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荒牧啓一実行委員長の開会挨拶 

  

  

 

はじめは・・意見広告  

５月３日、憲法記念日。晴天で風もなく憲法記念

日として、申し分のない天気となりました。朝、門

司港駅売店で、読売新聞を買い、まず「憲法意

見広告」を見ました。この日の読売新聞には、改

憲側の社説や記事が目立ちますが、北九州版

では、「憲法意見広告を進める北九州の会」の

意見広告が“ドン”と載っていました。戦前の女

学校での軍事訓練の写真です。軍人が居並ぶ

まえで、女学生がなぎなたでの訓練をしている

風景。「再び、こんな国にしたくない。子ども達に、

憲法9条の輝く社会を」とメッセージ。今の、安倍

政権の目指すのは、この写真の再現なのでしょ

う。小中学校の道徳の科目も、採点か伴う正式

な「科目」にし、戦争する国家に従う国民に育て

ようとしています。時宜にかなった意見広告だと

思います。読売新聞の読者の目に触れますよう

に。 

 

勝山公園では・・9 条まつり  

10 時 30 分から、勝山公園での「第３回北九州９

条まつり」が始まりました。この「９条まつり」は、

普段触れることが少ない、憲法、特に憲法９条

について、みんなで楽しく触れ合いながら、考え

る場として、一昨年から開催されてきました。 

 北九州憲法ネット役員の諸隈美波弁護士と三

浦純一さんの息の合ったコンビによる司会で進

められます。冒頭、憲法ネットの座長荒牧啓一

弁護士の骨太の憲法を守らせる決意があふれ

た挨拶の後、青い空合唱団(本日の音響設備も

お願いしました。)による、うたごえ、出店の団体

や参加団体の紹介など、順調に進みました。ま

つり会場は、昨年の反省から、道側に舞台を置

き、芝生公園の高い位置から、観客が舞台を見

下ろすことになっており、確かに、昨年より良い

感じ。会場周りには、パン（エルピスパン工房）

せんべい（カーサー鈴木）、飲み物（消費者団体

協議会事務局・F コープ生協）の飲食物コーナー、

平和グッズの出店（キリスト者９条の会、M の会、

チェルノブイリ支援の会、森の学校、人権連）が

テントを張り、宣伝しながら販売をしています。９

条の会のぼりや、飾り(新婦人小倉南支部の皆

さんが、メーデーで入賞した平和を求めるプラカ

ード)が立ち、周りの雰囲気を盛り上げていまし

た。正面の大きな看板は、健和会労組の作成。
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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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子ども達には、土井義信さんの「バルーンアー

ト」が人気で、風船で様々な形を作り、プレゼント

していました。平和への思いを記入して、「平和

の樹」(キリスト者９条の会がお世話係)に仕上げ

るコーナーもにぎわっていました。やがて、舞台

には、歌手の李陽雨さんの登場。彼の歌には、

何かもの悲しさを感じる方が多いといわれてい

ます。彼の幼い頃の思いや、故郷への思いがそ

う聞かせるのでしょうか。平和への思いをこめて、

数曲の歌を歌っていただきました。そして、今日

のメーンである「大声大会」が始まりました。６つ

の法律事務所(北九州第一、黒崎合同、小倉東、

門司、小倉南、女性総合)からの豪華賞品を目

指して、十数人の参加者が平和への思いや、普

段の生活で感じていることなどを大声で叫びま

した。中には、大声だけでなく、歌声やジェスチ

ャー付きで叫ばれる出場者もいて、会場は大い

に盛りあがりました。そして、最後は、大声賞の

受賞者・藤元共広さんのリードで、会場で行った

憲法クイズ（正解者にはパンの景品付）の正解

をいれての憲法前文の全員での斉唱です。 

 青い空を見上げながら、会場の全員(参加者

数は１５０名)で、憲法前文を唱和する。なんとい

う安心感、喜び、そして団結の感情がわきあが

ります。憲法を巡る闘いに、勇気が出る瞬間、そ

れを体感しました。（翌日の西日本新聞に写真

付で掲載されています。）楽しく憲法に触れても

らおうというこの企画、来年以降も、もっと広め

ていきたいものです。 

 

