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私の想い
日野原

重明

（聖路加国際病院理事長）

九条 の会 東京 連絡 会が 昨年 ま えた言 葉の 響き が残 って い
月 日に「発足の集い」を ます。
持ち、 今春 には 交流 会を 持つ
私は哲 学者 カン トの 思想 を
という 予定 を私 は聞 かさ れ、 受 け、戦 争と いう 言葉 の存 在
東京人 とし て、 私も この 集い を 否定す る「 非戦 」と いう 表
に参与 しよ うと 決心 しました。 現 が、日本の 憲法九条を護る
私は 戦争 の反 対語 とし ては 同 志の中 で使 って ほし いの で
「不戦 」で なく 、「 非戦」と す。
いう言 葉が 最適 だと 思っ てい
今日本 が世 界に 貢献 する 道
ます。
は 何でし よう か。 日本 は資 源
不戦 条約 とは 、二 つの 闘っ の ない国 、し かし 、人 間資 源
てきた 国が 、一 時、 戦争 の火 を 持って いる 。日 本人 は世 界
を消そ う。 そし てこ の状 態を 平 和をも たら せる ため に、 武
できる だけ 続け よう とい う一 力 を捨て 、文 字通 り捨 て身 に
時的な 申し 合わ せに 過ぎ ませ な って、 武器 のな い唯 一の 文
ん。
化 国とし て、 世界 に非 戦の 哲
しか し、 この 不戦 は、いつ 学を実践すべきだと思います。
かはこ れが 壊れ る可 能性 を踏 そ のため に、 未来 の日 本を 作
る 「今の 子ど もた ちに 、私 た
ち のメッ セー ジを 伝え なけ れ
ば なりま せん 。こ れが 私の 子
ど もへの 「い のち の授 業」 の
モ チーフ です 。皆 さま のご 参
加を切望します。
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九条の会東京連絡会が発足

東京にできている８００余の会を結集！

～九条を守り、生かす
輪を 首都・東京のす
みずみからひろげよう

東京都内の地域・職場・学
園などに できた８００ 余の
「九条の会」が横につながり、
情報の共有や交流をすすめる
｢九条の会東京連絡会｣が昨年
１０月２４日夜､池袋の｢みら
い座いけぶくろ」で開かれ、
約７００人が参加。(２面へ)
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います。また明年５月１
８日には、国民投票法
都丸 哲也
（改憲手続き法）の施
行を迎えますが、０９年度予算に４７億円を
計上し、全国の市町村に準備に入らせます。
第二は、オバマ政権の対日姿勢です。
クリントン国務長官は「日米同盟はアジア
政策の土台である」と述べました。在日米軍基

年の初めにあたって新たな決意を！

九条の会東京連絡会は、
２才の新春を迎えました。
昨年４月の読売新聞の世
論調査では９条改定に反対
が６０％、５月の朝日新聞
の世論調査では６６％と何 地再編強化には巨額の税金を投入し、促進されつ
れも過半数を超える人びと つあります。
が９条を変えてはならないと意思表示してい
アーミテージは、「九条は日米同盟関係の
ます。
足かせ」とのべ、日本国憲法から除けと強調
これは、０４年に「９条の会」が小学校区 してきました。歴代政府の本音でもあります。
毎に「会」をつくろうと呼びかけ、現在７０
第三は、間近に迫った総選挙の結果です。
００を超えるまでに広がった「草の根運動」
立憲主義、民主主義、人権を否定し、国民
の成果であると考えられます。私たちはこの 生活を省みない自公政権を退陣させたあと、
勢いをさらに大きく、力のあるものにしてい 仮に民主党中心の政府がつくられた場合、
くために、首都東京の役割を積極的に果たし 「国連の活動に積極的に参加し、……たとえ
ていきたいと思います。
それが結果的に武力の行使を含むものであっ
しかし情勢はそう簡単ではないと思います。 ても、何ら憲法に抵触しない」という小沢発
第一は、改憲勢力の動向です。
言にひっかかります。
自民党の愛知和男は、「九条の会」の拡大を
私たちに求められているのは、これらを乗
意識して、「党の地方組織にテコ入れをして り越えることができる力を身につけることで
改憲草の根運動を強力に推し進め、青年会議 す。当面１３００の「九条の会」をつくるた
所の積極的な強力を取りつける」と強調して め全力をあげましょう。
（１面より）
を広げよう」（ビナード氏） 動の現在と未来」と題して、
オープニングは、歌手の佐藤 と期待と連帯を込めてあいさ ２３区から「井の頭線沿線九
真子さんがピアノを弾きなが つされました。続いて出席さ 条の会」、多摩地域から「Ｌ
ら歌いました。司会の山口真 れている賛同人、小山弘泉氏 ＩＶＥ！憲法ミュージカルin
美さん（法律家九条の会）が （浄土真宗本願寺派副住職）、
開会を宣言して、つどいが始 加藤一敏氏（元・豊島区長）、
まりました。
工藤勇治氏（元・東京弁護士
日野原重明さんや吉永小百 会常議員会議長）、橋本左内
合さんなど５７人の賛同人の 氏（日本宗教者平和協議会理
中から伊藤真（伊藤塾塾長）、 事長）、平山玲是氏（元・東
アーサー・ビナード（詩人） 京税理士会会長）の５氏が紹
両氏があいさつ。「日本国憲 介されました。
法は、輝かしい九条のほかに、 そのあと、「東京の９条運
オープニングの佐藤真子さん
もう一つ大事なのが第８章・
地方自治。九条を守る運動も
地方がカギ。憲法を守る力は
連帯によって大きくなる」
（伊藤氏）、「アメリカの二
大政党政治は国民の選択をな
くしている。それを真似てい
る日本も袋小路に入ろうとし
ている。憲法を殺す『殺憲』
挨拶するアーサービナードさん
挨拶する伊藤 真さん
でなく、憲法を生かす『活憲』
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ＬＯＶＥ憲法ミュージカル

