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9 月 29 日に日比谷公会堂で「三木睦子さんの志を
受けついで 九条の会講演会 今、民主主義が試され
るとき」が開催され、呼びかけ人 3 氏が講演しました。
大江健三郎さんは「オスプレイ、原発反対の運動は憲
法にかかわっている。九条を世界に、アメリカに向かっ
て守ることが、今の日本の民主主義にとって重要なこと
だ」と語り、奥平康弘さんは「自民党や橋下大阪市長ら
は憲法 96 条の改定を前面に出している。九条の活動
を進めて 9 条の魂を選び取ろう」、澤地久枝さんは三木睦子さんの“戦争はダメ”と言い続けた生き方を紹
介、民主・自民の総裁選にふれながら「今、未来を選択する場所に立っている」と話しました。また、俳人九
条の会、九条の会アピールに賛同する詩人の会、憲法九条を守る歌人の会が朗読しました。事務局長の
小森陽一さんは九条の会の果たしてきた役割を述べながら、改憲の動きが強まってきた今、学習を強めな
がら運動を進めることを提起しました。
拒否するどころか、アメリカ言いなりに推進していま
す。しかも、横田基地周辺での飛行の可能性も否
定していません。日本全国に墜落の危険を拡大す
るオスプレイの配備をやめさせましょう。
● オスプレイ配備撤回中央集会 10/23(火)18：00
～19：30～国会請願デモ。日比谷野外音楽堂。

◆九条の会講演会での澤地久枝さんのことば

日本が民主的な国として、市民が市
民らしく生き、命を大切にする国にする
ために、一人ひとりの意思と勇気が試さ
れています。私たちは、未来がどういう
未来になるのか、いま選択する場所に
立っています。

鎌仲ひとみ監督の映画「内部被ば
くを生き抜く」 上映会に６０人

私たちの頭上をオスプレイが飛行！
沖縄では１０万人が配備反対集会
「米国の恥」「ウィードメーカー（未亡人製造機）」
と言われる世界一危険な欠陥機オスプレイ VM-22
が沖縄の普天間基地に強行配備されました。全国
知事会が「受け入れることができない」と決議し、沖
縄県民は 9 月 9 日 10 万人を超える配備反対集会
を行いました。東京であれば 100 万人が集まったこ
とになる数です。9 月 24 日には横田基地周辺市町
基地対策連絡会(福生、羽村、瑞穂、昭島、武蔵村
山、立川の 6 市町)は、首長連名で「横田基地にお
ける飛行訓練はもとより、現時点では一時的な飛来
も行わないよう要
請する」と国に文
書を提出しまし
た。国は日米安
保条約に縛られ、
１

さよなら原発～にしたま～は、9 月 30 日にあきる
野ルピアで、昨年会が上映した「ミツバチの羽音と
地球の回転」の鎌仲ひとみ監督の映画「内部被ばく
を生き抜く」を上映しました。映画では被ばく医療を
続けている 4 人の医師や東電福島原発事故により
低線量被ばくにさらされながら暮らす二本松市の家
族のインタビューで構成されています。「除染は一
生かかってもやっていくしかない。子どもたちからセ
シウムが出た。食べ物には注意してきたが、牛乳が
原因だった。今は県外産を食べさせている。暮らし
のこともあり避難できない」とその家族が語り、旅行

先で子どもたちが自然の中でのびのびと遊ぶ姿が
印象的でした。国の基準なら安全なのか、低線量で
壊された DNA が誤って修復されるという問題もある
ことがわかってきています。原発事故は終息したと
いえる状態ではありません。
● 次回は 11/11(日)13：30～ルピアで「原発被災地
の子どもたち」をテーマに第 9 回集会を開きます。
NGO FoE JAPAN の満田夏花さんが講演します。

主催し、市教育委
員会が後援しまし
た。
（写真：新原爆と人
間展でパネルを見
る親子連れ）

原発ゼロをめざして、あきる野からも
7 月 16 日に代々木公園で行われた「さようなら原
発 10 万人集会」には 17 万人が集まり、あきる野から
は 40 人以上が参加しました。毎週金曜日の首相官
邸前のデモ（抗議行動）8/31 にはあきる野から 6 名
が参加するなど、これまでも多くの方が都内まで出
かけています。
国の原発ゼロ政策は後退の一途です。

