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　7月16日正午からの街頭署名に
参加した。熊本市中心部では長ら
く毎週木曜日に、下通りパルコ前
で、九条を守るための署名（ここ最
近は安保法案反対の署名）が行わ
れていることは十分に承知してい
たが、私の場合、午前中の会議が長
引いたりして、職場を抜け出しにく
い状況が続き、全く参加できていな
かった。それでもこの日、少々無理
をして署名活動に参加したのは、
前日の15日に衆議院特別委員会
で安保法案が強行採決されたこと
を受けて、街の様子をしっかりと感
じ取っておきたかったからである。
　この日、下通りを通行する人の
署名に対する反応は概して良かっ
たように思う。私の方から声を掛け
なくても、向こうから歩み寄って来
てくれる人や、私の前を通り過ぎた
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後、「何の署名？」と尋ねた上で、
「それなら」と応じてくれた人が多
かったのである。この日の成果は、
活動参加者20名で、署名数138
筆であり（参加者一人当たり6.9
筆）、活動時間（正味45分間）はほ
ぼ同じだから、6月18日の17名、
98筆（同上5.7筆）と比較しても、
その反応の良さはデータでも裏付
けられている。
　しかし途中から、私は、「署名し
てくれるのは女性ばかりだな」と思
うようになった。そう思い始めた時
点で、私の用紙に署名してくれた
人を点検してみても、案の定、全て
女性であった。
　この日、私は17人分の署名を集
めたのだが、男性はたった1人で
あった。しかもその1人は十数年前
の私のかつての教え子の日系フラ

ンス人だった。彼がなぜ今も熊本に
いて、なぜ私に声を掛けてきて署名
をしてくれたのかについては、一つ
のドラマがあるのだが、これは別の
機会に話したり、書いたりすること
にしよう。この小文で考えたいこと
は、成人男性の多くが署名に応じ
ない要因とその要因を取り除く方
法についてだからである。
　この考察をより確かなものにす
るために、この日の署名の男女比
を知りたいと思い、くまもと九条の
会事務局の荒木正信さんにお聞き
したところ、署名用紙の一部は各
参加団体が持ち帰られるため、男
女比を割り出すことができるのは、
荒木さんの手許にある96筆分に限
られると教えてもらった。この96
筆分の署名を、荒木さんに数えて
もらうと、これらは女性79筆、男

性17筆に分けられることが分かっ
た。つまり約82％が女性で占めら
れていることになり、これは先に記
した私の印象とも合致することに
なる。もとより母数がわずかしかな
いデータであるから、これを一般化
することは難しいことは承知の上
で、しばらくこのまま検討を進めて
みたい。
　最新の世論調査の結果、例えば、
朝日新聞社の7月の世論調査結果
によれば、今国会で安保法案を成
立させる「必要がある」という人は
19％で、「必要はない」は66％。安
倍首相による法案説明は「丁寧」と
いう人が15％、「丁寧ではない」が
67％になる。しかし各社の世論調
査を見ても、男女別に分析してい
るものは見当たらなかったので、し
かたなくネット検索してみたとこ
ろ、仙台市に本社を置く河北新報
社の分析結果が眼に止まった。こ
れによれば、安保法案に「反対」は
女性の約7割、男性は6割弱、「賛
成」は女性が約1割にとどまったの
に対し、男性は約3割に上っている
というから、この法案に対する支持
率は、女性より男性の方が高いとい
うことは事実であるようである。
　そんなことをぼんやりと考えて
いた7月19日の午前中、何気なく
テレビを見ていたら、お笑いコン
ビ・ダウンタウンの松本人志が、安
保法案について持論を展開してい

た。彼の発言をまとめれば、次のよ
うになるだろう。
　安倍内閣のやり方はムチャク
チャだけれど、車に乗っていて、
シートベルトも締めていて、免許
証も持っていて、酒も飲んでいな
いし、脇見運転もしていないし、
もちろん法定速度も守っている。
そんな状態でも横からや後ろか
らぶつかってこられることはあ
る。その時に、「交通事故は悪だ
から、交通事故をなくさなけれ
ばならない」と言われても、
「えっ？」と思ってしまう。日本は
このままだと当て逃げされても、
何もできない国になってしまう。
強行採決はダメだと思うけれ
ど、じゃあ何も変えないのかとい
うと、絶対にそんなことはない。
周囲に「あの車にぶつけたらやっ
かいなことになる」と思わせない
といけない。
　以前の私であれば、「影響力の大
きい芸能人が、公共の電波を利用
して、安倍政権の肩を持つなんて」
と不快になって、テレビを消してい
たであろう。しかし先の問題が頭の
中にあった私は、これは案外、成人
男性の本音を代弁しているかもし
れないと思った。そうだとすれば、
署名活動の際の、私たちの訴えは
成人男性の耳と頭に届いていない
のかもしれないとも考えた。松本の
ように「安倍内閣のやり方はムチャ

