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０９年度 (09/4～10/3) 

１年をふりかえり、明日を語るつどい＇第一部総会（資料               ２０１０．３．２１ 

 

柏市南部 9条の会世話人 

私たちの柏市南部「９条の会」は、発足 5周年を迎えます。 

２０04年.６月 10日、井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、小田実＇０7/7/30亡（、加藤周一＇08/12/5亡（、

奥平康弘、澤地久枝、鶴見俊輔、三木睦子 ＇事務局長小森陽一（の各氏が、「憲法 9条を守るという一点で

手をつなぎ、改憲を許さないための行動に立ち上がろう」と、アピールを発表し「九条の会」が発足しました。 

私たちは、このアピールを支持し柏市南部地域でも、2005 年 5 月 3 日アピールを発表し、「申し合わせ事

項」を決め、「柏市南部 9条の会」を立ち上げました。  

 

9条をめぐる情勢 

＇１（ 改憲賛成が改憲反対を再び逆転  ＇読売新聞「世論調査」 09．4月発表（ 

・改憲賛成 ５１．６％＇前年４２．５％（    ・改憲反対 ３６．１％＇前年 43.1％（ 

・9条改正反対は５４％＇前年 60％（     ・9条改正賛成 ３８％＇前年 31％（  

 

(2) オバマ大統領「核兵器を使った唯一の国として、核兵器廃絶」をよびかけ＇４・５ プラハ（ 

 

(3) 北朝鮮、4月のミサイル発射に続き「核実験」を実施 

 

(4) 憲法審査会規定を強行採決＇6月 11日 委員 50名（ 

  今年の 5月には、国民投票法案が施行される予定になっていますが、関連法案、審査会の審査など 

未だに、できていません。しかし、「新憲法制定議員同盟」＇会長：中曽根康弘（は、9条の会に対抗し

て「地方の拠点」作りを進めている。 

 

(5) 核保有５か国＇米、英、ロ、仏、中（参加のイタリア・ラクイラのＧ８で、「核のない世界へ向けた条件を 

つくることを約束」＇7月（ 

・しかしながら、オバマ大統領はアフガンへの増派を決め、ノーベル賞の授与式での演説で「戦争とい

う手段には平和を維持するという役割がある」と、アメリカの戦争を正当化。 

 

＇6（ 政権交代 ＇鳩山政権成立：９月（ 

・８月３0日の総選挙で民主党が308議席獲得。＇自民１１９、公明２１、共産９、社民７、みんな５、国民３、そのた８（ 

・民・社・国の３党連立政権が誕生 

  ）3党連立協議で合意  ： 『憲法の平和主義をはじめ、国民主権、基本的人権の尊重の３原則を遵守する

とともに、憲法が保障する諸権利の実現を第一とし国民生活の再建に全力をあげる』 

     ・改憲派は 480名新議員の５９％に減尐 ＇9月 1日：朝日新聞と東大がアンケート調査（ 

       ）改憲賛成３１％、 どちらかと言えば賛成２８％、      合計５９％＇05年は８７％（ 

       ）新憲法制定議員同盟所属の議員 ： １３９から 53名に減尐 

   ・沖縄基地問題で、鳩山内閣は「アメリカの日本駐留が抑止力になっている」との立場を変えておら

ず、日本から米軍の基地がなくなる期待は幻想に終わろうとしているようです。 
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＇７（ 「9条の会」全国で７,４４３に  (昨年に比べ 149増) 

 

＇8（ インド洋の補給支援終了 

・海上自衛隊のインド洋での補給支援活動の根拠法だった新テロ対策特別措置法が、2010年 1月に期限切れ

を迎え、8年間に及ぶ給油活動が終了しました。 

 

活 動 経 過 

＇１（ 第２３回 「トーク＆トークと総会のつどい」 ＇4/25 光が丘近隣センター（ 参加者：２８名 

① 総会議事  

② 会の運営方法について議論が集中し、世話人会で検討することとしました。 

    ・告知チラシに誤解を招く方法があるのでは   

     ・年会費について再検討が必要ではないか 

③トーク＆トーク  

・ 時間がなくなったため、予定したパネラー2名の話と全員のトークは、後日に繰り延べました。 

 

＇２（ 第 2４回 「逆井・藤心平和を語るつどい」  ＇6/21  藤心近隣センター（ 参加者：23名 

   「東京大空襲と予科練受験」＇小林さん（「戦争への回帰がはじまっている」＇村川さん（のお話を口切 

りに、平和のこと、戦争中体験、教育基本法のことなど、活発な語る会となりました。 

 

＇３（ 平和のための戦争展＇8/24～8/26 中央公民館（ 

   「世界に輝け 9条」をテーマで、展示参加 

 

