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（投票に行きましょう／ご一緒に行きましょう）
右の数字は 2014 年の衆議院選挙（比例区）の
データです。「選挙に行っても政治は変わらない
ヨ」という方もいますが、自民党に投票したのは
有権者比では 17％でしかありません。平和で暮
らしやすい世の中にするために 18 歳以上のすべ
ての有権者が投票に行くように呼びかけます。

「そうだよな。みんしゅしゅぎは、 いいことを みんな
で きめるんだよな。 かずが おおいから、 いいん
じゃなくて、 たとえ、 ひとりでも、 いい かんがえ
なら、 みんなで だいじにするのが、 みんしゅしゅ
ぎの いい ところだろ。 それを まちがると、 か
ずが おおい やつが、 かってに いばったり、
わるい ことを しだすんだよな」
かこさとし しゃかいの本「こどものとうひょう おとなのせんきょ」（1983 年）より

あきる野 9 条の会は秋川ふれあいセンターホールで 5 月 21
日、11 周年講演会を行い 220 名が参加しました。
オープニングは箱崎作次氏の五日市憲法草案の歌をはじめ
三多摩青年合唱団が素晴らしい演奏を披露。続いて登壇した
仲築間卓蔵氏は小林節氏から蓮池透氏に変更になったいきさ
つを述べて対談を始めました。蓮池氏は拉致問題の経過を詳
しく話し「拉致問題や北朝鮮問題は、対話、外交、交渉でし
か解決しない」と話しました。仲築間氏は「こんな政治をい
まこそ変えないと！」と会場に訴えました。前田事務局長は
「安倍政権の憲法改悪の策動を許さないために、憲法を学び、
“選挙に行こう”という運動を進め、、2000 万人署名を最後
までがんばること、五日市憲法草案の発見 50 年(2018 年)の
企画を成功させ、来年度のオスプレイの横田基地配備を許さ
ないたたかいにむけて協力し合おう」と呼びかけました。
参加者は「テレビや新聞で知りえない貴重な話が聞けて良
かった」「安倍首相が青いバッチをつけているわけがわかっ
た」「選挙に行かない人、政治に興味がない人にどうよびか
けたらいいか。力になりました」など感想を述べていました。
西多摩新聞、西の風が報道しました。講演会を FmA（自由メ
ディア）の動画で見られます。インターネットのアドレス→https://www.youtube.com/watch?v=7JeE29fIe3o
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戦争法廃案の
2000 万人統一署
名は 6 月末まで

い去った悲惨な戦争の体験こそが、平和を希求する
沖縄の心の原点であります（翁長知事のことば 6/23）。
◆沖縄は本土決戦を遅らせるための「捨て石」だっ
た。日本政府は今もなお沖縄を、本土を米軍基地負
担から守る「捨て石」にしようとしているのではな
いか。沖縄を軍事的要衝ではなく、アジア・太平洋
地域と日本を結ぶ交流の拠点とするために何をすべ
きか。政府だけでなく、本土に住む私たちも真剣に
考えたい（東京新聞 6/24）。◆戦場という極限状態を
経験し、あるいは命を奪う訓練を受けた軍人が暴力
を向ける先は、沖縄の女性たちだ。女性たちにとっ
て戦争はまだ続いている。被害をなくすには軍隊の
撤退しかない。「軍隊は住民を守らない」
。私たちは
過酷な地上戦から導かれたこの教訓をしっかり継承
していくことを犠牲者に誓う（琉球新報 6/23）。

戦争法廃止 2000 万署名
9 条の会集約数

2,054 筆

６月１日までに 1291 万
4852 人分が国会に提出されました。ほかに同趣旨の
請願が約 30 万人分あり、合わせると署名数は 1300
万人を超えています。あきる野 9 条の会に寄せられ
たのは 2,054 人分で、市全体では 7,000 人に迫って
います。署名は６月 30 日まで続けますので、みんな
でがんばりましょう。お手元に署名済みの用紙があ
りましたらなるべく早く提出してください。

あきる野か
らは 40 人
以 上 が 国 横田にオ スプレ イ 配
会包囲
備。特殊作戦司令部
６月５日「明日 の基地に。
を決めるのは私
たち－政治を変
えよう 6.5 全国総がかり大行動」が国会議事堂周辺
から霞ヶ関周辺で開催されました。この行動は安倍
内閣の戦争法推進と立憲主義の破壊などの悪政に抗
議する市民の行動であり、4 万人が参加しました。私
たちあきる野は、三多摩健康友の会が出したバスで
28 人、電車で行った人を含め 40 人以上が参加しま
した。バスで行った人は日比谷公園には正午に到着
し、公園を少し散策してからカモメの広場に集まり
ました。
「右翼」の街宣車がラッパの音や怒鳴り声を
轟かせ集会を妨害しましたが、毅然として集会を成
功させました。

アメリカが「米空軍の特殊作戦
司令部が横田基地に CV22 オスプレイを 2017 年下期
に３機、2021 年までに７機配備する」と発表しまし
た。横田に特殊作戦部隊 430 人、家族を含め 1100 人
を受け入れます。日本政府は５月の答弁書で、横田
周辺の訓練は離着陸、人員降下、物料投下、編隊飛
行、夜間飛行の五項目を挙げ詳細については「米国
からこれ以上の説明は受けておらず、答えるのは困
難」としています。今でもあきる野市の上空は米軍
輸送機 C130 が低空飛行訓練を頻繁に行っており、市
民から「うるさい」「こわい」などの声が上がって
います。MV22 は海兵隊用。CV22 は空軍特殊作戦用。

6.6 九条の会東京 2016in 中野



❒選挙に行きましょう❒

なかの ZERO 大
ホールで行われ
た九条の会東京
2016in 中 野 、
1000 人 近 い 参
加者が会場を埋
めました。バイ
オリニストの石
井夕紀さんのリ
ベルタンゴの演奏に始まり、谷山博史さんのボラン
ティアから見た戦争法、浜矩子さんのアベノミクス
批判、小森陽一さんの報告。地域の会の決意、ママ
の会、高校生、大学生の発言は勇気を与えてくれま
した。島田事務局長の「戦争はゴメンだ 政治を変
えて、命を守ろう！」との訴えを確認しました。



7/10 参院選選挙投票日：前日まであきる野市役
所で 7/9 まで期日前投票（8：30～20：00）がで
きます。
7/31 東京都知事選挙投票日（予定）

❒おしらせ❒

 2016 国民平和大行進

7/21 甲武トンネル 13：30
発→檜原村役場、7/22 檜原役場 9：00 発→五日市
主張所 11：30 着昼食後 12：40 発→日の出町役場、
7/23 日の出町役場 9：10 発→あきる野市役所 10：
50 発→福生公園 12：30 着終結集会。

❒事務局だより❒

 あきる野９条の会賛同署名 累計は 1,089 名。
 定例 A9 サポーター会 第 124 回は 7 月 16 日（土）
午後 3 時からです。会場は市役所ロビーを予定。
あきる野９条の会 検索
でホームページ、ブログ“事務局だより”、
Facebook をご覧ください。
パソコン・スマホをお使いのみなさま。あきる野 9 条の
会アドレス info@a9akiruno.net に、お名前とメー
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。
✎

 インターネットでも発信中

６月２３日、沖縄慰霊の日に



◆沖縄を襲った熾烈な戦火は、穏や
かで緑豊かな風景を一変させ、貴重
な文化遺産を破壊し、２０数万人余りの尊い命を奪

２

