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第５回目となる、今年の「北九州９条まつ
り」は、雨天のため、当初の予定会場の勝山
公園芝生広場から、ムーブ５階の大セミナー
室での開催になりました。
集会や会議室用として並べてある机を、左
右の１列と、後ろの机と椅子をのけて、まつ
り各出店（パンやせんべい、平和グッズ、風
船アート）専用に並べ変え、中央の椅子席に
参加者が座る配置としました。司会は、三浦
純一さん（市民の会専従）と里本麻衣弁護士
です。開会冒頭、自ら作詞した山田敏夫さん
が高らかに歌う「日本国憲法第 9 条」で開会
です。まず、実行委員長の荒牧啓一弁護士(憲
法ネット座長)が、憲法をめぐる状況報告を兼
ねて挨拶しました。
司会者が、まず、憲法クイズの説明、出店
方々の紹介をした後、まつり最初の出し物は、
北九州のうたごえのみなさんによる歌が 2 曲
披露されました。次にバルーンアート作者の
土井さん提供の風船アートをかけてのジャイ
ケン大会です。まつり実行委員会副委員長の
三輪俊和さん（憲法ネット副座長）と会場参
加者がジャイケンします。盛り上がったとこ
ろで、本日のメインである、シスター山本き
くよさんの歌声が響きます。澄んだ声で、５
曲歌い、大きな拍手を呼びました。この間、
「憲法クイズ」の回答を持った参加者が賞品
のパンを受付にもらいにいきます。パンは障
碍者も加わる工場「パン工房エルピス」のお
いしいパンです。その隣は、戸畑でせんべい
を作る「カーサー鈴木」さんの店です。今日
は「黒ん坊」を売っています。平和グッズで
は、
「キリスト者９条の会」、
「チェルノブイリ
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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。

支援の会」がそれぞれのグッズを並べ、その
周囲は、市立図書館・市民会館廃止反対運動
や「平和の空」
、平和の署名コーナーが並んで、
参加を呼びかけています。これらをめぐって、
人々の交流が続きます。
恒例の「大声大会」も、初の室内での催し。
それでも１３名が参加し、声量と内容で、６
つの法律事務所から出される豪華景品の獲得
を争いました。
最後は、憲法前文の参加者全員の斉唱にな
ります。憲法クイズの正解発表をかねて、キ
リスト者９条の会・瀬下さんが斉唱の音頭を
取ります。閉会挨拶は、まつり副実行委員長
の三輪俊和さんが行いました。
こうして、無事に第５回「北九州９条まつ
り」が終了しました。憲法をめぐる緊迫して
きた状況の中、参加者一同が心をひとつにし
た楽しく和やかな時間が過ぎていきました。
来るべき、憲法を守るたたかいに成功しよう
と呼びかける閉会の言葉を聴きながら、つぎ
のムーブ２階ホールでの「憲法集会」の会場
へと、参加者はそれぞれ移動していきました。
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５月２６日、西小倉市民センターで、「６・１９戦争法案を許さない北九州集会実行委員会準
備会」(以下「集会実行委員会」と略記。)が開かれ、労組、市民団体、政党の代表のほか、弁護
士、医師など、３２名が参加しました。ここで、旺盛な論議が行われ、集会成功のため意思統一
がされました。

戦争法案は阻止する！
「６・１９戦争法案を許さない北九州集会」
は、安倍政権が推し進める戦争法案の国会審
議を阻止し、憲法に違反する行為に大きな反
撃を行うために６月１９日、１８時３０分か
ら、市庁舎前の勝山公園芝生広場で開かれま
す。今までの北九州憲法共同センターや９条
の会・北九州憲法ネットなどとの交流があっ
た団体だけでなく、全港湾、門司地域労組協

議会、社民党などの団体も参加し、さらに、
今後民主党や連合系労組にも参加を呼びかけ
る予定です。
今回の集会実行委員会の結成は、戦争法案
の成立を許さない北九州の市民運動に画期を
なすものです。多くの市民の期待が高まるも
のと思われます。
この日の、集会実行委員会準備会の決定事
項は以下とおりです。
①北九州集会の目的：６・１９北九州集会を
成功させる
②組織・体制：５人の共同代表を選出、事務
局も設置。
③集会成功のための取組：チラシを作り、参
加の組織を開始。
④今後の方針：７月末までに、６・１９規模
の集会やパレードを２回ほど配置する。

12 月に企画してから無言館窪島館主への
講演依頼、市長選、統一地方選と続いて
取り組みは遅れがち、事務局長以下事務局 5
人の八幡東区の会には手に余る取り組みでし
た。
5 月 24 日（日）は開場の 13 時 30 分前
に沢山の方が開場を待っていました。心配し
たお天気にも恵まれ、次に大きな心配だった
「大きな会場がどれくらい埋まるだろうか」

