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「総会、講演と対話・交流の集い」を行いました 

 
2015年 3月 29日、光ヶ丘近隣センターで、1部：総会、 2部：記念講演 

（山田敬男さん「戦後 70年 今の時代をどう考えるか」）、3部：意見交流の内容で 

開催しました。開会前には小山さんのアコーデオン、高橋さんの歌唱指導でうたを

歌いました。 

総会では、渡邉代表が情勢、実施事項、今年度の計画、新世話人の説明・提

案を、村川さんが会計報告しました。 

渡邉代表から、今後、1年～1年半、憲法を変えてしまうか、その手前で止められるかの正念場を迎える。自民党は

「いきなり 9条を変えるのは難しい。環境権・緊急事態条項など、公明党などと妥協できるものをとりあえず変え、『国民

の改憲なれ』を狙い、その後 9条改悪などをめざす 2段構えでやってくる」「憲法守れ、戦争をしてはダメだ」の声は非

常に大きい。地域でも改憲反対の強い考えを一つにまとめて行こう と反対行動の重要性・緊急性を訴えました。 

参加者 ： ２７名 

 
山田敬男さんの講演概要 
 

◎集団的自衛権の行使容認と安保法制 
いま、安倍政権は、自衛隊の海外派兵を限りなく可能にし、日本を海外

で戦争する国に根本から転換しようとしています。会期延長しても今国会

で安保法制（関連法案）を通し、国民投票を来年の秋までに実施すると言

っており、今後１～２年が歴史の大きな転換点になります。 

周辺事態法（1999制定）から周辺という地理的概念を取り払い、また、

恒久法を制定し、米軍への自衛隊の後方支援を世界の裏側の戦闘地域

においても、自衛隊の活動を、何時でも可能にしようとしています。そのた

め、自衛隊員が、殺し殺されるという劇的な変化が生まれます。 

自衛隊員周辺でも、父親が「息子は、第一空挺団にいるが、9条に守ら

れ戦争をしないということで入隊した。約束が違う」と 辞めるよう勧め 

るなど不安が広がっています。 

 また、アメリカなどに先制攻撃であっても、武力行使が発生し、それによりわが国の存立が脅かされると政府が判断す

れば、集団的自衛権行使・武力行使ができるという法的改定をやろうとしているのです。（自国を守るための専守防衛ではなく

なる）         ＊第一空挺団 ： 習志野にある戦闘行為があれば、真っ先に駆けつけパラシュートで殴りこみをかける精鋭部隊 

 

◎防衛政策の転換とガイドラインの再改定 

 アフガニスタンでもイラクでも、戦争では暴力の連鎖は断ち切れない事は、すでに証明ずみです。日本は、2万人以上 

イラク戦争に派兵したが 9条のおかげで戦闘行為に参加出来ないため、一人も死んでいないし殺していないのです。 

戦後 70年の間に 78年と 97年に、日米防衛協力指針（ガイドライン）がつくられ、日米同盟が公然と強化され、憲 

法を変えなければいけない既成事実が出来あがっている。世界の中の日米同盟が言われ、日本有事（周辺有事に限

定）から世界の有事に対応するように性格を変えてきたが、アメリカの世界戦略に「従属的軍事大国」として、世界一の

軍事大国・アメリカと「戦争しないと宣言した（9条）日本」が共通の戦略目標をもつ（アメリカと肩を並べて一緒に戦争す

る）という矛盾した状況になっています。 

基盤的防衛構想（専守防衛）をやめ、動的防衛構想に転換する海外の活動を重視する、更に敵の基地を攻撃する

能力を強める。アメリカと一緒になって殴りこみの訓練をやったり、極めて攻撃的な性格を自衛隊に与えている。こうし

た構想を背景に史上最高の防衛予算が組まれています 

 

◎安倍内閣と日本会議 

① 

憲法改定を国民に一度味わってもらおう、そ

んなに怖いものではない。二回目以降は少

し難しいことをやっていく。(自民党憲法改正

推進本部事務局長・磯崎陽輔） 

開会前のうたごえ（小山さん高橋さん）
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   戦後初めての「極右」的政権で、政権の中枢を「日本会議国会議員懇談会」「神道政治連盟国会議員懇談会」