クチャだけれど、やっぱりこれまで
以上の何かが必要であることは確
かだ」と思っている人に、いくら「憲
法違反」「戦争をなくそう」「命を守
ろう」と叫んでも、ピントが大きく
はずれているということになる。心
と頭にとどくどころか、耳を閉ざさ
れてしまうほどなのだ。成人男性の
関心事が、中国（尖閣問題）・韓国
（竹島問題）・北朝鮮（ミサイル問
題）にあるとするならば、私たちも
それにフィットした上で、少なくと
も「聞く耳」を持ってもらう言葉を
探さなければならないのだ。
　そう考えると、これまでは小バカ
にしていた「ケンカが強くて、いつ
も守ってくれるアソウさんが困っ
ているときには、アベシンゾウがア
ソウさんを守る」という言説も、案
外、世の成人男性の心を捉えてい
るかもしれないと思い始めた。今回
の安保法案の主眼は明らかに中東
やアフリカに置かれていて、だから
こそ国会論戦もそこに焦点が当て
られているにもかかわらず、政権側
の国民向けの説明は、中国の南シ
ナ海進出や朝鮮半島の有事が前面
に押し出されていることに、私たち
はもっと注意をすべきだったので
はないだろうか。
　衆議院で議論されていた、機雷
除去とか、ミサイル発射のタイミン
グとかという高度に技術的な問題
とは別に、国民に安保法制を必要
だと思わせる工夫を、政権側は早
くから準備していたのである。
　「苦手科目の克服を！」という
キャッチフレーズは、夏休み前の塾
や予備校の殺し文句である。今後、
安保法案を廃案にする運動をさら
に発展させて、圧倒的な国民的共
同を作り上げていかなければなら
ない私たちにとって、なかなか署名
に応じてくれない成人男性の胸に
響く言葉を工夫し、磨いていくこと
は、この夏休みに課せられた重要
な宿題なのだと思う。

くまもと九条の会11周年記念行事
と　き：2015年12月5日（土） 18：00～ 21：00
ところ：くまもと森都心プラザ
講　師：青井未帆氏（学習院大学法科大学院教授・憲法学）

（予定）

国際基督教大学教養学部社会学科卒業。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了、博士
課程単位取得満期退学。成城大学法学部准教授などを経て、2011年より現職、主なテーマは憲
法上の権利の司法的救済、憲法9条論。共著に「憲法学の現代的論点」（有斐閣）、「論点日本国憲法
－憲法を学ぶための基礎知識」（東京法令出版）、「憲法を守るのは誰か」（幻冬舎新書）など。

●略歴
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　7月16日正午からの街頭署名に
参加した。熊本市中心部では長ら
く毎週木曜日に、下通りパルコ前
で、九条を守るための署名（ここ最
近は安保法案反対の署名）が行わ
れていることは十分に承知してい
たが、私の場合、午前中の会議が長
引いたりして、職場を抜け出しにく
い状況が続き、全く参加できていな
かった。それでもこの日、少々無理
をして署名活動に参加したのは、
前日の15日に衆議院特別委員会
で安保法案が強行採決されたこと
を受けて、街の様子をしっかりと感
じ取っておきたかったからである。
　この日、下通りを通行する人の
署名に対する反応は概して良かっ
たように思う。私の方から声を掛け
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後、「何の署名？」と尋ねた上で、
「それなら」と応じてくれた人が多
かったのである。この日の成果は、
活動参加者20名で、署名数138
筆であり（参加者一人当たり6.9
筆）、活動時間（正味45分間）はほ
ぼ同じだから、6月18日の17名、
98筆（同上5.7筆）と比較しても、
その反応の良さはデータでも裏付
けられている。
　しかし途中から、私は、「署名し
てくれるのは女性ばかりだな」と思
うようになった。そう思い始めた時
点で、私の用紙に署名してくれた
人を点検してみても、案の定、全て
女性であった。
　この日、私は17人分の署名を集
めたのだが、男性はたった1人で
あった。しかもその1人は十数年前
の私のかつての教え子の日系フラ

