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九条の会東京連絡会

２月

日懇談会

形に到達しました。

中込由美

さん

ランティアしてくださっています。膨大な枚数のポ

と言って誘い、小学生から老人たちまでどんどんボ

員になって」と言わない作戦で、
「気軽に断ってね」

手伝うならいいと思っている方がいますので、
「会

なしです。会員になるのは面倒で嫌だけれど、時々

た。今でも会員わずか数名、集まりも会報も会費も

じて、
「高尾憲法９条を守る会」を一人でつくりまし

１２００枚の署名用紙を持っていきまして、現地で

デモのとき、横浜での憲法集会でしたが、カートに

の人たちに大きい声で車内宣伝しています。大きな

車やバスの中で声をかけられたら、これ幸いと周り

ています。この縁で友達になったデモ友たちも、電

や「アベ政治を許さない！」のカードを渡したりし

ら賛同の声をかけていただき、チラシや署名用紙

４年間で、１０００人以上の面識のない人たちか

■無党派の、活動経験のない人たちが
歩きだした

スティングや駅頭宣伝、国会議員陳情、チラシ作り、

初対面の私たちの仲間に配布をお願いして配ったこ

ともあります。

２年半前、戦争をさせない八王子市民集会実行委

員会では、 万枚の全戸配布用のチラシを作りまし

です。活動をしていますが、そんなにあちこちの会

週１回茨城の実家へ泊まりで行ったりと忙しい毎日

をしているということです。ピアノを教えたり、毎

分で〝ひとりデモ〟と言っています。ついでにデモ

やすく、を心

文章でわかり

なるべく短い

のデザインで、

た。若者向け

そして背中にプラカードを着けて、出かけます。自

私は外出するときは、ショッピングカートの前後、

など、活動しています。

集会での子どもたちの楽器演奏や、絵本や作文朗読

私は第二次安倍政権が誕生したとき、危機感を感

■危機感につき動かされ、忙しくても
できる〝ひとりデモ〟に到達

高尾憲法九条を守る会・戦争をさせない八王子市民集会実行委員会

工夫を凝らした宣伝グッズとやり方で、
出会いを楽しみながら活動中

26

の方の宣伝につき合うことができませんので、この

外出時また宣伝活動中、
ショッピングカートにプラ
カードを付けて
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九条の会東京連絡会 ２月 26 日懇談会
工夫を凝らした宣伝グッズとやり方で、出会いを楽しみながら活動中

