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　くまもと九条の会10周年記念
行事は、突然行なわれた総選挙の
投票日の前日・12月13日（土）、
くまもと森都心プラザホールで開
催されました。
　14時きっかりにホールは暗転
し、スクリーンには米軍カメラマ
ン・ジョーオダネルさんが撮った
「焼き場に立つ少年」と、映画「おく
りびと」の原作者 青木新門さんが
その写真について綴った詩「少年
よ」が映し出されました。そして少
年の見据える目線の先には、日本
国憲法が生まれるまでに日本が
行った戦争と犠牲の数々が映し出
されました。少年は、憲法が誕生し
た後の、憲法をめぐるたたかいの
様子も見つめていました。さらに
画面いっぱいに少女が現れて、日
本国憲法前文を暗唱し（小学校の
授業で暗唱したそうです）、別の小

学生は憲法九条（とその意訳）を暗
唱しました。
　開会挨拶にたったくまもと九条
の会代表の猪飼隆明・大阪大学名
誉教授は、「国会解散のクーデター
的思惑を打ち破ろう」（2ページに
記載）と訴え、全国九条の会事務
局長の小森陽一氏のメッセージ（3
ページに記載）が司会者から読み
上げられました。
　記念講演は、「沖縄から見た憲法
9条」と題して沖縄大学客員教授
の小林武氏が行ないました。小林
氏は、愛知大学教授を定年退職し
てから、青春時代からの夢であっ
た沖縄に移住し、沖縄大学客員教
授、弁護士として、基地問題をは
じめ平和と人権の憲法訴訟に加
わって活動しています。
　小林武氏は、まず、いま進めら
れている戦争国家づくりの中の沖

縄を概観し、先に行なわれた沖縄
知事選勝利の意義、憲法と沖縄、
安倍政権の性格と方向、九条の会
に求められているものなどに触れ、
最後に、草の根での改憲阻止、「安
倍『非立憲』改憲」を許さない一点
での団結を訴えました。時間の関
係で、集団的自衛権の問題は省略
し、レジュメに添った自己学習を
勧められました。（聴視者の感想文
を4ページに掲載。読んでネ！ ）
　閉会挨拶は、くまもと九条の会
発起人の一人である宇野昭彦氏が
行ないました。
　総選挙投票日直前と言うことも
あって、参加したくても参加でき
ない人も多く、参加者は300人に
止まりましたが、多くの感動と確
信を残して終わることができまし
た。
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私たちの隊列を整えよう！！
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　くまもと九条の会は、2004年7
月の井上ひさし・梅原猛・大江健
三郎氏ら九人の呼びかけに呼応し
て、同年10月に発足しました。そ
の時のアッピール「日本を『戦争す
る国』にさせないために憲法九条
を守りましょう」には、「日本国憲
法は押し付け憲法だ、あるいは実
情に合わないなどを口実に、憲法
を『改正』しようとする動きが、か
つてない規模と強さで台頭してき
ています」と指摘しています。
　以来10年の間、私たちは、日本
と世界の平和にとって日本国憲法、
とりわけ九条がどれほど重要な役
割を果たしてきたのか、また、民族・
宗教そして資源をめぐって紛争と
テロが茶飯事となる今日の世界に
とって、その存在がますます大きく
期待されていることを、訴え続けて
きました。そして、県内に70を超
える九条の会が生まれ、創造的に
活動するに至りました。
　しかし、憲法をめぐる情勢は、残

念なことに10年前よりも一層深刻
になっています。
　民主党政権の反動によって衆参
両院で圧倒的多数を占めた自公政
権＝安倍内閣は、首相権限を最大
限に活用して人事を掌握し、民主
主義的ルールを一切無視して、クー
デタ的に悪法を成立させ国民に押
し付けてきています。第一次安倍
内閣においては、教育基本法を改
悪し、防衛庁を防衛省に格上げし、
第二次内閣においては、内閣法制
局長官を交代して集団的自衛権行
使容認の布石とし、国家安全保障
会議（日本版NSC）を設置し、ちょ
うど1年前には国会を数千の反対
の声が渦巻くなか特定秘密保護法
を強行可決し、直後には国家安全
保障戦略・防衛計画の大綱、つい
で国連南スーダン派遣団参加の韓
国軍への小銃弾一万発提供を閣議
決定を閣議決定しました。
　国会での審議を経ずに日本国憲
法の平和主義を破壊する行為は、
さらにエスカレートして今年、安倍
内閣は私的諮問機関である安保法