井の頭線沿線九条の会代表

inさんたま

記念講演の小森陽一東京大学教授

さんたま」、青年学生から
「首都圏学生九条の会Peac
e N ight９ 」の 代表 が取 り 組
みを紹介、大きな拍手に包ま
れました。「井の頭線沿線の
会」を代表した長田明美さん
（永福町九条の会）は、おも

「加藤周一さん

に杉並区内
のとりくみ
を紹介しま
し た が 、
「まつざわ
の会」や１
１月３日に
発 足 す る
「代田の会」
のことも触
れ、さらに
渋谷から吉
祥寺までに
つなげたい

と話しました。
小森陽一「九条の会」事務
局長（東大教授）は、「アメ
リカ発の金融危機の見出しの
隣りにノーベル平和賞を世界
各地で地域紛争の和解に奔走
したマルティ・アハティサー

お別れの会」のご案内

実行委員会より、つぎの開催概要が発表されましたので、
お知らせします。
日時：２月２１日（土）午後１時より
（１２時３０分より受付開始）
場所：有楽町朝日ホール
（千代田区有楽町2‐5‐１有楽町マリオン11階）
主催：実行委員会
（実行委員長・山口昭男岩波書店社長）
喪主：矢島翠
無宗教形式
香典、供花、供物：すべて辞退。ただし、組織・団体か
らの弔慰金の申し出は受けるとのこと。
なお、九条の会は６月２日（火）夜、日比谷公会堂にお
いて、「加藤周一さんのこころざしを受け継ぐ講演会」
（仮称）を予定しています。

第１号（３）

首都圏学生九条の会
peece Nightg

リ元フィンランド大統領が受
賞の記事は象徴的だった」と
話し、「アメリカの無法な戦
争に協力する勢力や、これに
党略でなれあう勢力に日本を
任せていいのか。日本の大事
な争点を語れるのはみなさん
だ」と期待を述べました。
準備会の都丸哲也代表（西
東京の会、元・保谷市長）が、
会の発足を提案し、都内の九
条の会のうち、３００余がつ
ながっている現状であり、８
００余すべてが連絡会に結集
すること、１２月８日に第１
回の懇談会を開催することな
どをよびかけ、満場の拍手で
確認しました。
（事務局 高岡岑郷）

