20０７年５月３日
劇映画「日本の青空」を
みるあきる野の会事務局
電話＆FAX558-7857 前田

有料試写会に８０人。みる会が発足
4 月 28 日、あきる野ルピアで映画「日本の青空」の有料
試写会を行い約 80 名が鑑賞しました（写真→）。試写会に
先立ってあきる野市在住の同映画原作･脚本の池田太郎
さん(写真↓)が挨拶しました。池田さんは「憲法をめぐる
オリジナル脚本を依頼さ
れ、都立図書館や国会図
書館に通いつめ資料を繰
りながら、憲法学者の鈴
木 安 蔵 を見 つけ 出し た。
自民党憲法調査会の高柳
会長らの著作の中に、安蔵らの憲法研究会草案とＧＨＱ草案の類似性を自ら
認める『注』を発見した時の感動は忘れられない」と脚本にこめた熱意を語っ
ています。また、映画の中には劇中劇で五日市憲法も取り上げられています。
試写会に続いて「劇映画『日本の青空』をみるあきる野の会（略称みる会）」
の発足会が行われ、会則やアピール(裏面)を確認し、６月２日、秋川キララホ
ールでの上映を１０００名以上の鑑賞で成功させることなどを決めました。ま
た、同会代表に瀬沼辰正(あきる野原水協理事長)の、事務局に前田眞敬(あきる野９条の会事務局長)を選出
し、参加した約４０名が実行委員として上映運動に携わることになりました。
みる会への参加団体は１５団体となりました（裏面記載）

試写会の感想です
感動しました。民間人が作っ
た草案とそのやり取り、平和
と暮らしに大きくかかわって
いる憲法のことなどがよくわ
かりました。五日市憲法の寸
劇も面白かったです。（ＨＴさ
ん）
鈴木安蔵が、獄中で右翼か
ら自由民権運動家までのあり
とあらゆる関連書物を読み研究したことを知り、
戦後短期間にあれだけの憲法条文を著すことが
できたのだと理解した。また、安蔵の妻の並々な
らぬ苦労があって実現しことも特筆すべきこと
だと思った。日本人が知らなかった憲法誕生の話
を興味深くみた。（ＭＭさん）
五日市憲法も登場するし、最後には『ワーッと』
声を上げたくなるようなシーンも出てきました。
なんと言っても脚本家が市内在住だし、私たちに
とっては身近な存在が三つもありました。その上、
憲法はやっぱり日本人が中心になって作られた
んだとよーくわかった映画でした。（ＫＫさん）

とうきゅう前でチラシを配布
５月３日の憲法記念日に約１時間、とうきゅう
前で映画｢日本の青空｣のチラシを配り、ハンドマ
イクで訴えました。12 名が参加しチラシ 500 枚を
配布しました。
ＮＨＫ教育テレビが再放送

｢焼け跡から
生まれた憲法草案」
ＧＨＱが着目した草案は、ど
うやって生まれたのか。中心
メンバーの鈴木安蔵の記録
からは国民主権に基づく新
たな憲法を生み出そうと、
議論を重ねていった様子が
浮かび上がってきた･･･。映
画「日本の青空」で描かれた憲法成立過程を取り上
げたドキュメンタリー。好評に応えての再放送（５月
10 日）でした。（写真は故鈴木安蔵氏）

【アピール】 映画「日本の青空」上映運動を成功させましょう！
私たちは、あきる野市において映画「日本の青空」を上映するに当たり、
「劇映画『日本
の青空』をみるあきる野の会（以下みる会）」を発足させ、上映の成功をめざして運動を開
始しました。
映画「日本の青空」は、日本国憲法施行 60 周年を記念して、
劇映画
平和憲法を守るための映画として、製作協力券を全国に普及
「 日本の 青空」 を
して制作した映画です。原作･脚本はあきる野市に在住の池田
太郎さん、私たちの町で発見された五日市憲法も登場します。 みまし
ょう。
今この時代に多くの皆様にみていただきたい映画です。
この映画の上映を成功させるために、上映を成功させる一
点で力を合わせる 劇映画「日本の青空」をみるあきる野の会
へのご参加と映画の上映成功のために次のようにお願い申し
上げます。どれか一つでもかまいません。
6 月 2 日（土）
1. みる会へご参加ください（チラシ等にお名前、団体名を
2 時〜と ６時〜
記載させていただきます）
キ
ララホール
2. 実行委員になって、運動を推進してください。
3. 映画の宣伝（ポスターの掲示、チラシの配布など）にご協力ください。
4. チケットを預かっていただき販売してください。
5. 募金・その他ご協力ください。
多くの皆様のご協力で 6 月 2 日秋川キララホールでの上映を成功させましょう。
2007 年 4 月 28 日

