくらいの力で。

弁護士

いと思います。

大野

裕

秋間 実

東京都立大学名誉教授

安倍内閣の支持率は回復傾向にあるとも

アベやめろ！

報じられています。戦後最悪の反動政権を

アソウもやめろ！

ごい

っしょに追いつめていきましょう。

倒すためには、運動をもっと加速度的に強
めなければなりません。がんばりましょう。

かわぐち九条の会代表世話人・弁護士

城口 順二
牛山

積

９条改憲に終止符をうつべき闘いの輪を、

地域の九条の会も活発に活動しています。 全国津々浦々まで広げ
中央の組織として指導的役割を担ってくだ

深め

進めて参り

ましょう。

さることを期待します。
甲斐
岩井

忠熊

道太郎

92 歳の年金生活者なので些少でお許し下

すくなくなった戦場体験者のひとりとし

さい。なお、私は小森さんの父上と旧制三

て、あくまで憲法９条をまもりぬかねばな

高で同期でした。

らぬと確信します。老齢、せめてカンパを。
弁護士・青森県九条の会
弁護士

上山

信一

金澤

茂

寄付です。ご指導方、今後ともよろしく

憲法９条改憲阻止のために、共に頑張り

お願いします。

ましょう！
羽田
深澤

敦子

澄子

九条改憲反対を通すために。

「くらしの九条の会」として、カンパを
募りました。

沖縄女流美術家協会顧問

核も基地もない
岡田

知子

い海を！
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宮良

瑛子

みどりの沖縄を！

青

