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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・北九州憲法ネットが呼びかけた「第 8 回北九州 9 条の会・憲法運動団交流
会」が、3 月 13 日、戸畑生涯学習センターで開かれました。11 団体 18 名の参加のも
と、充実した交流会となりました。
冒頭、呼びかけ人の憲法ネット座長の荒牧啓一弁護士から、憲法をめぐる情勢報告を
兼ねての挨拶がされました。荒牧座長は、集団的自衛権の政府解釈を変更できるように、
内閣法制局長官を国会の政府答弁要員から除外する「国会改革」の動きなど、憲法 9 条
の形骸化・実質的改憲への危険性を指摘しました。更に、衆議院の比例の定数 80 議席
削減する動きにも、反対の運動を直ちに起こす事の大切さを指摘しました。今年は、安
保条約改定 50 年、広島・長崎原爆投下から 65 周年、朝鮮併合 100 年の年にあたり、
普天間基地問題をはじめ、平和をめざす運動に広がりを持たす事が必要であることを強
調しました。

参加者の交流では、参加団体から、各会の状
況などがそれぞれ話されました。
「キリスト者 9 条の会」では、月 1 回の事務
局会議を中心にして、①”9 条を守りたい“定
例学習会の開催。②会報の発行【年３回】、③講
演会と総会（今年は、９月２５日、本田哲郎神
父）を行っています。講演会や定例学習会への
参加を広げるために各教会・団体へのアピール
をおこなっています。
「曽根９条の会」では、毎月(第１月曜日)下
曽根駅前で宣伝【署名とマイク宣伝】
、その日
の午後は公民館で学習会をしています。学習
会の冒頭、うたごえの指導を青い空合唱団団
員でもある会員にしてもらっています。資金
作りに、
「九条バッチ」を製作し、各種の講演
会や映画会の会場で販売し、好評を得て売れ
行きも良いです。月の後半のところで、役員
会を開き、今後の方針を話し合っています。
「こうじゃく 9 条の会」は、月 1 回の学習会
が会の活動の基本です。参加者は 30 人程度

と、一定にしていますが、最近、
「参加者を増
やそう」との意見も出てきています。
「憲法改悪に反対する会・北九州」では、定
期的に「憲法問題連続討論会」という学習会
を毎月最後の木曜日、午後 7 時小倉北区の市
立生涯学習総合センターで行っています。出
席した人には、次回の案内のハガキを出し、
各種集会にチラシを配布したりして参加者を
広める努力を行っています。一般新聞の「お
知らせ」欄が大変効果的です。
「南小倉 9 条の会」は、当初立ち上げで頑張
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った活動家が、県外に転居したため、活動が
休眠中となっていること、現在、会の活動の
再開を模索中です。
「八幡東区 9 条の会」は、街頭宣伝を 3 ヶ月
毎に八幡駅前でしています。手作りチラシ
（130 枚程度捌ける）とマイク宣伝をしてい
ます。学習会も定期的にしています。内容は、
時々の話題を集めることに努力し、５月１５
日には結成４周年記念として、ホームレス問
題に取組んでおられる会の代表世話人をして
いる奥田知志牧師の講演会を計画しています。
また、ＤＶＤを見る会を継続おり、これまで
に、日本青年会議所作成の「誇り」
、「八幡大
空襲記録映像」
、１９５０年製作今井正監督の
「また逢う日まで」などを見ました。
「金山川 9 条の会」では、
“署名をやろうよ”
という声から、この会の活動が始まっていま
す。自転車に署名の案内のノボリをつけ、毎
週土曜日、2 か所のスパーマーケット前でし
ています。1 回で 20～30 筆があつまり、こ
れを既に 5 年間続けています。現在（２月）
５２２２筆に到達しています。
「市役所女性 9 条の会」は、市職労女性部が
中心となり、保育所、病院、給食の職場の代
表が呼び掛け人となり、賛同者を募集してき
ました。現在 180 人ぐらいの会員がいます。
毎月の「６・9 行動」（27 間続いています）
と合わせて、憲法の宣伝をしています。秋と
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春には、文化と学習のつどいも取り組んでい
ます。今年は、ＮＰＴ(核兵器削減)再検討会
議(ニューヨーク)に代表を派遣しますので、
その報告集会を計画しています。
「折尾 9 条の会」は、週 2 回の街頭宣伝（折
尾駅、と サンリブ前）、第４日曜日には、
1000 枚のビラを、場所を変えて全戸配布も
しています。会報を毎月発行して、手渡しを
基本に、遠郭地には郵送しています。昨年の
総会の案内を朝日と毎日新聞の行事案内に載
せてもらったところ、門司や中間市からの参
加者もありました。署名は７５００筆を超え
ました。
全体の意見交換では、
「活動の活発なところ
は、事務局会議がしっかりとしている」
「ホー
ムページの活用を図ってはどうか、資料など
を、憲法ネットに寄せてほしい」
「会報の原稿
や、チラシの原稿に苦慮している」
「改憲手続
き法を取り上げたいが、全体で取り組めない
か」
「若年の対策がいる」などの意見や提案が
されました。
憲法ネット事務局より、情勢の特徴を知るた
めの憲法学習会を年 2 回（7 月、11 月）に
共同で開くこと、地域の、新しい会の説立と
発展を目指す運動の強化を図ることの提案も
ありました。また、憲法ネットの「憲法講師
団」の活用も提起されました。全体として、
有意義な交流会となりました。

