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九条の会・北九州憲法ネットは、３月７日に 7

回目の北九州地域９条の会活動交流会を開催

することとしました。45 ある市内の９条の会

の豊富な経験は、お互いを励まし合うと共にど

う進めるか悩んでいる「会」の参考ともなりま

す。 

 憲法をめぐる情勢は、7000 を超える９条の

会の運動が世論を変え「安部内閣」を潰しまし

た。しかし、国民投票法の実施を 1 年後に控え

て改憲勢力の動きは軽視できません。田母神元

航空幕僚長は、講演で全国を駆け回っています。 

第３回全国交流会で「九条の会」は次のよう

なよびかけをしました。 
①一人ひとりの創意や地域の持ち味を大切に

した取り組みで、憲法を生かす過半数の世論を。 

②継続的・計画的に学習し、条文改悪も解釈に

よる憲法破壊も許さない力を地域や職場に。 

③思い切り対話の輪を広げ、ひきつづき小学校

区単位の「会」の結成に意欲的取り組みを。

交流・協力のためのネットワークを。 

この呼びかけに応えた活動をこれからどのよ

うに北九州で展開するか交流を深めましよう。

たくさんの皆さんのご参加をお待ちしていま

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。 

写真は、第６回交流会(０８年３月) 

「憲法 あの時」 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

■自民党小沢調査会の提言(1992 年 2 月 20 日) 

1991 年に設置された自民党の「国際社会における日本の役割に関する特別調査会」（会

長・小沢一郎元幹事長。いわゆる小沢調査会）が 1992 年 2 月 20 日に「日本の安全保

障に関する答申案」を公表しました。それは、“国連の指揮の下での武力行使は憲法上容

認される”とし、政府の憲法解釈の変更を迫るものでした。したがって、この提言は自民

党の中でも合意されませんでした。小沢氏は民主党の党首となって以降の 2007 年にも、

国連の決議さえあれば、海外での武力行使は可能との見解を表明しました。総選挙が行わ

れる今年、決して見逃してはならない論点の一つです。 

第 7 回北九州地域９条の会交流会 

３月７日（土)１８時３０分～ 

北九州市生涯学習総合センター 

ビデオ「戦争をしない国日本」を上映します。 
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① 2 月度街頭宣伝 

 2 月 16 日、曽根・九条の会では、下曽根駅

前で毎月一度の街頭宣伝を行いました。ちょう

どつめたく強い春風の吹く日でしたが、10 名

参加。11 時 30 分から約 1 時間、元気に「憲

法窮状を守れ」ののぼりの下に、スピーカーに

よるメッセージ、チラシ配り、賛同署名をお願

いしました。世界も日本も政治的・経済的な混

迷、危機が露呈されているこのころを反映して

か、積極的に耳をかたむけ署名する人がいて、

行動に手ごたえを感じました。寒い日にもかか

わらず署名 17 筆。3 月は 16 日の予定です。 

② 2 月度「憲法学習会」 

 2 月 16 日、定例の「憲法学習会」を 14 時

より曽根市民センターで行いました。いつもの

第一月曜日が変更されたため、参加 8 名でした

が、うたごえの嶋井さんの指導で元気に「曽根

干潟のうた」や「がんばろう」を歌いました。

「がんばろう」は昨今の派遣切りの労働者に歌

ってほしいな、との声もありました。 

 いつもは「武力によらない平和を実現するた

めにＱ＆Ａ」(日本キリスト教協議会版)をテキ

ストにするのですが、少人数のため止めて各人

に平和運動の報告などを聞きました。各地の

2.11 集会の中の｢靖国合祀反対の中谷康子さ

ん招いて｣では、若者に戦争を待望させる格差

社会のおぞましさを覚えました。会長の上西さ

んが代表する「イラク判決を活かす会」の『4・

17 違憲判決を活かそう！名古屋弁護団講演

会』は、ムーブで 3 月 15 日 14 時から開催さ

れます。すばらしい憲法九条を活かすために、

ぜひこの集会に参加しましよう。次回第一月曜

日はセンターの所要のため、3 月 16 日が予定

です。(曽根・九条の会岡昭雄) 

 

 

 

このＤＶＤは、「日本国憲法」をテーマに、

社会的な話題作を撮り続けてきた 3 人の監督

が構想を練り上げ、108 人の各階を代表する

呼びかけ人によって実現され、シリーズ化され

たドキュメンタリー映画「シリーズ憲法ととも

に歩む」の第 1 編、「戦争をしない国日本」の

ＤＶＤです。 

第 1 編「戦争をしない国日本」の監督は社会は
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ドキュメンタリーを代表する片桐直樹。今、日

