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「９条の会・北九州憲法ネット第６回総会」

が９月１９日、小倉北区のムーブで開かれまし

た。午後２時からの記念講演には２００名の参

加で始まりました。講師の森英樹龍谷大教授は、

時にはユーモアを交えて、また、豪快な話し方

で、聴衆を魅了しました。演題は「９条・生活

を壊す“壊憲”のどう対抗するか―政権交代と

憲法の行方―」で、８・３０総選挙後の憲法・

政治をめぐる国内外の動きを絡めて、憲法をめ

ぐる情勢を判りやすく話しました。 

 記念講演の後、引き続き、憲法ネットの総会

議事に入り、冒頭、荒牧啓一座長挨拶、経過と

新年度活動方針を三輪俊和副座長が提案しま

した。全体の司会は、憲法ネット事務局次長の

後藤景子弁護士が担当し、討論の後、最後に荒

牧座長のまとめを経て、会場の全員の拍手で確

認されました。討論では、各 9 条の会の活動の

交流が中心になり、わかまつ九条の会、憲法九

条を守る八幡東区の会、憲法 9 条を守る折尾の

会、小倉南区西部地域九条の会の 4 人の方から

の発言がありました。なお、今年の総会には「九

条の会福岡県連絡会」の石村善治代表と事務局

から参加があり、石村善治代表から激励と連帯

のあたたかいご挨拶をいただきました。 

 今後、北九州憲法ネットは、市内の 9 条の会

の交流促進の場として様々な情報を発信し、憲

法運動の前進のために寄与します。 

 記念講演「森英樹憲法講演会」に参加しての

アンケートの声を紹介します。 

＊ 森さんの講演、大変勉強になりました、一

層の元気をいただきました。総会における、

地域の９条の会活動と同じように、福岡周

辺でも多くの九条の会が活動しています。

福岡市から来た甲斐がありました。（九条の

会福岡県連絡会事務局） 

＊ 森先生の講演は、大変わかりやすく、興味

深いものでした。時間が短く、多少難しい

部分もあったと思われます。地元から、目

の前の課題、軍事費削減の運動“グンプク

運動”も進めて行きたいと思います。参加

者が少ないことについても、もう一度検討

し、建て直す必要があると思います。どこ

に弱点があるのか検討する必要がある。

（男・５０代） 

＊ 具体的で、分かりやすく、とても良かった。

本当に問題多く、大変だが、何かつかめる

ことができた。世界の動きと、日本の動き
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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。 

講演する森英樹龍谷大学教授 
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を重ねての話、参考になった。人殺しのお

金を、米のためと、軍事費にこんなに多く

使われているとは思わなかった。大変良い

お話を聞くことができ、良かった。（女・50

代） 

＊ 判り易かった。森先生の迫力に魅かれ、最

後まで聞き入った。軍事費にメスを入れる

べきだというお考えは、私と同じで、嬉し

かった。（男・60 代） 

    

一人でも多くの人にみせたい 
八幡東九条の会では９/５（土）「戦争をしない国日本」のＤＶＤ上映会をしました。 

ＤＶＤは北九州憲法ネットからお借りしまし た。衆議院選直後だったこともあり、参加者は

１７名でしたが上映後８名の方がアンケート

で感想を述べられました。 

映画は戦中の国民の暮らしや戦後のＧＨＱの

占領政策の変遷などが９０分のドキュメンタ

リー映像で構成され、平和憲法制定直後からの

日米双方の改憲の動きが怖いほどの実感を伴

って私たちに迫ってきます。「はじめてこうい

う映画を観ました。一人でも多くの人にみせた

い」とみなさんの感想でした。 

 

 

福岡自治労連 憲法キャラバン ２５市で首長と対話・懇談 

「憲法は当然に擁護する責務がある」 
福岡自治労連は、県労連とともに 5 月 18 日から 6 月 8

日まで県内 25 市を訪問し、市長（田川市）、副市長（八女

市・みやま市・大川市）をはじめ、部長などと憲法などを中

心に懇談を行いました。 

 懇談では、憲法擁護・日本国憲法の精神を生かした行政の

推進について、多くの自治体で非核自治体宣言や小・中学校

での平和授業、庁舎ロビーや地域公民館などをまわる戦争展、

平和行進の湯茶の接待などの受け入れなどが語られました。

そして、「地域住民の福祉の増進を図るのが自治体の役割で

あることから考えれば憲法は当然に擁護する責務がある（直方

市）」「平和憲法擁護は当然で、昨年の市広報の中で広島を訪問し

て被爆者とのインタビューを載せて啓蒙を行った（中間市）」「憲

法前文は大変良いと思う（宮若市）」「9 条も含め憲法は当然擁護

すべきものと思い市長も行政を進めている（みやま市）」など、平

和憲法擁護の想いが語られました。(中略)引き続き 6 月議会後に

町村との懇談を計画しています。 

(福岡自治労連機関紙「福岡のなかま」№184 2009/9/10 より) 
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賑やかに楽しく請願署名＆宣伝行動 

