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2 月 1 日、北九州憲法ネットも協賛した、日
弁連憲法委員会副委員長・井上正信弁護士の
講演「壊憲立法＝国家安全保障基本法のめざ
すもの」
（主催は憲法改悪反対北九州共同セン
ターと地区労連）には、108 名の参加で、安
倍政権のすすめる、壊憲と戦争の方向の持つ
危うさと、それと対抗する闘いへの展望がは
っきりと確信できる学習の場となりました。
井上正信氏は、昨年の、全国で取り組まれ、
大きく盛り上がった、秘密保護法案阻止の闘
いの経験は、今後の安倍政権との対決では、
大きな力となることを語りました。そして、
今後進められようとしている、集団的自衛権
の行使容認の不合理さと危険性、それはまさ
に、国を滅ぼす道であることを明確に示しま
した。
さらに、日本の周辺、この北東アジアでの平
和を保つ道は、戦争ではなく、すでに現実に
成果も挙げてきている「ASEAN」方式での
外交交渉での話し合い解決しかなく、それこ
そ、日本国憲法第 9 条の示す方向であること
を強く語り、参加者に展望を与えました。
参加者のア
ンケートで
は、43 枚の
回答の中で、
39 枚が「講
演の内容は、
良い」と応え、
その感想を
こもごも述
べています。
幾つか紹介します。（なお、井上講演の前に、
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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。

仁比参議院議員が国会最終局面で、秘密保護
法案反対の演説を行なったことなどの報告が
ありました。）
●戦争する国づくりを着々と進めている安倍
政権の事が良く判りました。本当に背筋が寒
くなります。
「国際協調主義に基づく積極的平
和主義」という事がどんなにごまかしなのか、
驚きます。安倍政権を早く退陣させること、
そのために国民が立ち上がること、やらねば
ならないこと、確信し、行動を共に頑張りた
いと思います。判り易い井上先生のお話、本
当にありがとうございました。（女・60 代）
●私の父は、第 2 次世界大戦終戦直前に召集
されて戦死しました。安倍内閣が「秘密保護
法」という発言をした時から、又戦争するの
か？と不安になりました。多くの国民の反対
と運動を大きくしていくことに力を入れたい。
（女・70 代）
●安倍政権の政策は、日本の国際的孤立を深
めていることが良く理解できましたは、日本
国内を考えてみると、早く退陣させなければ、
国民の暮らしが破壊されます。
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北九州憲法ネットが呼びかけ、実行委員会
方式で行なわれてきた「北九州 9 条まつり」
は、今年で 4 回目を迎えます。実行委員会も
活動を開始（実行委員長は、憲法ネット座長
の荒牧啓一弁護士）しており、具体化の取り
組みを行なっています。
5 月 3 日（土・祝日）13 時から、恒例の
「北九州憲法集会」
（会場はムーブ）が始まり
ます。（今年は田島泰彦上智大教授の講演 ）
これに先立ち、10 時 30 分から、ムーブ
近くの勝山公園の芝生ひろばで、9 条まつり
が行なわれます。恒例の行事、うたごえや歌、
憲法クイズ、大声大会、参加者全員による憲
法前文の斉唱など検討されています。今年は、
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歌のコーナーで、新たに鈴木君代さんが登場
します。鈴木君代さんは、シンガーソングラ
イターでもあり、澄んだ歌声は聴く人を魅了
します。ご期待ください。

昨年の第３回９条まつり

鈴木 君代（すずき きみよ）
京都出身。真宗大谷派僧侶。大谷大学卒
業後、真宗大谷派宗務所（東本願寺）に
勤務。10 歳でギターを始め、大学時代は
軽音楽部に所属。いのちや愛をテーマに
した 50 曲以上の自作曲がある。毎月京
都市でライブを開催。また全国各地へ赴
き活動。ＣＤに「いのちの花を咲かせよ
う」
「いのちのうた」
「あなたに遇いたい」
など。

「9 条まつり」の資金づくりにご協力ください！
9 条まつりの資金づくりをおこなっております。出費多端の折とは思いますが、
まつりの成功を保障するには資金が必要です。北九州憲法ネットの財政支援とあ
わせて、ご協力をお願いします。同封の「払込取扱票」でご送金頂ければ幸いで
す。
第 4 回北九州 9 条まつり実行委員会
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２月１５日、小倉駅前で秘密保護法撤廃を
求めて、宣伝・署名行動が行われました。
「ス
トップ！秘密保護法ネットワーク北九州」の
呼びかけです。３０人の参加者で、チラシを
配り、撤廃の署名を訴えました。小倉駅２階
デッキは路面補修工事中で、通行部分が狭く

なり、中々、署名がしづらい状況でしたが、
それでも３０筆の署名が集約されました。
「ス
トップ秘密保護法ネットワーク北九州」では、
３月１５日（土）、４月２６日（土）、５月２
５日（日）に、いずれも、小倉駅前で１３時
３０分から、この宣伝・署名を計画していま
す。

