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９条の会・北九州憲法ネットは、９
月２日（土）１４時から、市立生涯学習
総合センター（小倉北警察署横）で、
第１２回定期総会を開きます。
安部政権は国民からの支持率
急落の中でも、凶暴な改憲の企てを
止めず、近く、改憲の案を出すことが
報道されています。新聞報道によれ
ば安倍首相は、「憲法９条について
は、戦争放棄をうたった１項と戦力不
保持を定めた２項を維持したまま自
衛隊の存在を書き加える改正案を見
当するよう指示し、自民党は来年の
通常国会での発議をめざしている。私の世代で
自衛隊は憲法違反かどうかという議論に終止符
を打たなければならないと決意した」と強調との
ことです。
改憲を許さない闘いを早急に作り出す必要が

７月１日（土）１４時から、戸畑けんわ病院５階
の会議室をお借りして、憲法連続講座が開かれ
ました。この会場を使うのは、今回が初めてでし
たが、立派な会場で、参加者も３４名と多く、病院
関係者も参加していました。
後藤弁護士の演題は「対話による平和構築」と、
かなりハードな内容です。

(1)

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。

写真は２０１６年１１月２６日第１３回総会

あります。そのためのも学習が必要です。
憲法ネット総会は、そのための論議行い、石川
捷治氏が「“安倍一強体制”と朝鮮半島の危機」
と題した記念講演を行います。多くの方のご参
加を呼びかけます。（資料代５００円です。）

資料も多く、まず「NHK スペシャル 緊迫 北
朝鮮」で放送された内容の紹介から始まりました。
かって、アメリカが北朝鮮への軍事攻撃を検討し
た「９４年危機」の知られざる内幕、トランプ政権
が進める北朝鮮政策、外交などの検証が紹介さ
れました。また、最近の重大問題となった「共謀
罪」法案の中身、その国会審議での問題等が、
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後藤弁護士が整理して、わかり易く話しまし
た。
そして後藤弁護士は、北朝鮮問題をどう解決す
るのか、を皆で考える事を提起しました。有効な
方法と言われている「6 カ国協議」。２００３年にア
メリカ、中国、北朝鮮の３カ国が北京で協議を開
催、それに日本、韓国、ロシアが加わり、２００５
年には、共同声明を出す。しかし、核放棄の実
効性をめぐり、北朝鮮と他の５カ国の主張の隔た
りが埋まらず、２００８年からは協議がされていな
い。
この問題提起を受けての、会場での討論が始ま
りました。会場からの発言の趣旨を、後藤弁護士
が、会議室の白板に書いていきます。関連する
意見との整理や結合をしながら、更なる発言を
誘導。こうして、白板は埋まっていきました。
後藤弁護士は、憲法前文に注目することを参
加者に呼びかけます。憲法は、日本国民だけで

なく、「諸国民」を対象にしており、「平和を維持
し、専制と隷従、圧迫と偏見を地上から永遠に除
去」を詠う。この憲法前文の精神こそ、北朝鮮問
題でも、解決の根幹となる事を力説しました。新
しい韓国の大統領は、北朝鮮に対して、対話に
よる平和構築をアピールしており、このチャンス
を活かし、５カ国で「平和的解決」を行うことを事
前に協議し、日本・韓国が６カ国協議のリーダー
シップを取る。この方式で、北朝鮮を含む、東ア
ジア地域の国民全体の生存権の追求を行う。後
藤弁護士は、この方法での、北朝鮮問題解決の
糸口を作ることを提案しました。
参加者からは、大いに賛同の意見が出ました。
そして、「大国のみが核を保有でき、他国は、そ
れに従え」では、問題は解決しない。核兵器禁
止の世界の世論を速く形成すること、「希望は・・
民意の形成」と言う結論を確認し、この日の討論
型憲法連続講座を終わりました。(野瀬秀洋記)

毎年、梅雨明け頃になると、朝早くから自宅の
庭の木でセミ（アブラゼミが多い）が鳴きだす。そ
の声を聞くと、「夏が来た！」と思う。アブラゼミは
６年前後地中で過ごし、羽化してからは１週間前
後の寿命を燃えつくす。
そして、７月２６日、１９人の障がい者の尊い命
が奪われた相模原市「津久井やまゆり園」の事
件から１年が経ちました。「障害者なんていなくな
ればいい。」「意思疎通ができない重度障がい者
は不幸をばらまく存在」という偏見と差別に満ち

