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歌うシンガーソングライターの鈴木君代さん 

 

 

 

 

 

 

 北九州憲法集会が、5 月 3 日 13 時、「ム

ーブ」で開催され、330 人が参加しました。 

これに先立ち、10 時 30 分から、中央図書

館南芝生公園で、「第 4 回北九州 9 条まつり」

が開かれ、延べで 230 名の方が、参加しま

した。 

 9 条まつりでは、「9 条の歌」で開会し、実

行委員長の荒牧弁護士が、「安倍政権が集団的

自衛権行使の道をひた走るなかでも、国民の

憲法を守る世論はしっかりと根をはり、安倍

政権に対峙している」と展望を示しました。

会場の広場には、せんべいやパンさらに平和

グッズの店が並び、青空のもと、北九州のう

たごえサークルのみなさんと、女性僧侶でシ

ングソングライターの鈴木君代さんの歌や、

大声大会、憲法クイズで楽しみ、交流をしま

した。 

そして、最後は恒例となった「憲法前文全員

斉唱」をしました。すがすがしい気持ちで、

午後の憲法集会に足を運びました。 

憲法集会では、北九州のうたごえにの皆さん

によるコーラスに続き、「秘密保護法は国民を

反故にする」と題して、田島泰彦上智大教授

が講演しました。 

田島氏は、「自分の大事な情報は、自分（市

民）のものでなければならないことが原則。

それが市民の手から離れて，“お上”に独占さ

れ、お上の思うままに使われようとしている。   

踏み込んではいけない情報がお上に集まっ

てきている」と、現在の国の情報管理の危険

な状況を冒頭報告しました。昨年の「特定秘

密保護法」と、それに先立ち、成立した「共

通番号法」の問題点を話しました。いずれも、

市民に関する情報の収集、管理、利用のコン

トロールをしながら、一方で、国民が知るべ

き情報は秘匿・禁圧し、他方で、踏み込んで

はならぬ市民情報を過剰に管理する方向が明

確となっています。今後、さらにその面が強

くなるでしょう。「盗聴法」の改正、通信や情

報の監視が強化されようとしています。自民

党の憲法改正草案には、国民の知る権利（現

憲法 21 条）は「公益及び公の秩序」を持ち

込んでの制限がかかってきます。さらに、改

憲草案には、国防軍ができること、軍法会議

が復活することが示されていることの注意を

喚起しました。「今、情報を市民が取り返す取

り組みが求められる」と田島さんは講演を結

びました。 

 閉会の前に、鈴木君代さんが 3 曲歌いまし

た。「兵戈無用」などの憲法記念日らしい歌を

聴きながら、しみじみと、憲法の大事さを心

に改めて刻みました。 
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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。 
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「キリスト者・九条の会」北九州“九条守り

たい”では、昨年から毎週日曜日に「傘アク

ション」をおこなっています。先月、4 月 27

日、29 日には、小倉駅前で手作り横断幕「子

どもたちを戦争にいかせたくない！武力で平

和はつくれない」を掲げ、憲法集会と九条ま

つりのチラシ、集団的自衛権、秘密保護法の

リーフレットを配りながら、道行く人々に平

和の大切さをアピールしました。また、１０

年前に出版された絵本「戦争のつくりかた」

を手作り紙芝居にして上演をして、着々を進

められている戦争する国への危機も訴えまし

た。 

私たちは毎月第 4 週（土）、その時々の政治

課題である「特別秘密保護法」「教科書検定

改悪問題」「原発メーカー訴訟」など学習定

例会（於：西南 KCC）を開き学ぶ中、「集

団的自衛権行使」がいかに平和憲法を壊して

しまうものであるかを知りました。今、子ど

もたちの未来のために国民が声を上げて、つ

ながっていかなければならない時です。駅前

アピールでは「憲法 9 条をノーベル平和賞

に！」の署名も行い、若い人たちにも声をか

け署名をお願いしました。若い人たちの反応

は良く、書いてくださる間におしゃべりして、

平和や未来について語れる時間が実りある時

と感じました。今後もひとりひとりに向き合

って対話を広げ、戦争に向かう方向ではなく、

世界の人々が共存していく道を、みなさんと

ともに探し続けたいと思います。このことが

「日本国憲法」に掲げられている、尊い平和

を築いていく前文の実践ではないかと思って

います。 

 

