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1９号 2018 年５月５日発行 
九条の会 

５⽉３⽇憲法集会に６万⼈が集まりました。３０００万⼈署名が１
３５０万筆集約されました。奈良九条の会ネットでは１１６０３筆が
集まりました。１１⽉から５か⽉間、寒い中、雪が降る中、冷たい⾵
にも増して冷たい視線、折れる⼼を、仲間の頑張っている姿に励まさ
れ、なんとしてでも若者を、⼦供を、孫を再び戦場に送るまい、だれ
のこどももころさせない、憲法九条をなんとしても守りたいとの⼀念
で頑張ってきました。奈良県でも⽣駒で、橿原で、奈良で、上牧で、
平群で、葛城で、３の⽇⾏動やイベントが開かれました。 

25 名参加で「アベ政治を許さない」スタンディ
ング⾏動 in ⽣駒 

憲法記念⽇の 5 ⽉ 3 ⽇、⽣駒では全国の憲法守れ集会
に呼応し、定例の「3 の⽇⾏動」として、「アベ政治を許さ
ない」スタンディング宣伝署名を⾏いました。マイク宣伝、
⽣駒版 3000 万署名呼びかけ⼈チラシ、憲法ティッシュ配
付などを中⼼に、3000 万署名とヒバクシャ署名も呼びか
けました。⼤きな⽴て看板 3 枚（3000 万署名全国呼びか
け⼈、⽣駒版呼びかけ⼈、奈良市⺠連合意⾒広告）も登場
し⽬を引きました。 お⺟さんが署名をしたら、⼦どもが
お⽗さんを呼びに⾏って、家族ぐるみで話が弾む光景も⾒
られました。最後は、「アベ政治を許さない」ポスターを
掲げて「安倍内閣は退陣せよ」、「森友加計問題、徹底究明」、
「北朝鮮問題の解決は対話で」など⼤きな声をあげてシュ
プレーヒコールを⾏いました。参加者は 25 名、宣伝が中
⼼の⾏動だったため、署名は憲法 15 筆、核 21 筆、と少
なめでした。 

橿原九条の会 70 名で元気よく「安倍さん
に・・・９条変える・・・資格ある・・・︖︖︖」
と橿原市⺠に訴えました。 

５⽉３⽇１時半から⼋⽊駅北⼝の公園で集会
が開かれました。参加者は公園の⻘葉繁る⽊の下の
ベンチに腰掛け、代表や来賓、弁護⼠の話に聞き⼊
り、ローマ時代の市⺠が熱弁をふるって政治を語り
合った状況を思わせる熱い学習集会でした。集会決
議「平和への⽅向の⼀条の光を真に⽣かし広げるた
めにも、３０００万署名の輪を⼀回り⼆回り広げて
安倍改憲の息の根をみんなの⼒で断固⽌めようで
はありませんか︕」が決議され、デモ⾏進しました。

⾶⿃九条の会が５⽉３⽇奈良教育⼤学付属⼩学校
で「憲法を考える会」を⾏いました。講師は⼭崎靖⼦
弁護⼠で「私達の暮らしと憲法」のテーマ-で 26 名が
参加し憲法２１条、２３条、２４条など⽣活に関わる
憲法中⼼の学習でした。 

上牧九条の会５⽉３⽇アクション 
スーパー横で７名によるアクションを⾏いました。

マイクで「九条に対する思い」「安倍改憲に反対する訴
え」を⾏い、署名のお願いと九条ティッシュを配り、市
⺠に訴えました。 
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橿原；毎月１９日宣伝（マイク宣伝とチラシ配布）を橿原