＇４（ 柏市内戦跡めぐりバスツアー＇10/17（ 参加者 22名 

   柏市は、戦前は軍都であったが、そのことを知っている人は尐ないのではないでしょうか。 

昭和 10 年代の軍事拠点の多くは、現在も自衛隊施設として使われています。高級住宅地に隣り合わ

せの自衛隊の大室高射訓練場には、新型地対空ミサイルの配備が進められています。 

 

＇５（ 第 25回 「平和を語るつどい」 ＇9/27 南部近隣センター（ 参加者 35名 

   「治安維持法と戦争＇96年人生から（」 と題して、お話を聞きました。戦前の治安維持法下で戦争 

反対を貫き、戦後も一貫して平和を追求された高沢義人さんの人生に感銘を受けました。 

 

＇６（ 「第３回うたごえ喫茶」とマジック＇11/23 光が丘近隣センター（ 参加者 32名 

 

＇７（ ９の日行動 ＇毎月 9日に南柏でビラ配布、署名、リレートークを実施（ 

   毎回５～６名参加し実施しています。 

 

＇８（ 新年会＇10.1．22 庄屋増尾店（  ２２名参加   

 

＇９（ その他 

① 南部地域の「9条の会」の活動 
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○西山地区グループ 

  ・8/2  教育はどうなる、 子供たちの未来は？ 

  ・12/5 平和を語る茶話会 

 ○中原地区グループ 

  ・3/6 親と子の良い映画を観るつどい 

）ほかに、柏市南部、高柳地域では、酒井根 9条の会、沼南 9条の会などが、独自の活動をしています。 

 

今 後 の 活 動 ＇新年度（ 

  「9条を守る」という一点で手をつなぐ。個人個人がやれることをやりましょう   

 

＇１（3回～4回の南部地域全体を対象とした例会の実施 ＇講演、学習会、催ものなど（ 

   ・講演会の講師に、年１回は専門の先生を招きたいと、思います。 

 

＇２（地域での戦争体験を聞く集い、ＤＶＤ・テープを鑑賞するなどの小規模な勉強会 

   ・西山地区、中原地区の経験を広める活動をしたいと思います。     

  

（3）国民投票法が今年５月施行されるが、憲法審査会、関連法の整備を許さない行動 

・現状では憲法審査会、関連法の整備は進んでいません。憲法審査会の審査開始をゆるさないため、私たちは

「９の日行動」での署名、ビラ配布、その他の行動を引き続き積極的進めましょう。 

 

＇４（会員、家族会員、理解者の拡大 ＇茶のみ話に憲法を！（ 

 

＇５（会員を中心とした、「戦争体験・戦中戦後体験」、「平和への思い」の収集 

 

＇６（5周年記念行事 

  ・柏市内の「9条の会」合同で検討中の講演会に参加  

  ・講師：東京外大教授 ： 伊勢崎賢治さん。 

  ・日時、場所 ： 5月 5日 10時開会、アミュウゼ柏 

 

会 の 運 営 

＇１（運営 ： 6 名の事務局員を含む 1２名の世話人会が、催行の具体化＇企画、実施（をします。 ま

た、世話人会には、企画堤案をする会員の出席を要請したり、必要に応じて、会員の出席

を求めることがあります。 

 

＇２（会の活動  

 ①催ものの実施と参加      ②宣伝活動＝９の日行動、駅頭宣伝、地域へのビラ配布 

③「例会ニュース」、随時「通信」を発行と配布      ④ブックレットの発行   

⑤他地域の「9条の会」との協力・交流   
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＇３（年会費 ： 従前の「個人の会員制、年会費 1000円」を、次のように改めます。   

①年会費は、1口 500円とし、1口以上何口でも歓迎です。 

②家族会員制を設け、家族会員は無料とします。 

 

＇４（財源 : 年会費、カンパ、物品販売などで賄っていきます。会員外講師をお願いしたときは、資料代      

をいただく場合もあります。 

 

代表交代・新世話人   ＇世話人は期中であっても補充できるものとします。（ 

春山秀雄代表が病気療養のため、渡邉起造さんに新代表をお願いしました。なお、春山さんは経験も豊富で 

多方面に人脈をお持ちであり、今後もご指導いただくということで、世話人に残ってもらうことをお願いしました。 

 

○春山秀雄＇顧問：つくしが丘（ ○岩橋能二＇南増尾（ ○今川マリ子＇西山（ ○鎌田孝＇小金井（  

○熊谷源治＇逆井（ ○古田部利子＇青葉台（ ○高橋徹也＇東中新宿（ ○三石晃久＇増尾台（ 

○村川五郎＇つくしが丘（ ○山田実＇西山（ ○山脇茂弘＇藤心（ ○渡邉起造＇逆井（ 

 

＇辞退（伊藤喜一郎、野村慶三 

 

申し合わせの一部変更  ＇  の部分を変更します（  

 