ンス人だった。彼がなぜ今も熊本に
いて、なぜ私に声を掛けてきて署名
をしてくれたのかについては、一つ
のドラマがあるのだが、これは別の
機会に話したり、書いたりすること
にしよう。この小文で考えたいこと
は、成人男性の多くが署名に応じ
ない要因とその要因を取り除く方
法についてだからである。
　この考察をより確かなものにす
るために、この日の署名の男女比
を知りたいと思い、くまもと九条の
会事務局の荒木正信さんにお聞き
したところ、署名用紙の一部は各
参加団体が持ち帰られるため、男
女比を割り出すことができるのは、
荒木さんの手許にある96筆分に限
られると教えてもらった。この96
筆分の署名を、荒木さんに数えて
もらうと、これらは女性79筆、男

性17筆に分けられることが分かっ
た。つまり約82％が女性で占めら
れていることになり、これは先に記
した私の印象とも合致することに
なる。もとより母数がわずかしかな
いデータであるから、これを一般化
することは難しいことは承知の上
で、しばらくこのまま検討を進めて
みたい。
　最新の世論調査の結果、例えば、
朝日新聞社の7月の世論調査結果
によれば、今国会で安保法案を成
立させる「必要がある」という人は
19％で、「必要はない」は66％。安
倍首相による法案説明は「丁寧」と
いう人が15％、「丁寧ではない」が
67％になる。しかし各社の世論調
査を見ても、男女別に分析してい
るものは見当たらなかったので、し
かたなくネット検索してみたとこ
ろ、仙台市に本社を置く河北新報
社の分析結果が眼に止まった。こ
れによれば、安保法案に「反対」は
女性の約7割、男性は6割弱、「賛
成」は女性が約1割にとどまったの
に対し、男性は約3割に上っている
というから、この法案に対する支持
率は、女性より男性の方が高いとい
うことは事実であるようである。
　そんなことをぼんやりと考えて
いた7月19日の午前中、何気なく
テレビを見ていたら、お笑いコン
ビ・ダウンタウンの松本人志が、安
保法案について持論を展開してい

た。彼の発言をまとめれば、次のよ
うになるだろう。
　安倍内閣のやり方はムチャク
チャだけれど、車に乗っていて、
シートベルトも締めていて、免許
証も持っていて、酒も飲んでいな
いし、脇見運転もしていないし、
もちろん法定速度も守っている。
そんな状態でも横からや後ろか
らぶつかってこられることはあ
る。その時に、「交通事故は悪だ
から、交通事故をなくさなけれ
ばならない」と言われても、
「えっ？」と思ってしまう。日本は
このままだと当て逃げされても、
何もできない国になってしまう。
強行採決はダメだと思うけれ
ど、じゃあ何も変えないのかとい
うと、絶対にそんなことはない。
周囲に「あの車にぶつけたらやっ
かいなことになる」と思わせない
といけない。
　以前の私であれば、「影響力の大
きい芸能人が、公共の電波を利用
して、安倍政権の肩を持つなんて」
と不快になって、テレビを消してい
たであろう。しかし先の問題が頭の
中にあった私は、これは案外、成人
男性の本音を代弁しているかもし
れないと思った。そうだとすれば、
署名活動の際の、私たちの訴えは
成人男性の耳と頭に届いていない
のかもしれないとも考えた。松本の
ように「安倍内閣のやり方はムチャ