活動報告活動報告活動報告活動報告    
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九条の会御中 

 突然ですが、お知らせのメールを送らせて

いただきます。私は、Ａ大学名誉教授で九条

の会にも参加させていただいています。今年

1 月に、「9 条にノーベル平和賞を」実行委員

会の運動をされておられる方々からお誘いが

あり、ノーベル平和賞委員会に、9 条にノー

ベル賞の候補として推薦する推薦人になって

ほしいと頼まれました。ご存じのように、推

薦人には一定の資格があり、私はその資格に

該当していましたので、さっそく推薦しよう

と考えました。しかし、万一ノーベル賞の受

賞が決まれば誰が受け取りに行くのかといえ
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ば、日本国民の代表として安倍首相というこ

とになれば、9 条の破壊を虎視眈々と狙って

いる安倍氏が受賞しにいくというのも承服で

きないのはもとより、受賞講演で、積極的自

衛とか集団的防衛論をとくとくと喋る姿は想

像するだけでも耐えがたいという気が強まり、

この際、真に 9 条を守るために活動している

九条の会こそが、平和賞にふさわしいので、

九条の会を推薦したいと考えるに至りました。

そこで「9 条にノーベル平和賞を」実行委員

会事務局の方とも連絡を取り、お互いに足を

引っ張り合うのではなく、いろんな形があり

得るその一つとして、双方で認め合おうとい

うことになりました。その結果、私は実行委

員 会 の

方 の 賛

同 者 に

もなり、

同 時 に

私 個 人

が、オス

ロ の ノ

ー ベ ル

平和賞事務局に所定の手続きに従って、1 月

末に推薦手続きをおこなうこととしました。

その結果、4 月 10 日に私の「推薦が受理さ

れた」とノーベル平和賞事務局から私宛に正

式の通知が来ました。九条の会にはご了解を

えることもなく、勝手に推薦させていただい

た次第ですが、こういうことで、九条の会は

現在、2014 年のノーベル平和賞の候補者の

一つとして登録されております。新聞でも報

道されましたが、上記実行委員会も、登録さ

れたようですので、あとは、選考委員会がど

のような判断をするかということになります。

共同受賞などは、自然科学系ではあるのです

が、今回は、かたや上記実行委員会の考える

受賞者とは全ての日本国民ということだそう

ですので、そうすれば九条の会も包摂される

のかもしれませんし、9 条を守る運動をして

きた実質を考慮して九条の会がふさわしいと

いうことになるのかもしれません。もちろん、

9 条関係が受賞ということになればの話です

が。ちなみに、今回の候補者登録は２７８件

とありました。別メール便で受理通知をお送

りしますが、とりあえず経過をお知らせ、勝

手な行動だったかもしれませんがご容赦いた

だくようお願いします。（Ａ大学名誉教授） 

 

 

「九条の会」メルマガ詳細版   2014 年 05 月 25 日 第 188 号 

編集後記～編集後記～編集後記～編集後記～５月１５日、安保法制懇報告５月１５日、安保法制懇報告５月１５日、安保法制懇報告５月１５日、安保法制懇報告書と首相記者会見書と首相記者会見書と首相記者会見書と首相記者会見 

日本国憲法の平和主義に真っ向から挑戦し、破壊しようとするような安保法制懇の報告書を受

け取った後、首相は、夕刻、官邸で記者会見を行った。筆者はそのとき、２０００人を超す市

民と共に官邸前で首相に抗議をしていた。カイシャクカイケン・ゼッタイハンタイ！。センソ

ウハンタイ・キュウジョウマモレ！。抗議のショートコールが官邸前に響きわたった。その声

から逃げるように官邸を出た首相は、あるパーティに出たあと、マス・メディアの幹部たちと

寿司屋で会食した。出席者は時事通信田崎解説委員、毎日山田特別編集委員、ＮＨＫ島田解説

委員、朝日曾我編集委員、読売小田論説委員長、日本ＴＶ粕屋報道局長。よりもよって、こん

な日に、首相とメディアが癒着していて、報道の役目が果たせるのか。嘆かわしいかぎりだ。

（Ｔ） 
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３３３３    月月月月 万田守 土井聖子 ４４４４    月月月月 小川由美 荒牧啓一 中川絋子 松永奉義 後藤篤子 小倉東総合法律