中込由美さん……１
安倍９条改憲阻止のための取り組み
～地域からの共同を強め、子どもたちに平和な日本を～

大柳武彦さん……５
3000 万統一署名成功へ、リーフレットを作成・拡散中です

松井安俊さん……６
オスプレイが首都東京に配備

前田眞敬さん……７
横田が米空軍の特殊作戦司令基地に

生きいき憲法 No.55
2018 年４月 26 日

（題字：日野原重明）

私を含め無党派の、活動経験のなかった人たちが

対受け取らない人も、ポストに入っていれば、１秒

ただき、ポスティングしました。駅前でチラシを絶

ちや全国の友人、そしてデモ友たちにも手伝ってい

うち、６万枚は私のピアノ教室の生徒のお母さんた

ラカードに気づいた人が一緒に下車してホームで署

だし、とても効果的だと思います。山手線の中でプ

て、場所を変えながら、こういうことをやるのも楽

と言われたことがあります。ですから、
山手線に座っ

学生がやってきて、
「僕、ＳＥＡＬＤｓだったんです」

取ってくれました。すると、離れたところにいた大

を渡したら、
「ありがとうございます」と言って受け

芝居状態です。それで目の前にいた女の子にチラシ

Ａ３サイズまでなら、私が実践ずみですから、み

たが、それくらいです。

が。新宿駅で小声で「恥知らず」と一回言われまし

がありません。みなさんが心配してくださるのです

切です。私は〝ひとりデモ〟で怖い経験をしたこと

れました。一回言われたくらいでやめないことが大

ら「信念もってますね。頑張ってください」と言わ

した。そうしたら、後日、同じ会社の運転手さんか

す。これがダメだと北朝鮮」と言ってやめませんで

がけ、超党派でみんなで作りました。この 万枚の

歩きだしたんです。地元では、私を何度も見かけた

名をしてくれたこともあります。冷暖房付きのスタ

なさんは安心して、せめてＡ４サイズを持ち歩いて

だけは強制的に読ませることができます。

という面識のない人たちからカンパをいただいたこ

ンディング場所のおすすめは、池袋と渋谷のＪＲと

ともあります。

のバッグです。このバッグにチラシと署名用紙を入

ください。一番おすすめは、「アベ政治を許さない！」

天気がよい日、自転車の前面と後ろにプラカード

れて外出すれば簡単に〝ひとりデモ〟ができます。

私鉄の間です。

を貼って買い物に出かけたところ、高尾の駅の近く

歳の男性が一人で観光地の駅前で、天気の悪い

では、前の人に「九条壊すな」を、後ろの人に署名

外出しています。渋谷など大勢の人がいる駅の構内

の署名宣伝のプラカードをくっつけたものを持って

紙を預かってくれます、署名したらここに持ってき

品の店の前で声をかけられたので、この店は署名用

名用紙を渡しました。私がいつも行っている自然食

その場で署名をしてくれた人もいますし、全員に署

私も最初やりましたが、人通りの多い交番の前がお

の都合のいい時間にすぐできます。一人が不安なら、

を集めたと新聞に載っていましたが、一人なら自分

日以外は毎日署名活動をして９３０人以上の署名

ですが、１時間半で７人の方に声をかけられました。

宣伝のプラカードが目に入るように掲げて、読ませ

を変えたらどうなりますか、と質問され、３人の店

あるデパートの婦人服売場に入ったとたん、憲法

紙を置いて協力してくださっています。

もしています。他にも地元で数店がチラシや署名用

店はチラシや署名用紙を注文用紙に折り込み、回収

るようにしています。

員さんに５分間説明し、署名用紙を渡しました。別
の店員さんからも自分のマンションに配りたいと言
われ、チラシを 枚渡したこともあります。

目の前の人がよく読んでくださるんです。１枚読み

訴えるプラカードを膝の上に抱えて座っていると、

が、
「表現の自由があるので、弁護士たちも提げてま

ラカードの持ち込みをやめてほしいと言われました

バスの運転手から「アベ政治を許さない！」のプ

■実践あるのみ、
〝ひとりデモ〟は怖くない

終えたころに、次のプラカードに替える。まるで紙

共謀罪法のとき、電車の中で、共謀罪の危険性を

50

利グッズややり方を紹介します。

きょうは、少人数で署名宣伝活動を行うときの便

人は要りません。

ぐ決められます。横断幕はカートにくくり付ければ

二人なら、明日天気がいいからやってみよう、とす

めの人が出没することが一番効果的だと思います。

あちこちいろんなところ、いろんな時間に署名集

■ポイントは楽しく目立つ宣伝活動

すすめです。

最近は「九条壊すな」と「安倍９条改憲ＮＯ！」

■日常の中であらゆる機会を見つけて
宣伝活動
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てください、と言って署名用紙を渡しました。この