クチャだけれど、やっぱりこれまで
以上の何かが必要であることは確
かだ」と思っている人に、いくら「憲
法違反」「戦争をなくそう」「命を守
ろう」と叫んでも、ピントが大きく
はずれているということになる。心
と頭にとどくどころか、耳を閉ざさ
れてしまうほどなのだ。成人男性の
関心事が、中国（尖閣問題）・韓国
（竹島問題）・北朝鮮（ミサイル問
題）にあるとするならば、私たちも
それにフィットした上で、少なくと
も「聞く耳」を持ってもらう言葉を
探さなければならないのだ。
　そう考えると、これまでは小バカ
にしていた「ケンカが強くて、いつ
も守ってくれるアソウさんが困っ
ているときには、アベシンゾウがア
ソウさんを守る」という言説も、案
外、世の成人男性の心を捉えてい
るかもしれないと思い始めた。今回
の安保法案の主眼は明らかに中東
やアフリカに置かれていて、だから
こそ国会論戦もそこに焦点が当て
られているにもかかわらず、政権側
の国民向けの説明は、中国の南シ
ナ海進出や朝鮮半島の有事が前面
に押し出されていることに、私たち
はもっと注意をすべきだったので
はないだろうか。
　衆議院で議論されていた、機雷
除去とか、ミサイル発射のタイミン
グとかという高度に技術的な問題
とは別に、国民に安保法制を必要
だと思わせる工夫を、政権側は早
くから準備していたのである。
　「苦手科目の克服を！」という
キャッチフレーズは、夏休み前の塾
や予備校の殺し文句である。今後、
安保法案を廃案にする運動をさら
に発展させて、圧倒的な国民的共
同を作り上げていかなければなら
ない私たちにとって、なかなか署名
に応じてくれない成人男性の胸に
響く言葉を工夫し、磨いていくこと
は、この夏休みに課せられた重要
な宿題なのだと思う。

中島潤史弁護士の「戦争法案」の解説に熱心に耳を傾けた。（学習交流会）
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　くまもと九条の会全県学習交流
会が、①戦争法を阻止するためにい
ま何をなすべきかを明らかにする、
②11周年記念行事を成功させる
という二つの目的で、2015年6月
20日（土）13：30～ 17：00、熊
本市内のくまもとテルサで開催さ
れました。この交流会には、県内
30の九条の会（郡部10、市内7、
団体13）から73人が参加し活発
な討論が行われました。
　最初に三澤純事務局長が「戦争
法阻止の歴史的意義と日本の未
来」と題してレジュメを用いて講演

し、更に中島潤史弁護士が、「安倍
政権の安保法制整備の現状と問題
点」と題してパワーポイントを使っ
てわかりやすく解説しました。
　三澤事務局長からは、くまもと
九条の会11周年記念行事につい
ての提案があり、更に戸田事務局
次長からは、県下の九条の会の活
動状況の報告と、戦争法案を廃案
におい込むための具体的な行動提
起が為されました。
　これを受けて討論を行いました
が、討論の始めに、田尻和子発起人
が、「自分の生活に直結するような

話題のなかで戦争法を語れないも
のか。そうすればもっと多くの国民
を獲得することができるのだが」と
発言し、賛同の声が聞こえました。
　討論では、10人が発言しました
が、いずれも豊かな経験にあふれ
ており、刺激的で、お互いに大いに
学びあえるものでした。三澤事務
局長が討論のまとめで、「益城、宇
城、水俣など、九条を更に超えて運
動は広まりつつある。この戦争法を
阻止すれば、安倍政権に決定的な
打撃を与えることになるだろう」と
述べました。

　全県学習交流集会に参加しての
簡単な感想を書かせて頂きました。
　三澤事務局長は、岐路にある日
本において私たちが何をすべきか
という問題意識に答えようと、攻防
の歴史を概観し、どのように阻止す
るか、を提案して下さいました。お
かげで、私は特に保守層や若者た
ちとともに運動する必要を改めて
感じることができました。

　中島弁護士は、安倍政権が押し
通そうとしている安保法制をクリ
アに解説して下さり、私も他の人び
とにきちんと説明できるようなっ
たと思いました。
　また、田尻弁護士は、安保法制を
多くの人が身にしみて感じられる
ようなポイントを提案して下さい
ました。安保法制が通ると儲かる大
企業がある。一方、私たちの生活は

苦しくなるということをリアルに
話していくということで、これはと
ても有効な方法だと思いました。
　各地の9条の会の取組みに感心
したり、「おおづ」でもできそうだと
思えるものもあって、本当に参加し
てよかったです。ありがとうござい
ました。

刺激的で、互いに学びあえた全県学習交流会

全県学習交流集会に参加して全県学習交流集会に参加して

くまもと九条の会事務局

9条の会おおづ 鈴木 裕子
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徳之島
奄美大島

辺野古

瀬戸内

五島

300万㎥

門司

天草市
御所浦

搬入経路
辺野古埋め立て用「岩ズリ」採取場所

佐多岬

採取地区 ストック量 所在地
香川県・小豆島町（小豆島）
福岡県北九州市門司地区（3か所）
山口県防府市
　〃　周南市（黒髪島）
長崎県五島市本窯町（椛島）
熊本県天草市御所浦町
鹿児島県錦江町
　  〃　  奄美市、龍郷町
　  〃     瀬戸内町
　  〃　  徳之島町