 次は・・憲法集会 

１３時開始で、「北九州憲法集会」がムーブで開

かれます。「９条まつり」の道具などの片付けで、

曽根９条の会の佐藤允則さんと私は、少し遅れ

て、会場に入りました。ほぼ満席で、前列に座り

ました。すでに、伊波洋一元宜野湾市長の講演

が始まっていました。多くの資料を使っての説明

なので、分かりやすく話に引き込まれます。沖縄

の米軍基地の重圧に苦しむ沖縄の人々の気持

ちが痛切に伝わってきます。特に、私が印象に

残ったことは、中国とアメリカ・日本で戦争になっ

た時は、中国の強力なミサイル攻撃を避けるた

め、日本の基地にある米軍は、いったん後方の

陣地に下がり、反転逆襲を図る戦略。日本の安

全は考えられていない。これがアメリカの有力な

戦略だということ。日本は、不沈戦艦として、アメ

リカの盾になるのでしょうか。こんな“血の同盟”

は、右翼も反対するのではないのでしょうか。 

続いて、伊波洋一さんと、綛田（かせだ）芳憲

（北九大准教授）さん、東敦子弁護士の３方によ

るパネルディスカッション。東弁護士は、自民党

改憲草案を批判し、特に憲法 96 条を変えること

を狙う自民党に対して「相撲で、大関陥落しそう

になって、６勝９敗でもオーケーにしてくれ」とい

う代物。と断定しました。綛田さんは、朝鮮問題

の専門家として、「６ヶ国協議が進まないのは、

北朝鮮ばかりが悪いのでなく、アメリカも、約束

を履行していない面もある。中国の経済面・軍

事面での大国化は避けられない。中国と平和的

に付き合っていく、外交努力の向上が日本に求

められる。」と語りました。伊波さんは、日本国憲

法を変えた時の怖さについて話しました。国際

関係の大きな変動が予測される中で、日本国憲

法９条を掲げて、世界に平和を説くことこそ、日

本の生きる道があることを強調しました。憲法集
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会は、４００名の市民が参加し、集会アピールを

採択し終了しました。 

憲法に包まれた一日でした。そして、最後は、

憲法誕生６６年を祝っての乾杯をしたのはいうま

でもありません。(野瀬秀洋記) 

 

 

 

 

４月９日レッドキャベツ横で街頭宣伝をしまし

た。「４月２８日は沖縄県民にとって従属と屈辱

の日」だと、政府が行う「主権回復の日」式典の

中止を求める手作りチラシを配布しながらマイク

宣伝をしました。桜の花も散ってしまったこの日

は、地元の八幡中央高校の入学式で、式が終

わった新入生が母親と一緒に通りかかる姿が目

立ちました。「入学おめでとうございます」と声を

かけますと、立ち止まってにっこりとされます。

「歴史のお勉強になりますよ」と、チラシを渡すと

ほとんどの方が受け取ってくれました。この高校

を母校としている私も５４年前を思い出して、つ

い「私も中央高校の卒業です」と言ってしまいま

した。私には幸いにも戦争の記憶はありません

が、この若い世代が平和な日本で人生を送れる

ように、九条の大切さを若い人たちに伝え、守ら

なければとあらためて思いました。参加者は５人

でチラシ１２０枚を５０分で配布しました。（安達

恵美子八幡東９条の会ニュース ２０１３年４月 

第３３号から） 

 

 

 

 

 

４月１２日の折尾駅北口での恒例の宣伝署名

行動でのことです。 

 １６時からの４人による行動、署名がうまく集ま

るか、うまく宣伝が聴衆に受け入れられるか、は

なはだ心配なるスタートでした。 

 ４月の始め、初々しい制服姿の新１年生(中

学・高校)の多いこと。署名を訴え、チラシを配り

ながら会話する。彼・彼女らの瞳を輝かした対応

に私たちの心も和みました。 

 なかでも、印象深かったことは、女子高生のふ

たり連れとの対話でのことです。「今頃戦争をし

たがる人が居るのですか。」「憲法９条を何故変

えたいと思うのですか。おかしいですよネ」「私た

ちは８月に毎年平和教育を学習しました。その

経験がある者は絶対戦争は反対です。９条は守

らねばなりませんよネ。おじさんたちも頑張って

ください。お願いします。」と彼女らの平和に対す

る思いを聞き、幸せな気分になりました。 

 当日は署名が４２筆、またリーフレット８０部を

配布しました。署名は累計８５５１筆になりました。

１万筆目指して頑張ります。(おりお９条の会事

務局 中嶋洋一 おりお９条の会２０１３年４月号

№９２から) 

 

 

 