93

2

１ ファイル
これは２３０円で買ったファイルです。中にチラ
シやポスターが入るんですが、落ちません。そして
外側に署名用紙がはさめます。

３ 台所のガス台の油汚れよけ

必ず署名用紙を渡してデモ友にしてしまいましょう。

えて座ってください。署名をしてくださった方には、

ても喜ばれます。

す。これを通りかかった子どもたちにあげると、と

ときに、まるで人数が増えたかのようににぎやかで

一番簡単なのは、どこにでもある透明ファイル（ク

２ クリアーファイル

やわらかくなって、かつ目立ちます。

Ａ３のプラカードになります。赤地に白の文字だと

ことがあり、チラシをポスティングしたときにも言

人に「のぼり旗を持っている人が怖い」と言われた

ドを貼っていて、なかなか人気があります。一般の

です。
私たちの地元の萩生田をおちょくったプラカー

物を入れれば安定します。風船でも付ければ可愛い

けて、周りにプラカードを貼って使います。中に荷

おくと、気づいた人の７割は笑ったり、写真を撮っ

ものをくっつけて、
「アベ人形」として駅頭において

で買えます。このマスクとハンガーに洋服を着せた

「安倍首相のラバーマスク」はインターネット通販

しています。

ショップで買えます。パレードのときにかぶったり

ぬいぐるみの帽子は、新宿駅南口などの３００円

５ ぬいぐるみ、ラバーマスク

リアーファイル）にチラシ（ポスター）をはさめば、

われたことがあります。ですから、へんちくりんで

ていったりします。
１時間に一人くらいは文句を言っ

台所のガス台の油汚れよけを養生テープでくっつ

すぐに宣伝できます。これ

も手作り品で親しみやすいものにしています。

そして、同じファイルにビニールテープを貼れば、

に署名用紙を 枚ほど入れ

てくる人がいます。「安倍さんをこんなことにして！」

もいますが、宣伝効果抜群です。

と言って。私たちの仲間でも気持ち悪いと嫌がる人

のは風船。縛らずに棒にくくりつけるだけだと再利

買えます。東京大学の生協のブックカバーは、 ヵ

若者に宣伝してみませんか。生協では１割引で本が

大学の学食にプラカードを提げてランチに行って、

６ 大学の学食や生協、文房具売場でも
ＥＡＬＤｓの人た

用ができます。Ｓ

楽しく目立つ宣伝活動として、一番てっとり早い

４ 風船

ると、これが署名板になり
ます。これを セット用意
できれば、私一人でも一度
に 人の方に署名していた
だけます。ぶら下げるので

ちがよくたくさん
風船を使って抗議
行動をしています
が、明るくて、い
い感じです。デモ
や集会のときに風
船がいっぱいある
と明るくていいで
すし、人がたくさ

もなどで付けると、音響効果がとてもよくなります。

脚立の上に大きなスピーカー（拡声器）をゴムひ

７ 脚立とスピーカー、ショッピングカート

か書くのはいいと思います。

き用紙に「自衛隊を憲法に加えると戦争になる」と

文房具売場に行くことがあったら、ペンの試し書

う願いを込めて作られました。

まざまな国の留学生に憲法９条を知ってほしいとい

国語に翻訳された憲法９条が印刷されています。さ
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はなく、署名しますという
方に渡して、その方が自分
でこれを持って署名すると
い う や り 方 で す。 ぶ ら 下
げる方式の署名板がなくて
も、署名してもらうための
テーブルがなくても、これ
をいくつも用意しておけば、
一人でも一度にたくさんの

