
 

 

 

 

 

 

 

「平和の時代」を 次世代に… 
あらたな決意で参院選に臨もう！  
 

戦後 74年、戦争がない時代を支えたのは紛れもなく憲

法 9 条の持つ力でした。かつての戦争で日本はアジアの

人々2千万人、日本人320万人の犠牲者を作り出し世界

中から厳しい批判と謝罪を求められました。戦争の惨禍を

再び繰り返さない“反省と謝罪”から 9条が生まれました。 

安倍政権は、衆参両院の「三分の二の多数派」で「9条改憲案」を国会発議させようとしています。 

“9条”はいま、まさに危機に直面し、再び戦争する国に変えられようとしています。 

 

安倍政権は2015年9月安保法（戦争法）を強行成立させ9条違反の「自衛隊海外派遣」を「合法化？」

し海外派兵の準備を始めています。また新年度の防衛予算は防衛型兵器から先制攻撃型兵器に換え 5 兆

3 千億円（前年比 1.3％増）に膨れ上がり次年度以降も大幅に増額し続けます。アメリカ兵器の“爆買い”で

国の財政赤字は更に深刻となり海外から日本政府に「消費税を 20～26 パーセントに」との意見が出されて

います。軍事費増額は消費税の“戦争税”化へ繋がります。 

 

いま、我が国の政治的・社会的事態は深刻です。安倍政権は森友・加計問題、財務省、厚生労働省など

で事実関係や統計数字の隠ぺい・改ざんを行い、真実を覆い隠して国民の批判をかわそうとしています。政

府は真実を余すことなく国民に公開し、事実に基づく国民の批判を率直に受け入れ政治の運営にあたる…

これは民主主義国家の基本です。これを支える前提が「国民の知る権利」の保障です。識者は指摘していま

す「日本はいまファシズム国家の入り口にある…」と。 

 

参議院選挙が 7 月に迫っています。安倍政権は新元号、天皇退位・即位、新紙幣発行、トランプ来日、

サミット日本開催などを大宣伝し「人気取りと争点隠し」に躍起です。 

しかしこの選挙の争点は明確です。憲法 9条改悪を許さない！ 消費税 10％反対！ です。 

選挙は政党間の争いでなく、私たちの要求・願いを実現させる私たち自身のたたかいの場です。ましてや『平

和憲法・9 条を守り戦争を拒否する』を目標に掲げる私たち「9 条の会」にとって組織の総力を挙げる課題で

はないでしょうか。 

絶好のチャンスです。安倍政権与党の議員を大幅に減少させ参院の改憲派の議席を三分の二以下にし、

「改憲発議」を食い止めましょう。傲慢・欺瞞の安倍政権に退路の道を開けてあげようではありませんか。 

 

２０１９年４月 25日 

 柏市南部「９条の会」世話人会 
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うたごえと 総会（語り）のつどいを開催しました。  

３月 16日・光が丘近隣センター  

 

第一部：つどいに先立ち、前田英行さんと仲間のギター伴奏  

で、懐かしい「うたごえ」を楽しみました。 

第二部：プロゼクターを使用して、議案の情勢と会計説明 

第三部：今後の方針について、渡邉代表が説明しました。  

 

以下、その概要を紹介します。 

安倍改憲を阻止する、正念場の 1年になります。 

2004年当時は、世論調査で改憲賛成が多数派で、自民党は一気呵成に改憲を断行しよ

うと目論んでいました。これに危機感抱いた、井上ひさし、大江健三郎氏をはじめ９人の文化

人が２００４年６月、「九条の会」を結成し、日本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を

守るという一点で手をつなぎ、「改憲」を許さない行動に立ち上がるようアッピールを発表しま

した。このアピールをうけて、翌２００5年 5月 3日、柏市南部 9条の会は、発足しました。9

条の会は全国へ瞬く間に広がり、7500 を超える 9条の会が生まれ、運動を展開した結果、2

年後には改憲反対が多数派になるという成果を上げました。 

これに対し、改憲派は色々な団体ごとの活動を統一して、日本会議を発足させました。その中心は靖国神社を先頭

に神社本庁関係、生長の家、日本青年協議会などです。昨年秋に自民党は地方支部に改憲推進本部を立ち上げ、

住民をまとめて改憲運動を強化するよう指示しています。 

 

