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        写真は昨年のまつり 

 

 

 

３回目を迎える「北九州９条まつり」(以下「まつり」

と略紀)は、５月３日の憲法記念日に、勝山公園(中央

図書館裏)で、行われます。午後からの「憲法集会」(ム

ーブ２階ホール)とあわせて、成功のための取り組みが

始まっています。 

 今年は、安倍内閣や維新の会など改憲勢力が、国会

の議席３分の２を占め、改憲の危機が高まる中に開か

れます。平和憲法９条の誕生を祝い、改憲勢力に負け

ない決起の場として、まつりを成功させましょう。ま

つり実行委員は、参加を多くの市民に呼びかけていま

す。 

実行委員会では、当日の進行を次のように決

めています。 

１０時３０分 

開会開会開会開会のののの歌歌歌歌（9 条の歌で開演） 

開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    

主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶    

うたごえうたごえうたごえうたごえ（うたごえ北九州連絡会）  

出店紹介出店紹介出店紹介出店紹介    

李陽雨李陽雨李陽雨李陽雨さんさんさんさん(下関在住のシングソングラ

イター)の歌        

大声大会大声大会大声大会大声大会    

交流交流交流交流                   

①参加団体（９条の会、労働組合な

ど）紹介 

②クイズ正解と、憲法前文の全員

斉唱 

＊斉唱音頭とりは大声大会「大声賞」

受賞者 

閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶    

１２時３０分 閉会閉会閉会閉会・・・「憲法集会」 

（１３時開会）へ合流・・・ムーブへ移動 

 

大声大会大声大会大声大会大声大会、、、、賞品賞品賞品賞品がががが増増増増えますえますえますえます！！！！    

今回の「大声大会」では、賞品が、２個増えて、６個になります。賞品を出していただける法律

事務所が増えたためです。大いに参加し、盛り上がりましょう。 

魅力的魅力的魅力的魅力的なななな支援支援支援支援グッズグッズグッズグッズをををを販売販売販売販売しますしますしますします    

９条の会や平和団体などが、平和グッズを販売します。憲法バッジ、憲法運動グッズなどのほか、

「チェルノブイリ支援する会」「森の学校」「ミンナダオＭの会」の団体が、魅力的な支援グッズ

を売ります。 
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第９条 

戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認   

日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は

武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する。 

 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力

は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 
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飲食飲食飲食飲食物物物物としては、パン・・（エルピス）、飲みモノ・・（エフコープ生協）、せんべい・・（カーサ

ー鈴木）、が出店してくれます。 

子子子子どももどももどももどもも楽楽楽楽しいしいしいしい    

 子供さんにも楽しい企画を準備中です。是非、御一緒に参加してください。 

フウセン(バルーンアート)を会場内でします。また、大きな紙に、自由に平和の思いを書くコー

ナーもあり、子ども達と一緒に楽しめます。 

憲法前文憲法前文憲法前文憲法前文のののの全員斉唱全員斉唱全員斉唱全員斉唱！！！！これがまつりのこれがまつりのこれがまつりのこれがまつりの柱柱柱柱だだだだ！！！！    

最後に、憲法前文の全員差斉唱があります。これは、会場で配布する、「憲法クイズ」（回答を

出せば、賞品・パン１個がもらえます。正解の時には、更に１個！）に正解を入れれば、その

まま憲法前文が完成し、これを全員で斉唱します。これぞ、９条まつりならではの企画です。斉

唱の音頭とりは、大声大会「大声賞」受賞者になった方にお願いすることになっています。 

 

資金資金資金資金カンパにごカンパにごカンパにごカンパにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。・・・・・・・・・・・・準備準備準備準備のためののためののためののための資金資金資金資金がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。資金資金資金資金カカカカ

ンパにもごンパにもごンパにもごンパにもご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。    

 

 

 

 

映画「渡されたバトン さよなら原発」が、９月に北九州で上映されます。この映画は、シリ

ーズ「日本の青空」の３作目となり、前２作（「日本の青空」「いのちの山河」）と同様に、北九

州憲法ネットが中心になって、上映の成功のための推進役を務めます。 

 この映画は、全国で初めて、住民投票で「原発 NO」を選択した、新潟県巻町が舞台です。反

原発をテーマーにした素晴らしい作品になっています。映画の力が反原発に勢いを与えます。多

くの方の鑑賞をお願いします。 

実行委員会をつくり、運動化していきます。ご協力ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会のののの結成結成結成結成        