憲法 9 条を守る折尾の
折尾の会 2014 年 1 月号 №101 から
★ 私は決して皇室信奉者でもないし、昭和
天皇の戦争責任を許すつもりもありませ
んが、昨年 12 月の天皇 80 歳誕生日の
談話の中で、80 年を振り返って、戦後
復興の歩みについて「平和と民主主義を
守るべき大切なものとして、日本国憲法
を作り、様々な改革を行って今日の日本
を築いた。
」と、日本を戦争する国へと進
める安倍総理に対し、天皇が危惧し、現
憲法の有益さを語ったことに感銘した。
★ 2004 年 11 月に『憲法 9 条を守る折尾
の会』を結成して今年 10 年目を迎えま
す。この間、多くの会員の皆さんのご協
力を得、署名や街頭宣伝等大きく前進す
ることが出来ました。定例の事務局会議
は 114 回に達し、会報の発行もめでた

く 100 号の大台に乗せることが出来ま
した。街頭署名行動は、延べ 188 回・
署名数 8814 筆(5000 筆は衆議院議長
に提出)となっています。しかしながら、
事務局の運営が、当初の人数から半数と
なり高齢化をもろに受けています。
★ 祖父(岸信介)に劣らぬ、いやそれどころ
か戦争への道へまっしぐらに突き進む孫
の安倍晋三総理は、秘密保護法案に対し
て、世論調査で「反対」は過半数、
「慎重・
徹底審議」は 7～8 割を占めるなど急速
な世論の高まり、日弁連や日本ペンクラ
ブなど雪崩を打つように広がった国民各
階層各分野の反対生命、国連機関や外国
メデイアの批判など国内外の反対世論の
広がりに、これ以上その本質が国民に知
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れることを避けるために強行採決という
暴挙に出た。秘密保護法はあらゆる点で
違憲なものです。特定秘密が歯止めなく
指定され、秘密は際限なく拡大され、国
民の目・耳・口を塞ぎ、米国とともに日
本を『海外で戦争する国』にする戦争方
であり、平和主義に反します。何が積極
的平和主義でしよう。
★ 事務局の仲間も全員齢 70 歳を超え体の
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いたるところに傷みを抱えていますが、
そんな痛さに負けて入られません。
私は歴史を逆戻りさせてはならないとい
う思いで今年も微力ですが、折尾の会の
事務局の一員として「日本国憲法 9 条」
を守ることを真剣に取り組みたいと思っ
ています。皆さんのご協力をお願いしま
す。 事務局 中嶋 洋一
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カンパ １月 古賀三千人 原貞子 佐多道人 土井聖子 渡辺末子 高智彦 瀧川聡 一の瀬和世 河村智重子 本島富士
子 浜口紀美子 女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 日野洋子 近藤隆子 山口司郎 深川和久 古賀三千人 荒牧啓
一 三輪俊和 三輪幸子 川上誠一 松永奉義 野田恵美 川原巍誠 勝元紀 織田博吉 新地美智子 竹中労 小沢和秋
２ 月 稲津征雄 稲津克子 山田成人 江藤恭子 玉井史太郎 杉谷岩弥 江島康弘 長山六郎太 小泉孝 時枝さゆり 浜
野静子 高野和夫 小川由美 髙瀬紀子 末安良光 中川絋子 髙瀬菜穂子 野瀬秀洋 近藤春代 今井輝昭 近藤孝 桑田
勲二 佐多道人 森田禮三 メッセージ ●カンパとして 12/17 Ｋ．Ｔ●よろしくお願いします。 1/24 Ｋ．Ｔ ●沖縄県名護市
長選挙の歴史的勝利に感動です。 1/27 Ｆ．Ｋ ●些少ですがカンパです。カンパされている方々の氏名を見て、懐かしいお
名前に心が時めきます。 1/27 Ｋ．Ｍ ●カンパです。 Ａ．Ｋ●募金 1/27 Ｋ．Ｓ ●次々と悪法をごり押し、もはや戦前のよ
うな政府のやり方です。再び戦さに若者たちが強行されないよう、多くの人達に呼びかけることが大事です。わずかばかりです
が、活動費の足しにしてください。 1/27 Ｍ．Ｎ ●何かしないではいられない、落着かない不安な日々ですが、少ししか協力
できなくて申し訳ありません。お手伝い出来ることあれば手伝わせてください。 1/27 Ｎ．Ｅ ●いつも通り会費、通信費のつも
りで送ります。 2/3 Ｏ．Ｋ ●反共の壁厚くとも不屈なる歴史に明日の輝きあり 2/4 Ｔ．Ｆ ●９９％の人々のくらしの声を政
治、経済・文化等にいかすためにも憲法を守り、いかすことが大切ですね。 2/6 Ｎ．Ｔ ●いつもありがとうございます。 2/7
Ｔ．Ｓ ●いつもニュースを送って頂きありがとうございます。ますます九条の会ので出番ですね。少々ですがカンパさせて頂き
ます。 2/7 Ｈ．Ｓ ●平和のとりくみの様子がよくわかります。これからもがんばりましよう 2/10 Ｔ．Ｋ ●寒いですね。本当
に大変な時です。いつも小額で申し訳ありません。早く春が来ますように！！ 2/10 Ｏ．Ｕ ●カンパを送ります 2/24 Ｉ．Ｔ
●募金 2/28 Ｍ．Ｒ