これからの1年の私たちの戦いは、大きく分けて2つになります。

一つは 7月までに行われる県議選、参議院選挙、柏市議選。 

もう一つは、選挙後の「安倍改憲 NO！」の市民運動です。 

３つの選挙戦では、自公の改憲勢力をどれだけ国会の場あるい

は地方議会で後退させ、憲法を守る勢力をどれだけ数多く議会へ

送り出せるかの戦いです。改憲勢力を国会の場で少数派に追い

込み、3分の２以上の議席は絶対に取らせない、そういう戦いで

す。 

選挙戦と言えば、政党間の戦い、政党に任せておけば良いと 

1票投票するだけの参加になっていないでしょうか。そこで、具体的に、次の行動を提案します。 

 

① 参議院選挙では，安倍政権が、どれだけひどい政治をやっているかを、私たち一人ひとりが市民の中 

（家族、友人、知人） に広げて行くこと。これが選挙を戦うということだと思います。 

② 市内の 9条の会などを中心に結成した「柏市民憲法連絡会」は、2か月に 1回「かわら版」を発行し、全

市配布を目指すことを決めました。当面、安倍政権の「改ざん」「統計ねつ造」「隠ぺい」「ウソ」「友達政

治」などどれほど酷い政治をやっているかを掲載した「かわら版」を配布し市民の間に広めます。ぜひ配

布にご協力をお願いします。また、「つどい」も活発化させ時事放談的に対話中心にします。皆さん一人

ひとりが、知り合いを誘って、その知り合いがさらに友人を誘っていただけるような場にしたいと思います。 

＊安倍政権がやっている酷い政治の内容は軍事拡大、森友・加計問題、公文書書き換え、統計ねつ造・物価２％アップで景

気上昇、など批判の話題に事欠かないでしょう。 
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〇柏市民アクション （19の日行動） 
2015 年 9 月 19 日に戦争法が強行採決さ

れ、今年は 4年を迎えます 

私たちは 「9 月 19日を忘れない！ と、  

毎月、19 日に柏駅東口で、署名、ビラ

配布などの宣伝行動を行って  いま

す。 

5,6月は、19 日 15,6時からです 

 

市民憲法連絡会で「かわら版」（ニュース） 発行 
市内全域に配布を目指します 

 

市民憲法連絡会は、2017 年 9 月に発

足し、現行憲法の平和主義・民主主義・主

権在民を守りいかそう、と言う１点で一致し

た柏市内の市民団体・個人の連絡協議の

為の団体です。柏市民憲法集会を開催し

てきた実行委員会を母体にして始まりまし

た。 

 主な活動は ①毎月定例の連絡会の開催、②毎年５月に行う憲法集会、③毎月１９日柏駅東口デッキでの署名・

宣伝行動 ④憲法連絡会のニュースとして「かわら版」を偶数月に発行（今年の２月より）等です。「かわら版」は各団

体・個人に協力を仰ぎ、市内全域に配布していく予定です。 

 安倍政権が憲法改悪の姿勢を強めている現在、広範な市民の

結集の場として憲法連絡会の役割はますます高まっています。参

加団体はすでに３０団体に達し、個人での参加も広がっています。

毎月の１９日行動にも毎回５０人以上の方が参加されています。 

 安保法（戦争法）の成立で集団的自衛権具体化が進み、海外派遣

と米軍の指揮下での軍事行動が強められています。 

 

南部地域で 1，2号配布、皆さんのご協力を！ 

 市内全戸配布を目指してスタートを切った宣伝ビラ「かわら版」の配布が始まりました。 

第 1号は 4月 13日に 2000枚を加賀と中原地域のほぼ全域に、第 2号 3000枚は 4

月18日につくしが丘と東中新宿地域のほぼ全域と西山、増尾および東逆井の一部に世

話人が中心で行いました。 

隔月発行ですので 6月は藤心全域と東逆井、増尾の一部、8月は光が丘、東山の全

域と西山の一部をそれ以降は南増尾、新逆井、南逆井と中新宿方面を予定しています。

一号ごとに配布枚数が 1000 枚ずつ増加しますので会員の皆さんのご協力が不可欠で

す。別途お願いを差し上げることにしています。 

 

 

桜の季節に想うこと 

村川五郎（つくしが丘） 

  

