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03-3221-5076

ねばり強い活動で広がる賛同の輪
アンケートへの回答から②

<九条の会第４回憲法セミナー>

戦争をする国にさせない

各地から寄せられている「私たちの『会』

◇と

の運動と組織についてのレポート」は、９

午後１時 30 分～４時 30 分

18 日現在で 475 通になりました。各地での

◇ところ 盛岡市・勤労福祉会館

創意や工夫、苦労とそれを乗り越えた喜び
がひしひしと伝わってきます。()内発足年月。

★通算 33 回の例会や「九条の部屋」
【東京

き ９月 29 日（土）

◇ 講

演

＊奥平

康弘（九条の会よびかけ人）

＊池田香代子（翻訳家）

九条の会・たまがわがくえん】

講演の後に質問を受け付けます。

（04 年 11 月）▽学習会や映画会を内容とす

◇ 参加費

1000 円（九条の会事務局にお

る毎月１回の例会が通算 33 回になりました。

申し込み下さい。参加券をお送りしま

節目には、周辺地域の「会」や地域の商店

す。支払いは当日）

とも連携した講演会や映画会にしています。

◇ 主催＝九条の会

また、日ごろ考えていることを気軽に話し

後援＝平和憲法・９条をまもる岩手の会

合う場として月１回の懇談会「九条の部屋」
も 19 回になりました▽月３回、玉川学園駅

者過半数を達成したが、署名集めには市民

で署名をして 90 回になりますが、署名をし

150 名が参加した。署名目標を住民過半数に

て入会する人もいます。

上方修正した▽財政は会費年 200 円で出発

★有権者過半数突破し住民過半数へ

したが、２年目から 500 円に。あとはカン

【高知

パでまかなう。

とさしみず九条の会】
（05 年３月）

【高知

▽①学習会・映画会・講演会などで会員学

おおつき九条の会】
（05 年 12 月）

▽発足時に当面の目標として有権者過半数

習（復刻版『新しい憲法・明るい生活』は

署名をかかげたが数ヶ月で達成。老人クラ

全会員に無料配布）②06 年３月に市内有権

ブと遺族会、婦人会の力が大きかった。住
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民過半数に目標をあげ、住民 6780 人のうち

