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安倍政権の改憲暴走に対し、批判の声が巻き起る
憲法破壊、『戦争する国』 はゴメンです！
安倍政権が勝手な憲法解釈変更で集団的自衛権の行使容認を進める改憲暴走に対し、批判の声が巻き起こ
っています。国民世論も憲法９条改定反対・集団的自衛権の行使反対が急増しています。学者、文化人、弁
護士、宗教者など広範な人々が「立憲主義を守れ」「『戦争する国』づくりを許すな」と立ち上がっていま
す。ＮＨＫ世論調査では改憲の「必要がない」が１年前の調査に比べ 10 ポイント増で、「必要がある」は
13 ポイント減となりました。「産経」（４月１日付）でも改憲「反対」は昨年４月に比べ 20・6 ポイントも
増えました。「九条の会」は約 7500 に広がり、全国各地で多彩な活動を展開。九条の会東京連絡会は 6 月 4
日に「『戦争する国』、ゴメンです。九条の会東京のつどい」を、10 日には九条の会が「10 周年講演会」
を開きます。４月には憲法学、政治学をはじめさまざまな分野の学者が集まって「立憲デモクラシーの会」
を結成し丹羽宇一郎前中国大使も加わっています。宗教者は宗派の違いを超えて「集団的自衛権行使に反対
するアピール」を発表。３７００人を超す賛同者となっています。各地の弁護士会も解釈改憲による集団的
自衛権の行使容認に反対する会長声明を発表しています。 安倍政権の改憲暴走がいっそう度を強めていま
す。 私たちも署名活動や市議会への要請などの行動を進めていきます。

黙っていられません。同封の 2 つの
署名にご協力を！
◆集団的自衛権行使容認に反対
する「戦争をさせない全国署名」

原発 NO!ウォーク in あきる野」を行い約 120 人が市
内の大通りをパレードしました。

3 月 4 日に発足した「戦争をさせない 1000 人委員
会」の署名用紙で取り組みます。第 1 次締め切り 6
月 8 日あきる野 9 条の会事務局必着。

→とうきゅう前で２９日に署名行動

パレードの前に秋留野広場で｢ミュージック＆ト
あきる野 9 条の会はこの署名行動を 5 月 29 日、あ ーク｣を行いました。
きる野とうきゅう前で 11 時から 12 時まで行います。
みなさんぜひ参加してください。

◆「憲法 9 条にノーベル平和賞を」
神奈川県の女性が昨年１月、
“戦争はよくない、平
和憲法を守りたい”とインターネット上で呼びかけ
たのがきっかけで地域９条の会が協力してネット上
だけでなく、実際に署名用紙をつくり、
「憲法 9 条に
ノーベル平和賞を」と呼びかけています。オスロか
ら受諾連絡があり、2014 年ノーベル平和賞の候補に
なりました。ノーベル賞は、個人か団体に限るので
憲法９条を保持し続けた「日本国民」を受賞者と提
案しました。今年は 278 の候補者が登録されていて、
受賞者の名前は 10 月 10 日に発表されます。皆様の
署名をお願いします。締切 7 月 27 日あきる野 9 条の
会事務局必着

１２０人が参加。3.8 震災復興・原
発 NO！ウォーク in あきる野
あきる野９条の会がよびかけて、3.11 東日本大震
災・原発事故から３年目の３月８日に「震災復興・
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盛り上げたのは二十代から三十代初めの青年たち。
司会のレゲエ・ミュージシャン・アーティストの
GACCHI(與賀田 駿)さん、貫太郎（前嶋貫太郎）さん
はレゲエを披露。音楽が流れると広場に多くの市民
が集まって 150 人ほどに。マイクを握ったのはお子
さん連れの上村ファミリーともう一家族。
「外遊びが
好きな子どもに、原発事故以降安心して遊ばせなく
なった。早く廃炉にしてほしいです」
「政治に首突っ
込むのはと思っていたが、原発事故以降なるべく自
分でもやってみようと思うようになってきた」と発
言。26 歳の大谷さんは静岡で開かれた 3.1 ビキニデ
ーに参加した足で浜岡原発を見学「再稼働に反対し

ていきたい」と。福祉施設で働く渡辺さんや田所弁
護士は、若者の非正規雇用が増えている問題、安倍
政権がめざす原発再稼働や解釈改憲で集団的自衛権
行使を容認させようとする動きを批判し「主権者で
ある私たちがより良い日本社会をつくっていくため
にがんばって行きたい」と話しました。
青年 11 人がマイクを握り「おかしいと思うことに、
きちんと声をあげよう」と呼びかけました。