瀬戸内
門司

五島
天草
佐多岬
奄美大島

徳之島

30
740

150
300
70
530
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　たくま・ながみね九条の会では平
和憲法を守ろうと宣伝行動ととも
に請願活動を取り組みました。6月
1日の九条例会で署名をつけて市
議会請願をすることを決定。
　全国各地で、国会へ意見書を市
町村議会として提出してもらう運
動が今広がっていますが、これを地
域で実行しようというものです。準
備に4～5日かかり、署名を実際に
行えた期間は12日間程です。何し
ろ、請願提出締切が6月18日なの
で、この間、署名の外に請願書の原
本作成、地元議員のアポを取り、議
員会派をまわり、紹介議員になって
もらうよう依頼してまわり、記者会
見の設定、議会の委員会説明の準
備とフル稼働しました。
　ハイライトは三点。一つは署名運
動です。事務局会議は5～6人、ど
れだけ地域に溶け込むことができ
るかです。署名の目標数はきめませ

市民連合・共産・和の会が賛成

戦争法廃案を求め
市議会請願

たくま・ながみね九条の会

神田 武尚

んでしたが、200筆ぐらいかなと予
想していました。ところが、12日間
という短時間にもかかわらず予想
以上の1,138筆の署名筆数が集ま
りました。これは戦争法案に対して
地域の人達の不安や反対の意志が
大変強いことが感じられるもので
した。
　第二は地元議員さんへの訪問で
す。議員は住民の意見を真摯に受
け止め、それを議会へ反映させてほ
しい、それが議員の第一の任務では
ないか、そんな気持ちで紹介議員に
なって欲しいと依頼してまわりま
した。対応はとても丁寧ですが、し
かし自分の会派で協議しますと断
りの言葉でした。
　第三は記者会見です。会見の進

め方まで細かに想定し、会見に臨み
ました。その結果、RKKのニュース
で放映され、熊日で翌日の記事にな
りました。九条の会運動を少しはア
ピールできたかなあと思います。
戦争法案反対の意見書への地元議
員の賛否がはっきりしました。その
事実を市民に伝え、今後の活動に
活かしていきたいと思います。
　私たちの事務局会議は5～6人が
集まる小さな会ですが、「毎月例会
をお寺で開くこと」「宣伝行動を行
うこと」「五月と秋にはイベントを
開くこと」を基本に運動を進め、今
回は少し背伸びして市議会請願を
行いました。「私たちには今何がで
きるのか」を探しながら九条の会運
動を進めています。

戦争法案反対の意見書への地元東区議員の賛否（敬称略）

市民連合（田上辰也、大塚信弥）、共産（那須円）、和の会（緒方夕佳）

自民（光永邦保、倉重徹、三島良之、斎藤聡）、公明（井本正広、鈴木弘）、
未来（重村和征、藤山英美）

●意見書提出に賛成

市民連合（田尻将博、家入安弘、西岡誠也、上田芳裕、田辺正信、村上博、
福永洋一）、共産（上野美恵子、山部洋志）

賛成討論（請願書）は山部洋志、（議員意見書）は村上博。賛成討論が好評。
また、議員発議の意見書（今国会での採決反対）も請願書と同様の賛否で否決。

これ以外の出席議員は反対。　議長：満永寿博

●意見書提出に賛成（東区以外）

●意見書提出に反対

　左の地図を見て欲しい。辺野古
の海を埋め立てる土砂（岩ズリ）を
日本各地から採取しようとしてい
る。熊本県では天草市御所浦から
300万㎥、100ｍ×100ｍの土地
に300ｍの高さまで積み上げる厖
大な土砂を予定されている。
　5月31日、「一粒たりとも故郷
の土を戦争に使わせない」と辺野
古土砂搬出反対全国連絡協議会