昨年の 8 月、終戦記念日の頃だ

ったと思いますが、新聞に「散華

せし子はいつまでもわが胸に 花も開かぬ１８のまま」

という短歌が紹介されていました。 

 18 才で戦死した(おそらく特攻死)愛児を思っての

年老いた女性の作と思いますが、この「花も開かぬ

18 のまま」の下の

句が母親としての

作者の言い尽くせ

ぬ口惜しさ・愛おし

さが胸を打ちます。 

いま  

 思う 
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「かしわ市民憲法集会」は、5 月 3 日、柏市民文化会館で開催されます。 



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、入会して、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。 

〇特別講演 半田 滋さん（東京新聞論説兼編集委員）   

テーマ :「変貌する日本の軍事力」   

参議院・衆議院の争点は何か。                             

そして、私たちは選挙にどうたちむかうか   

勝利の方程式は、1 対 1 に持ち込むこと！！ 

 

            主催：千葉 8区市民連合 

1944 年から 1945 年の「一億総特攻」が叫ばれ

たころ、特攻の訓練を受けていた若者たちの句に

「散る桜 残る桜も散る桜」というのがあり、70 数年

後の今も私は忘れられません。20才前後の健康な

若者が死ぬことしか考えられなかった、しかもそれ

が当然と思わされていたという事実。この句は当時、

戦意高揚の意味で広められていたのですが、今思

えば死ぬことしか選択肢の無かった当時の若者た

ちの、あきらめと口惜しさが今の私には読み取れる

のです。 

 冒頭にあげた、我が子を死なせた母親と、他の選択肢

を許されないまま死ななければならなかった若者たちの

本当の心の響きあいが切なく感じられます。 

 二度と再びこのような悲しい思いをしなくてもよいよ

うに、地球上から無駄な戦争をなくしたいと、満開の

桜を見て思う季節です。

安倍首相は兵器の爆買いで、何をするのでしょう？ 

1100兆円の国の借金があるというのに・・・・ 
 

山脇茂弘（藤心） 
 

私の次兄は、終戦間際の昭和20年7月27日（28日）、

瀬戸内の大空襲の中、呉市音戸沖で軍艦伊勢に乗っ

ていて戦死。１個の石ころになって、白木の箱で帰っ

てきた 。 

50戸ほどの小さな集落には、女の霊媒師がいて死者

との話を仲立ちし、戦死した人と話が出来るなどと言わ

れていた。母は、兄の戦死を受け止められず、その霊媒

師の所へも出掛けて行った。何回か私も連れて行かれた。 

その霊媒師は「兄さんですよ、話してください」と言い、

母が何かを話しかけると、霊媒師は急に兄の口調に変

わり、「無念だったよ、撃っては込め、撃っては込め、とう

とう海の藻屑になってしまったよ」と 何度も言った。私の

記憶にはその口調だけが異様な感じで残っている。戦死

者の母親たちは霊媒師のこんな行動で心を鎮めた。この

時代にはこんな荒唐無稽と言われそうな話だが沢山あ

ったのだ。 

先日、青森沖の太平洋で、F35Aステレス戦闘機 

（１４０億円で取得）が墜落した。尊い一人の人命が失わ

れ、機体が海中に没した。 

政府が昨年12月閣議決定した防衛大綱で、5年間に

２7兆4700億円にも及ぶ大金で、F35A・B合計147機、

迎撃ミサイルシステム・イージスアショア2基購入、『いず

も』の空母化など大軍拡路線を決めた。 

地球の裏側まで出かけアメリカの戦争に参加する可

能性が現実味を持ってきている。それによって再び戦死

者が出ることが予想される。戦死者には人生があり、夢

があり、家族との生活がある。遺族の嘆きを想像して見

てほしい。２度と誰も「国のため」などという押し付けら

れた使命感で若者を死なせてはならない。 

「戦争反対・９条を守ろう」は、後の世代の人に対し、

この時代を生きた「名もない一人の人間（市民）」としての

責任の果たし方だと思う。９条を守る運動への参加は、

人生最後の究極のボランティアであり、また、良心的に

生き死んでいくことにもなると信じている。  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

お 知 ら せ 

 F35Bステレス戦闘機 

憲法守れ 
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野党と市民の連帯で、安倍政権 NO！ 

千葉 8区市民連合 

      賛同者集会   
 

2019 年.６月９日（日曜日） 

14：00～16：30 

アミュゼ柏  プラザ（1階） 
  