１０００年に一度の９・９・９の日の行動の呼びかけにこ

たえて、北九州市各区でも積極的な取り組みが展開され

ました。当日は、それぞれ手製の横断幕を張り、マイクで

トークする人、ギター伴奏で歌う人、風船を持つ人、チラ

シを配る人、署名を集める人などそれぞれ各区でいろん

な工夫した楽しい賑やかな署名宣伝行動でした。全国で

は、１０００箇所での宣伝が展開されました。 

 

 

 
わかまつ９条の会は、９日いつものようにダイエー前で署名

 
小倉憲法ネットは、６日小倉駅南口で署名宣伝行動。 

 
この日は、いつもより青年の署名が多かった。 

 

八幡東９条の会のお手製の横断幕を張り、 

 
ギター伴奏でコーラスも参加しての賑やかな、楽しい署名行動

 
折尾９条の会は、１７時から折尾駅前でビラ配布と署名行動。 

 
曽根９条の会は、曽根駅前で署名宣伝行動。参加者で記念撮影 
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「鳩山由紀夫首相に新憲法制定議員同盟『顧問』の辞職を要請し

ます」の署名を鳩山事務所に提出！ 
「憲法」を愛する女性ネット・日本山妙法寺・日本消費者連盟・許すな！憲法改悪市民連絡会等の９市民団体 

この度、市民団体９団体が共同で呼びかけまし

た鳩山由紀夫新首相への要請署名「鳩山由紀夫

首相に新憲法制定議員同盟『顧問』の辞職を要

請します」は、インターネットでの１０日あま

りの呼びかけにもかかわらず、締め切りの９月

１５日までに２０１団体１７３７人の賛同が

寄せられました。今回の「要請」運動はこの種

のインターネット署名では通常にないほどの

大きな反応で、鳩山首相に「新憲法制定議員同

盟顧問」の辞任を要求する市民の思いの大きさ

と熱さを感じました。 

９月１７日、組閣の翌日の騒然とした永田町で

したが、呼びかけ団体から５名のメンバーがあ

つまり、鳩山事務所を訪ね、要請文と署名を届

けました。応対に出た秘書さんは「たしかに鳩

山に伝えます」と約束してくれました。 

帰路、社民党の政策審議室、共産党の国会事務

局をはじめ、知り合いの国会議員の事務所を訪

ね、資料として写しを届けてきました。 

今後とも国会質問などの可能性を含め、粘りづ

よく取り組んでいきたいと思います。 

ご協力頂いた全国の皆さまに報告を兼ねて、御

礼申し上げます。 

2009 年９月 17 日  

(「許すな！憲法改悪・市民連絡会」ホームページ

から) 

 

 
カンパ ８月 渡辺末子 山中正子 原野武 深川和久 島内

弥七 扇崎光雄 鍬塚聡子 三輪和俊 三輪幸子 樋口コス

ヱ 葉山牧子 玉井史太郎 小泉孝 田口豊彦 松井岩美 

松井玲子 有光顕澄 後藤景子 御船峯子 ９月 末安良光 

木村玲子 古賀三千人 織田博吉 桑本ユキコ 高木千鶴子 

野瀬秀洋 丹下徹 原貞子 藤本久子 今井仁 岡雅子 三

崎英二 勝木多美 荒牧啓一  

 

メッセージ ●オバマ発言や世界の核廃絶の動きにも励まさ

れながら、九条まもれの運動、戦争への道を許さない闘いを

強めましよう。少しですがカンパを送ります。 8/17 Ｗ．Ｓ 

●ご奮闘ご苦労様です。何のお手伝いも出来ませんで恐縮

です。些少ですがご収納下さい。 8/18 Ｈ．Ｔ ●澤地久枝さ

んの講演楽しみにしています。 8/19 Ｆ．Ｋ ●カンパ 8/19 

Ｓ．Ｙ ●北九州憲法ネットニュースありがとうございます。少

額ですが送ります。 8/19 Ｏ．Ｍ ●ネットニュースの送付あ

りがとうございます。毎回楽しく読ませていただいています。

少額ですが郵便振込でカンパします。いつも思うのですが、

振り込み手数料の 120 円は、郵政の民営化で値上げになっ

てもいるし、もったいないと思っています。年間で集計すると

数万円の額になるのでは。何とかならないものでしようか。 

8/19 Ｋ．Ｙ ●召集を受け中国の戦線へ送られし父らの轍は

踏まじな 8/21 Ｔ．Ｆ ●このたび熊本へ転居致しました。お

世話になりました。ご検討を祈ります。 8/28 Ｍ．Ｍ ●選挙

が終わり、東京に住んでいる娘から「民主党が勝ち過ぎ。今

後が怖い！」とメールが来ました。九条を守る運動も正念場

の闘いになりそうです。 9/3 Ｋ．Ｒ ●会報を見て、カンパを

失念していることを知り

ます。わずかですが送

金します。 9/4 Ｋ．Ｍ 

●少額で済みません。”

政権交代”これからが

本 番 。 頑 張 り ま す 。 

9/10 Ｉ．Ｈ ●感謝！ 

9/24 Ｏ．Ｍ ●カンパ

として 9/25 Ｍ．Ｅ 

カンパ有難うございます。そして、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」 


