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　12月23日、弁護士九条の会の
阿部広美氏は記者会見を行い、来
年の参議院選挙に市民と、民主、共
産、維新、社民、新社会の5党の統
一候補として立候補する決意を表
明しました。
　安倍政権は、憲法の平和主義、立
憲主義、民主主義を踏みにじって違
憲の戦争法を強行成立させました。
しかし、戦争法反対の共闘の中から
生まれた連帯の力で、来年の参院
選に向けて野党統一候補擁立の模
索が始まり、熊本で全国に先駆けて
それが具体化されたことは、誠に誇
らしくうれしい出来事です。
　熊本県では、古くは、三池闘争、
下筌ダム反対闘争、さらに、水俣病
闘争、川辺川ダム反対闘争、ハンセ
ン病問題、最近では、原発反対闘
争、立野ダム反対闘争など、多くの
誇るべき共闘の歴史を持っていま
す。共闘には紆余曲折もありました
が、これ等の共闘の中で生まれた信
頼関係を背景に、市民運動のレベル
では、毎年、「2・11を考える熊本県
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民集会」や「5・3憲法をまもる熊本
県民のつどい」などが、系統的に開
催されてきました。
　くまもと九条の会は、2004年
10月に誕生しましたが、この結成
は、このような共闘の歴史の中で生
まれた信頼関係を背景に、思想信
条、政党支持の違いを超えて、幅広
いものとなりました。くまもと九条
の会の呼びかけに応えて、次々に地
域・職場九条の会が結成されていき
ました。
　安倍政権の暴走に対抗して、熊
本では、「秘密保護法廃止！くまもと
の会」がうまれ、さらに、青年の
WDW、パパ・ママの会、戦争法に
反対する女性の会、平和を編む会、
学者の会など多くの新しい市民団
体を結集して「戦争させない・9条
壊すな！くまもとネット」が結成さ
れてきました。くまもと九条の会は
これ等の組織の結成に積極的に参
加し、その事務局としての役割を果
たしてきました。
　阿部氏は、2004年のくまもと九

条の会の発足を受けて、いち早く弁
護士九条の会の立ち上げに参加し、
講演活動などくまもと九条の会の
活動に大きな役割を果たしてきま
した。「秘密保護法廃止！くまもとの
会」、「戦争させない・9条壊すな！く
まもとネット」の事務局のメンバー
の一人である阿部氏の発言は、その
運営に大きな刺激と影響を与えて
きました。
　阿部氏は、市民・野党との協定の
中で、①2014年7月1日の集団的
自衛権行使容認閣議決定の撤回、
②2015年9月19日に強行的に可
決・成立した安全保障関連法の廃
止、③上記によって深く傷つけられ
た日本の立憲主義と民主主義を一
刻も早く取り戻すと言う三つの共
通目標と、無所属議員として活動す
ることを確認しています。
　戦争法を廃止するには、国会の力
関係を変えることです。市民、団体、
政党が力を合わせて、熊本から政
治を変えていきましょう。

2016参院
選速報！！
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　初めて訪れたくまもと森都心プ
ラザ内で少々戸惑いながらホール
にたどり着きました。講師の青井未
帆氏は落ち着いた穏やかな口調で
現実政治のいびつさを語ってくだ
さいました。
　明治憲法よりも古い歴史を持つ

　くまもと九条の会11周年記念講
演会は、12月5日土曜日の午後6
時30分から熊本森都心プラザホー
ルで開催されました。「日本国憲法
がめざす安全保障とは」というテー
マで、学習院大学大学院教授の青
井未帆氏が講演を行ないました。
　青井氏は、初めての熊本で、クマ
モンに会えたことがうれしかった
と切り出し、冒頭に適切な講演テー
マを与えていただいたと感謝を述
べ、講演の内容に期待を抱かせてく
れました。
　そのお話全体をつうじて強く感
じたことは、次のように警鐘を鳴ら
されたことでした。
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「日本国憲法のめざす安全保障とは？」に参加して
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山口 邦子

