九条の会
2017 年 11 月から安倍９条改憲 NO！３００
０万署名で地域・分野九条の会は地域で取組ま
した。安倍 9 条改憲の発議を許さないために
3000 万署名と様々な形で安倍 9 条改憲 NO！
の声を広げていきましょう。 当ネットワーク
での集計も 2 万筆に届く勢いです。

奈良九条の会の今後の予定をお知らせします。
１、奈良九条の会ネットワーク交流会を行います。
日時；4 月 13 日（土）１時半
場所；橿原市内膳町自治会館すみれホール３階
住所；橿原市内膳町１－２－２４
八木駅南口
電話：０７４４－２１－０５０５
議題；①奈良九条の会ネットワークから基調報告
②改憲阻止のとりくみをどう進めていくのか
③憲法講座へのとりくみ
２、憲法講座
日時；５月６日（月・祝）午後１時ー５時
場所；奈良県文化会館小ホール
講師；関西学院大学教授 冨田 宏治さん
演題；「市民と野党の共同と安倍改憲阻止の展望」
＊チラシは作成中です。
改憲をめぐる状況は緊迫しています。
寺井一弘、伊藤真、小西洋之著「平和憲法の破壊
は許さない」（日本評論社、03-3987-8621）による
と、安倍政権は、千載一遇の機会を絶対逃さないと国
会延長は勿論、憲法審査会の審議省略で国民投票を最
短の 60 日を強行、一気に改憲する構えだと警鐘してい
ます。富田宏治さんも「この１００日間が勝負」と講
演で述べています。私達もあらゆる方法と手段を講じ
て改憲阻止を行う、そのためのたたかいについて討議
します。
5 月 6 日憲法講座の講師冨田宏治氏の講演を 2 月
11 日神戸で聞きました。改憲の中味を分かりやすく、
いかに安倍首相が改憲に政治生命をかけているのか、
阻止するための運動の方向を訴えられました。憲法講
座に多くの市民が結集し、安倍改憲の発議を許さない
決意の場にします。
お忙しいとは思いますが、4 月 13 日の交流会、5
月 6 日憲法講座への参加をお願いします。
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九条の会奈良県ネットワーク交流会での提案を
受けて、現在１５の地域・分野から協力金を送っ
て頂いています。今年度分は今年 3 月迄にお願い
します。
送付先：ゆうちょ銀行
記号１４５３０ 番号２７００６２７１
九条の会奈良県ネットワーク