んいるように見え
ます。パレードの

左からプラカードを貼った油汚れよけ、安倍首相のお面とラバーマスク、
ぬいぐるみのかぶり物

10

10

方に署名していただけます。

ファイルの内側にチラシ・ポスター
外側にビニールテープを貼ってプラカードの出来上がり

10

電 車 の 中 で は、 こ れ を 抱

3

脚立はカートに乗せて運べば指一本でも運べます。

です。荷物運びは 歳の女性でもできる方法で行え

担ぐと重いですから、自転車に乗せるのはおすすめ

（拡声器）を自転車に乗せてスピーチをしていました。

私のデモ友が渋谷のデモのときに、大きなスピーカー

4

も簡単にできます。きょうは「キラキラ星」の替え
歌で「アベ政治を許さない」を歌いました。

■本当のことを知れば、
みんな賛同してくれる
チラシは単純明快、やさしく、明るくをモットーに

八王子の仲間で美術大学の出身の方が考案、中心

スで年金減ったし、兵器を買うから税金高くなるし、

せないために忙しいから行かれないの」
「アベノミク

私は営業の電話をかけてきた方などにも「戦争さ

になって制作。みんなで５時間を３回、 時間くら

８ 大型紙芝居

ば、活動が広がります。

80

チラシの受け取りや署名の反応がいいです。情勢に

いかけて制作しました。駅前でこれを行っていると、

すると、
「えー！ いろいろ知らなかった」と言われ

だから野党に投票してね」と数分説明します。そう

私は反戦活動にお金を使っているから買えないの。

本当のことを知れば、みんな私たちの賛同者にな

よって、どんどんセリフを変えています。そのとき

問題から北朝鮮問題、安倍首相とトランプを痛烈に

るんです。そのために、皆さんにお願いがあります。

ます。

皮肉る内容で、思わず見る人が笑う紙芝居。最後は

駅頭宣伝やチラシの文章は、 歳の子どもでもわか

▶八王子のチラシづくりの例

らチラシを配ったら、
かなり受け取ってもらえました。

ます。集会の前を通りかかったお子さんがやりたい

ベルは中古で、 個で１万５０００円くらいで買え

れて、なかなか人気があります。このミュージック

でいます。明るくて可愛いので、若者も参加してく

なったら、「受付に数枚置いてもいい」と電話がかかっ

配付拒否だったマンションが、最近チラシが可愛く

立つチラシのときは格闘技のチラシと言われました。

意味がわからない人が多い。
「アクション」の字が目

一般の人たちに感想を聞くと、
「ＮＯ ＷＡＲ」の

えてチラシの文章を作っています。

うと、怖いと言われてしまいますので、よくよく考

実行委員会でいろいろ考えるのですが、
「共闘」とい

ちは「共闘」という字を使わないようにしています。

読んでくれないので、大事なことだけを書く。私た

さしいイメージで読ませてしまう。たくさん書くと

「怖い」イメージではなく、明るい、可愛い、や

と言って参加してくれたりします。リズムコールを