事務所 葉山牧子 佐野宏美 川辺希和子 森田禮三 野瀬秀洋 阿部陽子 上西創造 岸川真琴 おりお

総合法律事務所 内山新吾 南嘉久 小沢和秋 桑田勲二 河村智重子 安達恵美子 野口千恵子 有馬

和子 藤本修子 北九州第一法律事務所 小田恭司 三輪俊和 三輪幸子 渡辺末子 吉本まさ江 中嶋洋

一 渡辺満子 安藤昭雄 勝木多美 野田恵美 中西寿子 三崎英二 女性総合法律事務所ラレーヌビクト

リア 高瀬紀子 近藤伊津子 長山六郎太 小泉孝 入江英之 小倉南法律事務所 三原富子 ５５５５    月月月月 内

田津名夫 鬼塚賀津子 一ノ瀬和世 

 

カンパカンパカンパカンパ有難有難有難有難うございますうございますうございますうございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、おおおお願願願願いいいい。。。。    

「９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「９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「９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「９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。います。います。います。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。 

 振振振振替番号：替番号：替番号：替番号：01700017000170001700----8888----115768115768115768115768        名名名名    義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」義：「九条の会・北九州憲法ネット」    

    

カンパカンパカンパカンパ    ３３３３    月月月月 東繁利 万田守 三輪俊和 三輪幸子 土井聖子 ４４４４    月月月月 村上憲子 佐多道人 勝元紀 豊

福直美 中川絋子 松永奉義 後藤篤子 田口政子 葉山牧子 戸切冬樹 佐野宏美 川辺希和子 森田禮

三 野瀬秀洋 原野武 岸川真琴 上西創造 おりお総合法律事務所 南嘉久 江本信義 小沢和秋 桑田

勲二 中村洋一郎 安達恵美子 尾鶴真 小田恭司 三輪俊和 三輪幸子 渡辺義男 渡辺末子 玉井史太

郎 古賀三千人 安藤昭雄 勝木多美 野田恵美 中西寿子 荒牧啓一 三崎英二 川原巍誠 近藤伊津子 

小泉孝 小泉康子 石橋真智子 入江英之 佐多道人 ５５５５    月月月月 鬼塚賀津子 三浦日佐代 広津輝男 小野

恂一郎 小野文子 一ノ瀬和世 竹下秀俊 荒牧啓一 野瀬秀洋 島崎 チェノブイリ支援の会 高木巳安子 

稲月正 竹中労 

メッセージメッセージメッセージメッセージ ●ごくろうさまです。僅かですがカンパです。 3/27 Ａ．Ｓ ●憲法を守るために、さらに運動を

拡げていなければなりません。そのためにわずかですが、資料の足しにして下さい。4/8 Ｍ．Ｎ ●「憲法ネ

ットニュース」ありがとうございます 4/8 Ｔ．Ｍ ●カンパ ４/９ Ｍ．Ｒ ●本当に小額ですか・・・4/9 Ｓ．Ｈ 

●いつも小額ですみません。毎月の会費のつもりでカンパします。よろしく 4/14 Ｏ．Ｋ ●お疲れさまです。

病気療養中で活動出来ないのが残念です。ささやかですがカンパ送らせていただきます。 4/15 Ｎ．Ｙ ●

カンパ 4/1６ Ｗ．Ｙ ●少ないですが今後も頑張りましよう 4/16 Ｗ．Ｓ ●「いくさなき世の中にめざし力

尽くす障壁あまた襲ひくれども」 4/17 Ｔ．Ｆ ●些少ですが送ります。九条の会のお世話、大変ですね。私

も高齢になりました。 4/17 Ｋ．Ｍ● カンパとして 4/21 Ｍ．Ｅ ●感謝！！ 5/2 Ｏ．Ｋ 
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