
 

 

 

  ◍今回も南部九条の会として展示を行います 
                 

 

 

 

 

 

 

北朝鮮情勢、安全保障関係にも詳しい現役の新聞記者の 

話を聞き、話し合おうという集いを 

市内の地域９条の会共催で企画しました。 

お近くの方を誘って ぜひご参加ください‼ 

 

◎講師：半田滋さん （東京新聞・編集委員） 

◎日時：2017.10.28 1時 30分～4時まで 

◎場所：リフレッシュプラザ柏 3 階会議室  

 

●アメリカ・トランプが、「北朝鮮を完全な破壊」と国連で言えば、北朝鮮・金正恩は「歴代最も

暴悪な宣戦布告」「史上最高の超強行対応措置を断行」と危険な武力衝突の可能性含んだ

激しい応酬をしています。一方、安倍首相は、「対話の時期は終わった。圧力だ」とアメリカの

武力行動を促すかのような発言をしています。 ●北朝鮮の無謀な挑発にかこつけ、防衛 

予算増大は正しいのか？ ●安倍首相は、臨時国会の冒頭に衆議院を解散する意向です

が、審議が一切行われず、「仕事人内閣」の各大臣が国会で答弁することなく解散・総選挙

が行われることになります。冒頭解散は、国民に「丁寧に説明」と口にしていたのに、「森友・

加計」問題の疑惑を隠すためと疑われても仕方がないでしょう。 ●資料を隠して、国民に「国

有地の８億円値引き」の真相を説明しなかった役人が国税庁長官に昇進するこの不思議？  

   

 
 

安倍首相は 9月 25日 「28日開催の臨時国会で冒頭解散」を表明しました。 

④ 
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①  

安倍晋三首相の暴挙 ‼   大義ない解散を強行！ 

1955（昭和 30）年栃木

県宇都宮市生まれ。下

野新聞社を経て、1991

年中日新聞社入社、現

在まで東京新聞編集局

社会部勤務。1992年

より防衛庁取材を担当

し、長期にわたり自衛隊

の権限や活動について

見続けてきた。米国、ロ

シア、韓国、カンボジ

ア、イラクなど海外にお

ける自衛隊の活動も現

地で取材。 

新聞や月刊誌に論考を

多数発表している。長

期にわたり、自衛隊を

見続けてきた。米国、ロ

シア、韓国、カンボジ

ア、イラクなど海外にお

ける自衛隊の活動も現

地にて取材。 

半田滋さん 

1955 年栃木県

うまれ 

安倍首相は「首相の職権乱用の疑いあり」と言われている森友・加計問題の追及を必死に逃れてきました。この解散は

「自己保身・延命」を策した大義ない解散です。焦眉の課題である北朝鮮問題の解決努力、台風被害者への救援対策を放

り出し、内閣支持率の僅かな回復傾向、民進党の混乱、小池新党の体制の未確立を好機ととらえ解散を強行しました。 

今月 22日が投開票日、安倍政治をやめさせ 9条を守るため、野党共闘を実現しましよう！ 

http://kashiwananbu9jyo.main.jp/
mailto:hakunan9jyou@gmail.com


②  

『安倍９条改憲 NO！３,０００万署名 全国市民アクション』 が発足 
安倍首相は、９条１，２項を残し、３項に自衛隊を書き込むという新たな改憲の提言をしてきました。これは災害救助活動

における自衛隊への国民の信頼を利用し軍隊として明記し９条を変質しようとするものだと思います。 

９月８日、発足集会が東京で行われ、各界から３,０００名が集まりました。九条の会も加わり３,０００万署名に取り組みます。

「柏市南部９条の会」でも、来年５月の憲法記念日を目標に積極的に取り組んでいきます。ご協力お願いします。 

『核兵器禁止条約』の署名が国連本部で始まりました。 
今年７月、国連で１２２か国の賛成で『核兵器禁止条約』が決議されました。日本は、「アメリカの核の傘」で守られていると