色とりどりのカラフルな傘に大きく改憲内容が書

かれている、この傘アクションは誰でも自由に参

加できると評判です。なぜなら声を出してアピー

ルしたり、チラシを配ったり、横断幕を張ったりと、

そんなことをしなくても日傘代わりにさして、たた

ずむだけでいいからです。街なかでも、歩道橋

の上でも、場所を選ばず仲間同士が集まれば

すぐに出来ます。各地域で個人の気持ちで改憲
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前回以降５月２０日まで到着分前回以降５月２０日まで到着分前回以降５月２０日まで到着分前回以降５月２０日まで到着分 三輪俊和 三輪幸子 小川由美 小倉南法律事務所 近藤伊都子 原野武 多加喜

悦男弁護士 野口千恵子 岩下照雄 内村敏子 玉井史太郎 髙瀬紀子 上西創造 門司法律事務所 織田博吉 木

村玲子 松永奉義 石井方子 松井岩美 美濃部勝 美濃部恒子 安藤昭雄 おりお法律事務所尾崎英弥 吉本紘一 

江島康弘 高智彦 中西寿子 森田禮三 黒崎合同法律事務所 秀南ひとみ 三崎英二 黒坂佳男 佐多道人 若戸

法律事務所配川寿好 永冨雅生 藤本久子 内山新吾 髙瀬菜穂子 北九州第一法律事務所 女性総合法律事務所 

曽根９条の会 

に異議ありの方！どうぞこのアイデアをご活用く

ださい。私たちはひとりの母親として、子ども達

の将来を考えて始めました。毎週末に小倉駅前

にたたずんでアピールしています。詳しくお知り

になりたい方は fax093-871-4738 へ。このような

文言が傘に書かれています。 

文言 １ 子ども達の将来を考えていますか。 

もし、国防軍ができたら、あなたは大

切な人を戦場に送りますか。 

    ２ 考えてください。基本的人権の保障が削

除されます。その先にあることは？ 

    ３ あなたはそれでもいいですか。憲法変え

られたら、言論の自由が制限されます。

そして、信教の自由も。 

   ４ 考えてください。憲法を守るのは国で、

守らせるのは私たち国民。それが、、、

守るのは国民で、守らせるのは国に変

わります。この意味は？ 

   ５ そんなにハードルを低くしていいのかな

～～ 国会議員の２／３→１／２ で「憲

法を変えよう」と言えるのです。こんな少

ない人数で憲法を変えようとしてもいい

のでしょうか。 

   ６ 「そんなバカな・・」が「こんなはずじゃな

かった」になったときはもう遅いのです。

だから、いまよ～～く考えてください。 

   ７ 今の憲法でだめなの？ 人が人として

生きる権利が保障されています。言論

の自由も信教の自由も守られています。

若者が武器を持って戦場に行くことは

ありません。国がまちがったことをしよう

としたら、「NO！」と言えます。このどこ

がいけないのでしょうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    月月月月 三輪俊和 三輪幸子 近藤伊都子 原野武 蓼沼法律事務所蓼沼一郎 内村敏男 玉井文太郎 橋本義比古 上西創

造 門司法律事務所 織田博吉 石橋真智子 木村玲子 松永奉義 野瀬秀洋 竹中久 松井岩美 安藤昭雄 葉山牧子 高

智彦 野瀬秀洋 秀南ひとみ 中西寿子 森田禮三 三浦日佐代 三崎英二 本島富士子 黒坂佳男 三輪俊和 三輪幸子 

佐多道人 永冨雅生 藤本久子 中川絋子 ５５５５    月月月月 棚次圭介 髙瀬菜穂子 小沢和秋 水上平吉 メッセージメッセージメッセージメッセージ    ●「百姓は生

かさず殺さず」の昔より権力者の意思いまも貫く 4/16 Ｔ．Ｆ ●いつもご苦労様です。わずかばかりですが、資料の足しにカ

ンパします 4/17 Ｍ．Ｔ ●絶対に守り抜きましよう 4/22 Ｍ．Ｈ ●カンパとして、少ないですがよろしくお願いします 4/24 

Ｍ．Ｅ ●いよいよ九条の会の出番が来ました。頑張りましよう 5/2 Ｏ．Ｋ ●平和憲法を守りましよう！！ 5/8 Ｍ．Ｈ 

多くの資金が集まり、運営に使わせてい

ただきました。（9 条まつり実行委員会） 

 

 

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」 