「辺野古土砂搬出反対」熊本県連絡協議会を結成！！「辺野古土砂搬出反対」熊本県連絡協議会を結成！！

●事務局：平和憲法を守る熊本県民会議　☎096-371-6226

            生駒研二　☎090-8396-5360

●活動内容 ⑴土砂搬出の中止を求める  ⑵辺野古米軍新基地建設の中止を求める
⑶加盟団体・個人の情報交換・学習会・現地見学・諸連絡

mail:kumamot21rohso@lily.ocn.ne.jp
mail:ikmks.426@sky.plala.or.jp

が結成された。
　7月20日、熊本県でも、沖縄と
辺野古に連帯し、全国連絡協議会
と共に土砂搬出反対の大きなうね
りを起こそうと「辺野古土砂搬出
反対』熊本県連絡協議会が結成さ
れた。
　また、御所浦は『恐竜の島』とし
て世界ジオパークをめざしてい
る。天草の貴重な資源だ。　
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　6月12日に宇城民商も参加し5
団体で結成した「戦争法案」反対宇
城連絡会は、6月16日朝7時から8
時まで宇土駅前で17名が参加し
て宣伝行動を行いました。連日のマ
スコミ報道もあり「戦争法案キケン
な中身」のチラシ200枚は、30分
も経たずに無くなるなど関心の高
さが感じられました。
　23日松橋駅前には5団体19名、
30日の小川駅前には4団体18名、
7月7日宇土駅前には4団体12名、
14日の松橋駅前には4団体21名
が参加し宣伝を続けています。
　7月11日には、くまもと9条の会
の事務局長の三澤純氏をむかえ
て、「戦争法案」反対宇城連絡会学
習交流会を宇城市の「ウィングまつ
ばせ」で開催しました。70名を超
える参加があり、用意したレジメが
不足する事態になりました。学習交
流会では、安倍政権流の政治に反
対する様々な立場・思想の人々が、
違いを自覚しつつ、圧倒的多数の
世論に結集して、衆議院で採決さ
れても、民意を無視された「怒り」

　私は、無能・無学の老人です。チラシ
で戦争法案反対を見ました。私も戦争
も体験をしましたし、兵役も務めまし
た。今の国会議員さんが、何人大戦を
体験した者がいるでしょうか。
　こんな議員さんに戦争のことを議論
する資格があるでしょうか。日本は、独
立国になりました。若い人に国を守っ
てもらわなくてはなりません。自衛隊
は必要です。しかし、専守防衛に徹し、
集団的自衛権にはいるべきではないと

「戦争法案」ダメ! ダメ!!「戦争法案」ダメ! ダメ!!「戦争法案」ダメ! ダメ!!
宇土駅前で宣伝行動スタート!

戦争にならぬようがんばって下さい!戦争にならぬようがんばって下さい!

宇城民商

「90歳の老人」より

釘崎 朋子
を忘れず、来年の参議院選挙、4年
以内に必ずある総選挙で安倍政権
を倒すまで粘り強く運動を続ける
ことを確認し合いました。また、宇
城9条の会からも参加があり7月
14日に取り組む街頭宣伝への参
加の訴えがありました。
　7月14日、JR松橋駅前での宣
伝行動後、3団体4名で「次世代の

党」の園田衆議院議員の事務所に
「安保関連法案に反対して下さい」
と申し入れを行いました。
　私たちの宣伝行動を見て、「90
歳の老人」と言う方から激励の手
紙も届きました。こういう方の思い
にも応えて頑張っていきたいと思
います。

思います。私の孫も国のためと思って
入隊させました。嫁も子もいます。自衛
隊員も国民です。
　国は、生命、財産、自由は守ると言い
ますが、本当に思うならば、専守防衛
に全力をあげるのが本筋ではないで
しょうか。後方支援から帰国したら、極
度の精神に陥って自殺者がいるときき
ます。この様にならぬように頑張って
下さい。



くまもと九条の会ニュース 62015.7.28  vol.55

　次は、一点集会でなく各地域を中
心に一斉に全地区で集会を！という
提起がなされました。準備時間が不
足、次の機会に・・・。
　そんな声を押して、新しいメン
バーが参加できることが大切、地域
おこし、少なくてもいい、やってみよ
う。かくて「あっち・こっち戦争法
STOP集会」を！となりました。
　郡部4か所、市内5か所のあっち
こっち、100名近く集まった中原集
会はじめ各地20名超える「戦争法
STOP」集会を成功させました。

　今、東京で、関西でシールズ（「自
由と民主主義のための学生緊急行
動」）が盛んです。西瀬校区集会では
参加者のお一人がママ友に、「今、集
会中こんね！」との呼びかけに応え駆
けつけてくれた若いお母さんも。
　「今、若い人がダメだと言われてま
すが、そんなことはありません。戦争
は絶対イヤ！　頑張ります！」心強い
言葉を！