◆参加団体（4 月 28 日現在・順不同）

会則（4 月 28 日発足会で確認されました）

原水爆禁止あきる野協議会、新日本婦人の会あ
きる野支部、都教組あきる野地区協、ＪＭＩＵ
セラテック支部、秋川の自然にしたしむ会、の
びのびサークル、あきる野 9 条の会、日の出九
条の会、檜原九条の会、福生市民九条の会、健
康友の会秋流支部、都障教組あきる野学園養護
学校分会、子どもと教育を語る会、日本国民救
援会秋流支部、西多摩労組連

1. 会の名称：劇映画「日本の青空」をみる あ
きる野の会（略称「みる会」）とします。
2. 目的：映画「日本の青空」を上映し、多くの
人々に鑑賞していただくこと。
3. 組織と運営：目的に賛同する団体及び個人で
会を構成し、実行委員会を開催して進めま
す。
会に代表者をおきます。また、事務局を設け
日常業務をすすめます。
4. 財政：チケット代金、募金その他でまかない
ます。（共同映画社担当ですので、チケット
代金すべてが収入にはなりません）
5. 主な活動：映画とみる会の宣伝、チケットの
普及など上映成功に必要なこと。

◆チケットの集約日と宣伝
毎週金曜日に販売数を集約します。
団体：新婦人･佐野さん ℡596-3463
地域ルート：華房さん ℡559-3932
渡辺さん ℡558-9766
宣伝・三井さん：チラシ配布、ポスター掲示にご協力
ください。宣伝カーを 5／20〜6／1 運行します。
運転手、アナウンサーにご協力ください。

代表者：瀬沼 辰正（あきる野市油平 49-8
／℡559-0354）
事務局：前田 眞敬（あきる野市二宮
1421-4／℡558-785）

◆当日の要員を募集中
昼組：12：50〜5：00、夜組： 4：50〜9：00
各 受付 6 名、場内整理 6 名、場外整理３名、保育 2
名（最低確保人数です）

◆実行委員会開催のご連絡

5 月 12 日(土)､19 日(土)､26 日(土)、31 日(木)
いずれも 10:30〜12:00 市役所１階ロビー
個々人にはご連絡しませが、ご出席よろしくお願いします。
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1000 人の鑑賞めざしてダッシュ！
チケット普及４０７枚（１２日現在）
みる会発足が発足し、初めての実行委員会が１２日に行われました。チケットの普及は、団
体参加の新婦人あきる野支部が１３４枚を普及、西多摩労組連が７０枚買っていただき、１２日
現在４０７枚となっています。チケット取扱者をさらに増やし、チケットを購入しやすくするた
めにお店に置いてもらうなど、さらに普及に取り組みます。
宣伝では、１８日から宣伝カーを運行します。ポスターは、購入した３００枚すべて貼り出す
ようさらにご協力ください。憲法記念日の５月３日にとうきゅう前で１２名が参加して、宣伝を行い、チラシを５０
０枚配布。事務局などには「チラシをみた」「ポスターをみて」と電話が来ていて、チケットを 9 枚普及していま
す。チラシの配布も計画しますので、ご協力ください。
次回は１９日(土)10：30〜12.00 市役所 1 階。

◆宣伝カーを走らせましょう
５月１８日から６月１日まで宣伝カーを運行します。テ
ープも吹き込んで、運転手さんが確保できれば運行
できますが、アナウンサーもお願いします。午前と午
後の各１時間程度は実施したいと思います。運行表
に登録してください。担当は三井さん℡558-6334

◆前売券の取扱店
チケットを置いていただけるお店も増えています。
次のお店をチラシに掲載します。
• 長谷川あられルピア店（ルピア１階℡559-2937）
• アカサカ（秋川駅北口℡558-1515）
• 鈴木書店（東秋留駅上℡558-1629）
• 近藤園茶舗（二宮団地前℡558-6307）
• 楓（牛沼℡558-8936）
• マルモ（引田℡558-0511）
• やまねこ亭（五日市駅前℡596-6321）