日時 2013 年４月１９日(金) 

18 時 30 分 

会場 市立生涯学習総合センター

３階（小倉北警察署隣） 

映画上映時間映画上映時間映画上映時間映画上映時間    

９月８日(土)ウェルとばた大ホー

ル 14 時～16 時  

9 月 14 日(日) ムーブ大ホール 

①11 時～13 時、②14 時～16 時 
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熱弁をふるう森英樹教授 

 

 

 

 

 

３月２０日、ウェルとばたで、憲法改悪反対

北九州共同センター総会がひらかれました。

記念講演は、憲法学の権威・森英樹名古屋大

学名誉教授が「安倍政権再登場と憲法の危機」

と題して行いました。 

 森英樹さんは、憲法９条を改憲し、国防軍

を持とうとする自民党の改憲草案を分析し、

反対運動の強化を訴えました。さらに、近代

憲法の建前（人権保障が核心、権力を縛る）

の意識的無視、近代憲法の原則の放棄を指摘

しました。同時に、安倍改憲路線の矛盾も見

ることを勧めます。押し付け憲法観、戦略戦

争美化・戦犯否定路線は、逆に包囲されると

指摘しました。 

最後に、森英樹さんは「９条の精神は、”もめ

ごとを暴力で解決しようとするな。”この崇高

な理想を大事にしよう」と結びました。 

以下参加者の感想文の一部を紹介します。 

＊＊＊＊非常に具体的で、判り易かった。（70 代男） 

＊＊＊＊いつもながら､敬服します。もっと、時間も

欲しかったのでしょうが。今、マスコミの

果たしている役割が世論をつくるものとし

て大きいと思います。このマスコミとのた

たかいの方法を知りたいと思います。 

＊＊＊＊「不安倍増」と書いて､安倍首相の「倍」の

字を確認する今日この頃。タイムリーな企

画で、“目から鱗”だった。特に。オバマ(好

意は持ってないが)も危険視しているとい

う話に安心（？）した。(50 代女) 

＊＊＊＊初めての、会のお話を聞き、これからも勉

強会に行くことと思います。(70 代女) 

＊＊＊＊憲法の本質(国民が権力を縛る)をあらため

て再確認出来ました。ありがとうございま

した。(70 代男) 

＊＊＊＊「安倍政権の再登場と憲法の危機」が詳細、

明快に判りました。素晴らしい講演をあり

がとうございました。（60 代男） 

＊＊＊＊9 条改悪が表面に出ているが、まさに 96

条以下の改正が大問題という事の説明が明

快だった。日本国憲法の名あて人はだれ

か？近代憲法とは何か？等等、大衆に伝え

なければならないと思う。(50 代男) 

＊＊＊＊9 条改憲するために 96 条を改憲しようと

する今の政権に対し、96 条を絶対に守ら

なければならないと思いました。特に、自・

公・民と維新が、このハードルは出来ると

思っているようですが、この憲法を守れ

るかどうかは、私たちの今後の闘い方に

かかっていると思いました。(70 代男) 

＊＊＊＊憲法を守ると言いながら、どうすれば

いいのか。日々の活動に活かせる話だっ

たと思います。多くの人に聞いてもらい

たいと思いました。（60 代女） 
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４月９日まで到着分 おりお法律事務所尾崎英弥 末安良光 松本昭文 勝元紀 野瀬秀洋 小沢和秋 山下親 

一ノ瀬和世 吉永一 勝木多美 門司法律事務所 杉谷岩弥 八記久美子 古賀三千人 浦野昂 荒牧啓一 渡 

辺末子 山根二三子 樋口子スヱ わかまつ九条の会 中嶋洋一 阿部陽子 平和通法律事務所小鉢由美 蓼 

沼法律事務所蓼沼一郎 小倉東法律事務所 妹川恵美子 河村智重子 原田智昭 川辺希和子 崎長節子 憲

法９条を守る折尾の会城下満 住田法律事務所住田定夫 藤本修子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月カンパ 桑田勲二 村上憲子 ３月 おりお法律事務所尾崎英弥 佐藤幹雄 末安良光 勝元紀 野瀬秀洋 小沢和秋 