題字について
九条の会東京連絡会の結
成にむけて、著名人の方が
たに賛同のお願いをいたし
ました。真っ先にご快諾を
いただきました日野原重明
さん（聖路加国際病院理事
長）に、『ニュース』発行
にあたって、タイトル命名
と揮毫、および「賛同人か
ら」のご執筆をお願いしま
した。
『生きいき憲法』～まさ
に、いま、この国に求めら
れていることです。私たち
の合言葉にしていきたいも
のです。
（高岡岑郷）
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学改革と、その大学入試にシ
フトした高校、中学。教育が
人格を形成することから、企
業に都合の良い人材育成に変
質させられてきています。
また今年は教科書検定の年
事務局長 大柳武彦
でもあり、愛国心教育が具体
2008年振り返ってみると、 事務局は3つ同時のイベン 化します。
ねりま九条 の会は2ヶ月 に1 トの準備に追われました。
しかし大人たちの多くは教
度のイベントを行ってきまし
今年に入って九条の会は4 育にあまり関心を持たず、学
た。
つ増えて 33箇所に なりま し 校と塾にお任せとなっていま
2月、大雪の「イマジン平 た。
す。その学校の教師は、現場
和コン サート 」には 、13グ
駅頭宣 伝は 40回 実施、 署 無視の学校制度改革に振り回
ル ー プ が 出 演 、 6 0 0 人 が 参 名行動は土建九条の会が中心 され、校長が教室を回り授業
加し、皆大感動でした。人は で、外国人や子供も署名する に目を光らせ、５段階評価で
ステージ経験をすると一皮剥 など世論の変化と広がりが感 査定され、教育委員会への報
けて光り輝くようです。
じられます。
告書類の山で、過労死とうつ
4月には光が丘区民センター
機関紙 は 2ヶ月 に 1回発 行 病が続出しています。教育は
で朝日新聞記者伊藤千尋さん し、講演記録を同封し喜ばれ 全国民の責任です、崩壊した
の｢勇気の源は何ですか｣に2 ています。
教育を立て直すために私たち
00人が参 加、一 人でも 社会
財政は各イベントは赤字で は何をすべきか、何ができる
を変えることができることを すが、会費と節約、土建練馬 かを語り合う広範な分野の討
教えてくれました。
支部の協力で何とか黒字を保っ 論を巻き起こしていきたいと
6月には練馬文化センター ています。創価学会、真宗大 考えています。
大ホールで｢命どう宝｣平和を 谷派、立正佼成会、キリスト
このほか第２回イマジン平
唄え、語れ、舞え、遊べ」沖 教、天理教などの宗教団体の 和コンサートを真宗大谷派会
縄の夕べを開催、1500人が ほか、漫画喫茶、ラーメン屋、 館をお借りして１１月に開催
参加しました。沖縄から大工 喫茶店、風呂や、町会などに する予定です。
哲弘、藤木勇人さんを招き、 申し入れ、多くが快くポスター
また地域九条の会ではお休
植竹しげ子、小森陽一さんの を貼らせてくれました。
み中のところが出てきました、
出演でしたが、沖縄県人会、
今年は2月２１日に「オバ 映画の鑑賞研究会が好評なの
沖縄料理・物産店など広範な マで世界はどうなるか。憲法 で 、 たく さ んの D VD と プロ
人に呼びかけました。杉並、 九条を持つ日本の課題」で雑 ジェクターを貸し出したいと
世田谷、中野、板橋、銀座、 誌「世界」編集長、岡本厚さ 考えています。
所沢などのお店にも申し入れ んによる情勢分析の学習会を
に行きました。
開きます。
「九条の会・中野」が
10月に は雨宮 処凛、 金子
また地域ごとの集会に力を
新春交歓会
勝 さ ん の 講 演 会 に 6 0 0 人 が いれ地域での九条の会発足を
参加 、 ｢格差 社会 変え させ る 援助していきます。
１月２１日（水）夜、同
のは 平和を 愛する 私 たち ｣と
５月３０日には松谷みよ子
会は中野区役所２階食堂で、
題してワーキングプアーの実 さんとその仲間たちのお話と
新春交歓会を開催しました。
態と闘いについて、アメリカ 演奏会を開催する予定です。
これには、中野区内の各
発の金融危機がなぜ起こった
さらに子育て教育問題を取
界の人々５６人が参加し、
か、その影響は、どうしたら り上げ大掛かりな集会を検討
九条の会運動を発展させる
よいかと熱い話が聞けました。 中です。特に家庭の貧困が子
決意をこもごも述べあいま
この企画のために8月には 供の教育に影響を及ぼし、激
した。
雇用と賃金破壊の実態につい しい競争と、進路別教育で子
東京連絡会からは都丸哲
て、9月には生活保護につい 供の心はずたずたにされてい
也代表が参加しました。
てのプレ学習会を開催し準備 ます。