外音楽祭「Ｒoots＋９」を計画しました。全

3400 人の署名を集め 07 年の総会を迎えた。

部青年がやりました。高校生バンドが出演

★行政区内に９つの｢会｣が自由な発
想で【神奈川 旭区｢九条の会｣】
（05 年２月）

したので高校生が大勢きてくれたり、年配

▽区内全域を対象に結成されましたが、そ

加しました。圧巻はコンサートの最後に出

の後地域ごとの「会」が９つでき、さらに

演者と青年がステージにあがり、あふれる

増える見込み。地域ごとにやる小規模なつ

ほどの人数でおこなって９条の群読、ピー

どいは自由な発想で楽しいものが多く、た

スメッセージ・リレートークでした。この

とえば「蛍を見ながら九条を考える」、
「靖

青年たちがネット・ワークをつくりたいと

国神社で九条を考える」、「講師なしで自分

考えはじめています▽月１回程度 900 部の

たちで憲法を読み合って憲法を考える」
「い

ニュースを発行していますが、会員増にと

のち、愛、平和を高らかに歌う」などの企

もない増えている。三角財政は入会時に 100

画に新しい参加者があります。年に２回程

円程度のカンパと７月、12 月に郵便振込に

度は全体で取り組む「みんなのつどい」を

よるカンパを訴えている。さまざまな企画

開いています▽ほぼ２ヶ月に１回、1200 部

で赤字を出さない努力をしている。

のニュースを発行。各地域の「会」の世話

★会員が結成時の２倍近くに

人が自分の担当している賛同者に届けてい

【新潟

の人が心配して来てくれたりで 1000 人が参

九条の会・三条】
（06 年５月）▽

る▽財政は賛同金などだが、地域によって

今年５月３日、「日本の青空」上映会（420

は賛同者のデザイナーや文字の上手な方の

人参加）とあわせて地元紙「三條新聞」に

協力で「九条平和はがき」を作って豊かな

1108 名の協力・賛同を得て「私たちは憲法

財政になっているところもあります。

を変えることに反対です」の意見広告掲載。

★「子ども用チラシ」もつくって

ＪＲ三条駅裏の空地に高さ 1・８ｍ、横５・

【兵庫

子どもと守る９条の会】
（06 年９

４ｍの「ありがとう憲法９条！今までも、

月）▽低学年の子どもたちを対象に、命や

これからも」の大看板を立てた▽これらの

平和の絵本を読み聞かせています。広島の

活動をつうじ結成時 140 人だった会員が 250

原爆の話では、子どもたちは真剣そのもの

人に増えた。

でした。アレン・ネルソンさんの講演会で

★青年自身の多彩なアプローチがかぎ

は「子ども用チラシ」を作成しました。当

【大阪

住吉青年９条の会】
（06 年３月）

日は、若い人たちの参加も目立ち、感想も

▽昨年 11 月に海南ともこさんの映画「にが

多く寄せられました▽月１回ニュースを発

い涙の大地から」の上映会と戦争体験者の

行していますが、郵送とメールで配布して

方の講演会にとりくみました。中学生から

います▽財政は会費年 1000 円、高校生 500

大学生、働く青年など約 200 人の参加で成

円、小学生無料。

功させました。この企画以後、継続した取

★青年のよびかけで 1000 人の青年集会
【神奈川

り組みができていないのが現状です。

横須賀市民九条の会】
（05 年５

青年分野で広げるには、青年自身が多彩

月）▽青年が青年たちの間に広げようと野

にアプローチしていくことがカギだと思い
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ますが、その際、財政面や活動する時間の

きました▽これらをつうじ発足当時 19 名だ

問題で力がいるなと感じています。

った賛同者が現在は 237 名に。賛同者を増

★校長らがよびかけ人になって
【山形

やす統一行動も数回取り組んだが、日常的

私学九条の会】
（05 年７月）▽私

に世話人がコツコツと「つばくろが巣にエ

立高校の２人の現役校長、前校長、山形私

サを運ぶように」取り組んでいる▽財政は

教連委員長の４人のよびかけで結成。結成

当初世話人のカンパで運営していたが、現

総会では参加者一人ひとりが日本国憲法へ

在はカンパ帳をつくり、一定の金額を確保

の思いを語った。その後講演会・ミニコン

している。

サートなどを開催。ニュースはこれまで４

★異なる意見を聞くことも重視

号▽各学校に世話人を配置し会員の拡大を

【福岡

こうじゃく地域九条の会】（05

はかっている。現在、会員は県内 15 校中６

年４月）▽９条を守る仲間を増やすために、

校の教職員・退職者 190 名。

憲法に関する諸問題について自ら話せるよ

★地域内 24 カ寺のうち 14 カ寺が賛同

うに理解することや、異なる意見も聞くこ

【富山

水橋九条の会】
（06 年６月）▽今

とに主眼をおいている。そのため、憲法の

年６月の結成１周年にあたって 250 名の連

歴史や自民党の改憲案についての学習をす

名で「九条の会アピール」賛同のチラシを

る同時に、公明党の市議らを招いて「加憲」

作成しようと計画。真宗の影響が大きいこ

論の説明を受け質疑をおこなったり、隣接

とからお寺さんの力をかりることに力をそ

する中間市で保守系も含めて「９条堅持」

そぎ、まず地域内 24 カ寺のうち 14 カ寺の

の決議が採択されたことを受けて市議会議

了解を得て、寺の名前の入った「宗教者は

員をよんで経過の説明を受けたりした。▽

あらゆる殺生は認めません」とのチラシを

月例会は円卓方式で顔の見えるように。

作成。このチラシをもって「貴方も名前を

★教会員全員にニュース配布

出して」とよびかけると「このお寺さんも

【東京文京区

西片町九条の会】
（06 年３

名前を出しているのか」と反響が広がり賛

月）▽毎月第４日曜日に憲法・平和問題の

同者 280 人に。280 人の名前の入ったチラシ

学習会を開いているが、ＰＲチラシは西片

を地域に配布しました▽ニュースは月１回

町と周辺地域に配布しているので参加者の

これまで 15 号まで発行。約 150 人で地域の

輪が広がっている。▽月１回のニュースは

3000 世帯に１週間かけて配布している▽結

150 部、これまで 16 号まで発行し、教会員

成集会などでの募金の訴え、個人的なカン

全員と地域の賛同者に配布している。

パもあり、黒字状態。

レポート提出にさらにご協力を

★「つばくろが巣にエサを運ぶように」
【大分

それぞれの「会」についてのレポー

敷戸地域９条の会】
（0５年 11 月）

トは、それ自体が全国交流雌雄の準備

▽葉桜をめでる会、夕涼み９条の会、すい

の一環となっています。各地・各分野

とん食べて平和を語る会、ビデオ鑑賞会、

の「会」からの引き続きのご協力をお

県内の戦争遺跡バスツアー、潮干狩り、国

願いします。 （九条の会

民投票法案反対ビラ配布などに取り組んで
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事務局）
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