◆チケットの集約日は毎週金曜日
販売数を累計で集約しますので報告してください。
新婦人ルート：佐野さん ℡596-3463
地域ルート： 華房さん ℡559-3932
渡辺さん ℡558-9766

実行委員会はあと３回行います
19 日(土)、26 日(土)、31 日(木)です
いずれも１０：３０〜１２：００ 市役所１階ロビー
活動のまとめ、経験交流、計画を話し合います。
ご出席よろしくお願いします。
☆どなたも参加できます☆

◆主演の高橋和也さんが新聞で･･･。
朝日新聞５月３日付に掲載されました。→
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現在５５０枚販売
あと 2 週間
昨日、実行委員会でのチケット集
計は５５０枚となりました。普及の経
験では「チラシに手紙をつけてポス
トに入れておき、後日尋ねていった
ら、何軒かに購入してもらった」「こ
うした運動にかかわったことのなか
った人に普及を頼んだところ８枚も売ってくれた」「製作協
力券を買ってもらったところに頼んだら、家族の分として２
枚ふえた」「工務店のパートの人に話したら“憲法の話がど
んどん進んでいるようだが、さっぱりわからない。映画をみ
てみましょう”といってもらえた」など新しい部分への普及
も進んでいます。一方、｢なかなか買ってもらえない｣など
普及の難しさも話されています。新婦人ルートは１９２枚を普
及。福生市民九条の会からは新たに３０枚届けてほしいと連
絡がありました。これまでの枠を越えて、幅広い方々に映
画を勧めましょう。１０００名の鑑賞をめざしてもう一息、頑
張りましょう。次回は２６日(土)10：30〜12：00 市役所 1 階。

◆宣伝カーが走りはじめました。
５月１８日から快調に走っています。運転手はほぼ埋まりま
したが、１日の稼動を増やすために、運行時間帯を調査しま
すので登録されている方はよろしくお願いします。担当は
三井さん℡＆FAX558-6334

◆前売券の取扱店
長谷川あられルピア店を訪ねたところ、１７日に３枚買って
いただいたそうです。出足好調です。「前売券あります」の
ポスターがお店に張ってあります。
取扱店チラシへ追加： ・ 森の風○（檜原℡598-1685）

◆秋川駅前でチラシ配布
５月１７日、１１名が参加して約３３０枚を配布しました。高校生
も多いことから若い人むけのメッセージも掲載しました。

チラシ配布の宣伝にご協力を！
• ２４日(木)秋川駅前 ３時から４時まで
• ２６日(土)とうきゅう前、３時から４時まで
• ２７日(日)とうきゅう前、３時から４時まで

実行委員会のお知らせ
次回２６日(土)、直前３１日(木)
いずれも１０：３０〜１２：００市役所１階ロビー
活動のまとめ、経験交流、計画を話し合います。ご出席よ
ろしくお願いします。
☆どなたも参加できます☆

◆映画の主人公・憲
法学者の故鈴木安蔵
氏の長女が新聞で
語る。朝日新聞５月１５日
付に掲載されました。↑
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あきる野市教育委員会の後援 決まる
チケットは現在７０４枚（5 月 26 日集計）

1000 名めざしてラストスパート GO！
みる会の第３回実行委員会が２６日行われました。チケットの普及は７０４枚まですす
みました。全体的に取り組みが進んできました。申請していたあきる野市教育委員会
の後援が決定したとの２４日付通知が届きました。教育委員会の後援をバネに、残さ
れたあと一週間力を合わせて、幅広くチケットを広げていきましょう。

「映画『日本の青空』にはあきる野市の宝『五日市憲法』がでてきます。
原作･脚本はあきる野市在住の池田太郎さんです。
良い映画です。ぜひみてください」 とチケットを広げましょう。
◆宣伝カーの運行を強化します。運転手はほぼ埋まりました。募集中は２７(日)
と２９日（火）の３時以降、最終日の１日(金)の午後２時３０分以降。よろしくお願いします。

