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「憲法を日本の力に！」と 7 月 1 日、正則高校（港区）で東京の九条の会が大交流会を行いました。参加
者は７００人を超え、あきる野からも東京土建から参加した３人を含めて１２人が参加しました。
大交流会は、アイドルグループ「制服向上委員会」の「ダッ！ダッ！脱・原発」などの歌を手拍子と声を合
わせて楽しみました(写真右) 。続いて九条の会事務局・一橋大学名誉教授の渡辺治さんが講演しました
(写真左)。この講演を受けて、午後の分散会で話し合いを行いました。また、テーマごとに１０の分科会も行
われ、私たちあきる野は福生とともに「横田基地撤去へ」を企画しました。
渡辺さんは「６０年安保の時に２０００の共闘組織
ができたが、九条の会はそれを上回る７５００の会が、
意見の違いを乗り越えてできた。会の運動が進む
中で世論調査でも改憲反対の声が高まっていった。
九条を守る運動と構造改革に反対し、反貧困の運
動などの取り組みの中で、民主党の政策を変えさ
せ、国民の期待が集まって政権交代を起こさせた。
こうした力が消費税増税や辺野古基地建設を遅ら
せてきた。しかし、ここにきて九条運動の停滞の中
で世論調査でも改憲賛成の割合が増え始め、自民
党や維新の会などの改憲案がラッシュのように出て
きた。消費税増税の３党合意などで大連立が進め
ば、国会の９５％が改憲に賛成するという新たな段
階になる。戦後最大の改憲の動きを、地域から憲法
を生かす取り組みを強めることで、食い止めよう」と
講演しました。午後は３つの分散会で、渡辺さんの
講演を受けて、加速してきた改憲の動きを草の根か
ら反撃するために、原発・消費税・比例削減・ＴＰＰ
参加・橋下ファシズムなどを許さない運動と合わせ
た会の役割や、会が克服すべき問題点などを３つ
に分かれて話し合いました。同時に「若者・高校生
―伊藤誠さんと語ろう」「教科書と子どもの教育」「新
しいメディア」「伊藤千尋さんと話そう」などの分科会
も行われ、熱心に話し合いを行いました。
参加者は「九条の会の果たしてきた役割を再認
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識し、運動を発展させる必要性を感じた」「各地の
取り組みを知って参考になった」「メディアに対して
不満を述べるだけではなく、自らが意見を発信して
いく必要性がある」「教科書の分科会も教室一杯で
した。問題の育鵬社の教科書を採択した大田区や
武蔵村山市、今年不採択した杉並区などが報告し、
侵略戦争に反省の無い教科書を使わせないため
にあきる野市でも気を引き締めていかなければと思
った」「いろんな会の取り組みや問題点の克服に努
力している様子も聞けてよかった」などと感想を述
べていました。

横田基地問題をもっと知ってもらおう
と分科会「横田基地撤去へ」を開催
あきる野と福生の会が企画した「横田基地撤去
へ」の分科会には 32 名が参加し、首都東京の基地
とその撤去の運動を話し合いました（写真下）。

初めに横田基地の撤去を求める西多摩の会の隺
田一忠さんが「日米軍事同盟の深化と横田基地」と
題して米軍基地の系譜、横田基地の過去と航空総
隊が移転した現状、パラシュート降下訓練やオスプ
レイ問題などを話しました。参加者からは「憲法九条
に反して存在する基地を討議して会として取り組ん
でいる」「航空機事故への対処訓練などがされてい
ない」「C130 が何機も連ねて騒音がうるさくなってい
る」「米国歌に続いて君が代がスピーカーで放送さ
れている」など横田基地の様子や毎月第３日曜日に
行われている座り込み参加の報告など、憲法九条を
持つ日本は武力の抑止力に頼らない道を歩むため
に基地撤去の運動の必要性が話されました。

の集合場所は原宿駅から西方向の大通り、２つ目の
歩道橋付近（サッカー広場より西側）。デモ行進は１
３：３０に出発・新宿中央公園コースを歩きます。当
日事務局は東秋留駅１０：５３発後部に乗ります。

