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３０号 2019年５月２日発行 
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 20,349 筆になりました。 

 

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１７の地域・分野から協力金を送っ
て頂いています。昨年度分の送付を早めにお願い
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 

九条の会奈良県ネットワーク 交流会メモ 日時 ： 2019 年 4 月 13 日  場所 ： 橿原すみれホール 

参加者; 橿原真菅、橿原、広陵、河合、釣り人、葛城、岡谷、香芝、生駒 

九条の会奈良県ネットワークの北野さんから「総がかり行動実行委員会」「安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクショ

ン」が出している声明を読んで九条の会奈良県ネットワークとしても決議をあげる事を提案。その後,財政の報告を

行い討議に入りました。 

1) 講演会、映画へのとりくみ 

香芝九条の会が「前川喜平講演会」を 1000 人規模で開催。講演では前川氏の誠実な人柄が表れていた。はじめてネッ

トでの取り組みを行う。毎日新聞が囲み記事を出し新聞を見て来た人も。マスコミを使う事も大事。 

 河合九条の会は主婦から「コスタリカの奇跡」 の映画を河合九条の会でもやってもらえたら？との希望が出され企画。

河合町公民館で 240 名が参加。アンケートに「会の運営、チラシ配布や世話人会への参加などを呼びかける」結果、

チラシ配布の協力者があり、「犬の散歩のついでに」と配ってもらう。 

2) 安倍改憲 NO！3000 万署名・街宣・戸別訪問について 

岡谷九条の会は毎月 JR 奈良駅前で街宣を行い、現在 2 万を集約。目標を２万３千にする。DVD で学習会を行う。 

橿原九条の会は市内に校区毎の 6 つの九条の会がある。白橿九条の会は毎月署名活動を行なっている。最初は 600 名

程だったニュース読者が今では 2000 名に。ニュース読者を増やしたい。耳成西は 2 人で毎月手作りのニュースを作成。

毎月街頭での署名と同時に配布。5 月 3 日までに 6 地域九条の会で署名をしてもらい集約。10 月 6 日に講演会を予定。

真菅九条の会の世話人は 83 才の方が頑張っている。 

広陵九条の会は署名数が現在 1343 筆。広陵町町民の会は３６５１筆。毎月 19 日行動で五位堂駅前で３０〜４０分街

宣、署名活動を行う。多い時は３０筆。少ない時は１０筆以下。戸別訪問を実施。広陵特区で新興住宅地が５００軒以

上増えている。計画的に訪問する。４月９日に 2 組で 46 軒訪問。28 軒留守。18 軒対話。若い人が 7 筆署名。若い人

が関心を持っている。4 月 17 日にも計画。5 月 3 日までに 1500 筆集めたい。ニュースは 900 軒配布している。6 月

２日講演会実施。弁護士楠晋一氏「平和な日本を次の世代へ！」。落語 笑福亭竹林師匠。会場グリーンパレス。世話

人会の体制強化で新たに３人参加見通し。 

葛城九条の会では署名数が１８００筆。スーパー、道の駅で署名。署名していただいた方にニュースを配り、５５０部

配布。地域にベタベタと入る。３人 1 組で「9 条の会です」と言って戸別訪問する。国民投票に向けて準備。4 月に全

戸配布用のビラを作る。全戸 12000 部 37 人の撒く手で配布する。5 月 3 日公園祭りに九条の会平和喫茶を開く。カ

レー、コーヒー、手芸、木工品など。 

生駒では毎月 3 日はスタンディング、9 日、19 日は署名活動の 3 時間ロングランで実施。元小学校教師（95 歳）は個

人的なありとあらゆる繋がりで 1200 筆集め 1500 筆を目標にしている。新たに３つの小学校校区を合併し生駒南 9

条の会を 6 月 2 日に立ち上げ集会を行う。全戸５０００枚のチラシをまく。6 小学校区できる。 

奈良市九条の会交流会では、4 万枚配布するプロジェクトを計画。独自チラシを作成。6 地域・2 分野が配布。1 地域

は独自ビラ作成。ボランティアで 1 万枚配布。第 2 弾配布を 6 月に予定。9 条改憲の狙いをマスコミが全く報道しな

いなか直接市民に訴える全戸配布を実施。1 地域の街宣行動に奈良市九条の会交流会が支援、月 1 回実施。第 1 回目

は 3 月 20 日学園前で実施。24 名参加、署名数は 21 筆。2 回目は 4 月 3 日で近鉄奈良駅前、憲法 9 条を守る人に投

票しようと呼びかける。22 名参加 24 筆集まる。両日ともありの会の歌声で盛り上がり、元気に街宣行動ができる。

次回は 5 月 3 日憲法アクションに合流する。 

3） 今後の方向として 

１、行事を開催する時に、参加者に世話人や会員への加入、ニュース配布をすすめる。アンケートを九条の会活動に活

かす内容に。 

２、5 月 3 日憲法の日に全国津々浦々でアクションを行う。 

橿原九条の会は近隣九条の会に呼びかけて集会開催。生駒九条の会は街宣行動。河合九条の会はチラシ配布。葛城九条

の会は平和喫茶を行う。奈良市九条の会交流会・三郷九条の会は 5・3 憲法アクションに参加。へぐり九条の会はピー

ス・ウォーク in へぐり。 

３、安倍改憲 NO！3000 万署名を行う。 

駅頭・道の駅・スーパー等での街頭署名。 

戸別訪問への取組（広陵・葛城から教訓が出される。地域が変わる。署名してくれた人にニュースを配布する。 

４、全戸チラシ配布や全戸ニュース配布。  ニュース会員を増やしていく。 
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香芝九条の会が３月３１日、元文科相事務次官前川喜平さんの講演会を「憲法と教育 