◆チラシは新聞折込をします。予算の関係で朝日と毎日・東京を予定。２４日は秋川
駅で１００枚、２６日は秋留台公園のフリマ会場・とうきゅう前で４００枚のチラシを配布しまし
た。チラシはまだありますので、ご近所に配るなど、活用していただきたいと思います。

◆当日のスタッフ募集中。受付関係、パンフレット販売、保育は昼夜ほぼ埋まってき
ましたが、場内整理５名、場外(駐車場を含む)整理３名が足りません。特に男性の方よろしくお願いします。な
お、昼夜通しのスタッフには軽食を用意しますので事務局に登録してください。

◆チケット代金の最終集約は当日会場で。６月２日当日の会場受付で最終集約します。チケットを封

◆６月２日のタイムテーブル
6 月 2 日キララホール
ｽﾀｯﾌ集合(ロビー)
開場
開会：司会/代表
挨拶/池田さん挨
拶と花束贈呈
上映（123 分）
閉会
撤収完了

昼組
12：50
1：30
2：00

夜組
5：20
5：30
6：00

﹁僕 は“九 九 条 の会 ”です ﹂の記 事 か
ら抜粋︒︵
しんぶん赤旗 日付︶

筒から子分けした場合は、封筒を受け
取った方が代金を回収し、当日までに
持ってきてください。
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2：25
4：30
5：00

6：25
8：30
9：00

実行委員会のお知らせ
次回５月３１日(木)
終回６月 ９日(土)
いずれも１０：３０〜１２：００
市役所１階ロビー
☆どなたでも参加できます☆

放送タレント 永 六輔 さんが

五日市憲法を語る

20０７年６月１０日
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1000 名の目標突破 1150 名が鑑賞
開場を待つ長い列、昼の部は満席に
６月２日、秋川キララホールにおいて、劇映画｢日本の青空｣をみるあきる野の会が
主催し、あきる野市教育委員会が後援して映画「日本の青空」の上映会を行い、昼の
部では満席の 700 名、夜の部では 450 名、合計 1150 名が鑑賞しました。昼の部で
は開場を待つ長い列が続き、上映直前には満席状態となりました。
主催者を代表して瀬沼辰正さんが、自らの軍隊体験と戦後体得した「根本の規範は
戦争をしないこと」との信条を披露し、
「60 年前に憲法にこめた思いを確実に実らせ、
世界中の人々と平和に生きていくことを願わずにいられません」と挨拶しました。

原作･脚本を執筆した池田太郎さんは、執筆に当たっての苦労話とと
もに「学校で現代史を習うチャンスは極めて少ないのが現状だが、わ
れわれが知っていなければならないことがたくさんある。そして事実
は面白い」「憲法問題では新たな事実に基づいて原作小説を書いてい
る」と話しました。上映直後に行なったアンケートには 178 名が応じ、
とても良かった 79.2％、良かった 17.4％、良くなかった･無回答
3.4％でした。「感動しました。日本人の思いがひしひしと伝わってき
ました。日本中に広めていただきたい映画です」
「日本の憲法はすばら
しいと思いました」
「骨太に描かれた歴史の裏側。驚きました。何より
も勉強になりました」「女性の立場で、とても共感できました」「九条
ができるまでの苦労をはじめて知り、憲法の大切さについて考えさせ
られました」などの感想が寄せられています。
会に結集する 16 の団体と個人が約 1 ヶ月力いっぱい奮闘しました
が、憲法に強い関心を寄せる方が多く予想を超える反響でした。

◆みる会の最終実行委員会報告

写真：左上｢満席の会場｣、上から｢開
場を待つ来場者(夜の部)｣「挨拶する
瀬沼代表」「脚本の池田さん」「映画
を見てアンケートに答える方々」

6 月 9 日行われた実行委員会では、昨年の製作
協力会を経て、準備会から上映までの約 2 ヶ月にわたる活動を振り返り、上映会の成功
を喜び合いました。会は、ご協力いただいたすべての団体・個人に対して感謝の意を表明
しました。また、会計報告・決算を承認するとともに、平和のための運動での協力を約束
しあいながら、みる会の解散を決定しました。なお、みる会の資料管理及び今後の対応は
あきる野 9 条の会事務局が引き継ぐこととし、全国に「日本の青空」の上映運動が広が
るよう協力していくこととしました。みなさん。本当にありがとうございました。