本はアメリカ軍の再編成に完全に組み込まれ、

戦争ができる国になろうとしています。60 年

前、戦争をしない国を世界に誓った日本。戦争

をしない国を誓ったのはなぜだったのか？歴

史を紐解き日本国憲法の成り立ちと憲法九条

をめぐる今日に至る経過を膨大な事実の映像

を積み重ね、真実を解明します。憲法改正論議

が喧しい中で、いま、一人ひとりが憲法とその

平和主義について学び考える時ではないでし

ようか。(ＤＶＤの帯の紹介文)  

「成功させる会」呼びかけ人代表 

小山内美江子(脚本家)/伊藤真「伊藤熟」塾長/

香山リカ(精神科医)/鬼追明夫(元日弁連会長)/

品川正治(経済同友会終身幹事)/橘裕典(映画監

督)/辻井喬(作家)/山田洋次(映画監督) 

 

 

 

 

３月４日に実行委員会総会 

(１８時３０分 於市立生涯学習総合センター) 
 

北九州憲法ネット、憲法改悪反対北九州共同

センター、地区労連、革新懇、民主団体などが

参加して昨年から始まった、憲法意見広告運動

が今年も開始されます。５月３日の新聞朝刊に

憲法を守り発展させるアピールを掲載するこ

の運動は、現在の憲法をめぐる情勢を考えると

き、非常に重要な取り組みです。 

 

（憲法をめぐる動きなど） 

 憲法改悪を狙う勢力は、制度的に確保した

「国民投票」制度を発動させる為の画策を続け

てきています。並行して、自衛隊の海外出動を

積み上げ、事実上の改憲状態を出現させる行動

も重ねてきています。当面、サマリア沖への海

賊取締りの出動などが行なわれようとしてお

り、このための法改正も企てています。「田母

神問題」を逆に利用して、“草の根”運動で、

彼の見解を広める行動が、全国的に行なわれて

います。宗教団体も改憲の思惑に参加する動き

も報告されています。 

（意見広告の意義を話し合って下さい） 

このような、情勢を打ち破る為には、広く、早

ＤＶＤは、９０分と３８分の２本あります。 

上映される方は、事務局までご連絡ください。 

その際、ご希望のＤＶＤを指定してください。 

沢山の方たちと一緒にみて学習しましょう！ 
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く憲法の大事さ、平和の尊さを世論として確立

する事が急がれます。 

 新聞１面に、平和憲法を掲げる意見広告は、

大きな効果を出すと思います。昨年の５月３日

には、全国的な広告や、私どものような地域限

定の憲法意見広告がいくつも載って、国民に大

きなアピールを行うことが出来ました。職場や

地域での集会などで、是非、この情勢を話し合

って、今回の意見広告への参加を広める取り組

みを開始されるようお願いします。 

 

（今後の日程など） 

３月４日(水)１８時３０分 意見広告を進める

北九州の会０９年第１回総会 

於 生涯学習総合センター 

４月１７日(金)１８時３０分  

同 第２回総会(予定) 

 

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 1 月 有馬真弓 塩塚茂義 カンパ２月 水上平吉 児玉哲郎 蓼沼法律事務所 三輪俊和 三輪幸子 佐藤

幹雄 古賀三千人 小司洋子 今井輝昭 鴛海まや 外山和子 松井岩美 川副通夫 田口豊彦 松永奉義 小倉

南法律事務所 三崎英二 勝元紀 渡辺末子 野瀬秀洋 島内弥七 三浦さと子 黒坂佳男 玉井史太郎 御船峯

子 末次美智 谷原勝義 諸岡昭三郎 

 

メッセージ  ●わずかですが生活もかかっていますので今回は、気持ちだけカンパさせて頂きます。本当にがんば

って下さい！！ 1/30 A.M  ●カンパ 2/2 K.T ●体調の具合いと多用のため疎遠になっています。会費として送

ります。適当に処理してください。2/2 K.M ●ソマリヤ沖海賊取締りに自衛隊を派兵する問題よく分かりました。小

糸九条の会の三輪さんの活動地道にされているのに感動。

2/2 S.Y ●毎回の通信をみてみなさんの活動に頭が下がり

ます。私も子育て中の母親として、“自分にできること”を考

えながら“平和の大切さ”を子どもたちに伝えていけたら・・・

と思っています。2/3 O.M ●ニュースの発送有難うござい

ます。カンパ送ります。2/5 T.T ●わずかばかりですがカン

パとして送金いたします。2/5 M.T ●カンパです。2/5 小

倉南法律事務所 ●カンパとして 2/6 M.A ●今年は「九条

の会」をいっそう発展させ、自衛隊の海外派兵や武力行使を

止めさせましよう。2/9 W.S ●カンパ 2/10 S.Y ●多喜二ら

の輝かしき生涯しのびつつ今日も反戦のビラ配りいる 2/13 

T.F ●カンパとして 2/18 S.M 

 