（靖国派） のメンバーが占めています。復古主義と新自由主義が癒着した「国づくり」が暴走しています。特に日本

会議は右翼の総本山で、「皇室を中心とする民族の一体観」「日本の感性を育む教育の創造」を主張し、更に「国

際社会に通用する安全保障政策として集団的自衛権の行使」、新しい憲法の創設、先の戦争が自存自衛の戦争

であったとの歴史認識、などを主張していますが、これらの運動の中心が安倍さんなのです。日本国民が戦後初め

て、こういう極右的政権の下に置かれているという事態になっているのです。 

良心的保守層の中で大変な不安と批判が広がっています。沖縄、憲法、TPP、原発で、保革を超えた共同が生

まれ、野中、古賀、山崎、河野さんも安保法制を「とんでもない暴挙」と批判し、不安を表明しています。 

 

◎戦後 70年と歴史認識問題 

 河野談話、村山談話の見直しに、アジア諸国やアメリカからも批判が噴出していますが、河野談話の慰安婦問題は 

「暴力的に拉致されたかどうか」ではない。この問題の核心は「軍管理の慰安所の中で、自由を奪われた女性たちが性

奴隷の扱いを受けた」 ということなのです。村山談話の「国策を誤って・・・多大な迷惑をかけた・・・」については、安倍

さんは「全体として引き継ぐ」と言うだけで、殆ど触れていません。侵略戦争と植民地支配など歴史認識の問題は、国

民の側にも未熟さがあり充分克服できていないと思われます。戦争だから仕方がない・・・と反省が深まっていかなかっ

たことも大きく影響している。若い人も、ゲームではないリアルな戦争体験を知ることが重要だと思います。 

 

◎社会運動の前進と国民的共同 

◎いま、求められているものはなにか 

  ・アジアの平和の中で、日本の問題を考える 

・歴史の激動に向き合うナチスドイツは、当時としては民主的なワイマール憲法のもとで生まれたが、「東京（日本） 

 は「ワイマール」下のドイツではないと言えないような、平和憲法下でありながら極右政権が暴走しています。 

・憲法と安保に強い活動家集団を作っていくことが重要です。加藤周一さんが言った「詩人の心」「ラディカルな論 

理」「行動する知性派」をめざすことが必要です。 

 

（山田敬男先生から謝罪のメールがありました） 

実は 3月 21－22日に私どもの全国会議があり、その準備で殺人的忙しさになり、体調を崩し、風邪を引いてしまいました。その

ため、十分に準備もできず、当日の時間配分も悪くなり、討論時間を保障できず、皆さんにご迷惑をかけてしまいました。本当に申

し訳ないと思っています。 
 
アンケートから（15.3.29） 
（60代女性） 

公務員の憲法尊重義務（99条）などを使った「攻撃的な 9条守れ」の闘い、みんなで考えたい。 

山田先生のお話しは、分かり易くて良かった。 

いま、闘いが急がれている時ですが、たまには交流やおでかけして、もっと会員同士親しくなれると良い。 

 

（上野英子 70代） 

今日の話は大変勉強になりました。よかったけれど、ちょっと難しかったです。折角の講演なので、もっと人数を集めた

方が良い。（手分けして電話をするなり、チラシをまいたり・・・） 

行動は、増尾か逆井に集合して、みんなで「戦争反対」のシュプレヒコールをしながら、歩いてまわるとか・・・、なかなか

日比谷など行けないので・・・。 

 

（土井八郎 70代） 

最近の安倍内閣の右寄りの考えに、非常に心配しています。戦前の人たちもこの様に感じた時期があったのかなーと

思っています。現在の人たちは、このピンチを感じているだろうか？ マスコミは、私たちを助けるだろうか？ 市民運動

は起こせるのだろうか？ 今日のような集いが、広がるよう願っています。 

 

（佐藤洋二 70代東中新宿） 

―戸別のチラシを見て参加した。つどいは良かった。 

 