　この夏、「戦争法」をめぐっていろ
んな動きが生まれ、広がったことは
大きな希望である。しかし決して
「楽観」してはならない。立憲主義は
否定され、多元的な政治は否定さ
れ、「選挙独裁」化した。これは「異
常な事態」であり、「厳しく、深刻に」
考える必要がある。まっとうな政治
を作り直せるのは私たち市民であ
る。事態は「異常であり」「緊急を要
する」などでした。
このことは参加者のアンケートの
感想文からも伝わってきます。「異
常な事態であることを認識し、もっ
と悲壮感を持って、ことに当たるべ
きだ」「理屈の上での歯止めがなく

なっている。それを裏打ちする感覚
と直感、想像力を我々がもっている
か？」、「平和が大事、戦争はイヤだ、
命は尊いという直感・感覚を大事に
することは、日本国憲法に守られる
からこそ可能で、だからこそ、これ
から何がなんでも日本国憲法を守
らなければならないのだと感じまし
た。」
　師走の気温の下がる夜の開催で、
「場所が遠いこともあり、参加が少
しおっくうでしたが、素晴らしいお
話を聞けて感動しました。」という
声に勇気づけられた11周年記念講
演会でした。

「内閣法制局」。法の番人と言われ、
最高官庁の一つとして自立的だっ
た存在が、いまやその役割を完全
に放棄し政治＝内閣の代弁者に成
り下がってしまったこと。その異常
事態が歴代の法制局長官をして
「安保法制」のでたらめぶりを告発

させ、殆どの憲法学者や政
治学の専門家にかつてな
い「共闘」をさせている。そ
のことへの驚きと危機感
を、お話を聞きながら私も
ひしひし感じました。
　いまや護るべきは九条
だけではない。憲法そのも

のが根こそぎ変質し、ありえないエ
イリアン状態になろうとしていま
す。自民党の改憲草案をまともに読
めば、人間が築いてきた共存のシス
テムをどれだけコケにするのだろ
うかと信じられない気分になりま
す。今起きていることへの恐怖、空
爆の下で行き場を失う生命への共
感をなくしたとき、「安保法制によ
る抑止力」への依存、暴力に対する
幻想を抱くのではないかと先生は
おっしゃいました。
　しばしば挫折感を味わい、後ろ
向きになりがちな自分にとって勇
気を与えていただいたお話でした。

くまもと九条の会
11周年記念講演会開催！！
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かさず朝宣伝に取り組み半年を超
えました。地域の出水、国府9条の
会のみなさんと一緒に宣伝してい
ます。
　朝の宣伝の場所が新水前寺駅と
言うこともあり圧倒的に若い人た
ちの通行が多いところです。高校生
の人たちはまだ関心を示さない人
が多いですが、たまには「がんばん
なっせ」とチラシを受け取っていく
人もいます。車の中からも声援があ
ります。
　「いつもあそこでやってますね」
とこちらが気づかない人からも、激
励を受けます。まさに「継続は力」
です。
　全商連作成の新しい横断幕が届
きました。来年夏の参議選で野党
統一候補の勝利で、安倍政権打倒
のうねりを熊本から発信していく
ためにさらにパワーアップして頑
張ります。

しました。
　私たちは、安保法制・戦争法の法
案が提出された時から直ちに反対
の行動に立ち上がりました。まず商
店街宣伝に取り組み、子飼商店街
では署名が沢山集まり、自らの戦
争体験を語られて「戦争は絶対い
かん」と安倍政権への怒りをあらわ
にする人もいました。
　さらに5月からは毎週金曜日欠

　民主商工会は、1949年の結成
当初から「平和でこそ商売繁盛」を
スローガンに戦争につながるあら
ゆる動きを止めるために奮闘して
きました。
　さらに平和の発信が求められて
いる戦後70年の歴史的な時に、安
倍自公政権は、集団的自衛権行使
容認でアメリカ軍と一体となって
海外で戦争できる国に足を踏み出