今年も憲法集会の季節が巡ってきました。
今年は、４月２９日に、芸術劇場で開催予定にしていま
す！
今年は、
「みんなおいでよ 憲法の学校へ 今こそ鳴らそう
平和のチャイム」というテーマで、学校をイメージして
開催する予定にしています。
国語の時間・・・憲法前文について学ぼう！
数学の時間・・・平和の値段ってどれくらい？
何に使われているの？
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社会の時間・・・笑工房ナオユキさん漫談
「憲法と平和とくらしと」
音楽の時間・・・みんなで歌おう平和の歌を
芸術の時間・・・平和の思いをアート・川柳に託そう！
ホームルーム・・・学びを明日へ アピール採択
特に、芸術の時間には、市民お一人お一人に、芸術家になっていただいて、平和のゲルニカを作
成する予定にしています。
会場にお越しいただくお一人お一人が平和の主役です。
とにかく、とても楽しい会になる予定ですので，お誘いあわせのうえ是非参加して下さい！

自民党の憲法論点、徴兵制検討示唆
５日の「共同通信」などの報道によると、４日に開かれた自民党憲法改正推進本部の
会合では、徴兵制導入の検討を示唆するなど、保守色を強くうちだした論点を公表し
た。これをもとに議論を進め、同党の２００５年の改憲案に修正を加え、５月までに成案
をとりまとめるという。大島幹事長は否定したというが、同党内でこうした論点が再浮上
していることについては、軽視できないと思う。（Ｔ）九条の会メールマガジン詳細版 ２
０１０年３月１０日 第９０号

自民党憲法改正推進本部（本部長・保利耕輔
前政調会長）は４日の会合で、徴兵制導入の検
討を示唆するなど保守色を強く打ち出した論点
を公表した。これを基に議論を進め、０５年に策
定した改憲草案に修正を加えて、憲法改正の手
続きを定めた国民投票法が施行される５月まで
の成案取りまとめを目指す。
参院選を視野に、離反した保守層を呼び戻す
狙いとみられる。ただ０５年草案も徴兵制には踏
み込んでおらず、「右派」色を強めたと受け取ら
れる可能性もある。今後党内外で論議を呼ぶの
は必至だ。

大島理森幹事長は４日夜に「論点は他の民
主主義国家の現状を整理したにすぎない。わが
党が徴兵制を検討することはない」と火消しを図
るコメントを発表した。
論点では「国民の義務」の項目で、ドイツなど
で憲法に国民の兵役義務が定められていると
指摘した上で「民主主義国家における兵役義務
の意味や軍隊と国民との関係について、さらに
詰めた検討を行う必要がある」と記述。(３月４日
共同通信電子版)

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」
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カンパ２月 佐多道人 ３月 三輪俊和 三輪幸子 清松 賢治 石橋眞智子 本田恭介 諸岡昭三郎 織田博吉 杉園友生
銭谷十九雄 野瀬秀洋 丹下徹 映画「命の山河」上映会場で 岡雅子 中川紘子 原野礼子 玉井史太郎 山本猛雄 島内
弥七 中荘俊 岩下照雄 古野和彦 豊福直美 近藤伊都子 村田希巳子 原野武 勝野禎二 杉谷岩彌 小倉東総合法律
事務所荒牧啓一 桑田勲二 勝木多美 堀田満洲子 メッセージ 「北九州憲法ネットニュース」お送りくださいましてありがとう
ございます。 3/10 0.M ●沖縄の意思を示し名護市長選基地なき日本の明日を描けり 3/10 T.F ●ごくろうさまです。９条、
25 条他憲法を守りましよう。 3/11 Y.T ●カンパ 3/11 S.Y ●カンパです。少額でスミマセン。 3/11 H.K●ご苦労様です。
明文改憲は勿論のことですが、実体的に蝕ばまれ、既成事実化している現状をうち破り、憲法を名実共に貫くための闘いを
大々的に展開する年にしたいですね。私も頑張ります。 3/12 H.T ●カンパ 3/15 K.T ●お疲れ様です！通信費の一部に
使って下さい！ 3/16 H.M

★

福岡銀行前バス停から乗車
８８番・９９番系統バス
(乗車時間は１０分程度)
国際会議場・サンパレス前で下車
バスセンターからは乗れません

