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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。

９条の会・北九州憲法ネットワ－ク副座長 三輪俊和

ア

メリカ国民は、熱狂的にオバマ大統領を誕
生させました。底流に、格差と貧困にあえ
ぐ変革のうねりとイラクから撤退し、みんな平和で
ありたいという願いと祈りが伝わってくるようで
す。私たちの憲法の理念にぴったし、共鳴していま
す。まさに、憲法９条の輝きを、世界に発信し、そ
のネ－ットワ－クを広めていきたいものです。
たちは、先の総会で次のような、具体的方針
をかかげました。
『広範な市民への日常的な呼びかけにより、憲法
をまもる市民ネットワ－クを広げていくために、各
地域、各校区の取り組みを市民全体に知らせていき
ます。憲法をまもる地域情報を収集し、憲法ニュ－
ス発行・配布やホ－ムペ－ジに公開するとともに、
憲法をまもる理論的成果、実践的な運動の紹介をふ
くめ毎日市民に発信するようにします。』
の方針にそって、憲法をまもる市民ネット
ワ－クを広げていくためにホームペ－ジを
毎日更新し、たくさんの市民の皆さんが毎日見て楽
しく憲法を学び、運動の励みになるようにしていき
たいと思います。
うか、各地域、各校区の取り組みやご意見を
お寄せください。事務局blogをつくり、地域
のとりくみを皆さんに知らせ、憲法をまもるための
運動や談話も毎日更新して掲載していくようにし
ていきたいと考えています。
事で恐縮ですが、最近、健和看護学院のホ
－ムペ－ジをつくり学院長blogで毎日日記
を書いていました。日常の学院生活を短く綴った程
度なのに、最初は一日数人が読んでいただくだけだ

私

こ
ど
私

ったのが、
どんどん
増えまし
て、今は２
００人ぐ
らいで、ま
だこれか
ら増えて
いくんで
すね。北九
州憲法ネ
ットのホ
ームペ－
ジは一日最低でも１０００件以上のアクセスがあ
って当然だと思います。毎日更新、楽しく魅力のあ
るホ－ムペ－ジにしていき、市民との日常的な交流
と連帯の輪を広めていきたいと念願しています。
メリカ大統領選挙も、若者中心にインタ－ネ
ットでの呼びかけが大きな影響を及ぼしま
したし、韓国の政治運動の高揚は、いつもインタ－
ネットでのネットワ－クの広がりが決定的な役割
をしています。
ンタ－ネットを通じて私たちは、世界の情報
を瞬時に収集し、自分の意見を発信すること
ができます。憲法をまもる私たちの運動も、韓国、
中国はじめ世界の平和を求める運動と毎日交流し
合い地球規模のネットワ－クを広めていくべきだ
と思います。現代はそのような時代ではないでしょ
うか。
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１

11 月２日（日）１１時から１時間、小倉駅前
デッキでの、憲法署名が行われました。この日は、
第１日曜日に定例化した「憲法を守る小倉区民ネ
ット」の署名行動日でしたが、今回は、
「憲法改
悪反対北九州共同センター」との共同となりまし
た。

新婦人若松支部、同小倉北支部、自由法曹団、
市職労、健和会労組、年金者組合、憲法小倉ネッ
ト、小倉南区西部地域九条の会、曽根九条の会、
北九州憲法ネットなどから１８名の方の参加で、
にぎやかに宣伝と署名の行動をしました。署名は
１１１筆集まりました。
憲法改悪反対北九州共同センターでは、今後も、
九条の会との連携をしながら、駅頭宣伝や、地域
ローラー署名行動など精力的に行動をする予定
です。
憲法改悪反対北九州共同センターは、第２回総会
を３月７日(土)１４時からを予定しています。

