九 条 0会・
￨1平 T
吉り
宅
三里 591‑3

TEL 45‑0896

yoshlkawa62mi◎ 数cn.ip

5・

ます。
3ピースウォーク は中止し
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(開 始以来初の中止 )

に始まり 15年 間、雨にたたられることもな <憲 法記念日には「平和憲法を

「憲法九条世界の宝」と毎年行進するのが当たり前にな つていま した。 しか し、
まもろう」
新 コロすウイルスの感染を 1日 も早 <収 めてい <た めには致 し方ないことと中止の判断
がされました。
間 <と ころによ ると、四天王寺もお寺創建 は 593年 、創建以来は じめてコロすのた
めに閉めるそうです。それに比べると大 したことないですね、たかが 16年 。今年の「 ピ
ースウォーク」は中止 しても、九条の活動は「 コロすウイルス」に負けてはおれません。
安倍さんは憲法改定することをやり遂げることな <退 陣は しないという信念のもとに
この大変な事態のなかでも、コロナ問題を利用 して「改憲」 を しようと必死にな つてい
るのにはあされて しまいます。 4月 7日 の衆議院運営委員会で憲法に「 緊急事態条項」
創設を「極めて車 <大 切な課題」「 国会の憲法審査会の場において与野党の枠を超えた活
発な議論が展開されることを期待する」と延べています。自民党は改憲案で「緊急事態条
項」
創設を盛 り込み、緊急時には国会の審議を飛ばして内閣の政令で人権制限が可能にで
きるように しよ うというもので す。「緊急事態」を利用 して憲法改悪を加速 しようとする
安倍さんの本音は見え見えです。またそれ をけ しかける日本 維新の会の存在にも大いに
注意がいりますね。
私たちは [憲 法を変えるのではな <、 政治を変えろ

!」

「憲法を守り、国民の生活・ 命

をまもれ」としつこ<望 み、 しつこ<運 動 します。
若葉台
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「 日本の青空」シリーズ

F明 ロヘ」―――戦争は罪悪である
上映会 に 160人 が鑑賞

事 務局

吉川平 一

26日 に開催 した九条の会主催「 明 日へ」の上映会 へ は 160名 の方々に鑑賞 して
いただ きま した。
「 私の生きて きた時代 と重な り、涙 が とま らなか った。」な ど、30名 を超
1月

える方か ら感想を寄せていただきま した。以下は寄せ られた感想文です。(紙 面の都合で 一
部省略させていただいてお ります。)
映画上映 にあた り、世話人会ではお寺 さん にもぜひ観て いただきた いと、町内のほとん
どの寺院 へ案 内 しま した。当 日は行けないが、 とカ ンパ を下さるお寺もあ りま した。

4月 か ら新 しい文イ
ヒセンタ ーが開場されます が、安倍改憲 (((許 さないため にも、九条の
会 0へ ぐりが、大き <、 広 <な った会館で催 しIInが できるよ うに引き続 き頑張 りたいと思 い
ます。

感想文

‐

久しごりに涙が出ました。いい映画で した。

(河 含町M)

9条 の会の活動 に拍手を送 りたい。 今後も大 いに活動 を続
またこのような映画上映会を開催 して <だ さい。

￨リ

〃

( ￨ )

罪悪、敵な どの言葉は誤解 を招 き、避け るほうが良 い と思 う。野蛮な言葉だ と思 う。
(奈 良市 M)

「戦争 を否定する」憲法 を守 る ことは大切 です。(中 略 )今 回の映画 は戦争援助 とその誤 り
を悔いた 人間を描 いた物語で、それ について は良心の痛 み を感 じず戦後政界 にいた人もいま
す。 人の在 り方 についてきち ん と考 え られ る人づ くりが大切で す。

8召

(K)

和 6年 生 まれの私の自分史 をふ りか え つて いるよ うで した 。 しつか り軍 国少女だ った私

で した。戦争だけはあ りませ んよ うに、 いつも祈 り続 けて いま す。
昭不□7年

12月 に生 まれた道 を振 り返 る思 いです。戦争 に反対だ ったク リスチ ャンの父に

もいろいろ彩響 されて よか ったと思 つていま す。
自分の思 いと同 じで涙が止 ま りませんで した。母も 103歳 まで戦争反対、世界の平和 を
ノ

‐
写経 一枚 一枚 に書 いていま した。
戦争中、落語家 になる こと や音楽家 にな る こともよ <思 われなか った。世の 中 す べ てお国
のために と動員 されていきま した 。