　ぼく憲法守る
モンでーす！
熊本県庁の職員と
して憲法を守っ
ています。
　安倍総理大
臣！ 安倍総理大
臣！聞こえます
か？　憲法違反
はダメですよ。
あなたもぼくを見習って
「憲法をちゃんとマモンな
さーい！」と、賢いクマモン
が訴えました。

騒然

戦争法STOP!
リレー集会・リレートーク
戦争法STOP!
リレー集会・リレートーク

郡部4か所、市内5か所
駅前で
交差点で
公園で

レストラン駐車場で
多良木駅前で

国道219号線沿いで

あっちこっち
参加者総勢
約240名

気炎上げる中原校区100人集会
農免道路沿いで元レストラン駐車場
気炎上げる中原校区100人集会
農免道路沿いで元レストラン駐車場

戦争法反対
人吉球磨実行委員会

多良木駅前で

国道219号線沿いで

大通りを挟んで向かい合って

公園で西瀬校区集会

リレートーク
若いお母さんも元気！
「子どもを守るため」

サンロード
交差点で
西校区集会街宣

錦集会クマモンくんがんばる
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「戦争と平和」4地区巡回展
　山鹿、植木、大津、菊池の近隣４地区の九条の会が共同で取り組ん
で、夏の暑さの中、今年も「戦争と平和」巡回展を開催します。
　今年は戦後70年の節目の年です。戦争の悲惨さを実体験された
世代の方がだんだん少なくなってきていますが、私たちはこれからも
「戦争と平和」について語りつないでいかなければなりません。
　そしてまた、昨年7月の集団的自衛権の行使容認の閣議決定から
一年が経ち、安全保障法制の国会審議が進んでいます。過去の戦争
だけでなく、未来の戦争についても語らなければならない時代に入っ
ています。しっかりと日本のこれからに向き合うためにも、過去に眼
を閉ざすことなく、学んでいく必要があると考えています。足を運ん
で下さった方々と安全保障という名の「戦争法案」や安倍内閣の憲
法破壊について、語りあえることを期待しています。
　また山鹿会場と大津会場では講演会も予定しています。詳しくは
各九条の会へお問い合わせ下さい。

4地区九条の会

　私が想像した以上に辺野古基地
の闘いは厳しいもので、日頃自分た
ちやっている、街頭署名やチラシ配
りがいかにも生ぬるく感じました。
　辺野古を守るために、トラックの
前に立ちはたがる83歳の文子おば
あ、いつも泣きながらデモの時は一
番困難なところに立つ樹里さん、家
族ぐるみでろうそくともす武清さ
ん一家、圧倒的な権力（県警）を相
手に厳しい言葉を放ちながら、ひょ
いとユーモアが飛び出すとリー
ダーのヒロジさんなどなど。これは
闘いの記録でありながら、人間讃
歌なのだと思いました。
　合間合間にみんなが歌う「We 
Shall Overcome」（勝利を我ら
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今年しむ月や 戦場ぬ止み 沖縄ぬ思い 世界に語ら
くとぅし　　　　　　　 ぢち　　　　　　 いくさば　       とぅどぅ　　　　  うちなー　　　　　うむ　　　　　　 し　　け　　　　　かた

に）がまた圧巻です。
　大浦湾を守ろうとする人々の愛、
辺野古基地を断じて許さない人々
の熱い体温がスクリーンから直接
伝わってきます。
　同じ日本人として、安保法制と
闘う仲間として、平和は与えられる
ものではなく、守るものでもなく、
自分の手で獲得するものだという
ことがジワーと伝わってきます。

◇
これを見ずして沖縄を語るなかれ。

　いま、辺野古の豊かな海を埋め立
て、新たなアメリカ軍基地が作られ
ようとしている。軍港まで備えたこ
の巨大な基地は、普天間の代替基地
とはとうてい言えるものではない。
　さらに武力の保持を放棄した日
本国憲法9条の下での新たな軍事
基地の建設であり、沖縄の問題であ
るばかりではなく、日本国全体の問
題であるはずだ。
　知事選挙や衆議院選挙でも、沖縄
の民意ははっきりと示され続けてい
る。しかし、政府はその声に耳を貸
そうともしない。県民の抗議活動を
力でねじ伏せ、逮捕していく。これ
が日本の民主主義なのか。
　安全保障法制の参議院での論議
が始まった。最前線で戦争と向き
合ってきた沖縄のこころに触れてか
らでも遅くないと思う。