てきました。例年、成人式の参加者が絶対受け取っ

スピーチもそうです。短く楽しく、わかりやすい

やっていないときも、鳴らしているとにぎやかでい

なります。

色に白い字色にすると、戦争という字もやわらかく

１秒で読ませるようにしています。赤やピンク、水

シは、明るく、可愛く、季節感を取り入れ、太字は

る内容で、簡潔に短くしてください。八王子のチラ

10

てくれなかったのが、今年、ダメで元々と思いなが

を行っています。私たちは「リズムコール」と呼ん

八王子の集会とパレードで、ベルを使ったコール

９ ハンドベル演奏

紙芝居は連絡くだされば、お貸しします。

と声を合わせて終わります。

みんなで「戦争反対！ 安倍政権はいますぐ退陣！」

どきの情勢を反映したセリフを盛り込み、モリカケ

15

いです。ですから、とてもおすすめです。どなたで

20

３ 年 前、 ノ ー

います。

ことを心がけて

撃ったんですよね」って言われたので、
「日本に撃っ

しないと決めたのよ」
。
「北朝鮮が日本にミサイルを

もの人たちを殺して負けたの。それで、もう戦争は

にしたくて、兵隊を送って戦争して、２０００万人

とうございました」
。私は感動してしまったのですが、

ください」
「たくさんお話ししてくださって、ありが

ので、
「じゃあ、このチラシをお母さんたちに渡して

争しないために、何かしたいです」と言ってくれた

世の中で何も知ろうとしない人たちに、なんとか

ベル平和賞の署

メリカにとどくように実験してるの。兵器を売って

興味をもっていただき、本当のことを知っていただ

これは８歳でもわかる内容で話した経験です。

儲けるために、アメリカは戦争を起こすの。昔、ソ

くために、これからもさまざまな工夫をして活動し

私は、きょうはどんな出会いがあるかと楽しみに

連とアメリカが戦争しそうだったけど、話し合うこ

とアメリカが話し合うことで戦争はなくなるのよ」

しながら外出します。諦めずに光に向かっていきま

ていきたいと思います。

と５、
６分説明しました。そして「私も生徒たちも駅

しょう。

んだりして参加してるのよ」と言うと、
「私たちも戦

安倍９条改憲阻止のための取り組み

～地域からの共同を強め、
子どもたちに平和な日本を～

自衛隊の体質を私たちは見抜いておく必要があると

くしておきながら、国民には隠しておく。こういう

でしょうと答えています。アメリカに「忠節」を尽

前で戦争反対の集会で楽器を演奏したり、絵本を読

とでやめたの。北朝鮮は戦争したくないの。北朝鮮

たのでなく、アメリカに攻撃されるのが怖くて、ア

名用紙を政治の
話をしたことの
な い １ ３ ０ 人 に、
おそるおそる友
達 を 失 う 覚 悟 で、
切手を貼った返
信用封筒を同封
して送ったとこ
ろ、 そ う し た ら
２５００筆集ま
り ま し た。 ノ ー
ベル平和賞の署
名 は、 創 価 学 会