八幡東区９条の会

が主人公となった。しかし、今また憲法を変えて再

12 月 8 日の太平洋戦争開戦の日に合わせて九条

び戦争をしようとする勢力が増えている。再び暗黒

を守る立場からチラシ配布とマイク宣伝をします。

の時代にもどらぬよう運動への参加を」と訴えまし

九条の会賛同署名も引き続いて取り組みますので、

た。

参加できる方のご協力をお願いします。場所は、西

おりお憲法九条を守る会

本町のスーパー・レッドキャベツ前です。

第 54 回事務局会議を 11 月 18 日（金）夜開きま

わかまつ九条の会

した。12 回目の地域宣伝を 10 月 26 日（日）に

憲法発布 62 周年の 11 月 3 日、結成 4 周年を記

日吉台地区で、53 回目の折尾駅前街道宣伝を 11

念して若松半島一周を演説して回りました。役員の

月 14 日（金）に、19 回目のサンリブ前街頭宣伝

牧師、獣医、元教師などが「戦前はこのように街頭

を 11 月 23 日（日）に行いました。

で平和を守れといわれなかった。戦後新憲法で国民

――「朗読劇」に涙し、
「平和説法」にうなづいた秋の夜でした。
2007 年 10 月に発会した「北九州市役所女性９条の会」は、発会一年を記念して、10 月 17 日（金）
戸畑生涯学習センターにて「秋の学習会」を開催しました。各職場から男性を含む約 60 名が参加し、賛同
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者も約 15 名増えました。
第一部は朗読劇「この子たちの夏～北九州市役所
女性９条の会編」です。麦藁帽子をかぶった７名
が、スライドを背景に、被爆して人間の娘ではな
くなってしまった女学生をよんだ詩、脈々と続け
ている 6・9 行動の様子、そして未来に向けての
決意を熱く、高らかに読み上げ、感動を呼びまし
た。
第二部は岸川氏（北九州市職労副執行委員長）に
よる「平和説法」
。地球上のすべての生き物は関
わり合いを持って生きているという仏教の原理
「因果生起」や人間の「三毒」のお話から始まり、
「おかげ」を忘れずに生きること、武器や兵士は
無用のものと説いている仏の教えの究極が９条
に現れているとお話されました。人間はおろかな
存在なので、その原理をつい忘れ、欲や怒りにし
ばられてしまいますが、人間とはそういうもので

あると知り、精進していくことが大切と説かれま
した。一息先はどうなっているかわからない命、
先のことを心配するより、
「おかげ」の心を忘れ
ず一日一日を大切にしていきたいと感じさせる
学習会でした。(「北九州市役所女性９条の会ニュ
ース№4 ２００８年秋」から)

「我が窮状」

作詞：沢田 研二，作曲：大野 克夫

沢田研二のニューアルバム「 ROCK
’
」に収録されていま
N ROLL MARCH
す。

麗しの国 日本に生まれ 誇りも感じ
ているが
忌まわしい時代に 遡るのは 賢明じ
ゃない
英霊の涙に変えて 授かった宝だ
この窮状 救うために 声なき声よ集
え
我が窮状 守りきれたら 残す未来輝
くよ

麗しの国 日本の核が 歯車を狂わせ
たんだ
老いたるは無力を気骨に変えて 礎石
となろうぜ
諦めは取り返せない 過ちを招くだけ
この窮状 救いたいよ 声に集め歌お
う

ジュリーと九条
ＮＨＫテレビ・ＳＯＮＧＳ・沢田研二、勝手にし

ら涙がでてきました。

やがれ：：ロックンロールマーチ、をみました。還

『私が四十年ロックを歌い続けられたのは、多く

暦をむかえたジュリー、懐かしい思いで三十分間楽

の先輩に学び、若い人たちのエネルギーに学び、そ

しみました。ロックンロールを歌い続けて四十年、

して今を生きている。これからも更に心豊かに生き

ジュリーは現在を正しい視線でみつめている。
「我が

ていくことを私は大切にしたい』という主旨のこと

窮状」は百人近い男女のバック

を語りました。私の大好きなジュリーは永遠！（藤

コーラス、そして若い人たちの

本千咲子）
（八幡東九条の会ニュース２００８年 11

バンドで九条改悪を憂える歌、

月 5 日№15 より）

とても素晴らしく、終わってテ

注 「ＳＯＮＧＳ・沢田研二」は９月 17 日水曜日

レビの前で大きな拍手をしなが

23 時に放映されました。
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９条カレンダーの
紹介
犬と猫がなかよく憲法九条をアピール
するカレンダーが今年も労働教育セン
ターから発行されました。センターか
ら紹介の依頼がありましたので、掲載
します。
毎月、犬・猫の愛らしい写真に合わせ
て９条本文と一口メッセージをあしら
っています。

申し込みは下記へ
株式会社 エムツーカンパニー
成清 貴俊
101-0003 東京都千代田区一ツ
橋 2-6-2 日本教育会館 7F
<TEL.> 03-5213-5851（代表）
03-5213-5852
（制作部）
<FAX.> 03-5213-5853
<URL> http://www.m2company.com/
<e-mail> narikiyo@m2company.com

かんぱのお願い
「九条の会・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：01700-8-115768
名 義：
「九条の会・北九州憲法ネット」

カンパ、メッセージありがとうございました。
引き続き皆さんのご支援をお願いします。
カンパ９月 有馬真弓 丹下徹 古賀三千人 有働隆義 織田博吉 玉井史太郎 鍬塚聡子 原貞子 三輪俊和 三輪幸子 小倉南法律事務
所 本田実 兼築潔 １０月 毛利義廣 野瀬秀洋 丹下徹 桑田勲二 近藤伊都子 佐多道人 １１月 毛利義廣 葉山牧子 勝木多美
メッセージ ●お世話大変なことでしよう。かけながら評価と”ありがとう”の心持ちでおくります。9/19 K.M ●カンパとして少しですがご使
用下さい。9 条は、しっかり守りましょう。毎日ご苦労様です。9/19 U.T ●ペシャワール会の伊藤和也さんの死を悼むと共に、その報道を
消すための福田首相の辞任と自民党総裁選を糾弾します。9/25 T.F ●少数でなくたくさんの人の幸せを実現するために！9/25 K.S
●カンパです。9/26

●９条を守るのみならず、改めて生かしアピールすべきだと思います。少額ですが 3000 円入れさせていただきます。

9/29 H.M ●募金 9/29 K.K