ねりま九条の会の去年と今年

しました。

グローバル化に対応した大
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世田谷

短信

わが町 わが職場、
わが分野から

八王子
八王子の打越/片倉/北野・
憲法 ９条の 会、絹 ヶ 丘/北 野
台・９条の会、みなみ野・憲
法９条の会は、共同して１月
２５日（日）午後１時半から
北野市民センターホールで、
２００９年新春/平和トーク・
イベント＝子ども達に未来を！
平和憲法を暮らしの中に！
＝を開催しました。
このイベントは、１部２部
方式でおこなわれ、第１部で
は世界に広がる平和の歌＝
「ねがい」をみんなで、スラ
イドショー「親子でまなぶ八
王子くうしゅう」、私も一言
「八王子くうしゅう」体験な
ど多彩な行事がすすめられ、
第２部では、東京大学大学院
教授で９条の会事務局長の小
森陽一さんが「子ども達の未
来といまが旬の９条を語る」
と題しての講演がおこなわれ
ました。
このイベントには３００人
をこえる人々が参加し、会場
を埋めました。

北

４周年を迎える世田谷九条
の会の発展をめざして、今世
田谷では、世田谷九条の会４
周年のつどい実行委員会を発
足させ、「２００９年新春
講演と音楽のつどい」の取り
組みをすすめています。
この「つどい」の内容は下
記のとおりです。
×
×
×
と き ２月７日（土）
午後１時半～
ところ 世田谷区民会館
ホール
【主な内容】
＊合唱「レクイエム いのち
こそ」（池 辺晋一 郎作曲 /
土井大助作詩・構成）
演奏：松原混声合唱団/
指揮：清水敬一さん
＊トーク：
「いのちこそ」によせて
池辺晋一郎さん（作曲家）
＊朗読：小林多喜二
「蟹工船」 から
鈴木瑞穂さん（俳優）
＊講演「音楽から見えてくる
平和 そして未来」
湯川れい子さん
（音楽評論家・作詞家）

新

宿

新宿女性九条の会は、下記
のとおり、第１１回講演と交
流のつどいを開催しました。
と き：１月２５日（日）
午後２時～
ところ：若松地域センター
お 話：医療・福祉と憲法九
条―今、医療の現場で起こっ
ていること―
講師：斎藤裕幸さん
（東京民医連理事、東京社
会医学センター常務理事）
この「つどい」には、約３
０人が参加しました。

ニュース・ビラ
ありがとうございます。

東京連絡会の事務局には、各

地域・職場・分野の九条の会か
ら、それぞれの活動を満載した

ニュース・ビラ等が送られてき

回講

11

ております。ご紹介します。

▽新宿女性九条の会（第
演と交流のつどいビラ）

▽世田谷・九条の会（４周年記

18

念講演と音楽のつどいビラ、ニュー

21

ス№ ・１月７日発行）
▽映画人九条の会（ｍａｉｌ№

20

・１月 日発行）
▽九条の会・下保谷市民の会

（ニュース№ ・１月 日発行）
▽北法律９条の会（北法律の平

和を守る活動実践史）

16

34

区

田端・中里九条の会が下記
のつどいの開催を準備してい
ます。
＊ ｢語り継 ぐ東京 大 空襲 のつ
どい｣
とき：３月６日（金）午後１
時半～
ところ：田端ふれあい館
△地域の空襲体験者のお話
△おはなし：１００回以上の
東 京 空 襲 の 惨 禍 と ９ 条 (仮
題)
｢東京都平和祈念館(仮称)｣
建設をすすめる会世話人
柴田桂馬氏
【お問い合わせ先】
０３－３８２１－３０６７
小山一郎迄

前売券：１８００円
当日券：２０００円
前売券は、チケットぴあ、ファ
ミリーマート、サークルＫ・
サンクスで購入できます。
【問い合わせ先】＊電話
０３－５７７９－３６６７
＊FAX
０３－５７７９－３６６８
▽わ の 合 唱 団 目
ｰ 黒文 化 フ ォ ー ラ
ム、 協 力 目
ｰ 黒 「 九条 の 会 」 ネ ッ
トワーク（「“わ”の合唱団お

17

披露目身にコンサート」ビラ）
▽憲法９条を守る西東京連絡会

28

（ニュース№７・１月 日発行）
▽マスコミ・文化九条の会所沢

（新 春講 演 会 ２
= 月 日午後１時
半～、新所沢東公民館、ビラ、

ニュース）

12

▽東大和９条の会（ニュース№

・ 月８日発行）

16

第１号（５）

（６）第１号

事務局から
■連絡先登録のお願い
このニュースは東京連絡会の
事務局に連絡先登録していただ
いた会に送っています。
しかし、その登録会数は東京
にある九条の会800以上の内ま
だ300程にすぎません。
１ ぜひお知り合いの九条の会
にこのニュースをコピーして
教えてあげてください。
２ 連絡先登録がまだされてい
ない会（このニュースが直接
に送られていない会）はぜひ、
以下の４項目を事務局までご
連絡ください。次回より直接
その連絡先にニュースを送る
ようにします。
＊会の名前：○○○○九条の会
＊郵送先住所（郵便番号：○○
様方、○○気付までご記入く
ださい）
＊Eメールアドレス：
＊FAX：