熊本県商工団体連合会 井芹 栄次

　みなさん!　私たちは、くまもと九
条の会11周年のこの日を、特別の
思いをもって、迎えています。その
思いとは、何よりもまず、抑えきれ
ない怒り、止むことを知らない憤り
です。そしていま一つは、希望への
確信です。
　戦後70年、これほどまでに国民
をコケにした首相はいたでしょう

くまもと九条の会

猪飼 隆明

か。安倍首相が敬愛してやまない祖
父岸信介は、1960年6月、国会を
包囲するデモにおびえながら、「私
には声なき声が聞こえる」として、
警察官だけでなくやくざや右翼を
雇ってデモ隊を襲撃させ（自衛隊に
治安出動を要請、しかし防衛庁長官
赤木宗徳が拒否）、樺美智子を圧死
させ、しかし、6月23日、新安保条
約の批准書交換の日、ついに辞職せ
ざるをえませんでした。
　私にはこの記憶はまだ生々しい
のですが、安倍首相は、2年前の7月
の麻生副総理のアドバイス以来、国
民の声には耳を貸さないと決意し
たのではないか、と思うのです。自
分の人事権の及ぶ範囲をフルに活
用して、お友達をそこここに配して、
コンセンサスを得た格好にして、そ
れでも無理と強引を積み重ねて、今
回の安保法制（戦争法）を強行成立
させました。今年1月26日に始まっ
た第189通常国会は、アメリカにす
でに約束した戦争法を、未曾有の長

期延長を行って通しました。安倍首
相はあるいは祖父を越えたと思っ
ているかもしれません。なにしろ総
辞職もせずに、内閣改造までしたの
ですから。そして、いま臨時国会も
開かずに、相変らず憲法と国民を無
視して、沖縄には東京から警視庁の
機動隊までを送りこんでまでして県
民を抑圧し続けているのです。
　これは、古くて新しいファッショ
化の過程なのです。ファッショ化の
動力の一つは、正義ある国民（の声、
闘い）への恐怖なのです。安倍首相
は恐れています。国民の声に恐れて
います。70年の憲法を軸にした平
和の維持と国民の不断の民主主義
実現の努力は、明らかに日本国民の
力量を大きくしてきているのです。
もちろん発展途上にありますが、こ
の明るい確信が、特別の思いのいま
一つなのです。
　さあ、国民の正義と道理の声を、
戦争法廃止の声を、一つにしましょ
う。

特別の思いをもって
代表
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　こんばんは。WDW@熊本の関
根静香です。WDWとは「私達は戦
争に反対しています」という意味を
表す英文の頭文字を取っています。
安保法案を止めたい！熊本でもデ
モやりたい！という思いを持った
20代の若者4人がSNSを通して
知り合い立ち上がったことをきっ
かけに動き出した団体です。青井
先生の後に、大した知識もない私
が話すのは凄く恐縮なのですが私
はこの間の活動を通して感じてい
ることをこの場で話したいと思い
ます。
　今年も残り1ヵ月を切りました。
本当に怒涛の1年間でした。今年、
私、たくさんの人に凄いねって言わ
れました。友達に行動力あるねっ
て、びっくりされました。でも私、何
も凄いと思ってません。一人だった
ら絶対できませんでした。仲間が居
たから立ち上がれたし本当に戦争
法止めたいと思ったから声をあげ
ました。まだまだ臆病で友達にこの
話をするのもためらうし、スピーチ
をしてる今だってやっぱり緊張し
ています。でもこれまでの私よりは
少し成長できたんじゃないかと思
います。

　実は私、今年、6年間働いたアル
バイトを辞めました。何度言っても
休みが週に1～ 2回しかもらえな
いことと知らないうちに給料が10
円下がっていて泣くほど悔しい思
いをしたからです。というか、毎日
泣いてました。知り合いに相談し、
労働組合を通して闘うかという話
まで出たのですがいざ声をあげる
ことを前にするとたかが10円だ
し、私が我慢すれば済む話だしと
諦めてしまいました。声をあげる勇