神宮前駅、八木駅前 で行っている。高校生も署名してくれ

る。  9 条の会を知ってもらうために連合自治会が行う行事

に参加。夏まつり、案山子コンテストに 9 条案山子を出して

いる。11 月3日・4日の文化祭には、学童疎開と日本国憲法

下での沖縄の現状のテーマでパネル展示。720 名が参加。

視覚で訴えることも大事。3000万人署名はAコープで署名。

今月から月 2 回実施。何をやっているのか知ってもらう事が

大事。顔見知りが多いので署名もしてもらえる。1 時間で 30

筆集まる。のぼり、ポスター、横断幕のセットで 2000 円で購

入。 基本は家庭訪問。12 月 5 日に訪問して署名してもらお

うと 6 名でまわる。半分は改正賛成だった。著名人（医師、

弁護士、住職さん等）２０数名に 3000 万人署名を訴え、賛

同者になっていただく。ニュース会員 1900 名にポスティン

グ、4 月中に回収。3 月 18 日に八木駅前で集会。5 月 3 日

70 名参加の集会とパレードを行う 

岡谷会：奈良民医連全体で12月18日宮尾弁護士の学

習会を行う。目標を 46000 筆とする。 岡谷友の会や労働組

合としての活動を行う。各職場で独自学習会(DVD)を行う。 

河合：260 名ほど賛同者がいる。世話人会を毎月一

回開いている。憲法学習会を行っている。４月に逐条勉

強会は最終条文まで終える。メンバーの要望で５月に前

文を再度復讐する。１月２２日に世話人会を開き、４月ま

での目標を１０００筆としている。「河合九条の会だより」を

原則年 4 回発行、毎回４５０部を発行。 

生駒：月 2 回街宣活動。被爆者国際署名と 3000 万人署

名を行っている。9 月-12 月までで行動に 101 名参加。ニュー

ス発行月一回、450 名に配布。目標は 30000 筆。 ①自衛隊、

9 条改憲の問題を出し合って答え方を考えよう。自分の言葉

で言う事が大事。 ②市民は知らない。圧倒的な宣伝が必

要。憲法共同センターで全戸配布予定。 ③市民団体に呼び

かける。生駒実行委員会を作る。 ④地域訪問。ニュース配

布している人、様々な繋がりを通じて、ピックアップして地域訪

問する。 (生駒では 11 月 23 日に生駒交流会集会が行われ

る。ニュース 13 号を参照して下さい) 

近鉄生駒駅では 3000 万署名を成功させるため、憲法生駒共

同センターは、３月 19 日午後には３時間の ロングラン宣伝を

行い、参加者のべ 56 人、集めた署名は核廃絶ヒバクシャ国

際が 141 筆、９条改憲反対が 182 筆。４月 19 日も３時間のロ

ングラン宣伝で参加者のべ 51 人、ヒバクシャ国際が 131 筆、

９条改 憲反対が 172 筆、という大きな成果をあげる。生駒市

全体の各団体の合計は 5500 筆を超えている。 また、４月 15

日生駒市たけまるホールで、署名推進のための第２回交流

会を開く。全国、奈良県、 生駒市などの署名到達点が報告さ

れ、問題点などが話しあわれる。この３月までの半年間の第

１ラウンド で宣伝などが空白になっていた地域 19000 世帯

に、９条改憲反対のチラシや署名用紙を配布する大宣伝行

動に ついて、４月からの第２ラウンドでは市内全域からの「ち

らし撒きボランテイア」を募集した結果、 82名から参加申し出

があり困難を乗り越えてあくまでやりきろうと意思統一をす

る。5 月 3 日生駒駅で 25 名によるスタンディング宣伝署名活

動を行い、シュプレヒコールを上げる。 

平群九条の会が憲法記念⽇の５⽉３⽇、毎年恒
例となった九条の会・へぐり主催のピースウォーク
を⾏い、約５０⼈が参加しました。「守ろう憲法９条」
の横断幕を先頭に、「安倍改憲ノー」「安倍政権は退
陣を」などのノボリやプラカードを持ち、参加者全
員がゼッケンをつけて平群町中央部のＡコープから
南部のコープ⻯⽥川まで７千歩、４Ｋのパレードで
す。シュプレヒコールをあげながら⾏進、⾞へのア
ッピールを⾏いました。沿道の２階から⼿を振って
くれました。 

５月３日現在、奈良九条の会ネット署名数１１６０３筆 

各地域・分野での安倍改憲 NO!３０００万人署名への取組み 
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桜井；毎月 9 日に駅前で 3 人集まれば署名活動。区域を