柏市南部「９条の会」申し合わせ 

1.この会の名称を柏市南部「９条の会」とします。  

2.この会には柏市南部「９条の会」のアッピールに賛同する人、憲法 9 条に関心を 持っている人は誰で

も参加できます。  

3.この会は柏市南部「９条の会」のアッピールに応え、賛同の輪を広げることを目的とし、そのために学

習と運動をすすめ、またニュースの発行を行います。  

4.この会の運営は世話人を選び、世話人会のもとにすすめていきます。  

5.この会は、会費と募金によって進めていきます。 

会費は,年 1口 500円(1 口以上)とし、家族会員は無料とします。（1 年は、4月～翌 3月） 

6.この会の連絡先（事務局）は、柏市藤心 933-26（山脇茂弘方）とします。   

 

                                              世話人代表 渡邉起造（04-7139-7876） 

                        事務局長  山脇茂弘 (04-7173-7320）                                                                                                        

URL：http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp/       

E―メール：hakunan9jyou@i-ml.com  

 

    ＊申し合わせ事項の一部変更 （07 年 7 月事務局長交代、10 年 4 月代表交代および会費）   

 

http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp/
mailto:hakunan9jyou@i-ml.com
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2009年度 会計報告 

＇２０09年 4月 1日～2010年３月 15日（ 

                                               柏市南部「9条の会」 

 
収          入 備    考 支             出 備    考 

前期繰越 27,402   会場費 15,150   

会費 92,000 92名分 チラシ等印刷代 49,607   

カンパ 43,611   ブックレット製作費 19,938 ）１ 

ブックレット書籍販売 59,000 118冊 文具・用紙代 11,099   

      コピー代 3,897   

      備品購入代 72,556 ）２ 

      講師謝礼 5,000 ）３ 

      その他雑費 8,200 ）４ 

      小計 185,447   

      次期繰越 36,566   

合計 222,013     222,013   

      
［補足説明］ 

  ）１．ブックレットは、№1～№５まで発行。製作費は個別に集計した。 

  ）２．備品のうち、70,000円は、スピーカーを購入費として、予定計上した。 

  ）３．講師料 5,000円は、別途同額カンパとして頂いた。 

  ）４．その他雑費には、「平和のための戦争展」などへの参加費・協力費および駐車料などが含まれる。 
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（第二部：トーク・トークの参考資料） 

１年をふりかえり、明日を語るつどい 
  

  『最後の予科練」      日下部作次郎さんに、口火を切っていただきます。 

あなたの体験を通した印象や記憶がおありでしょう。ぜひお話し下さい。 

たとえば、 

 

①  戦前、戦中のことで・・・ 

イ）戦前、戦中の思想・言論統制下で、あなたの周辺（身内、知人など）で、被害をうけた方は

いませんでしたか？・・・特高、隣組、「壁に耳あり、障子に目あり」 

ロ）戦争に関して・・・戦地・軍隊、特攻隊、身内の出征、空襲、原爆など 

ハ）戦時中の暮らし・・・・仕事、学校、軍事教練、勤労動員、天皇、奉安殿、配給制度、

食糧、衣服、灯火管制、金属類供出など、鬼畜米英、「欲しがりません、勝つまでは」 

二）身内の被害・・・戦死、戦病死、外地での生活と引き揚げ、空襲、爆撃での死亡・     

負傷、軍票、財産の焼失・消失など 

ホ）疎開体験・・・どこへ行かれましたか、家族とですか、集団ですか、受け入れの経験

は？  

へ）原子爆弾（新型爆弾）のこと…当時どのように聞きましたか   

 

② 1945 年（昭和 20 年 8 月 15 日）・・・・ 

イ）あなたは何歳でしたか、どこでその日を迎えましたか、どんな印象でしたか 

ロ）「玉音放送」を聞きましたか、どうして終戦を知りましたか 

ハ）その日、その時、家族・周辺はどんな状況でしたか 

 

③  戦後のことで 

イ）占領下での思い出・・・厚木、マッカーサー、ガム・チョコレート、脱脂粉乳 

進駐軍とジープ、教会と日曜学校など 

ロ）占領下の政治、社会状況・・・東京裁判、復員兵士、列車転覆・凶悪犯罪冤罪事件、 

沖縄そして朝鮮戦争など 

ハ）戦後の暮らし・・・仕事、給料、インフレ、引き揚げ者、住まい、衣服、学校教育、 

風俗、婦女子の疎開、子供の遊びなど 

ニ）学校教育の変化・・・民主主義、墨塗り教科書、5 日制、6・3・3 制、掛け軸など 

ホ）「神」から「人間」になった天皇 

へ）「新憲法の制定・・・・どんな記憶がありますか 

  ―――その頃・・食糧メーデー、のど自慢、りんごの歌、お山の杉の子、鐘の鳴る丘 

           古橋広之進、二十の扉、太宰治などーー 

    

④  いま、平和について、どう思っていますか 

       あなたの発言は、会の活動・運営の励ましになります！！ぜひお話し下さい。                              