国会解散のクーデタ的思惑を打ち破ろう!!
くまもと九条の会創立10周年を迎えて

猪飼  隆明
制懇の答申をうけて、7月1日「集
団的自衛権」の合憲判断を閣議決
定したのです。同じ手口で、武器
輸出三原則も保護にしてしまいま
した。これらは閣議決定でことす
みになるような性質の事柄ではも
ちろんありません。にもかかわら
ず、この勝手な判断に基づいて、法
整備をはかろうとしているのです。
　しかも許せないのは、NHKをは
じめとして、マスコミを恫喝・懐柔
して、政府への堂々たる批判を封
じてきていることです。
　しかし、そのほころびは、改造内
閣にみごとに現れました。
　そして安倍首相が打った手が、
クーデタ的国会解散なのです。秘
密保護法の施行はこの選挙期間中
に行われ、この選挙が、安倍政権の
長期化を保障し、憲法改悪を実現し
うる手だと、考えているのでしょう。
　さて、奇しくも、安倍首相のこの
思惑が、九条の会10周年のこの期
に遭遇したのです。この思惑を見
抜き、打ち崩そうではありませんか。

くまもと九条の会 代表

http://9jyoubanzai.blog.fc2.com/

　米軍の飛行機が轟音を響かせて普天
間の周辺を低空で飛び回ります。学校
も、保育園も、一般の住宅も、繁華街も、
これにずっと耐えて70年が経ったの
です。
　一方、基地の中には、ゴルフ場など
も備えた米軍関係の住宅地があります
が、ここでは低空飛行は一切ありませ
ん。アメリカでは法律によって、米軍

機が人の住む家の上を低空飛行するこ
とは禁じられているそうです。だが、
日本国民が住むところは低空飛行訓練
も一向にかまわないということのよう
です。
　米軍基地は、沖縄の18％を占めて
いますが、上空は100％が米軍に支配
されているとも言われています。
　沖縄ばかりではありませんでした。
日本の首都圏も横田基地など、その上
空7,000ｍまでは米軍の管理空域に
なっているので、羽田空港から飛行機
で熊本に行こうとしたら、まずは千葉
に行って、そこから高度を上げ、米軍
の管理空域をさけて、方向を変え西へ

向かうことになります。以前、飛行機
の窓から房総半島が見えたので、一瞬
「私は飛行機を乗りちがえて、北海道
へ行ってしまうのではないか」と不安
になったことがありました。
　選挙にも沖縄の民意は明らかなの
に、日本政府がどんな汚い手を使って
でも、辺野古基地建設を進めようとし
ていますが、これを跳ね返すことがで
きなければ、日本は今後も長くアメリ
カの属国に甘んじることになりそうな
気がします。
　本土に住む人間として、沖縄を知る
ことは日本を知ることだと改めて思い
ました。

●この欄は野良猫さんのつぶやき（ブログ）から引用させていただきました。
詳しくは

戦後70年の日本、
答は沖縄にある。
戦後70年の日本、
答は沖縄にある。

もう一度よく
考えてみよう。
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　私たち熊本県民医連では、2014年8月に「平和憲法
を守り活かす大運動推進プロジェクト」を立ち上げ、様々
な活動に取り組み始めました。長らく休止状態になって
いた、各病院やクリニックの九条の会を再結成し、学習会
や街頭宣伝行動を行っています。
　写真は、毎月1回の統一行動デーに行っている、くわみ
ず病院周辺の九条の会と菊陽病院九条の会の街頭宣伝の
様子です。交通量の多い交差点などで、カラフルな横断
幕を手に、ハンドマイクを使って憲法九条の大切さを訴
えています。
　無差別・平等の医療と福祉を提供し続けるため、これ
からも平和憲法を守り活かす運動に取り組んでいきます。

9条守れ!!
街頭宣伝行動

本髙  愛珠

小森 陽一

熊本県民医連

「九条の会」事務局長

　「くまもと九条の会が、熊本県下
の「九条の会」連絡センターとして
10年を迎えられたことに心からの
敬意を表すると同時に、共に喜び合
いたいと思います。
　10月で10周年ということは、
「九条の会」アピールが6月10日
に出されて、わずか4ヶ月で複数の
地域・職場・学園の「九条の会」が
連絡会を創設するほどの数に達し
たということです。熊本県の各「九
条の会」の先進的な活動にあらため
て敬意を表します。

くまもと九条の会10周年に当たってのメッセージ
　閣議決定による解釈改憲で、「集
団的自衛権行使容認」に道を開こ
うとする第二次安倍晋三政権に対
し、多くの国民の怒りが表明されま
した。閣議決定に反対する人びと
が過半数を超え、九条こそが日本
の平和に貢献してきたと考えてい
る人が七割を超えています。この
世論の力が、安倍首相を国会解散
と総選挙に追い込んだのです。
　「九条の会」としては、この10月
を、はじめての全国統一行動月間と
位置づけ、47都道府県すべてで総
力を挙げた取り組みが行なわれ、今
も行なわれ続けています。11月
24日の「安倍政権の改憲暴走を止
めよう集会＆パレード」は、参加者
2,500名、パレード参加3,000名