決めて2〜3人で署名のお願いに。12月に九条の会の会員80

人に署名用紙 2 枚を送る。 1 月 9 日成人式で九条リーフレッ

ト「これが九条だ」を配って呼びかける。2 月に DVD「九条って

何」を学習。2 月に地域に 2 回署名活動を行う。知人に郵送、

常に持ち歩いて 135 筆集めた会員がいる。桜井独自に新しい

リーフレット作成。3 月 10 日に憲法カフェ。4 月 30 日に 20 名で

署名活動。 

釣り人；会員さんに家族も含めて返信用封筒を同封して

署名を呼びかけている。1 月 16 日に役員会を開き 2 月に行わ

れる勤労者つりクラブ総会にむけて署名用紙配布、一人10 筆

お願いする。第 1 次として身近な人にお願いする。第 2 次とし

てもっと広げて呼びかける。例えば退職者が多いので年賀状

交換している人に署名用紙を送るなど行う。自分の言葉で訴

えることが大事。「あたらしい憲法の話」で平和憲法の大切さ

を学んだ。参考にしていきたい。 

宗教者 9 条の会；共同アピール文を作成配布する。 郡山；憲法共同センターと一緒に行動している。 

三郷：町主催の非核への取組や夏の行事を活発に

行ってきた。世話人が40 人いる。12 月5 日に事務局会議

で 3000 万人署名をどうしていくのか話し合う。1 月 19 日 2

月 19 日 3 月 19 日王寺駅前４時-５時署名活動を行う。ニ

ュース会員 400 名にお願い文と署名用紙を送付する。2

月 12 日拡大世話人会憲法学習会 46 名参加。3 月 2 日、

3 月 10 日町主催行事にチラシ配布、署名活動。2 月 20

日-3 月 19 日世話人中心署名活動。４月５日三郷ニュー

ス配布。4 月 11 日、４月１９日、4 月 21 日に街頭署名、３

１筆集める。チラシ配布、受け取りよかった。介護施設で

の署名を行う。

ピジョン： 憲法 24 条も大事。家庭教育基本法が制定

されている。統一協会の影響も考えられ注視していく必要

がある。３０００万署名については個人として活動している。

朝日新聞の記事「新聞と九条」で勉強会。 

香芝：12 月 8 日に世話人会を開く。学習をしていこ

うと 12 月 23 日に憲法学習会を開く。講師は清家弁護

士。その後、校区交流会を開く。2018 年 1 月 9 日 2 月 19

日に 3,000 万人署名の街宣行動を行う。 一問一答のチ

ラシ 5000 枚を作成、一部校区で 1800 枚の全戸配布を

行う。九条の会賛同者を新たに募る。賛同者３５０人に

署名用紙配布。 4 月 1 日に学習決起集会、弁護士の講

演とパネルディスカッション実施。55 名が参加。4 月 19

日に街頭署名、２８筆集約。 

王寺：署名推進のための各界連絡会で「日本会議が１０

００万人署名を行っているのでその 3 倍はとりたい。そのため

には、5 月憲法記念日までに２０００筆目標」を決める。11 月

24 日王寺駅前で 7 名参加、1 時間街頭署名を行い 53 筆集

め、一人で２０筆署名を集めた人いた。「なんとしても二人に

一人は署名をしてもらう」という意気込みと「戦争になるんと

違うか」との市民の危機感が幅広い年齢層や若い人も署名

をやってくれる事につながっている。 12 月 9 日、18 日、19

日、22 日、23 日と連続署名を行う。目標を達成するためには

月 4 回やる。1 月は 9 日、18 日、21 日、26 日に王寺駅前で

街宣署名活動をする。２月は６回、３月は７回、高校生や大

学生、小さい子供連れのお母さんと対話。１月から４月で３９

回街頭署名。地域全戸配布９０００枚作製、配布。 

平城ニュータウン：毎月 9 日の高の原駅前でのアピー

ル時に署名活動をおこなう。3 月・4 月は 2 回実施。在住の

九条の会会員への署名用紙の配布及び訪問して署名を

お願いしている。先ず身内からと子・孫、知合いの署名を

取る。 ４月 13 日に憲法カフェ実施、40 名が参加。 月１回

ニュース発行。 

平群：目標 5000 名。 世話人会を９日に開く。会員が５００

名ぐらい。毎月１９日に行動。2 月から月 2 回街頭署名。ニ

ュース年３回配布、４００戸配布する。凧あげ大会、信貴山

節分での署名（100 筆集める）スタンディングで訴える。４月

１４日戦争ストップ平群の会に５０名参加、４月１９日にスタ

ンディング、車から手を振る人が増える。29 日（日）は、

町最大のイベント━「時代まつり」、平群駅前で 3000

万署名とヒバクシャ署名を行なう。17 名の参加で 3000

万 64 筆、ヒバクシャ署名 28 筆。改憲は、賛否五分五

分の反応でしたが、「子供・孫の時代までこの平和を

続けたい」の訴えに共感の声が。 
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登美ヶ丘；11 月 14 日,12 月 8 日にスーパー前で 3000