思います。

自衛隊の日報が隠されていた。大臣にも報告され

学園町９丁目にありますが、日本列島にある５つの

ります。広大な朝霞駐屯地の正面玄関は練馬区大泉

練馬区内には北町と大泉学園町に自衛隊基地があ

ず、これではシビリアンコントロールとは言えない

方面隊を統合する陸上総隊本部の看板の除幕式が４

大柳武彦 さん

ではないか、と大きな問題になっています。都合の

日前に行われました。地下 メートルの広大な穴を

ねりま９条の会

悪いことは国民に知らせない。あの戦争では、軍が

てあるの？」と質問され、
「安倍総理大臣たちが戦争

な状態なのに、憲法９条に明記されたら、自衛隊は

独走して大きな傷を残しました。今でさえこのよう

自衛隊員が驚いているわけです。もし自衛隊がクー

掘っています。なんでこんなに土が出るんだろう。

ために５つに分かれているのですが、これが一つに

できるようにしたので、安倍政治を許さない。国の

河野統幕議長が訪米した際、米軍高官の質問に対

なるということは、非常に強大な権力をもつという

デターを起こしたときには、他の方面隊が鎮圧する

壊そうとしているから、９条壊すな、戦争反対」と

して、安保関連法は２０１５年８月頃までには通る

モンスターになってしまいます。

最近、小学校２年生の女の子３人に「なんて書い

■出会いを楽しみに、諦めず光に向かって

シをつくって一緒に送る予定です。

３０００万署名は 歳の子どもがわかる内容のチラ

の人でも自民党の支持者でも書いてくれましたから。

みんなでハンドベルの演奏。左右に見えるのは大型紙芝居

ルール、憲法の９番目に戦争をしないと決めたのに

21

10

答えました。
「昔、日本はアジアの国々を日本のもの

5

ことです。
３ヵ月ほど前にこの基地に隣接する大泉学園町
実施、さらに子どもの権利条例をつくれという運動

始まる練馬区長・区議会議員選挙へのアンケートの

しないでくれという。憲法を解さない教師が子ども

を配ると、教師が来て公共の施設だから政治活動を

特に、子どもたちのことについて、一言述べて終

を教育している、恐ろしいことです。

練馬では「戦争法ＮＯ！ねりま実行委員会」とい

わりにしたいと思います。駅頭での話、今年の４月

にも取り組んでいます。

１００名のデモ行進をしました。
「９条守れ、自衛隊

う労働組合や政党も加わる統一組織が３０００万署

どもに話すと、
「えー？ ぼくたちに何しろという

員の命を守れ」と叫びました。わずか６人の世話人

昨日、
「コスタリカの奇蹟」という映画の試写会を

の？」
「いい見本でなく、悪い見本だ」と子どもたち

から小学校に道徳の教科書が使用される、そこには

安倍政権の支持は落ち込んでいますが、改憲への

行いました。映画を見て非常に感動しました。
「無防

も受け止めています。防衛大学の卒業生が自衛隊に

名に取り組んでいますが、９条の会はここに結集し

意気込みは侮れません。私たちは歴史の転換点に

備が最大の防御」という国民一人ひとりの発言の中

残らないのは、殺したり、死んだりするのが嫌だから。

が準備したにもかかわらずの大成功でした。皆自信

立っていると思います。私たち「ねりま９条の会」は、

に、武力はないほうがいいのだ、これこそが憲法９

自衛隊員が死んだら、自衛隊員のなり手がいなくなっ

安倍首相がボブスレーに乗った写真もあるんだと子

自民党が権力とマスコミ、企業、業界、教育機関な

条だという確信をもちました。この「コスタリカの

てきっと徴兵制になるよ、君たちが 歳になったら、

て、共同行動を行っています。

どを総動員し上から改憲を迫るのに対し、地域から、

奇蹟」の上映会をバネにして、３０００万署名の取

なくとも全区民の目に触れてもらうためです。配っ

のチラシ、返信用封筒の全戸配布を始めました、少

きたところです。また、３０００万署名用紙と自前

ろまできました。先月には西大泉にも九条の会がで

と３ヵ所つくれば、練馬全域をほぼ網羅できるとこ

思表示。原因は教育に問題があると思われます。高

のかと思ったら、たんにチラシはいらないという意

というので、改憲に反対しているから大丈夫という

北朝鮮だ」と言われる。学生が「大丈夫ですから」

のような国民が二つある、一つは日本、もう一つは

駅頭で署名を訴えても反応はいま一つ、
「世界で羊

を行ったものです）

テープ起こし原稿に大柳さん本人による加筆・修正

（本稿は、４月７日「九条の会」集会でのスピーチの

てまいりましょう。

さん、この子たちに平和な日本を残すために頑張っ

学生の集団がそろって署名をしてくれています。皆

たらどうする？ とたずねると、
「絶対イヤだ」と中

男の子も女の子も軍隊に入らなければならなくなっ

た数に比例して返ってきていることに確信を深めて

校では政治活動禁止、チラシは受け取るな、悪法も

九条科学者の会

松井安俊 さん
九条科学者の会はフルネームを「九条の会アピー

は現在ほぼ４０００名に達していますが、この間に

同署名を研究者、大学人に広げてきて、賛同者の数

氏による「九条の会アピール」
（２００４年）への賛

会です。会は２００５年３月の発足以来、文化人９

ルを広げる科学者・研究者の会」という、分野別の

います。戸別訪問も始めました、新しい仲間との出

公園のママさんたちにチラシを配って、午前中レ
ストランを借りて「憲法カフェ」を行おうなど、憲
法学習会が無数に開かれています。共同の問題では、
お寺さん、教会、創価学会、立正佼成会、天理教な
どの宗教団体や老人クラブへの申し入れも行ってい
ます。また、練馬区議会への陳情、そして明日から