棄権しましたが、自国の政府の参加を求める世界的な署名運動（平和の波行動）が始まっており、５０を超える国々はすで

に署名しています。締結・署名が終わると９０日後には条約は発効します。 

広島・長崎で原爆の洗礼にあった唯一の被爆国である日本こそ、「核兵器のない世界実現」の先頭に立つ義務がありま

す。核と人間は共存できません。被爆者国際署名に私たち「柏市南部９条の会」も積極的に取り組みたいと考えています。 

 

９・１９を忘れない！ 
     国会前集会の報告 

定例の１９日行動を柏駅東口デッキで行い、終了後国会前集会に参

加しました。２年前の ９月１９日戦争法が強行採決されてから、国会前と

全国で１９日行動は続けられています。 

  会場は１０，５００人の人であふれ、９月２８日臨時国会冒頭解散の暴

挙が伝えられる中、 民進党、共産党、自由党、社民党から「安倍政権を

力を合わせて倒そう」との 発言が続きました。市民の側も、戦争法に反対するママの会、学者の会、戦争法違憲訴 訟弁護

団等から発言があり「野党共闘で選挙に勝とう」と訴えていました。久し振りに国会前の集会に参加し、元気をもらって帰って

来ました。  （鈴木雄滋 ： 藤心） 

今年も戦争展に展示参加しました。 
8月 5日～8日まで、パレット柏で。 
講演は山口二郎法政大学教授 
 

◎戦争展・展示内容概要（南部 9条の会）     

戦争できる国の形へ、階段を 1段１段と登っている現状を、著

名人の発言と写真で可視化したもので、約 2,000名の方に共感

をもって見ていただきました。「安倍政権になってから、どんなに危

険な法律が成立したか、どんなに理不尽な政治が行われてきた

か」を、まとめ展示物にしました。 

安倍首相はお得意の友達を集めた「なんとか
．．．．

審議会」の答申

を政策の根拠にしています。「忖度・友達政治」の所以です。  

１．教育基本法の改悪  2006年 12月                                              

第一次安倍政権の会期末に、「国家に恭順する人間作りは教育から」という考えから、教育基本法改定は 1 丁目 1 番地

との従来からの安倍さんの考え方を実行するために採決を強行しました。 

２．特定秘密保護法  2013.12.6   ３．戦争法（安保法制） 2015.9.19  ４．共謀罪法  2017.6・１

５ 安倍首相、憲法改変の加速を表明 （①憲法 9条に 3項に自衛隊を明記する    

 ②2020年新憲法の施行  ③今年中に改憲案を自民党で取りまとめるよう指示） 

６．市民連合誕生と発展 

 
 

枠
線
は
消
す 

ニュース 

◎１７年戦争展・講演  法政大学・山口二郎教授 

「政治危機と私たちの選択 ――憲法と民主主義を守る大結集を――」 

http://4.bp.blogspot.com/-7zmw2S9L_Tc/VMItm5AFGaI/AAAAAAAAqv4/F0ocVz_Twjg/s800/sensou_senjou.png