万人署名活動を行う。14 日は 1 時間で 11 筆だったので、

やり方を変える。ビラを配る人と署名をお願いする人を分

ける。チラシを配って「 向こうで署名をお願いしています。

宜しく」と呼びかけるやり方で、12 月 8 日は 50 筆近くにな

る。北朝鮮の問題で「防衛上自衛隊が必要」に対して「そう

ではない」というビラを配る。1 月中世話人が最低１０筆集

める。2月中に全戸配布ビラを行う。目標3月中に５００筆4

月 25 日に１０００筆目標を設定。会員用ニュース 1 月に配

布。1 月 16 日世話人会、第 1 次集約。年賀を活用して個人

でも集める。全戸配布５０００枚配布。会員ニュース２２０号

を５月１日までに配布。 

広陵：3000 万人署名の目標を 700 筆と決めた。19 日に

エコ真美前で署名活動を行っている。統一行動を 11 月 23 日

に３人 1 組で行い、12 筆集まる。個人的に知り合いに郵送し

て、一人で70筆以上集めている人もいる。町民アクションの計

画に 9 条の会も参加。12 月 23 日に地域を訪問する。 世話人

会毎月一回開いている。新しいポスターを購入し貼り出す 9 条

の会発行ブックレット 20 冊購入、勉強になる。もっと普及した

い。9 条カレンダー27 部注文。日本国憲法の読み合わせもし

ている。12 月 9 日に佐藤真理弁護士を招き 35 名参加。5300

円のカンパがある。 年内に訪問活動を行う。個人のつながり

で一人 10 筆集める事を提案する。共同の組織の相談会を 12

月 23 日、1 月 13 日に開く。「「広陵町民の会」を立ち上げる。 

２月１２日広陵町民の会結成大会開催。講演に９０数名参加。

２月１９日近鉄五位堂駅で街頭署名、高校生が署名。 

ニュース会員５００人に配布。全戸訪問2回実施。地域訪問13

回１１１筆集める。街頭署名は毎週行う。 

小さい九条の会：3000 万人署名の勉強会に参加。 

憲法前文と安倍がやっている憲法違反をてのひらブックに

作成し広げる。3000 万人署名を知人・親戚に依頼。街頭

署名、スタンディングに参加する。 

上牧：目標 1000 筆。2 月 3 日上牧憲法カフェを開催。

北朝鮮問題，改憲にどう対応すればいのか DVD 視聴、世

話人の報告で参加者を交えて深めたい。9 日に王寺・斑

鳩と街宣。公園で街宣。会員 100 名に署名用紙送付。3 月

17 日から戸別訪問。４月２８日上牧町民の会結成。５月３

日アクション。 

葛城：戦争法で２０００筆集まったがそれを上回る数を集

めるには討議が必要。１月９日成人式で「祝成人」のチラシを

配る。ほとんど受け取ってもらう。市場、駅、公園などでマイク

宣伝しながら署名活動を行う。二上山への清掃登山者に訴

え 9 回で 228 筆、年配の方は近所に署名に行く、個人で 200

筆、110 筆など自発的にやっている。5 月 3 日に公園祭りに喫

茶店を出す。多くの人に対話する事を大事にして広げていき

たい。九条の会ニュース配布。 

富雄：2 月 3 日節分の日に近くの神社前で署名活動。1

時間で７８筆集まる。1 月から 3 回富雄駅前で街頭署名。3 月

からは毎週実施。 飛鳥：５月３日に憲法を考える

会を行う。講師は山崎靖子弁護士

で会場は奈良教育大学付属小学

校。「私達の暮らしと憲法」のテー

マ-で実施。26 名が参加する。 

奈良市九条交流会：2 ヶ月に 1

回奈良市内の地域九条の会の交

流を行う。奈良市内の 3000 万人署

名の呼びかけ人、画家、宗教者、

主婦、弁護士などになってもらう。2

月 2 日に憲法学習会を行う。 

宇陀：憲法学習会連続学習会月 1 回行う。 

『安倍⾸相は総理の座にすわり続け改憲への執念を燃やしています。安倍
政権退陣、改憲発議を⽌めましょう。３０００万署名のプロジェクトはまだ完
成していません。１３５０万筆は中間報告です。もっともっと、署名してくれ
る⼈を増やして３０００万署名を達成しましょう。改めて頑張りましょう︕』
（５⽉３⽇憲法集会での市⺠アクションのアピール） 

５⽉６⽇１3 時半から⽂化会館⼩ホールで開催される市⺠連合主催「憲法を
⽣かす奈良県学習決起集会」に集まり、安倍政権がすすめる憲法違反の政治、
国⺠を騙し国を滅ぼす政治にストップをかけ、憲法の理念が実現され⽣活の権
利や⼈権が⼤事にされ、９条を守り平和な社会を築く、そんな社会にするため
そのための政治を求める学習決起集会にしましょう。もうひと踏ん張り、対話
を広げ仲間を増やし３０００万⼈署名を実現しましょう。 