という不安も開会時にはどうにか一安心でき
ました。
会は一部で CD による憲法前文、九条の朗
読、松井岩美代表世話人挨拶、河村世話人に
よる会の九年間のあゆみ報告、二部は無言館
祈りの絵（窪島誠一郎著）より、朗読の会会
員による朗読のあと、窪島館主の講演を聴き
ました。
『これらの絵画は反戦平和を訴えて描
かれたものではない。愛した人や家族を描く
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ことで愛されていた自分の命を描いた。彼ら
は絵を描くことで戦っていた』と話されまし
た。そういう絵から私たちが受け取るメッセ
ージは……。
会場の多くの人たちに感銘を与えた講演でし
た。会場販売の窪島館主の著書は 63 冊売れ
サイン会には行列ができました。出されたア
ンケートは 104 枚でした。どれもが「良か
った、感動した」というものでした。
チケットを買ってくださった方、チケット
を売ってくださった方、当日のボランティア
スタッフとしてご協力いただいた方、多くの
力が合わさって講演会の成功につながりまし
た。本当にありがとうございました。
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講演する窪島誠一郎氏

２０１２年司法試験合格
２０１３年１２月弁護士登録
女性総合法律事務所
ラレーヌビクトリア所属

９条の会・北九州憲法ネットの今年度の「憲
法連続講座」が再開されます。
今回は、里本麻衣弁護士（女性総合法律事務
所）が講師です。
演題は、
「戦争法制をめぐる諸問題」です。
今、国会では「平和安全法制整備法」なる
ものが審議されています。法案の名前とは、
ま逆に、
「戦争する法案」です。全国でも、こ
の戦争法案に、大きな反対の運動が起こって
きています。
東京、国会周辺では、連日の反対デモや集
会が行われ、６月 14 日、24 日は、１万～2

万人規模
の集会が
開催され
ます。
北九州
でも。６月
１９日に
「戦争法制を許さない北九州集会」が開催さ
れます。
（１８時３０分於勝山公園）
今回の憲法連続講座でも、戦争法制をめぐ
っての、諸問題を改めて学習し、今後の運動
に役立てようと企画しました。

今こそ地域９条の会の出番です。交流会もします。
今回の連続講座、終了後、
「地域９条の会交
流会」も行います。今の情勢に対応できる９
条の会運動を、交流しながら考える場です。
自分の会の状況を出し合いながら、他の会の

活動から刺激を受ける場にしたと思います。
ぜひ、多くの９条の会の参加を呼びかけま
す。
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「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。
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 ４ 月 高瀬紀子 桑田勲二 山口司郎 永富雅生 勝木多美 渡辺末子 浜野静子 川辺希和子 佐多道人 浜口紀
美子 石橋眞智子 小田恭司 上西創造 木村昌稔 川原巍誠 小川由美 おりお総合法律事務所 尾鶴眞 内村敏男 外山
和子 三原富子 八記久美子 石井方子 土井聖子 野瀬秀洋 宮本靖美 清松賢治 松永奉義 小沢和秋 本島富士子 玉
井史太郎 石井操

５ 月 森田禮三 岡崎健 原野武 有馬和子 川上誠一 押川智子 南嘉久 新地美智子

メッセージ

●少しですが 3/31 Ｋ．Ｍ ●カンパ 4/3 Ｔ．Ｋ ●ニュースありがとうございます。 4/4 Ｈ．Ｍ ●活動カンパとして 4/7
Ａ．Ｍ ●毎号ありがとうございます 4/7 Ｔ．Ｋ ●カンパです 4/8 Ｍ．Ｍ ●みんなで力を合わせれば大きな力に 4/9 Ｋ．
Ｔ ●いつもの通り、会費のつもりで納入します 4/9 Ｋ．О ●お疲れ様です。いつもお世話になっております 4/13 Ｙ．Ｎ
●忙しくて振り込む時間も取れない程でした。いよいよ憲法の九条をしっかりまもり輝かせましょう！ 4/16 Ｓ．Ｗ ● いつも
ニュースを送って頂きありがとうございます。渡辺浩さんの報告はとても勉強になりました。「戦争立法」はぜがひでも止めなけ
ればの思いを強くしました。 4/17 Ｓ．Ｈ ●毎号ありがとうございます 4/27 Ｔ．Ｋ ●いつも少額で申し訳ありませんが、少
しでもお役にたてれば幸いです 4/27 Ｙ．О ●毎号の郵送に心から感謝しています！ 4/27 Ｍ．О ●いつもニュースあり
がとうございます。通常のカンパです。今の政府の動きをみていると､表向きは｢平和｣とかっこうよく言っていますが、内面では
いつでも武力を使用できる方向へいこうとしています。わずかばかりのカンパですが、資料の足しにして下さい。 4/30 Ｔ．Ｍ
●毎回の会費のつもりでのカンパです。よろしく 4/30 Ｋ．О ●死ぬるまでの“生にしあらば”悔ゆるなく力付尽くさむ今日の
メーデー 4/30 Ｆ．Ｔ ●カンパ 5/7 Ｒ．Ｍ ●募金 5/15 Ｓ．Ｋ

10 周年記念行事カンパありがとうございました。
引き続き、ご支援をお願いします。
前号掲載以降の分

４ 月 平岡博 高瀬紀子 桑田勲二 渡辺末子 中西寿子 ５ 月 塚本玲子

４ 月 高瀬紀子 万田守 安達恵美子 勝木多美 永富雅生 竹中労 川辺希和子 野口千恵子

石橋眞智子 中

西寿子 後藤又一 小田恭司 上西創造 山田栄子 木村昌稔 弁護士尾崎英弥 尾鶴眞 松濤秀道 外山和子 三
原富子 八記久美子 石井方子 河村智重子 土井聖子 久保忠彦 野瀬秀洋 松永奉義 玉井史太郎 小倉東総合
法律事務所 森田禮三 有馬和子

