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国が育ったら、もっともっとみんな幸せになれる思
うてたのに、こない生きづらい世の中になってしもう
たんは、なんでなんだすやろな？ 戦争は銃や大砲で
人を傷つけて、新聞や世論は人を悪う言うたり、勝手
な批評して人の心傷つけるばかり。みんなが幸せにな
るための武器は銃でも大砲でも悪口でもあらしまへ
ん。ここ(優秀な頭脳)とここ(柔らかい心)だす。
「あさが来た」最終回のあさのことば。

3 月 12 日、あきる野 9 条の会がよびかけて「震災
復興・原発 NO！ウォーク in あきる野」が行われ、100
人がパレードしました。ルピア前の秋留野広場から
横断幕やミモザの花、様々なプラカードを持って「震
災復興、原発いらない、再稼働反対」などとコール
しとうきゅう前から滝山街道、五日市街道、市役所
からさくら通り、駅前通りと約 2 キロを歩き、広場
に戻って解散しました。沿道や車窓などから大きく
手を振るなど、市民から好感を持って迎えられまし
た。このウォークは 3.11 東北大震災の 1 年後から毎
年行われ、今年で 5 回目です。
の署名は参院選後の臨時国会に提出されます。
お持ちの署名は至急提出下さい。

あきる野の署名数６７3４筆（２５日現在）
６月３０日まで継続します
戦争法（安保法
制）の廃止を求め
る 2000 万人統一
署名は、あきる野
で は２ ５日ま で
に１８の団体・地
域グループ・個人
が 集め た署名 数
が 6,700 筆を超
えました。あきる野９条の会は 1,942 筆をすでに提
出しました。みなさんのご協力に感謝します。全国
では 1000 万筆を超えたと推測されていますが５月
３日の憲法集会で結果が報告され、５月１９日に国
会へ提出されます。署名
を呼びかけた総がかり行 戦争法廃止 2000 万署名
9 条の会・提出数
動実行委員会は参院選前
の６月３０日まで継続す
ると発表しました。今後

1,942 筆

１

あきる野市が「平和首長会議」に加盟
あきる野市は 4 月 12 日、平和首長会議に加盟した
と発表しました。平和首長会議は規約前文で「広島・
長崎の悲劇が再び地球上で繰り返されることなく、
市民が安全かつ文化的な生活を営める環境を確保し、
世界の恒久平和の実現
に寄与するために、世界
の都市と都市が国境を
越え、思想・信条の違い
を乗り越えて連帯し、核
兵器の廃絶に向けて努
力することを誓う」とし
ています。
市民は「非核・平和都
市宣言」をするよう長年
にわたって要望してい
ますが市はかたくなに
拒否しています。

五日市憲法草案を日本の宝に！
見学者など３０００人を超える
4 月 24
日には「五
日市憲法
草案の歌」
をつくっ
た箱崎作
次さんら
の一行 28
人が、草案
が発見された深澤家の土蔵など、ゆかりの地を訪ね
るツアー行い、地元の鈴木富雄さんらが案内しまし
た（写真）。こうした現地ツアーや講演依頼にはこ
れまでに 3035 人（4/8 現在）が参加しています。マ
スコミも五日市憲法草案に注目し、朝日、東京、北
海道新聞などが取材に訪れています。

日本の報道の自由は？

明した。今年 1 月、「立憲政治を取り戻す国民運動
委員会」を立ち上げ事務局を担当。著書に『白熱講
義！集団的自衛権』、『なぜ憲法学者が「野党共闘」
を呼びかけるのか』など。
なかつくま

たくぞう

仲築間 卓蔵 さ ん (1932 年 生 ま
れ)：元日本テレビプロデューサ
ー。日本テレビ労働組合の委員長
を退任したあと、ワイドショーの
プロデューサーを歴任し「ルック
ルックこんにちは」「ザ・ワイド」などを担当。現
在、日本ジャーナリスト会議会員、「自由メディア」
代表、「マスコミ九条の会」の呼びかけ人。著書に
「いま なぜ メディアを読み解く目」など。
■三多摩青年合唱団(1963 年創立)：多摩地域で歌声
運動の一翼を担い様々な演奏活動を展開。昨年たま
しん RISURU 大ホールで行った「あめあがりコンサー
ト」では、混声合唱によるグレゴリオ聖歌や美空ひ
ばり作品集「川の流れのように」などを歌い上げ、
会場を魅了した。
はこざき