３０００万統一署名成功へ、
リーフレットを作成・拡散中です

法であると教えられているそうです。門前でチラシ

り組みを強めたいと思っています。

18

会いが生まれています。

の町に九条の会をつくることを目標にしてきて、あ

共同をつくりあげようと取り組んでいます。すべて

を深めました。

に九条の会が誕生しました。そして３月４日には

6

Ｖ オスプレイが私たち

署名を促進する目的で、第４回目のリーフ「自民改

昨年秋から賛同署名者にお願いしている３０００万

名」が全国で取り組まれているもとで、会としても

ない「安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署

作戦の恐ろしい基地に変

であり、横田基地が特殊

種は米空軍の特殊作戦用

せません。しかもこの機

の頭上を飛び回るのは許

衛隊を明文化する改憲の発議を企図し、これを許さ

憲案の４項目はどれも問題だらけ。私たちは安倍改

もオスプレイの飛来・配

貌することになります。

「
『何も変わらない』は本当か？」
、
「改憲は日米支配

備 は 絶 対 に 許 さ な い！

憲、改憲発議に強く反対します！」を発行しました。

層の要求の結節点」
、
「緊急事態条項、合区解消条項、

と７日に緊急抗議集会が横田基地前の福生フレンド

横田にも日本のどこに

物故や異動などの変化もあり、いまは３０００余名

教育条項も問題だらけ」などと、研究者が作ったも

見出しを紹介すると、
「国民の多数は改憲に反対！」
、

の賛同者と緩やかにつながり、ときには、日本科学

を行い、さらには、九条改憲の問題点を宣伝するた

動きに応じた事務局長談話での態度表明や呼びかけ

方にもご参加いただき、また、九条をめぐる時々の

年２回の集会（講演会やシンポジウム）には市民の

向きは、下記へご連絡ください。

量に印刷し、無料で提供していますので、ご希望の

にもきっとお役に立てていただけると思います。大

自分で言うのも変ですが、東京連絡会のみなさん

ありました。撤去の

党から連帯の訴えが

さまざまな団体、政

去の会）
」代表の高橋美枝子さんからの挨拶に続き、

主催の「横田基地の撤去を求める西多摩の会（撤

横田基地に立ち寄る５機は周辺の訓練にかかわり、

めざし、団結がんば

ました。

ろうのこぶしを上げ
事故率が高く、世界でもっとも危険な航空機、Ｃ

配備まで居座ると報道されています。

の運動の高揚と拡大

を採択し、配備撤回

のあと、
「抗議決議」

意と行動計画の発表

んのたたかいの決

九条科学者の会（ＦＡＸ０３─３８１１─８３２０）
（メール

機、約４５０人を配備」と発表したと報じました。

訓練のため５機が今週後半に立ち寄る。今後数年で

オスプレイを今夏に５機、横田基地に配備、
22

めのリーフレットを発行してきました。

前田眞敬 さん

ＣＶ

会事務局長の寉田さ

この春、日本会議の差し金で安倍首相が打ち出し
た改憲案をうけた自民党が九条２項存置のままで自

あきる野９条の会

外務省と防衛省は４月３日、在日米軍が「米空軍

10

４月７日、緊急抗議集会

）
m-office@9-jo-kagaku.jp

会では、賛同署名をすすめるとともに、春と秋の

しています。

シップパークで行われました。主催者が予測した人

横田基地に着陸するオスプレイ

22

のだけあって字が多いというきらいがありますが、

九条科学者の会  

者会議および全国の大学・研究所九条の会とも連携

〠113-0034   東京都文京区湯島 1-9-15  
FAX  03-3811-8320  
E-mail  m-office@9jo-kagaku.jp  

数をはるかに上回る約４３０名が参加するという怒

お申し込みは送付先と部数を記して下記へ	
 

既刊同様のプロによるデザインで、思わず手にとっ

ご希望の方に無料でお届けします。	
 

りあふれる集会となりました。

  

て読みたくなるような仕上がりになりました。

安倍改�憲 NNOO!!   の声をもっと大きく!!!!  
リーフレットを広げましょう!!!!  

オスプレイが首都東京に配備
横田が米空軍の
特殊作戦司令基地に

7

8
★次号のお知らせと原稿募集
56 号（2018 年６月下旬発行）は、６・１大集会の登壇
者のお話を中心に掲載する予定ですが、引き続き各会の
活動、3000 万署名の取り組み状況の原稿を募集いたしま
す。約 600 字～ 1100 字程度で原稿をお寄せください。写
真もありましたら、お送りください。多くの会からのご
寄稿をお待ちしております。原稿をお寄せいただく場合
は、ページ数・紙面構成の都合がありますので、事前に
ご連絡をいただければ幸いです。
また、７月・８月の行事日程がありましたら、ご紹介
いたしますので、お知らせください。
（締め切りは６月 10 日）

★事務局からのお願いとお知らせ

●年額賛同金拠出者拡大へのご協力のお願い

当連絡会は、都内九条の会のネットワークとして、東京での
九条の会運動をさらに広げ、発展させようと頑張っています。
財政基盤確立のためにも年額賛同金拠出者拡大にいっそうのご
協力をお願いいたします。年額賛同金拠出者は、
団体
（九条の会）
も歓迎ですが、できるだけ個人の方々にひろげてくださること
をお願いします。

●春季募金のお願い

６月１日には決起集会を予定しており、現在、準備をすすめ
ているところです。皆様には日頃から何かとご支援・ご協力を
いただき、大変心苦しいのですが、決起集会の資金を賄うため
にも、春季募金をお願いしているところです。６・１決起集会
を成功させ、皆様の活動にいっそうの弾みをつけるためにも、
ご協力のほど、よろしくお願いします。

郵便振替口座：００１８０－６－７６２９６０
口座名：九条の会東京連絡会
●「生きいき憲法」は１部 30 円（送料別）で販売してお
ります。普及にご協力よろしくお願いします。ご注文
は東京連絡会まで
（TEL.03-5812-4495 FAX.03-5812-4496）

