
 １ 

☆ 
 

韓国併合１００年と『坂の上の雲』 
         講師は梅田欽治先生（宇都宮大学名誉教授） 

昨年の総選挙では国民の審判により、民主党鳩山政権が誕生しました。新しい時期

の中で、暮らし、憲法九条はどうなるのでしょうか。私たちの運動がますます重要に

なってきます。今年、あきる野９条の会は 5 周年を迎えます。そして安保条約改定 50
年、韓国併合 100 年、改憲手続法施行の年です。そこで会では東アジアの平和のため

の学習会を開催します。テーマは｢韓国併合 100 年と『坂の上の雲』｣です。日清戦争

で台湾を、日露戦争で南樺太を、そして「併合」により朝鮮を日本の領土とし大国へ

と進む明治の時代、司馬遼太郎が拒んでいた小説「坂の上の雲」の映像化を NHK がテ

レビ放映しました（写真右、NHK ホームページよ

り）。一昨年、「田中正造と憲法九条」のお話しをされた梅田先生(写真)
が明治の時代を見つめ、東アジアの平和を語ります。ご期待ください。 

 
     

※どなたでも参加できます  ※資料代２００円 

 
｢核兵器のない世界を｣国連へ要請団 
前田さん、高橋さんがニューヨークへ 

 ５月にニューヨーク

で行われる国連の核不

拡散条約（NPT）再検討

会議に「核兵器のない世

界を」の署名を携えて、

日本から 1300 名を越え

る要請団を派遣します。

あきる野からは前田眞

敬さん（会の事務局長・

あきる野原水協理事）と

高橋養蔵さん（会の呼び

かけ人・同副理事）がニューヨークへ行きます。５

年毎に開催されるこの会議は、前回はブッシュ米前

政権の妨害で議題さえ決められませんでした。昨年、

オバマ大統領は「米国は核兵器のない世界をめざす」

とプラハで宣言、今回こそ核廃絶への確実な 1 歩を

ふみだすようにと世界的に原水爆禁止の運動が広が

っています。前田さんの話：核兵器廃絶と憲法九条

を守り生かす運動は一体のものと考えて運動に関わ

ってきました。今回の NPT 再検討会議が有効な成果

をあげるかどうかは被爆国日本の世論、私たち草の

根の運動にかかっています。『核兵器のない世界を』

の国際署名をさらに広げてください。みなさんの署

名を国連に届け、すみやかな核廃絶を訴えてきます。 

核兵器なくすために署名にご協力を 
A9 ニュースに署名用紙を同封しました。ぜひご家

族、お知り合いに署名を勧めてください。年齢に関

係なくどなたも署名できますし、代筆も OK です。

署名は会の事務局（電話 558-7857）へご連絡いただ

くか、お送りください。4 月 29 日までに事務局に到

着した署名は前田が持参して国連に直接届けます。

署名は NPT 会議最終日の 5 月 28 日まで取り組みま

す。よろしくお願いします。 

映画「いのちの山河」再上映決定 
昨年キララホールで上映した「いのちの山河～日

本の青空Ⅱ」は 1050 名が鑑賞し大変好評でした。し

かし、夜の部は映写機の故障で 30 分近く中断しその

後も途切れとぎれの上映となってしまいました。来

場者からの声もあり、再上映することになりました。 
 

 
 

 
 

日野原重明先生の講演ＤＶＤ発売 
昨年 10月に行われた九条

の会東京連絡会の講演会

で聖路加国際病院理事長

日野原重明先生（98 歳）

の「人を殺す戦争はあっ

てはならない。九条守る

よき友を持とう。アクセ

ルを踏んで、勇気を持ってともに前進しよう！」と

の講演がＤＶＤになりました。 
頒価 1000 円です。事務局までご連絡ください。 
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映画「いのちの山河～日本の青空Ⅱ～」再上映 
6 月 12 日(土) 19：０0 から上映 秋川キララホール 

参加費は１２００円。当日会場で 

昨年１０月１７日夜の部に参加された方は無料 
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九条の会が関東ブロック交流会 
各９条の会が経験や問題点などの交流を深め合

い、それぞれの九条の会運動をいっそう前進させ

るために「関東ブロック交流会」を行います。 
日時 4 月 4 日（日）10：00～16：00 
会場 正則高等学校（港区芝公園 3-1-36） 
参加費 1000 円、事前申し込みが必要です。 
（九条の会は 6月 19日に日比谷公会堂で講演会