反戦僧 侶の生 き方 は現在今 日も重要 な意味があ ります。 も っと若 い人 に見 てほ しいと用い
ま した。
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憲法違反の米軍基地

椿台

大阪のど真ん中の靭 /AN園 はか つ て米軍の飛行場 だ つた。

多田

1952年

の講和 で返 却された

のだが、 沖縄普天間は 1972年 の復帰後も占領 されたまま。世界一危 険な飛行場 1当 た

り前だ。元々村の中心部、民家も役場も学校もあった。そこに暮らしている人展を蹴散らし
て作 つた。
「普天間を返 して欲 しけ りゃ辺野古に新基地を作れ」とは盗人たけだけ しい。大浦湾は青
サ ンゴやジュゴンな ど貴重な自然の宝庫、日本初のホ ープスポ ッ ト(護 らねばな らぬ 自然)
に設定 されて いる。しかも軟33地 盤。莫大な金 と 15年 をかけてもできる見通 しはない。な
の に無理押 しするのは「 な ら醤天間で しゃあないやないか」と居座 りの □実 とするためか。
このまやか しを米 軍 も安倍政権 も1意 面もな <語 る。
大阪のど真ん 中 に米 軍が居座 り軍機が飛び交う様 を私たち は許せるか ?そ んな 馬鹿な

!

という現実がいまだに沖縄 には あるのです。危険な普天間 は直ちに運用停止 にすれば良い
だけの 話である。

宮城まり子さんとねむの本村のこと

福貴

奥村

宮城まり子さんが亡 <な られた。
子供のころ、
磨き」という歌が好きだった。世の中にはこんな暮 らしを し
「 ガ ー ド下の朝と
ている少年少女たちがいるのだ、と、いわば、初めての、社会性の芽生えだったか と思う。
昨年、静岡での母親大会に参加 した折、掛川にある「ねむの本村」を訪れた。深 い森の中
に広がる肢体不自由児の施設、そ して、かわいいキノコの形を した子供たちの美術館、吉行
淳之助の文学館などがある、広大で温かさと静諸のあふれる空 間だ つ
た。特に,子 供たちの絵に感動、その澄んだ色調と、額縁を超えてさ
らに広がる空 間への夢、光、彩 に圧lellさ れた。暗い戦争を経て手に入
れた障がい児童たちの権利が花開いている。私財をなげうって この施
設を作り、育て上￨ず た故人に敬意をささ￨ず たい。

我 長 は彼 らの ウソを知つ ている。

椿台

くまさん

我 々は彼 らのウソを知つている。
彼らも彼ら自身がウソをついていることを知つている。
彼らは我 々が彼 らのウソを知つていることを知つている。
我 々も知つている。
彼 らは我 々が彼 らのウソを知ることを知 つていることを。
それでも彼 らはウソをつき続ける。
上記はロシアの民衆の間でささやかれた小話だそうですが、今、中国、香港でささやかれ
ているとのこと。
なんとまあ、そ つ<り そのまま安倍政権下の日本にあてはまる !官 邸や宮僚が見抜かれ
ているウソを知 りつつ ウソを言 う。だが問題はウソと矢□りつつ容認する国民が少なからず
居ることだ。

範 ―象婚
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「 改憲 発議 に反対 する全 国緊急署 名」 につ いて

懸勢

̲ョ b

福島

安倍首相 は、任期 中の改憲「 私の手で必ず成 し遂げたい」 と記者発表

勲 (三 里 )

(2019年 12月

9日 )し て います。実際、コロす を利用 して、緊急事態条項の創 設に ついて憲法審査会での
の議論をあお り、改憲に利用 しよ うと、その執念を隠 して はいません。
このような 情勢 のなかで 、発議阻止「 緊急署名」にどう取組 むかが問われています。今後
のス ケ ジュ ール を考 えれば、オ リンピ ック開催 を含め コロすの終息 は不明ですが、年内の
通常国会〜臨時国会、2021年 の通常国会 と 9月 任期の間 に解 散・ 総選挙 が行われること
はほぼ確実で す。首相は、改憲発議に必要な

3分 の 2議 席

確保のため に全力 をあげて きますので、私達 は このたたか
いにら ず勝利 することが決定的です。
緊急署名の 目的は改憲 を許さないために、先ず「発議阻止」
に 焦 点 を 合 わ せ て い る の が 今 回 の 特 徴 で す 。 これ ま で

3000万 署名 に協力 いただ いた人を含め、改めて お願 い し、
一 人運動 を展開 し改憲反 対の大 きな世論 をつ <っ ていきま
しょう。