2018 年５月以降の主な日程

◆４月 29 日（日）14 時～（板橋）
安倍９条改憲ＮＯ！板橋大集会 場所：板橋平和公園
◆５月３日（木・休）11 時～（有明）
９条改憲ＮＯ！平和といのちと人権を！ ５・３憲法集会 2018
会場：有明防災公園（東京臨海広域防災公園）
主催：５・３憲法集会実行委員会 共催：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
◆５月 10 日（木）18 時 30 分～
国会前行動（予定）総がかり行動実行委員会
◆５月 11 日（金）18 時 30 分～（池袋）
学習会「変わるべきは何か 憲法９条と北朝鮮」
講師：太田昌克さん（共同通信編集委員）
会場：ＩＫＥ・Ｂｉｚとしま産業振興プラザ 主催：城北法律事務所
◆５月 12 日（土）14 時～
沖縄はあきらめない 稲嶺進前名護市長との交流のつどい
会場：文京区民センター・３Ａ会議室 主催：日本平和委員会
◆５月 12 日（土）13 時～
憲法改正と国民投票 パネルディスカッション
パネリスト：愛敬浩二さん、伊藤真さん、本間龍さん
会場：弁護士会館２Ｆ
◆５月 14 日（月）18 時～
九条の会東京連絡会５月懇談会 会場：文京区民センター・２Ａ会議室
◆５月 17 日（木）18 時 30 分～
国会前行動（予定）総がかり行動実行委員会
◆５月 19 日（土） 19 日行動（時間未定）総がかり行動実行委員会
◆５月 21 日（月）16 時～
宗教家と市民がともに学ぶ 講演のつどい
「平和・憲法・アベ政治」 講師：浜 矩子さん（経済学者）
会場：日蓮宗常圓寺・祖師堂地下ホール

◆５月 22 日（火）18 時 30 分～（北千住）
「奴らを通すな！ノーパサラン」集会
〔クロストーク〕──今、改憲を許さないために何をすべきか？──
小森陽一さん（九条の会事務局長・東京大学教授）
橘 秀樹さん（大学講師・社会学博士、千住九条の会世話人）
白神優理子さん（弁護士・八王子合同法律事務所）
元山仁士郎（元ＳＥＡＬＤｓ琉球 新外交イニシアティブ事務局スタッフ）
馬場ゆきの（未来のための公共）
〔文化イベント〕
「日本国憲法前文・第９条」群読
フォルクローレ ミニライブ
会場：東京芸術センター 21 階「天空劇場」 参加費：無料
主催：千住九条の会、東京民医連東部東葛ブロック
共催：９条の会足立連絡会 連絡先：090-6953-7144（中田）
◆５月 23 日（水）
（中野）「コスタリカの奇蹟」上映会
第１回 13 時 30 分～ 第２回 16 時～ 第３回 19 時～
会場：なかのＺＥＲＯ 小ホール 入場料：1000 円（大学生以下 500 円）
共催：中野革新懇、三多摩革新懇、東京革新懇
後援：全国革新懇 協賛：九条の会東京連絡会
◆５月 24 日（木）18 時 30 分～
国会前行動（予定）総がかり行動実行委員会
◆５月 26 日（土）13 時～（開場 12 時 30 分）
憲法フェスティバル・子どもたちの未来と憲法
出演者：川口 創さん、平松知子さん、青木 理さん、菅野朋子さん
会場：ニッショーホール 参加券：前売 1700 円／当日 2200 円
主催：憲法フェスティバル実行委員会
◆５月 31 日（木）18 時 30 分～
国会前行動（予定）総がかり行動実行委員会
◆６月１日（金）
「戦争する国ゴメン。
」６・１大集会
主催：九条の会東京連絡会
◆６月５日（火）夜 オスプレイ配備反対集会（詳細は未定）

九 条 の 会 東 京 連 絡 会 〒 113-0034 東 京 都 文 京 区 湯 島 1-12- ５ 小 安 ビ ル ６ Ｆ TEL 03-5812-4495
FAX 03-5812-4496 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.9jo-tokyo.jp メ ー ル ア ド レ ス：mail9jotokyo@iris.ocn.ne.jp