気がなかったんです。今考えると、
それは認めたことと同じだと思い
ます。
　今、社会では同じようなことが起
こっているのではないでしょうか。
不満や不安、生き辛さを抱えなが
らも自分が我慢すれば良いのだと。
そうやって一人ひとりが、思いを言
葉にしてこなかったことが長い時
間をかけ少しづつ民主主義を壊し
ていくのだと今の私はそう思いま
す。

　先日あった、パリでのテロは記憶
に新しいと思います。決してテロは
許されるものではありません。私
だって、大切な人が殺されたら黙っ
ていられないでしょう。ですが、テ
ロリストはなぜテロリストとなった
のか、本当に知るべきはそこなんで
す。パリでのテロはメディアで大き
く取り上げられるけど、イラクやシ
リアではもっとたくさんの人が殺
されてもほとんど報道されない。テ
ロだけが悪だと言うように。そして

今、9.11後のアメリカと同じ過ち
を繰り返してる。話し合いで解決な
んて理想論だと言います。すぐに解
決なんて、そりゃ無理でしょう。で
も、相手が武器を持った状態では
それこそ話し合いになんてなりま
せん。武力に対して武力で対抗し
ても何も解決しないって新たな憎
しみを生むだけだってこんな簡単
なことなぜ理解できないのでしょ
うか。毎日の空爆に怯え、家族や友
達が殺され、自分もいつ死ぬか分
からない状況で未来に希望なんて
持てるわけないじゃないですか。
TVや新聞で攻撃に向かう映像や
写真を見ると本当に涙が出てくる
んです。あぁ、またたくさんの人が
死ぬんだって涙が出てくるんです。
人の命ってこんなに軽いものなの
かって、命より価値の高いものって
なんなんだろうって思います。

　戦争は必要だと言う人たち、先
ずはその人達が最前線で戦うべき
です。戦争を決めるのはいつだって
権力者です。自分が戦争に行くな
んて全く考える必要の無い人達で
す。そして巻き込まれるのはいつ
だって関係ない人達です。私は戦
争を知らないけど本当の戦争は映
画のように甘くないことは知って
います。
　私は来年、保育士になります。子
どもが大好きで、子ども達の未来
が平和であってほしいと、心から
願っています。戦時中、教師をして
いた人の話を聞いたことがありま
すがその方が、教え子を戦場に送っ
たことをすごく悔やんでいたのを
よく覚えています。子ども達や自分
の未来のために私が今やるべきと
感じていることは学ぶこと、声をあ
げること、安倍政権の暴走を止める
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WDW＠熊本関根 静香

仲間が居たから立ち上がれた

思いを言葉にしないことが
民主主義を壊していく

社会が政治から目を背けて
いる間に戦争のための
準備が着々と進んでいる

希望ある社会を
一緒につくって
いきましょう！

青井先生の講演後、WDW@熊本の関根静香さんは気持ちを込めて自分の意見を述べた。

武力に武力で対抗しても、
新たな憎しみを生むだけ
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WDWの井田高史さんは青井先生の講演を聴き、さらに翌日先生と1時間の懇談を行なった。

井田 高史僕たちは日本の将来に責任がある僕たちは日本の将来に責任がある僕たちは日本の将来に責任がある
口陽一先生は仰ったが、今の社会
の中での自由な空気感も少しずつ
薄まってきてるのではないか。
　でも青井先生はこの異常事態だ
からこそ僕たち市民ひとりひとり
がまっとうな政治を作り直すこと。
そして市民社会を次の世代に引き
継ぐことの意味を考え、行動にうつ
していかなければいけないのだと
言う。まだ希望はある。今、日本は
転換期の時期にきてるとひしひし
と実感する。これからも立憲主義の
足場をしっかりと踏みしめて維持
できるのか。いや、守らなければい
けない。僕たちは日本の将来に対し
て責任がある。その自覚こそが世
の中を明るく、良い方向へ変えて
いくための一歩だと思う。
　最後に今の政治家たちに「国民
ナメんな」と改めてコールしたい。
決して諦めない。