を行います。内容未定） 

｢東京九条まつり｣の準備始まる 

九条の会東京連絡会は、九条を守ろうという個人･

団体が主役となって発信するイベントを準備してい

ます。大田区産業プラザを 11 月 13 日全館借り切っ

て多彩な催し物のデパートを開きます。1 階の展示大

ホールはブース出展やお祭り広場、1･2･3 階の会議室

は交流・シンポジューム、4 階のコンベンションホール

は映画や音楽･演芸など。現在スタッフや企画のアイ

ディア募集中です。東大和九条の会は五日市憲法の

企画を提案していますが、会としてもブースを借り

て企画を検討中です。みなさんも参加しませんか？ 

出前 DVD 上映会 受け付けています 
「イラクとアフガンからの報告」 

「アフガンに命の水を」はペシャワール会・中村

哲ドクターの用水路建設を描いたものです（56 分）。

用水路建設は 2 月にテレビでも紹介され話題の作品

です。「ジャーハダ」はイラク民衆の戦いを描く、西

谷文和氏のレポートです（36 分）。各地域での鑑賞会

を受け付けています。これまでに試写会、草花地域、

新婦人のおしゃべり小組で上映しました。 

Book 紹介 「オバマの戦争」 
「ビビちゃんとゴルジュマちゃ

ん。この 2 人（少女）の姿をオ

バマ大統領に見せて、そしてた

ずねてみたい。あなたはこの娘

たちを見た後でも“正しい戦争”
ってあると思うのか？」（本文よ

り）今年 1 月アフガンを取材し

た西谷文和氏の現地レポートで

す。2 月 25 日発売。600 円(送料別）。イラクの子ど

もを救う会のホームページから申し込めます。 

びっくり！ 普天間移設案 
移設先に横田基地も 
社民党は米軍普天間飛行場の移設先と

して①グアム、テニアンへの全面移転 ②グアムへ

の一部移転と国内での分散移転 ③沖縄以外の県外

複数米軍基地や自衛隊基地への分散移転―の３案を、

党検討委員の私案として政府・与党３党の沖縄基地

問題検討委員会に提案する方針であると報道されま

した。県外の移設先は、馬毛島と鹿屋基地(鹿児島)、

大村基地と相浦駐屯地(長崎)、
佐賀空港(佐賀)、築城基地(福
岡)、東富士演習場(静岡)、米

軍岩国基地(山口)、米軍横田基

地(東京)、苫小牧東部地区(北
海道)の10カ所です。殴りこみ部隊･海兵隊の移設先さ

がしはやめて、普天間基地は無条件撤去を求めるべ

きではないでしょうか。ところで、米軍再編横田基

地2010年度の予算は56億円4年間で544億円、横田基

地2010年度予算は309 億円と二つの数字があります。

309 億円は歳出ベースの金額、56億円(防衛省のホー

ムページ)というのは契約ベースの金額ということで

す。二重帳簿みたいで分かりづらいですが、それに

しても4 年間で544 億円という巨額の費用が何に使

われたのか、防衛省は明細を明らかにすべきです。(横
田基地ミニ情報No68より引用、写真は市内を旋回するC130) 

お知らせ 
☆日の出九条の会が４周年記念講演会 

講演：「新政権でどうなる？憲法のゆくえ」 
講師：金子勝先生(憲法学者・立正大学教授) 
日時：3 月 13 日(土) 1：30～ 資料代 300 円 
会場：日の出グリーンプラザ 主催：日の出九条の会 

☆横田基地もいらない！ 市民交流の集い 
第 1 部：シンポジューム「横田基地もいらない」 
第 2 部：横田基地撤去をめざす活動報告 
日時：3 月 20 日(土) 1：30～4：00 資料代 200 円 
会場：福生市民会館小ホール 主催：同実行委員会 

連絡先：東京土建多摩西部支部 電話 042-546-1577 

☆横田基地撤去の座り込み！  
３月２１日 1：30～3：30 福生市フレンドシップパー

クにて。毎月第３日曜日、同時間に行っています。 

事務局より 
★訃報：呼びかけ人の神崎茂子さん（瀬戸岡）、大

西晃夫さん（草花）がお亡くなりになりました。

心からご冥福をお祈りします。 
★いぬねこ九条カレンダー：収益は 10,000 円で

した。ご協力ありがとうございました。残部あります。 
★定例サポーターのお知らせ：定例会は毎月第２

土曜日（3 月は 13 日）10：30～、市役所 1 階ロ

ビーで行います。サポーター各位にご案内は差し

上げませんがご出席をお待ちしています。 
★九条守る賛同署名：賛同カード累計 907 名。 
★ホームページの閲覧：2 月末で 3200 を越えまし

た。ブログの閲覧は月 900 程度です。みなさんご覧

ください。あきる野９条の会  検索 で見られます。 
 

 

 
 

 
 

あきる野 9 条の会がつくりました 

｢続 私たちの戦争体験記｣ 
450 円（昨年１月発売）、前作「私たちの戦争体験
記」350 円（一昨年 12 月発売）、復刻版「秋川市
の戦争体験を語りつぐ総集編」400 円  