（氏名不明 60代） 

大変勉強になりました。ありがとうございました。 

私は広島生まれで、戦争は絶対嫌だと思い続けていました。この会の発展を祈っております。 

友人にさそわれて参加した。つどいは良かった。講演、話し合いを主にしてほしい。 

② 

https://www.9-jo.jp/index/140926poster.pdf


（杉野昌扶） 

講演の時間を 1時間以内にして、会員の話し合い及び質疑応答の時間を多く持ちたい。 

会報を見て参加した。 

 

（80代 ） 

今日の講演は、もっともな内容でその通りだと思いました。私たちは、もっとまとまった知識を勉強しないといけないと痛

感しました。これからも機会があればこのような会に出席したいと思います。会報を見て参加。講演・つどいも良かった。 

 

（竹村憲子 世話人） 

県議選の真っただ中であり、人数的に集まりが少なかったのが、残念。多くの人々に聞かせてあげたい良い講演でした。

櫻井よしこの無知に騙されてはいけない。騙されない市民を増やしていくため、一人一人が想像力、思考力をフルに働

かせ、多くの人たちに、正しいことをしらせる努力が大切だと思います。 

平和運動には資金が必要ですから、カンパは事務連絡で訴え、講演の最後でも休憩時間でも、一言訴えがあったら集

まると思う。 

 

（山脇茂弘 藤心 70代 世話人） 

安倍さんは、戦争へまっしぐら。軍備をもって何を解決しようとしているのでしょう？ なぜ、こんなに戦争したいのか、ま

た、かつて日本がやった侵略、植民地支配など、歴史的事実をどうして、なかったことにしようとするのか、どうしても理

解できません。戦中・戦後に大変苦しい思いをした事実を無かったことには出来ないのに・・と感じます。 

先生のお話しで、いま私たちは、後から来る世代に、「平和を保持する戦後責任」を負っているのだと、いうことが実感と

して理解できました。私自身、九条の会運動に参加した理由がそこにあると考えています。 

 

 
２01５ かしわ市民憲法集会  5 月 3 日 
・5月３日、アミュゼ柏で 2015年かしわ市民憲法集会が開催されました。柏市内在住のヴァオリニス 

 ト西尾優子さんのアメイジンググレースなど馴染みの曲で、心が洗われるような集会の開会。 

・「子どもたちが平和に生きられるために」と題するアーサービナードさんの講演は、日本国憲法は過 

去、戦争に参加させない力を持ってきた、生きたすばらしい憲法であること。「9条があるから戦争は 

だめ」のように、境目を明確にして来たが、安倍総理はアメリカへの従属を約束しアメリカとの境目 

 も無くしてきている。アメリカの戦争に金も出し兵士も出すことになる。などと日米軍事同盟の危険性 

を指摘。辺野古を認めると「アメリカの要求に応えなければいけない次」がある、と警告も。 

自らの日本に対する関心を持つようになった経緯を交え、日米同盟という難しい話を分かり易い言 

葉で話されました。 

＊集会は、帰られた方を含め、100人以上もの方々が入場できず、舞台、会場外廊下に椅子を用意するなど大盛況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世話人になります、どうぞよろしく      鈴木雄滋（藤心） 

私が南部９条の会の活動に初めて参加したのは、２０１１年６月に藤心近隣センターで行われた原

発事故に関する講演会でした。当時、知人から借りた放射線検知器で庭を計測したところ、雨とい

の下で３．６マイクロシーベルトを記録し、大変な状況だと感じていました。講演内容は大変参考に

なり、核の平和利用と言われていた原発も、核兵器同様認めるわけにはいかないと思いました。 

いま  

 思う 

  ③ 

  

 