さよなら原発-にしたま-第７回集会
は被爆者の話と原発事故を重ねる

７月１日ルピアで行わ
れた第７回集会。広島
で１３歳の時被爆した関
千枝子さんのお話。爆
心地から３キロ離れた自
宅にいて助かりました。
新聞記者の経験もある
「反原発・金曜日集会」に参加して 関さ んは「原爆で死ん
ツ イ ッ タ ― など で 呼 だ級友たち」を出版。放
びかけて毎週金曜日に 射能の怖さなどを語りました。その後、参加者がグル
行われている官邸前抗 ープに分かれて話し合いを行いました。“ドイツの脱
議集会に参加したＨＫ 原発と異なる日本の対応は新自由主義の考え方が
さんの報告です。
強く、一次産業を切り捨て、原発頼みの戦後の経済、
“６月２９日、６時半。 政治の在り方に問題があり、これを何とかしなければ
抗議集会に参加した。 いけないのではないか”などの意見が出されていま
安保以来５０年ぶりかな。 した。（上のイラストは同会のチラシから）
地下鉄の国会前出口
へ向う階段から、もうぎ ❒おしらせ❒
 第４０回横田基地撤去のすわりこみ
っしりの人。空を舞うヘ
７/１５ １３：３０～１５：３０、国道１６号線沿いのフレ
リコプターの数々。なかでも、子ども連れの参加は多
ンドシップパーク ※なお、８月は横田基地友好
く、お父さんに肩車されながら、「サイカドー、ハンタ
祭（基地解放）が８/１８、１９に行われるため、第４１
イ」と声をあげている（写真）。列はふくれ上がり、７時
回の１９日は福生公園で行います。
半になると遂に、６車線の車道を閉鎖して、はるかに  ２０１２年原水爆禁止国民平和大行進
７/１８甲武トンネル集合 13：00 発 13：30→檜原村
見えない遠くから官邸へ向けて、「再稼動反対」を叫
役場着 17：00。７/１９発 9：30→五日市庁舎着 11：
ぶ。翌朝の新聞で２０万人と知る。「さすが～」という
30(昼食)発 12：40→日の出町役場着 14：40。７/２
思いでした。もっともっと大きくなる金曜日集会にま
０発 9：15→あきる野市役所着 10：40 発 10：50 発
た、参加したいと思った。”
→福生公園着。一歩でも二歩でもご一緒に。

７月１６日は代々木公園に行きまし 
ょう。さようなら原発１０万人集会！！
関西電力が１日、大飯
原発３号機を起動しまし
た。安全対策の強化もな
い ま ま の野 田首 相 の 再
稼働決定に、国民の怒り
が巻き起こっています。
１６日の代々木公園の大
集会に参加しましょう。
日時：７月１６日（月・休）
集会１３：００～１４：００
会場：代々木公園Ｂ地区全体 呼びかけ人：坂本龍
一、鎌田慧、内橋克人、大江健三郎、落合恵子、澤
地久枝、瀬戸内寂聴、辻井喬、鶴見俊輔。あきる野

憲法フォークジャンボリーin 東京２０１２
８/３～５東京労音 R’s アートコートで。９条の会の
賛同者などのグループ「ラ・パス(フォルクローレ)」、
「かっちゃんｗｉｔｈ松井(ギターと歌)」などが出場し
ます。

❒事務局だより❒

 あきる野市民文化祭の展示会 11/３、４（秋川体


育館）に出展を予定しています。
定例サポーター会：第７９回は７月１４日、第８０回
は８月１１日。ともに午後３時から市役所１階で。
あきる野９条の会賛同署名数：累計９７０名。


 ブログでも情報を発信しています。
あきる野９条の会

検索 でホームページをみまし

ょう。Ａ９ニュースもカラーです。ブログもクリックし
てください。最新情報を掲載しています。✎
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PDF 配布のみのおまけのページ

7.1 大交流会写真
上左から
受付前の参加者の列
歌う制服向上委員会
講演する渡辺治さん
左の２枚
分科会「横田基地撤去へ」会場
怒りの国民大集会 6/23 明治公園↓

6/29 首相官邸前の金曜日行動↓

奈良美智さんデザインのプラ↓

◆7.1 大交流会で配布した紹介カード

❏あきる野９条の会・紹介❏

2012.7.1

 あきる野市は東京の西のはずれにあり人口約 81,000 人です。
 2005 年 4 月 29 日に発足しました。
現在、賛同者：970 人（呼びかけ人：375 人）
 財政は任意の賛同金とカンパで賄っています。
 定例サポーター会を月 1 回行い、活動方針をきめています。
 ｢A9 ニュース｣を 2 か月に 1 回発行（40 人が 615 世帯に手配り、郵送 40 部、メール 20 他）。
 ホームページ： http://a9akiruno.net/ 事務局ブログ：ホームページから入れます。
 連絡先：〒197-0814 あきる野市二宮 1421-4 ℡042-558-7857(前田) メール info@a9akiruno.net
❏こんなことをやりました❏
＊ 学習講演会では：「アジア太平洋戦争と憲法第９条」、「五日市憲法」
、「田中正造と憲法九条」、
「韓国併合
100 年と『坂の上の雲』」などを学びました。フォト・ジャーナリストの郡山総一郎氏の講演会（07 年）
には 470 人が参加しました。
＊ 「戦争体験を聞く会」や「バスで行く市内戦跡めぐり」を行い、「私たちの戦争体験記」(07)、「続 私た
ちの戦争体験記」(09 年)を発行しました。
＊ 実行委員会をつくり映画｢日本の青空｣(07 年／1150 人)、
「いのちの山河・日本の青空Ⅱ」(09 年、10 年／
のべ 1250 人)を上映しました。会はドキュメンタリー映画「ミツバチの羽音と地球の回転」
（11 年 8 月／
320 人）を行いました。
＊ 「五日市憲法草案再発見現地ツアー（温泉付き）
」(10 年 9 月)を行いました。
＊ 東京九条まつり(10 年 11 月)には大型バスで参加。まつりでは東大和、光が丘(練馬)の９条の会と共同し
て立ち上げた｢五憲の会｣が五日市憲法草案のイベントを企画しました。
＊ あきる野市民文化祭には展示会に活動報告を出展しています。
＊ 今年の 3.11 には会が呼びかけて「原発 NO！ウォーク in あきる野」を行い 170 人がパレードしました。
東京の九条の会・大交流会には福生の会と共同で分科会「横田基地撤去へ」を企画しました。
＊
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