橿原九条の会が小雨の降る中、『安倍改憲反対！市
民+野党共闘で市民のための政治を取り戻そう！』３・１
０近鉄八木駅前集会を行いました。40 名の参加がありま
した。
内橋裕和氏主催者あいさつの後、来賓あいさつ（日本
共産党 奈良県会議員 太田あつしさん、社会民主党
奈良県連合代表 樹杉和彦さん、新社会党奈良県本部
森川 満さん）国民民主党と立憲民主党からはメッセ－
ジが寄せられました。
市民連合奈良の事務局団体植林成光さんは今日の集会
開催に敬意を表され、奈良市民連合としてこのような集
会を開催できなかったことにお詫びしたいと表明されま
した。
私のひと言で井上善雄さん（白橿９条の会・代表世話
人）と大槻 烈さん（橿原市９条の会・事務局長）が発
言、うねび９条の会 代表・林友雄さんの「団結がんば
ろう」で橿原市９条の会の重点課題
① 安倍政権による憲法改悪反対
② 集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と安保法制の
廃止
③ 沖縄の米軍・辺野古新基地建設の即時中止
を確認しました。
平城ニュータウン九条の会が、ならコープ平和の会
との共催でコープ朱雀店で 10 時から 15 日まで「平和っ
ていいね！フェウタ」を開催致しました。 生憎の小雨
の中での開催でしたが、合唱、ハンドベル演奏、憲法ビ
ンゴ、憲法紙芝居、シール投票、希望の木、すいとんの
試食、手作りのサーターアンダギーの試食、鈴木さんの
戦争体験の講話等充実したフェスタでした。 鈴木知英
子さんの戦争体験の感想を紹介します。
３月初めに 87 歳の誕生日を迎えられた鈴木さん。語り
部として千回目の節目にこの「平和つていいね！フェス
タ」で話をしていただきました。 冒頭から「奈良にも空
襲がありました」で始まり、学徒動員で土運びしている
時に艦載機による機銃掃射で腰を撃たれ、銃弾の鉛が首
に残り、パーキンソン病と誤診された震えの副作用。右
手が小刻みに絶えず機械的に動いていて、それでも語気
鋭く戦争の悲惨さと非情さを語られました。そして心の
疵を祗めるような「……よりもましや」という思いや言
葉を禁じることの大切さを、続いて「平和って何」と問
い掛けられました。85 歳の爺ちゃんがこの感想を書いて
います。平和って身近なところから多様性を認めあい、譲いが
ないことだょな、とそれだけのことが声を出して言い難い世に
なってきたようで、ただただ呟いているだけでしたが、鈴木の
お婆ちゃんの話を聞き、元気がでました。ほんとうにありがと
う。(YN)
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３月９～１０日は、桜井市の公民館祭が中央公民館で開かれました。桜井九条の会で
は、９日に昼前に会場付近で参加者に向かって宣伝と署名行動をしました。 いつもの桜井
駅北口とは違い、多数の人が公民館祭に参加していましたので、宣伝効果はあったようで
す。会場入口から、私たちが署名・宣伝を行っているところまで階段を下りてきて、 署名
していただきました。「九条の会・桜井」の署名数は３筆と少なかったですが、「何をして
る？ 国会議員が２／３を占める状況では、こんな行動は意味がない」なんておじさん（お
じいさん）が議論を吹きかけてきました。 久しぶりに政治談義ができて面白かったです。
新婦人と合同で、4 名で宣伝しました。 添付写真は、会場に自転車で来た方に署名をお願
いしているところです。この右横でハンドマイクでの 3000 万署名宣伝をしています。 現
在までの署名数ですが、＋３１筆で総数 407 筆です。
河合九条の会は２月 22 日午後２時「河合町中央公民館・まほろばホール」で「コ
スタリカの奇跡」を上映、240 人の来場者がありました。 準備段階では 300 人を目標
にしていましたのでやや残念ですが、終了後の参加者からの反応は握手を求めてくる人
や口々に「戦争はあかん」
「みんなで平和を守らなあかん」
「よう上映会をやってくれた、
ありがとう」
「勉強になった」
「一度世話人会に参加してみたい」など嬉しいものでした。
ただ、映像については「字幕が読みにくい」「早く消えてしまうので忙しい」など字幕
に対する不満を 10 名ほどの方から聞かされました。心配していた収支も若干の黒字に
なり胸を撫で下ろしています。アンケートは 55 枚しか回収できなかったのですが、設
問「河合九条の会の運営について」に対して、① 季刊「九条の会だより」に寄稿して
もよいが 1 名、② 編集に参加してもよいが 1 名、③ チラシなどの配布を手伝うが 5
名あり、世話人会の高齢化に悩んでいたのでまさに朗報で最大の成果でした。早速該当
の方にコンタクトを取り始めています。
生駒九条の会は、2 月度 生駒ロングラン宣伝署名 19 日行動を行いました。参加者
は、
実数 26 名で 1 時間区切りの延べ参加者数は 39 名でした。
本日の署名数は 3000
万署名が 83 筆、ヒバクシャ署名が 81 筆でした。駅でビューティサロンの新装開店
のチラシを配っていた若い女性にも声をかけると快く署名をしてくれました。誰に
でも声をかけるものですね。ある年配のご婦人は、署名をする前に「お祈りをさせ
てください」と言われて手を合わせられました。
「戦争をなくすため、世界平和のた
めに祈ってください」とお願いすると再び 1 分ほど手を合わせてくださいました。
別の中学生は熱心に話を聴いてくれ、迷っていたようで「今日はちょっと」といっ
て立ち去りました。安倍さんの「ノーベル平和賞にトランプ大統領を推薦」には、
「非
常におかしい」と憤慨する人もいました。用意した憲法ティッシュ 200 個は瞬く間
になくなりました。机も出して行った本日の 3 時間の ロングラン宣伝署名では、新
しくマイクを握ってくれる人も出てきて、明るくにぎやかに行うことができました。
3 月は 2 時間のロングランでしたが、消費税反対の署名と組み合わせ、８３筆集
まりました。４２０６筆になりました。

とみなん歴史ウオーク
集合： 学園前駅南口 午前 10 時
行先： 大和文華館 庭園の桜～ 蟇股池の桜
主催： とみなん九条の会
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3 月 20 日 3 時半から 5 時まで近鉄学園前駅で登美ヶ丘九条の会主催、
奈良市九条の会交流会が安倍 9 条改憲 NO！３０００万署名、奈良市九
条の会交流会チラシ配布、「民主主義と沖縄の海とサンゴ礁を守れ」請
願署名のチラシを配布しました。蟻の会の参加もあり、「青い空は」「戦
争を知らない子ども達」「風に吹かれて」など歌声に励まされ、2４名の
参加者はチラシを積極的に配布、署名も２１筆集まりました。安倍改憲
NO！３０００万署名の幟や横断幕、ポスターなども張り出しました。
山口県出身の女性が「山口でも署名活動をして下さい」と言いながら
署名をしてくれました。近くのレストランに勤めている方が「本当に戦
争をするんですか？」と聞いてきたので「そうですよ。アメリカの戦争
に日本の若者が駆り出されて戦地に行くことになるのですよ。徴兵制も
行われますよ。経済的徴兵制もアメリカのようになっていきますよ」と
答えると「そうですか！このチラシを読んで勉強します」と職場に戻っ
ていかれました。地道なとりくみですが、大事なとりくみです。訴える
人たちが多いと、チラシの受け取りも多く署名も多く元気になります。
次回は 4 月 3 日 2 時から 3 時半まで「九条をしらせたい」が主催で近
鉄奈良駅で行います。お知り合いを誘って参加していただき安倍改憲
NO！を突付け、憲法九条を守っていきましょう。