 
・西尾優子さんの舞台上
にも参加者。 

・会場いっぱいの参加者。 
・廊下にも。 
・アーサービナードさん。 

しかし、在職中は地域に出て行く事がなかなか出来ず、その後の南部９条の会の催しにも参加しませんでした。 

それでも、会員の皆さんは我が家のポストに会報を入れ続けてくれました。 

その間、第２次安倍政権の誕生により自民党は一気に極右化し、原発問題だけでなく憲法をないがしろにし、 



集団的自衛権まで閣議決定するに至りました。 

 昨年６月退職を機会に会員の皆さんの熱意に応える為と、なんとしても９条を守る為に南部

９条の会へ参加する事を決めました。 

 人類は自分の一族や地域や国の利益の為に戦を続けてきました。日本も含め戦をする兵士

は英雄で各国に戦記物語や英雄詩があります。しかし現代は合戦の時代ではありません。先の大戦で示された様に現

代の戦争では兵士も民間人も区別なく虐殺されます。 

 その事をもっとも身にしみて受け止めたのは、中国を侵略し果てしない消耗戦に持ち込まれ、アメリカとは玉砕戦と、

大空襲と原爆を強いられた日本人です。二度と加害者にも被害者にも成りたくないと九条を守り続けてきたのです。 

私の気持ちも同じです。 

 先日安倍総理が、世界のはてまでアメリカの戦争に協力すると宣言した事は、絶対に認められません。 

 これから世話人ということなので、どれだけ出来るか、自信はありませんが、しっかりやるつもりです。 

 

 

   

                         

 
 

◎第二回 ピースパレード  5 月 17 日 午後２時   

 ・第２回目は 5月 17日（日）  会場から駅東口までパレード （パレード出発午後２時３０分）。 

・集合場所：柏市西口第一公園（汽車ポッポ公園）  ・時間：午後２時から４時解散 

・第一回では、沿道の人達から「集団的自衛権容認の閣議決定不当！」など応援の声が掛かりました。 

 

  ◎10 周年記念行事 
・柏市南部 9条の会は、2005年 5月 3日誕生しました。今年は 10周年に当たります。記念行事を、11月 3日に行うよう 

内容、会場等検討中です。1周年記念行事と同じ高遠菜穂子さんの講演依頼を模索しています。 

 

 

◎ 5月 3日（憲法記念日）の各地の行動 
 ・日本国憲法の施行から 68 年。日本各地で「戦争立法」許すなの集会が開かれました。 

・横浜・臨港パークで開かれた「平和といのちと人権を！ ５・３憲法集会」には 3万を超える 

  人たちが参加。大江健三郎氏は、安倍首相が米国議会で演説した「米国の戦争の力強 

  いパートナー」にふれ「日本国民は承認、賛同していない。それを明確に言う必要がある」と 

日米同盟強化を約束した安倍首相発言の不当性を指摘しました。 
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◎9 の日行動 

・毎月９日午後、南柏駅で宣伝行動を行っています。 ・６月は 4時から 5時の予定です。 

・マイクによる平和・護憲呼びかけ、ビラの配布、署名などを行っています。 

  （行動責任者：高橋徹也 04-7173-0941）  

 
松

作：松田まさる（西山） 

 

お願い ◎年会費（500円/年）で会の運営をしています。会費の納入にご協力ください。            

◎会員でない方は、是非会員になって、会の活発な活動にお力添え下さい。 
④ 

◎九条の会事務局からの訴えと提案＆緊急学習会 5 月 16 日（土） 
九条の会では、9条をめぐる情勢が「憲法 9条が存亡の岐路に立っている」と、緊急学習会を開催、参加をよびかけていま

す。参加できる方は、ぜひ参加して下さい。参加できる方は世話人までご連絡ください。 

 

緊急学習会『日米ガイドラインと戦争法案』        九条の会事務局主催 

                  報告者 愛敬浩二さん、小沢隆一さん 

        ・5 月 16 日 13：30～16：30（13：20開場） 
        ・東京仕事センター講堂《飯田橋駅より徒歩 8分》  会費：1000 円 
  
（15.5.1 事務局からの訴えと提案の冒頭の一部から） 

安倍政権は、自衛隊をいつでもどこへでも派兵しアメリカの戦争に加担できるようにする「戦争立法」を、この 5月中旬にも、国会

に提出することを決めました。万一この戦争立法が通るようなことがあれば、憲法 9条の下で戦後一貫して自民党政権といえども

崩すことのできなかった『海外でふたたび戦争しない国』という外交の原則を覆す戦後日本の進路の根本的な転換となります。 

具体的な行動の一つとして緊急に学習会を開催します。ぜひお知り合いに広めて下さい。戦争立法をなんとしても止めましょう 

多くの皆さんの参加をお待ちしています。  

            