■賛同寄付金 に関する
お詫びとお願い

九条の会東京連絡会ニュース

つきましては、まことにご面
倒をおかけしますが、10.24発
足集会で賛同寄付金の登録用紙
をご提出頂いた方は、再度、事
務局までご連絡頂けますようお
願いいたします。
また身近にそのような方がお
られましたら、事務局にご一報
頂けますようお願いします。

２００９年２月５日
練馬大泉の４つの九条の会に
報告をお願いしています（一
部交渉中）。
＊会でニュースを発行している
ところはぜひニュースを30～
50部ほどご持参ください。お
互いに交換しましょう！

【第２回】２／２３（月）
「今年の総選挙に向けて」
（2）東京連絡会では安定的な
時間：18：30～20：30
財政基盤の確立を目指して、引
会場：豊島区民センター、
き続き、毎年一
５階音楽室
定額の賛同金を寄付して頂け ＊今年は総選挙が予定されてい
る方を募集しています。年額を
ます。九条の一点で一致する
以下の４種類から選んで、お名
九条の会では特定政党や特定
前／住所／電話／FAX／Eメール
候補を支持するような運動は
アドレスをご記入の上、東京連
やりませんが、さりとて国会
絡会事務局までご連絡ください。 での護憲／改憲の勢力分布は
ａ 年１０００円を寄付する。
見過ごせない問題。九条の会
ｂ 年３０００円を寄付する。
らしい運動は考えられないだ
ｃ 年６０００円を寄付する。
ろうか…。
ｄ 年１２０００円を寄付する
候補者アンケート？ 公開討
論会？ 何ができうるか、自
由な発想で考えてみます（や
■交流会の案内
るもやらないも各会の自由で
東京の九条の会の運動を元気
す）。
にし、東京のすみずみに広げて ＊最初に、国会や政党の改憲動
いくために、お互いに経験を学
向について、島田修一弁護士
びあう連続交流会を企画してい
（旬報法律事務所九条の会）
ます。月１回ぐらいのペースで、 にミニ講演をして頂きます。
毎回テーマを設定して、２～３ ＊下町人間、練馬、板橋・高島
人の方から報告して頂き、質疑
平の３つの九条の会に報告し
応答・討論を行う、という形で
て頂きます。
始めたいと思います。

東京連絡会の財政はみなさん
の賛同寄付金と事業収入で賄う
ことになっています。
（1）昨年10月24日の発足集会 【第１回】 ２／９（月）
において、参加された方に賛同
「ニュー ス発行のノウハウ」
寄付金の登録をして頂きました
時間：18：30～20：30
が、事務局の不注意によりお名
会場：豊島区民センター、
前・連絡先等が書かれた申し込
５階音楽室
み用紙を紛失（人数不明）して ＊区や市の単位で発行している
しまいました。
ニュース、地域の住民向けに
せっかくご厚意をお寄せ頂いた
発行しているニュース。九条
のにまことに申し訳ありません。 の会の内外で交流・情報提供・
事務局では当日の集会の運営体
宣伝の手段として活用されて
制をつぶさに点検・反省し、二
いるニュース発行ですが、ど
度とこのようなことが起きない
うしたら定期的にそして読ま
よう対策を練りました。また登
れるものが出せるのか？ そ
録申し込みをして頂いた方々に
のノウハウ、悩み、コツなど
は一人一人、ご説明とお詫びを
を交流します。
させて頂きたく存じます。
＊多摩、西東京、足立・江北、

■最後に
事務局の連絡先は以下の通りで
す。
〒101-0061 東京都千代田区三
崎町3-3-3 太陽ビル503
TEL：03-3239-6716
FAX：03-3239-6717
メール：mail@9jo-tokyo.jp
ホームページ：http://www.9
jo-tokyo.jp
みなさんの会の催しなどの情
報をお寄せ頂いたらホームペー
ジに掲載します。
ぜひご活用下さい。