5・3 憲法集会に 3700 人

横田基地撤去の座り込みが６年目に
日比谷公会堂での集会と銀座デモにあきる野から
も参加しました。写真はデモの順番を待つ参加者。

「読売」の世論調査は？

毎月第 3 日曜日に行っている横田基地前での座り
込みは 6 年目に入りました。第 61 回目は 125 人が参
加、弁護士の内藤功さんがミニ講演を行いました。
あきる野市の上空は米軍大型輸送機 C130H の訓練
場になっています。3 月には同型機のアルミ製パネル
（約８cm×約 13cm）やアンテナ（ワイヤー、長さ約
18m、重さ約 4.5kg）をどこかに落としていることが
判明しています。写真は第 60 回座り込みの様子。

夫婦漫才 おしどりマコ・ケンが講演
3 月 29 日、
「さよなら
原発～にしたま～」は第
15 回集会としてあきる
野ルピアで「おしどりマ
コ・ケン両氏の講演会」
を行いました。夫婦漫才
「おしどり」のマコ氏が、3 年前の原発事故後に、ジ
ャーナリストとして、東電会見など原発の取材を精
力的に行うようになった経緯、福島第一原発の現状、
最近のドイツ訪問の様子などを語りました。

「読売」12 日付は１面トップで、
「集
団的自衛権 71％容認」「『限定』支
持は 63％」と世論調査結果を報じました。しかし、
この調査は、集団的自衛権について「政府はこれま
で憲法上、この権利を使うことはできないとしてい
た」と説明したうえで、
「全面的に使えるようにすべ
きだ」
「必要最小限度の範囲で使えるようにすべきだ」
「使えるようにする必要はない」
「その他」の四つか
ら回答を一つ選ぶ形式。集団的自衛権行使の容認の
ために、憲法改正を経て進めるのか、それとも閣議
決定だけで憲法解釈を変更して進めるのかという論
点を省略しています。TBS 系 JNN の調査では、
「憲法
改正せずに解釈の変更で行使できるようにしてもよ
いと思いますか、思いませんか」と質問。
「解釈変更
でなく憲法改正が必要」は 55％となっています。さ
らに、限定ならば憲法解釈の変更は認めても良いか
を質問。「認められない」が 48％です。「限定」であ
っても憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容
認には反対が多数なのです。

❒おしらせ❒

 “戦争する国”ゴメンです。九条の会東京のつどい：

学習会「安倍教育 
再生でどうなる子
ども・教科書」


「子どもと教科書あ
きる野ネット 21」が石山
久男さん（子どもと教科書全国ネット常任委員、元
歴史教育者協議会委員長）をまねいて 4 月 19 日油平
クラブハウスで学習会を行いました。教育の分野で
も安倍政権の暴走が進み、教育に対する首長の介入
や検定基準と検定審査要綱を改定し、安倍流『愛国
心』教育の押し付けと異常な競争主義が教育に持ち
こまれようとしています。あきる野市では今年は小
学校、来年は中学校の教科書が採択されます。

６月４日(水)夜、なかのゼロホール。コント：松
元ヒロ。トーク：孫崎享、青井未帆、小森陽一の
各氏ほか。あきる野９条の会ものぼりを持って登
壇します。チケットあります。同封のチラシ参照。
九条の会１０周年講演会： ６月１０日 6：00～渋谷
公会堂。お話：大江健三郎さん奥平康弘さん澤地
久枝さん池田香代子さん、金泳鎬さん阪田雅裕さ
ん。前売り券 1000 円。
日の出九条の会が小森陽一先生講演会： ６月１５
日（日）2：00～4：00 日の出グリーンプラザ資料
代 300 円。問合せ：相田（567-4193）

❒事務局だより❒

 あきる野９条の会賛同署名 累計は 1,043 名
 定例 A9 サポーター会 次回第 100 回は 6 月 14 日
（土）です。午後 3 時からあきる野市役所１階で。
あきる野９条の会
検索でホームページやブログ“事務局だより”を
ご覧ください。✎

 インターネットで情報を発信中
２

◆ＰＤＦだけのおまけのページ◆

誰が戦争をするのか？

３・８震災復興・原発 NO！ウォークｉｎ
あきる野写真集
▼ミュージック＆トーク

４・８集会 日比谷野音、銀座デモ

私は、兵士では ありません。

５・１第８５回三多摩メーデー

横田基地の米軍大型輸送機Ｃ１３０
Ｈが紛失したのはアンテナ線

▼パレード

東京新聞に掲載された５．３憲法集
会の銀座デモ。会の旗が写ってる。

３

東京の九条の会の総決起です。
みなさん。参加しましょう。

◆速報
毎月第３日曜日に行っています。
横田基地撤去の座り込み。第６２回
は９１人が参加しました。（5/18）

あきる野市内からの風景（５/18）
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