さくじ

■箱崎 作治さん(1955 年生まれ)：三多摩青年合唱団
運営委員長。昨年まで 38 年間三多摩地域の公立中学
校の社会科教員を歴任。｢五日市憲法草案の歌｣を作
り、東京新聞などが大きく報道し注目の人となった。

国際ＮＧＯ「国境なき記者団」（本
部・パリ）は 2016 年の「報道の自
由度ランキング」を発表しました。日本は、対象の
１８０カ国・地域のうち、前年より順位が１１下が
って７２位でした。特定秘密保護法の施行から１年
余りを経て、
「多くのメディアが自主規制し、独立性
を欠いている」と指摘しています。
「表現の自由」に関する国連特別報告者として公
式に訪日したデービッド・ケイ氏（米国）が日本で
の調査を終えて記者会見し「日本の報道の独立性は
重大な脅威に直面している」として、メディアの独
立性保護や国民の知る権利促進のための対策を講じ
るよう政府に求めました。「特定秘密保護法や、『中
立性』
『公平性』を求める政府の圧力がメディアの自
己検閲を生み出している」と分析し「ジャーナリス
トの多くが匿名を条件に面会に応じた。政治家から
の間接的圧力で仕事を外され、沈黙を強いられたと
訴えた」と述べました。

❒おしらせ❒
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注目のあきる野９条の会 5.21 講演会
小林節さんがお話しします（チラシ同封）

THE FUTURE IS OURS 憲法集会：有明防
災公園で 13：00～16：00
5/19 戦争する国許さない国会議員会館前行動：
18：30～
5/28 第 25 回集会･アニメ「無念」上映会：①13：
00～ ②15：00～の 2 回上映。あきる野ルピア
3F。無料（カンパ歓迎）主催：さよなら原発～に
したま
5/29 三多摩平和交流会「若者たちは戦後 70 年
何を学んだか」：若者と学生のトーク。13：30～
立川女性センター5F、500 円 主催：三多摩平和
交流会ネットワーク
6/5 戦争法廃止・安倍内閣退陣国会前大行動：
14：00～（昨年 8/30 の規模）
6/6 九条の会東京 in 中野：なかのゼロホール 6：
30～チケット 1500 円。小林節、浜矩子、谷山博
史、小森陽一の各氏の講演など。主催：九条の会
東京（チケットは事務局にあります）

各地の講演に引っ張りだこの小林節先生があきる
野に来ていただけることになりました。仲築間卓蔵 ❒事務局だより❒
さんとの対談形式の講演です。三多摩青年合唱団と  あきる野９条の会賛同署名 累計は 1,089 名。
箱崎作次さんの演奏も期待されます。
 定例 A9 サポーター会 第 123 回は 5 月 14 日午
後 3 時からです。会場は市役所ロビーを予定。
◆チケットの販売は、定員に達したらストップしま

インターネットでも発信中 あきる野９条の会 検索
す。できるだけ早くチケットをお求めください。会
場に入れないことがないよう進捗を確認しています。 でホームページ、ブログ“事務局だより”、
Facebook をご覧ください。
出演者紹介
 パソコン・スマホをお使いのみなさま。あきる野 9 条の
こばやし せつ
小林 節さん(1949 年生まれ)：弁
会アドレス info@a9akiruno.net に、お名前とメー
護士、慶應義塾大学名誉教授（憲
ル登録と書いてメールしてください。「A9 情報」をお届
✎
けします。
法学）。昨年 6 月４日の国会に参
考人として呼ばれ、集団的自衛権
の行使容認について「違憲」を表
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