で大きく成功しました。
　今日の「くまもと九条の会10周
年記念行事」はまさに総選挙の投
票日の前日です。最後の最後まで、
この総選挙の争点が、憲法九条の
解釈改憲で日本を「戦争をする国」
にするのか否かにあることを、もう
一回り、二回り広い有権者にしっか
り訴え、投票行動に行くことを明日
も呼びかけていましょう。
　2012年の総選挙では、民主党
政権に絶望した有権者が投票に行
かなかったため、09年政権交代選
挙より290万票減らしたのに自民
党が圧勝したのです。選挙に行き、
安倍暴走政権NOの意思表示をす
れば、政治を変えられることを、最
後まで訴えましょう！！
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熊本県民医連

木原　望

むさし九条の会

原 勢津郎
子育て教育九条の会

金津 紀代

わたしはこう聴いた
沖縄の 「これからは
　　繋がろう」 に感動

権力に屈しない
　　沖縄の力を感じた

楽しく優しく
　　しなやかな運動を
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　最も憲法が無視をされ、人権が
踏みにじられた沖縄、小林先生の
「沖縄から見た憲法九条」期待を込
めて参加しましたが、話にひきつ
られました。
　歴代政権に痛め付けられた沖縄
の民衆の力、「イデオロギーよりア
イデンティティ」と訴えた翁長候
補の知事選での圧勝。そして「住
民が主権者」を否定する政府は許
さないと言う歴史的意義が報告さ
れました。それは権力の圧迫に屈
しないと云う県民の誇りと良識を
示したものでありましょう。
　先生の講演の翌日、衆議院選の
結果にも表れていますが、オール
沖縄が貫かれており、全国的な自
公圧勝の中でも、立憲主義で結束
した沖縄は、違った。
　また憲法破壊のクーデータ的安
倍政権が何処から来てどこに行こ
うとするのか興味深い話も聞くこ
とが出来、有意義な10周年でし
た。

　米軍基地が、沖縄社会を破壊し
続けている実態。基地があるゆえ
の事件・事故のけたたましい件数。
沖縄の人々の尊厳・民族としての
誇りを日々傷つけられているこ
と。安倍政権はTVメディアを支
配し、これらの報道は一層少なく
なっている。ならば学びに行こう
と、菊池から5人で駆け付けた。
　「小林さんの講演は知らないこ

　衆議院選挙前日に開催された九
条の会10周年記念行事に参加し、
11月に行われた沖縄知事選挙で
のオール沖縄の歴史的勝利は、翁
長知事が語られた3点（これから
は褒めあおう・誇りある豊かさ・
建白書の実現）が歴史的苦しみと
保革の大きな壁を乗り越え、オー
ル沖縄で手を結びあうことにつな
がったのだと確信を持つことがで
きた。翌日の衆議院選挙でもオー
ル沖縄の候補が全勝した。歴史を
否定し、戦争する国づくりを目指
す安倍政権の暴走が強まる中、沖
縄のたたかいに学び、たたかうこ
とが今後ますます重要となる。そ
のとき私たちが柱にするのが、憲
法（立憲民主主義）であることは
間違いない。『一人ひとりを大切に
する』社会を築くために、楽しく
そして優しく、しなやかな運動を
9条の会でつくっていきたい。

　内容豊かな講演で、頭と心に残っ
たことが多々ありました。
　沖縄は日本国でありながら、戦
後27年もの間、憲法がなかったと
いうことです。これが沖縄の数々
の悲劇を生み、基地が存続し続け
る原因であり、政府による差別政
策でなくて何だろうと思いまし
た。
　「オール沖縄」と翁長知事の誕生
についての話では、これからの展
望が示されました。特に「これか
らは繋がろう」「お互いに触れ合お
う」という翁長知事の言葉が紹介
され、沖縄はこの言葉を実践した
のだと思って感動しました。

とだらけだね」と感想が口々に。
「本音は辺野古に永久・巨大『新基
地建設』」、なるほどそうだ。
　選挙は翁長さんが勝った。中央
政権対沖縄民衆。そのオール沖縄
が勝った。嬉しくてたまらない。
　これから闘いは厳しさが続くだ
ろうが、自分の足元の配置に着こ
う。ぼくたちも九条の会の一翼を
担おう。

あとで振り返れば2014年は、一つの曲が
り角であったと記憶される年ではなかっ
たか。そして小林武氏の講演は私たちに
新たな飛躍を求めるものとなった。

菊池九条の会

平山 秀樹

僕たちも一翼を担おう
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