り殺害されている。こうした現実から、どうしても核兵器とその

運搬手段である長距離ミサイルを持たない限り、対等の交渉 

ができず、彼らと同じ運命をたどるしかないと実感し、その実 

③  

 アベ化（反知性）が進む世界と日本 

自己愛が強く幼児的なリーダーで答弁席から「早く質問しろ」「ヤジを飛ばすな」と自

らはヤジを飛ばす、批判にはすぐ怒り、答弁内容はウソとでたらめ、ウソがばれても恥じ

らいもない、それを官僚が取り繕う。こんな状況を「アベ化(反知性)」と名付けて、世界

と日本がアベ化していると、山口さんは主張。 

安倍政権は、日本を、戦争をできる国にしてしまい、秘密保護法や共謀罪法で国民を監視、メディアを抑圧し情報を知らさな

いで国民を同じ方向を向かせようとしています。 さらに、美辞麗句は並べるが、政策や政治の根拠・結果を説明はしない。PKO

支援にかこつけ「駆けつけ警護」で武器使用を可能にし、現地日誌を廃棄、稲田防衛相の答弁不能も擁護。オリンピックにかこ

つけ、テロ対策として共謀罪を成立させ、国民の不安を増大させています。 

また、働き方改革と言いながら財界の要請にこたえる人間軽視の「残業代ゼロ」法を狙う。加計学園・森友学園忖度疑惑のよ

うに、お友達優遇政治の横行、安倍自民党の政治の私物化が目立ち、官僚も「全体への奉仕者から自民党奉仕者」へ堕落し、

あるものをなかったことにするなど政府内部の規律は崩壊しています。 

野党の意見・要望を数の力で潰して議会政治を壊し専制政治化を招いています。 

これからの戦いをどう構築するかについて 

「安倍政治を疑うという民意のトレンド」「政治の私物化を許さないという旗印」は反転攻勢に有効であり、改憲阻止勢力の3分

の１から、2分の 1（政権交代）へ目標を上げるなどが考えられる。その上で、選挙に勝つには 

① 野党と市民の結集を進める                                                         

民進党は生き残りをかけ野党協力に一層踏込み、受け皿を作れば市民の支持は集まる。野党、市民、労働組合による

受け皿の結成が進むかどうかで勝敗を分ける。 

② 新潟県知事選、仙台市長選選挙で明らかになったように、市民共同が中核の候補者は支持され、脱原発について明確な

方針を提示するなど争点が明らかにすれば、投票率は上がり、市民を代弁する候補が得票することが出来る。 

 

また、改憲反対運動の進め方として、希望を見出すことが重要であり、9条 3項「加憲」は、自民党側の議論の蓄積を無視し、

護憲側・野党の分裂を誘発しようとしていることから、改憲議論の入り口で反対し、野党分断の仕掛けに乗らないこと、特に、国政

選挙と同時になると自民党などはお金を潤沢に使う。金権改憲を防ぐことが重要と山口先生は強調。    （終） 

 

 

今こそ対話を‼ 
北朝鮮のミサイル発射に思うこと 
        村川五郎 （つくしが丘） 

 

9月 15日早朝北朝鮮による火星 12号発射のニュースが流

れ、国連安保理事会の全員一致の決議が採択された直後のこ

とで、その反響は大きかった。 なぜ北朝鮮は核とミサイルの

開発に執着するのか？ 

それはこの国が大戦後の激しい米ソの冷戦の中で生まれ、

そして 1950年から 1953年に及ぶ朝鮮戦争を戦ったことを

抜きにしては考えられない。（朝鮮戦争は当時の金日成が

ソ連のスターリンの承認のもとに引き起こした）1953年に現 

在の休戦ラインを挟んで休戦協定が成立し、その中で 3 か

月以内に全ての外国軍は撤収し、速やかに平和的解決の

ための協議を行うことが明記されたにもかかわらず、米国と

当時の韓国の李承晩は米韓相互防衛条約を締結し、今日

に至るまで駐留を続け、平和条約も結ばれていない。

  

 

 

いま  

 思う 

能登・白米千枚田 
（しろよねせんまいだ） 

北朝鮮の目指すもの 

以来、北朝鮮と米国の敵対関係は全く改善されていな

い。その間米国によるテロ国家指定、イラクのフセイン、リビ

アのカダフィイ等の独裁者がいづれも米国の軍事攻撃によ

り  

 



④  

現に執念を燃やすことになったと考えられる。核とミサイルを 

持つことを米国と、自国と自身の安全の保障について「対等 

に」交渉するための盾と考えている。 

彼は戦争を望んでいるのではなく対等の立場での対話を

望んでいると考えるのは好意的に過ぎるだろうか。 

 

 

 9 月 15 日朝ミサイル発射 3 分後に全国の広い範囲に

J-アラートが鳴り響き交通機関が止まったり多くの学校が

休校したりした。その時点では、ミサイルの向かう方向も

高度も全て識別されていたのである。高度は 500ｋｍ以

上の成層圏(領空外)で、進路は津軽海峡と分かってい

ながら、なぜあのような大規模な警報を発令して混乱を

招いたのか？同日の T.V のワイドショウで、或る軍事評論

家が、事故の起きる確率から言えばオスプレイの飛行時

に J-アラートを発令すべきだと発言し、全員苦笑しながら

うなずいていた。 

北朝鮮が「挑発」を強めれば強めるほど安倍政権は危 

  