て行動してきたからこそ、この安保
反対の動きは大きく広がっていっ
たんだと思う。
　青井美帆先生は「日本国憲法が
めざす安全保障とは」のタイトルで
お話されたが、内容を一字一句書
き起こしたいほど興味深い90分で
あった。翌日の懇談会も1時間では
あったがとても有意義であった。日
本の憲法は「国会」中心主義である
こと。権力を縛る立憲主義の大切
さなど。目から鱗なことばかりだっ
た。議員の自立を大事にし、国民ひ
とりひとりの尊厳を保証している
日本国憲法。でもその憲法が憲法
じゃなくなってきている危機感を
改めて感じた。自由の前提を作り
出した9条も空洞化されつつある。
「軍事という価値が社会の前面に
出てくると「自由は切り下げられ、
極端に言えば切り捨てられる」と樋

　まさか僕がデモをやったり、街中
で声を上げるとは1年前だったら
想像できなかっただろうし、有り得
なかった。昔から政治のことは多少
は関心はあったが、だから動こうと
まではいかなかった。 動いたらや
はり人の目があるし、距離を置かれ
るんじゃないかと不安な気持ちが
あったからだ。実際距離を置かれた
りもした。でも今回の安保法制の問
題が上がった時に「このままじゃダ
メだ」「やばい」と直感的、感覚的に
感じ、いてもたってもいられなかっ
た。青井美帆先生の講演会の中で
も「直感・感覚・想像力」の大切さ
を仰せられていた。今まで政治に無
関心と言われてた若い人たちが積
極的に政治に対して声を上げるよ
うになったのもこの「恐い」「危な
い」といったそういう感覚から離れ
ず、その感覚を大事にし、それを信じ

ことだと思います。
　毎日の生活に追われて今しか見
えていない人、生きる気力もない
人、自己責任という言葉に縛られ、
本当に怒りを向けるべき相手が見
えていない。政治は生活に直結して
いること、気付いていない人が本当
に多い。社会が政治から目を背け
ている間に戦争のための準備が
着々と進んでいるんです。

　自民党の改憲草案今の憲法と比
較すると本当に恐いです。彼らの言
う美しい日本って何なのでしょう
か？　国を守るためにとよく言い
ますが国って言葉の中に人間の姿
はあるのでしょうか？沖縄のおば

あたちは知っています。兵隊が守る
のは国民じゃないことを。だから基
地を作ることを体を張って止めよ
うと闘っています。今、戦争をして
喜ぶのは誰か辺野古に基地をつ
くって喜ぶのは誰か無関心のまま
で喜ぶのは誰か。
　はっきりさせましょう。一人ひと
りの声は小さくても今の社会に不
満を持った人や自己責任という言
葉に苦しめられている人はたくさ
んいると思うんです。安倍政権が
恐れているのは声が大きくなるこ
とです。一人ひとりが声をあげ、声
を大きくしていくことが大事だと
思います。地道だけど声をあげる
勇気を出すようきっかけをつくっ
ていくのは、今の社会をおかしいと
気付いて行動した私たちの役目だ
と思います。

　最後に資料の中にもフライヤー
が入っていると思いますがWDW
＠熊本12/20（日）の15:30～辺
野古の基地移設問題に反対する集
会とデモを行います。白川公園で
集会を行い、アーケードを歩きま
す。同じ国民として、他人事ではな
く緊急の問題で戦争法とも切り離
せない問題です。私たちと一緒に
声をあげてもらえるとうれしいで
す。
　戦争法を廃止し、武力に頼らな
い安全保障のためにまた民主主
義、立憲主義を取り戻すために主
権者一人ひとりに出来ることは
きっとたくさんあると思います。希
望ある社会を一緒につくっていき
ましょう！　ご静聴いただき、あり
がとうございます。

一人ひとりの声は小さくても、
一人ひとりが声をあげ、声を
大きくしていくことが大事

WDW＠熊本