映画を鑑賞された子育て・教育9条の
会の金津さんより感想をいただきまし
た。時間を工夫して電気館まで足を運
びましょう。必見ですよ。

『戦場ぬ止み』は、『標的の村』の三上
智恵監督の最新ドキュメンタリー映画
です。新市街の電気館で8月8日まで、
13：30から上映中です。お友達にも
知らせてあげて下さい。みんなで見よ
う！！〈本編130分〉
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　私の母は、父親の出征前日、父親
に向かってはじめて三歩歩いたの
だそうで、長女の成長に力を得て
北清事変に出征した父は、そのま
ま帰りませんでした。祖母は長女一
人を抱えて、結局は夫の一番下の
弟と再婚し、母には妹一人と弟四
人がおります。私にとっての叔父た
ちは、皆中国戦線に出かけました
が、二度目の応召は国内勤務で、ど
うにか戦後を暮らしました。
　父は、明治26年生まれで日露戦

庶民に
とっての
戦争

中村 和子

争に間に合う年齢でしたが、頑健
でしたが背が低く徴兵検査は丙種
で、声はかかりませんでした。太平
洋戦争には48歳でしたので出征し
ませんでした。ただ、当時の庶民感
覚としては、長男を8歳で失い、お
国に捧げる息子を持たぬことで肩
身の狭い思いをしたようでした。銃
後の守り町内の防衛部長として、
空襲警報の度に火の見櫓で警戒に
当たりました。
　太平洋戦争は、母の母のような
女をたくさん作りました。出征した
夫、息子はもちろん、殺された夫、
息子の妻、母の悲しみは耐え難い
ものです。私の教え子のお母さんも
ブーゲンビルで夫を殺され、夫の
弟と再婚し、男女二人づつ、四人の
子どもの母となられました。皆さん
良い方ばかりで、お倖せでしたが、
皆どこかに悲しみを背負われてお

　妹といっしょに若者憲法集会に
参加しました。ふたりの感想です。
① 7月20日辛島公園での若者憲
法集会は熱気に包まれていました。
これまでの政治情勢を見たり、安
保法案について知れば知る程、こ
れが私達を守るためにある法案で
ないことが若者たち自身の認識に
も強く印象づけられてきました。
　この日は職業や所属を越えて多
くの若者たちが集まってくれまし
た。そのまま集会から下通り上通り
をみんなでデモ行進しました。

　まだ私たちの行動は始まったば
かりで、同じ若者世代の間にもまだ
大きな壁や葛藤が残っています。し
かし、立ち上がり始めた青年たちの
声は政治にどこか他人事になって
いる社会に大きく響く可能性も秘
めています。
　戦争を経験していない私たち世
代だからこそ、自分達が生きてきた
憲法９条に守られたこの社会を次
の世代に引き継いでいく責任があ
ります。
　ある若者が言ったように強行採

いでのはずです。
　今、一番強い力は国家権力です。
それは暴力とも言えます。近代社
会は三権を分立して、その力をセー
ブしています。安倍政権は何もかも
閣議決定で暴力的です。許されな
いことだと思います。
　6月の半ばから、漱石の「三四郎」
が熊日に連載されています。三四
郎の上京途上の列車での隣席の女
と爺さんの会話。爺さんは、旅順（日
露戦争）の話以後急に同情を催し
て、それは大いに気の毒だといいだ
した。自分の子も、戦争中兵隊に取
られて、とうとうあっちで死んでし
まった。一体戦争は難のためにする
ものだかわからない。後で景気でも
良くなればだが、大事な子は殺さ
れる。物価は高くなる。こんな馬鹿
げたものはない。
　まさに庶民の声である。

他人事ではない、立ち上がり始めた青年たち

決されようと私達は決して忘れま
せん。この先の未来をつくっていく
私達自身が日本の未来を左右する
この法案に声を上げていく必要が
あるのです。
② 会場で同じ学校の生徒を見つ
け、あまり面識のない方だったので
すが、いろいろな話をすることがで
きました。
　そのこともあって自分の身近な
ところにも、日本の今を考え声をあ
げている人が確かにいるのだと分
かり心強く感じました。

荒木 夏穂
（25歳)

この中で
私たち姉妹も

『戦争法案絶対反対』と
声を張り上げ
たんですよ！！ ※写真はＮＨＫニュースから。ＮＨＫさんありがとう。※写真はＮＨＫニュースから。ＮＨＫさんありがとう。