基地撤去の座り込み参加者増える

❒おしらせ❒
 横田基地もいらない 10.27 市民交流集会

10/27 福生市民会館 13：30～講演：孫崎享氏（イ
ラン大使などを経て 09 年まで防衛大教授。著書
に「日米同盟の正体－迷走する安全保障」など）。
参加費無料。

毎月第３日曜日の 13：30 から行われている横田
基地撤去の座り込み。8 月の第 41 回は横田基地友
好祭の関係で福生市民会館前で行いました。オス
プレイ配備や松平晃さんのトランペット演奏もあって
注目され、参加者も 100 人を超えました。9 月の第
42 回は通常の福生フレンドシップパークで行われ
90 人を超えました（写真）。
自衛隊情報保全隊が座り込みを監視していたこと
がわかり「違法な監視への抗議と中止を求める」決
議を行いました。

 緊急大学習会「どうなる この日本！」

10/29（月）18：30～エデュカス東京 講演：小森
陽一さん（九条の会事務局長）参加費 999 円、主
催：九条の会東京連絡会

 あきる野市市民文化祭に 9 条の会が展示

新聞ＯＢ九条の会が横田基地視察
新 聞 社 のＯ Ｂ が
結成した「新聞ＯＢ
九条の会」からあき
る 野 9 条の会に
「米軍基地ノ―in ヨ
コタ」 の企画への
協力依頼があり、撤去の会とも相談して計画しまし
た。9 月 11 日にマイクロバスで基地を視察。頭上を
米軍大型輸送機 C130H が離陸していくところ(写
真)や東京ドーム 150 倍という基地、周辺は学校や
住宅地がひしめいている様子をみました。その後
「たつみ」で懇親会を行いました。参加者は巨大な
首都の基地に改めて驚くとともに、九条の会同士の
交流もできてよかったと話していました。

11/3～4 秋川体育館で展示。五日市憲法草案、
原発ゼロ、横田基地撤去などの活動方向を行い
ます。誘い合ってお出でください。
 青年劇場公演「普天間」沖縄の心を届ける作
品。11/15(木)6：30～福生市民会館大ホール。
前売り券 4000 円。主催：同実行委員会

❒事務局だより❒

 ニュースの発行が遅れました。
 定例サポーター会：第 82 回は 10 月 13 日、第
83 回は 11 月 10 日。ともに 15：00～市役所１階。
あきる野９条の会賛同署名＋２：累計９７３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見られます。ブログ
もクリックしてください。事務局ブログにはサポー
ター会の報告や最新情報を掲載しています。✎

来年も 2013 年いぬ・ねこ なかよし

憲法９条カレンダー
１部：1000 円

新原爆と人間展を２５０人が鑑賞

ニュース配布者か表記の
事務局に電話やメールで
お申し込みください。

市役所ロビーのホールで 8/13～17、原爆に関す
る写真や資料、広島市民が描いた原爆の絵の展示
会があり、250 人が鑑賞しました。あきる野原水協が
２

PDF 版のみのおまけのページ
◆集会と学習会のお知らせ

◆9 月 10 日付の沖縄の新聞「琉球新報」

◆トピックス◆ 大日本帝国憲法復活請願に東京維新の会が賛成
「我々臣民としては、国民主権という傲慢な思想を直ちに放棄」して「日本国憲法を無効とし、
大日本帝国憲法は現存する」との都議会決議を求める請願が野田数都議と土屋敬之都議の紹介によ
り提出され、9 月 18 日の総務委員会で委員会審査が行われました。提出者は京都市在住の男性他
5034 名となっています。討論では吉田信夫理事（共産党）のみが意見表明し、不採択を求め、他
の会派も「異議なし」として全会派の反対で不採択となりました。10 月 4 日の最終本会議では委
員会審査が報告され請願に反対が多数（共産・民主・自民・公明・生活者ネット・みらい）をしめ、
土屋都議議員（平成維新の会）と野田議員が所属する東京維新の会（3 名）が賛成しました。日本
維新の会の英語 Japan Restoration Party は、元に戻す、復活、復古という意味もありますネ。

３