９条の会・北九州憲法ネット代表世話人
荒 牧 啓 一
た考えでこの事件は起きた？なぜこの事件は起
きたのか？防ぐことはできなかったのか？悲しい
です、腹が立ちます。ヒットラーが、ユダヤ人大
虐殺の前、障がい者２０数万人を虐殺していま
す。
現在の日本も、閉塞感に満ち溢れ、いらだち
と差別の社会になっているようです。
安倍首相は、秘密保護法に続き、共謀罪法を
強引に成立させてしまいました。そして、モリ・カ
ケ事件に見られるように国政を私物化し、その結
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果、東京都議選においては惨敗しま
した。しかし、憲法を変えるとまだ言
い張っています。世界でも有数の軍
事力を保持する自衛隊、安保法制に
より米軍と一緒に海外で戦争できる
自衛隊を憲法で公認しようとしていま
す。これでは日本は戦争に巻き込ま
れてしまいます。
安倍首相は、支持率の急落を受
け、８月３日の内閣改造を行いました。
改造後の記者会見では、反省を口
にしましたが、具体的になにをどう反
省するのか、中身はありません。
２０１７年５月３日憲法集会(東京・有明)
私たちは、岐路に立たされていま
す。私たちは、次の世代にどんな社会を残すの
まで何回も考えました。一喜一憂の繰り返しでし
か、今、一人一人の生きざまが問われています。
た。
格差と偏見、監視と妬みの渦巻く社会は嫌で
しかし、特定秘密保護法反対、安保法制反
す。
対・廃棄、そして、共謀罪成立阻止、原発廃棄
私は、人にやさしい、それぞれが豊かに自己
等などの市民の共同の戦いの中で希望は見え
実現できる社会を引き継ぎたいと強く考えます。
てきました。頑張れば、政治は変わる、社会
しかし、希望はあるのか？私は「驕る平家は久
も・・・。そのためにも暑さに負けず、元気に夏を
しからずや」の諺は、一体どれくらいのスパンで
乗り切って行きましよう。
言われているのか？何年待つのだろうか？これ

「九条の会」メルマガ詳細版

2017 年 07 月 10 日
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編集後記～安倍晋三首相の改憲暴走が止まりません
先の東京都議選で大敗北を喫しても、あるいはそれだからこそ、安倍首相の改憲暴走に拍車が
かかっているようです。改憲日程は前倒しをくり返しています。いまでは秋の臨時国会に改憲
案の提出、来年の通常国会中に改憲の発議というテンポになってきています。まるで安倍政権
にとって活路はここにしかないと思い詰めているかのようです。しかし、これは安倍政権にと
って活路ではなく、破滅の道になりかねません。いや、そうしなければなりませんね。
（Ｔ）

「九条の会」メルマガ詳細版

2017 年 07 月 25 日

編集後記～安倍首相の支持率、急降下
これは国会内外の野党と市民の闘いが実現してい
るものです。私はフェイスブックに書きました。
安倍内閣は倒さなければ倒れない。僥倖に期待するな。
ただただ闘いあるのみ。（Ｔ）

第 260 号
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戦後 72 年目の夏、「戦争しない国」をいつまでまも
戦後 72 年目の夏、あらためて「戦争
だけはイヤだ」と思われた方も多いで
しょう。1945 年 8 月 15 日に敗戦を
迎えた「15 年戦争」は、日本国民 310
万人、アジアの 2000 万人以上の命を奪
いました。その悲しみの上に、「二度と
戦争しない」と誓ったのが日本国憲法です。
この平和憲法があったから、戦後ずっと、
日本は「戦争しない国」を続けてきました。
ところが、「安保関連法＝戦争法」、
「共謀罪」法を強行した安倍首相は、
「９条」を変えようとしています。
「戦争する国」をめざす安倍改憲を
ストップさせましょう。

「アベ政治は許さない」スタンディクアピール
2017 年 4 月 3 日浅生公園

当会は、一貫して、憲法及び９条を学び、守り発展させるため、学習会や講演会、署名活動、
街頭宣伝などの諸活動を行ってきました。ニュースの発行は、90 号になりました。毎回７０
０人の方にニュースをお送りしたり、手渡ししたりしています。その費用は、当会は会費がな
いのですべてカンパで賄っています。安倍政権の憲法破壊、立憲主義無視の暴走を阻止する戦
いは山場です。しかし、当会の活動資金が枯渇しています。皆さんのお力で当会の活動を支え
てください。

振替番号：01700-8-115768

名

義：「九条の会・北九州憲法ネット」

カンパ ６月 松山登美子 有馬和子 ７ 月 尾鶴眞 川原巋誠 浦野順子 吉本まさ江 玉井史太郎
野瀬秀洋 山田成人 山田栄子 勝野禎二 渡辺末子 諸岡昭三郎 末安良光 桑田勲二 古賀三
千人 松井岩美 松井玲子 佐多道人 八記博春 竹中労 土井聖子 渡辺絢子 本田実 女性総合
法律事務所 原田紀子 小川由美 メッセージ ●わずかですが安倍の姿をあばきだす力に役立て
て下さい 7/3 匿名 ●事務局の皆さん！大変ご苦労様です。「北九州憲法ネットニュース」楽しみに
しています！ 7/3 Ｍ．О ●野党連合で安倍自公政権を打倒しよう 7/4 Ｍ．Ｔ ●ネットニュース
大変勉強になります 7/10 Ｔ．Ｋ ●わずかですが。憲法ネット頑張って下さい。 7/11 Ｓ．Ｗ ●皆
様、ご活動に感謝です。僅かですが資金の足しにして下さい！ 7/12 Ｙ．Ｓ ●いつもお世話になり
ます 7/13 Ｍ．Ｋ ●いつも少額で申し訳ありません。暑すぎます。お体ご自愛くださいませ。 7/31
Ｕ．О