山下親 一ノ瀬和世 川原巍誠 吉永一 勝木多美 杉谷岩弥 佐多道人 八記久美子 古賀三千人 三原富子 浦野昂 山

根二三子 渡辺末子 須崎健一 小野逸郎 高瀬菜穂子 阿部陽子 東島勇気 村岡義信 妹川恵美子 ４月 大重幸彦 土

井聖子 竹中久 五郡典夫 五郡千枝子 藤本修子  メッセージ いつもニュースをしっかり読んでいます．ごくろう様です。 

3/12 Ｏ．Ｋ ●お世話になります。高齢のため何も出来ないので申し訳ありません。小額ですが送金します 3/15 Ｋ．Ｍ ●

小額ですみません 3/19 Ｓ．Ｋ ●会費 １年分 3/27 Ｍ．Ｙ ●些少で申し訳ありませんがカンパです 4/1 Ｏ．Ｙ ●少なく

てすみません 4/5 Ｆ．Ｓ 

「九条の会」の新しいポスター、申し込み受付中「九条の会」の新しいポスター、申し込み受付中「九条の会」の新しいポスター、申し込み受付中「九条の会」の新しいポスター、申し込み受付中    

「九条の会」の新しいポスターができました。沖

縄の赤いデイゴの花をバックにあしらい、憲法

第９条を刷り込み、防水コーティングをしたＢ３

判大のものです。 

３月３日、明治大学で開催した学習会の場で見

本を紹介しましたが、その場での申し込みが１２

００枚を超えるほど好評でした。 

０４年８月から普及した最初のポスター、０６年６

月からの２代目のポスターに続く３代目のポスタ

ーです。安倍政権の下で強まっている改憲策動

を阻むために、大いにご活用ください。 

頒価は１枚 50 円、３枚 100 円。送料は別途ご負

担いただきます。 

１枚の場合代金 50 円＋送料 120 円＝170 円 

３枚の場合代金 100 円＋送料 140 円＝240 円で

す。 

ご希望に応じて何枚でも受け付けますが、送料

との兼ね合いで、下記の枚数がお得です。 

15 枚 代金 500 円＋送料 390 円=890 円 

30 枚 代金 1000 円＋送料 580 円＝1580 円 

60 枚 代金 2000 円＋送料 800 円＝2800 円 

150 枚 代金 5000 円＋送料 900 円＝5900 円 

なお申し

わけありま

せんが、こ

のほかに

郵便振替

の手数料

(窓口 120

円、ＡＴＭ

80 円)もご

負担くださ

い。問い合問い合問い合問い合

わせ、お申わせ、お申わせ、お申わせ、お申

し込みは、し込みは、し込みは、し込みは、

九条の会九条の会九条の会九条の会

事務局ま事務局ま事務局ま事務局ま

でででで 

カンパ有難うございます。そして、お願い。カンパ有難うございます。そして、お願い。カンパ有難うございます。そして、お願い。カンパ有難うございます。そして、お願い。    

「９条の会・北九州憲法ネット」は会費をとらず、皆さんからのカンパのみで運営しています。「９条の会・北九州憲法ネット」は会費をとらず、皆さんからのカンパのみで運営しています。「９条の会・北九州憲法ネット」は会費をとらず、皆さんからのカンパのみで運営しています。「９条の会・北九州憲法ネット」は会費をとらず、皆さんからのカンパのみで運営しています。

毎月一回｢北九州憲法ニュース｣を発行し、また時々の憲法講演会の案内チラシを作成していま

すが、ニュース、チラシ等の印刷費や郵送料の捻出に四苦八苦しています。皆様からのカンパ

を是非お願い致します。カンパにご協力いただける方は下記の郵便振替口座までお願い致しま

す。 振替番号：振替番号：振替番号：振替番号：01700017000170001700----8888----115768115768115768115768        名名名名    義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」 