機を煽り政権の求心力の強化に利用し、一方米国の言う

がまゝに無用の長物とも思える高額の兵器を言い値で買

わされて、日本の防衛予算が過去最大に膨張する原因

となっている。 

 今朝のマスコミ報道では一斉に政権が国会の早期解

散を決意したと報じているが、国民の関心を最大限北朝

鮮に向けて最大の弱味である森友・加計問題に煙幕を

張り、その間に総選挙を行い、一気に憲法改悪を実現さ

せたいという野望が丸見えである。私たちは国際世論とと

もに北朝鮮問題を対話による平和的解決に導き安倍政

権の野望を封じなければならない。

 

戦死した兄からの遺言 

    山脇茂弘  （藤心） 

 

次兄は、終戦間際の昭和20年7月27日の空襲によ

り瀬戸内海音戸沖で軍艦伊勢に乗っていて23歳で戦

死した。私の少ない記憶の中では、木製の機関車の玩具を

買って来てくれたり、海軍から休暇で帰って来た時、軍足に

砂糖を詰めて持ち帰り手のひらにのせてくれ「舐めてみろ」と

優しい兄だった。 

母は、昭和30～40年頃、上京の度に、次兄が祀られて

いると靖国神社へお参りした。私はその都度「戦死した息子

に会いに行く」という母を案内した。長い時間神殿の前で手

をあわせ、目頭を拭いていた。20歳を過ぎたばかりで散って、

石ころ一個になって白木の箱で帰って来た息子の短い生命 

を絶対忘れまいと、心へ刻み込む行動だったのだろう。 

靖国神社は 1978年（昭和 53年）、A級戦犯を合祀した。

戦争を起こした人間と犠牲になった多くの一般兵士が一緒

くたに祀られていること

になってしまった。 

今年も多くの自民党 

を中心とする国会議員

の先生方が参拝・玉ぐ 

 

 

 

し料を奉納している。「英霊に対して、哀悼の誠を捧げる」と

いう思いに文句を言うつもりはない。  

しかし、アジア地域で２,０００万をこえる人々を死なせてし

まい、すべての国民を戦争に駆り立て導き300万人を超え

る一般国民・軍人を死なせた張本人たち（「指導者」）と「戦

争の犠牲者である兵士」を一括りにし、国の指導者がお参り

されることに、大変な違和感と疑問を持っている。歴史から

学ばない国民と言われても仕方がないのではないか。 

７月、息子に誘われ７７歳を前に人生最後の墓参りにな

るかもしれないと、広島の田舎へ行った。今は、限界集落と

言われる山里の生家には住む者はいない。お墓に手を合わ

せながら、昔、母が私を仏壇の前に座らせお経を上げなが

ら「戦争はいけん、戦争はいけん」と、私に向けてか、独り言

なのか言っていたのを思い出した。 

母や兄たちが死んで、私に特別弔慰金をもらう資格があ

ると役所から連絡があり、どうしたものかと迷ったが、兄の

「戦争は絶対に許されない」という怒りの遺言だと受け止め、

私の心の中に戦争の悲惨さを、ひと時も忘れないために申

請した 

会費・カンパのお願い ： わたしたちの 9条の会は会費とカンパで運営しています。ぜひ、入会いただき、強力な支援をお願い申し上げます。 

＊平和への思いに定年はありません。体調が万全でなく、集いに参加できない方も是非世話人へ思いをお寄せください。 

サルナシ、ブルーベリー、 
ヤマボウシの実、栗     

③  

米国を煽り、緊張激化を政権のスキャンダル隠し 

と権力強化に利用する安倍政権 

 

曼殊沙華（彼岸花）：不思議な形の花である 