子どもたちの未来」と題して香芝いずみホールで開催。1000 人のホールが立見席も

出るほどの参加者でした。オープニングは畿央大学の学生さんによるジャグリング、

実行委員会長平山陽一氏の挨拶の後、講演が始まりました。 前川喜平さんが最初に

強調されたのは、「国会議員や官僚・公務員は日本国憲法を遵守する義務がある。憲

法に基づいて仕事をしなければならない。全体の奉仕者であって一部のものではな

い。お友達のため、票のため、お金のために便宜をはかるのはおかしい」「国民が大

事にしている人権・平和など国に守らせる立憲主義が守られていない」と今の政治の

おかしさを批判。教育基本法改正で「不当な支配に服することなく」を個人の良心に

かけて死守したと政治に関する根幹から話が始まりました。 安保法制は違憲。集団

的自衛権は「人のけんかを買って出る事」で、もっと国民が危険と認識する必要があ

る。安倍一強体制で立憲主義を平気で破壊。森友・加計問題は権力者による国政の私

物化。司法も支配に服し三権分立がなくなっている。メディアも加計問題では NHK

が多くの情報を持っていたが、報道されなかった。官邸が NHK の人事権を握ってい

る。「政治的中立であれ」というのは、批判するなということなど今の政治への危惧

を強く訴えられました。教育の問題では、文科省は不当な支配になり易い。不当な支

配は誰がするのか？政治家と官僚・役人である。2011 年、七尾養護学校の性教育を

実施した教職員に東京都教育委員会が処分。しかし、高等裁判所が教育委員会の不当

支配であると判断。教育委員会は防波堤になって教育現場を保護しなければいけな

い。国家権力が細かいところに立ち入ってはいけない。今、道徳が危ない。政治が介

入している。教育の主体性が損なわれている危険性を訴えられました。憲法について

は、マッカーサーから押しつけられたと言われているがそうではない。幣原喜重郎が

それまでの国際社会の歩みを踏まえて意見を述べ、9 条に反映されている。人類が獲

得したものが結集されており、人類普遍の原理。憲法を作るのも国民。変えるのも国

民。もっと憲法を知ることが大事。質問では、前川氏に対する卑劣な官邸とマスコミ

のことが話されました。国会での教育勅語での答弁は用意した答弁の書き直しを求め

られ、それでも、「今日でも通用する普遍的な」の「普遍的な」がどうしても答弁で

きず、当時の下村文科相が答弁、教育勅語は国民主権と対立するものと考えていたの

で、忸怩たる思い、慚愧の念であったと述べられました。 短い時間に、多くの大事

なことが語られました。官邸におられただけに「今が本当に大変な事になっているん

だよ」との訴えが私達にも迫ってきました。 

奈良市内にある「地域・分野九条の会

や憲法九条を守りたい人たち」が集まって、

月 1 回アクションを行っています。 4 月 3

日は、知事選・県議会議員選挙があるので

「安倍改憲に賛同する候補者を落とそう」

と近鉄奈良駅前で 2時から 3時半までのア

クションを行いました。 蟻の会の歌声は、

安倍改憲NO!３０００万署名のお願いやチ

ラシ配布に勢いがでました。 

「WE SHALL OVERCOME」の歌声には

イスラエル人も一緒に歌声の輪に加わりダ

ンスも始まりました。 英語訳の九条の条文

をじっと読んでくれるチェコ人やオランダ

のジャーナリスト、参議院選挙に向けてチ

ラシを読んでくれる高校生など九条を守る

輪が広がっています。新元号の「令」は召

集「令」状・逮捕「令」状・命「令」等の

「和」（足算）で共謀罪に繋がるのではと心

配している方もいました。参加者は 22 名、

署名は２４筆集まりました。 

みみなし 9 条の会は４月１３日に花見会。

天候に恵まれ（雨でなく）開催。 参加者は

世話人３名と会員２名（女性）の５名と 少

人数でしたが、 幼少時（戦中戦後）の憲法

との 関わりを語り合い、楽しい一時を過ご

しました。 

 

 

 

平城ニュータウン九条の会「憲法カフェ」 
日時；5 月 18 日（土）14 時から 16 時 

場所；右京ふれあい会館 

講師；紙野 健二氏 名古屋大学名誉教授・辺野古

訴訟支援研究会代表 

講演；「沖縄の情勢とそこから私たちが今なすべき

ことは？」 


