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憲法署名京都実行委員会 

第５期のスタートです！ 
 

第５期事務局長 小笠原 伸児 
 

 先の通常国会に憲法改正国民投票法案が提出

され、継続審議扱いとされました。そして、今

秋に開催が予定されている臨時国会において、

この法案の可決成立が狙われています。いよい

よ、私たちが憲法署名運動に取り組み始めた際

に予想していた、憲法改「正」をめぐる重大な

局面に差しかかろうとしています。 

  こうした重大な時期に、京都での憲法運動の

重要な一翼を担っている憲法署名実行委員会の

第５期事務局長に推されて任に就くにあたり、

改めて皆さんのご協力をお願いするとともに、

この２、３年を展望した、さらなる広大な共同

の輪の広がりを築いていくためにできる限りの

ことをやっていこうと決意しています。 

  憲法署名実行委員会は、過半数の京都府民の

皆さんから９条署名を集めようという目標をも

って取り組みを始めました。その目標を達成す

るために、学習会に取り組んだり、毎月９の日

に街頭で署名宣伝行動をしたり、それぞれの活

動の経験交流をしたりしてきました。昨年１１

月には、集めた署名を国会へ届けたりしました。 

 また、九条の会が発足するや否や、九条の会

が発表したアピールに賛同する声明を直ちに発

表して記者会見をし、九条の会発足記念京都講

演会を企画、遂行し、府下各地で結成される「九

条の会」との連携、協力をはかり、事実上、そ

れらの会の相互交流の場を提供してまいりまし

た。 

  京都における様々な団体、グループとの共同

の輪を拡げようと、１１月３日や５月３日の憲

法記念集会などでは、縁の下の力持ち的な役割

も果たしてきたと思います。 

 このような取り組みの実績を踏まえて、憲法

改「正」の動きを憂い、少なくとも憲法９条は

変えてはならないと思っている個人、団体、グ

ループの人たちと、もっとしっかり手をつない

で、さらにその輪を拡げて、憲法９条改「正」

案を提案することができない状況をつくりあげ

ていきたい。 

  そのために、憲法署名実行委員会の活動や組

織のあり方等も含めて、できるだけ多くの皆さ

んと、しっかりした話し合いをし、心を共通に

して、頑張っていきたいと思っています。 

  どうぞ、宜しくお願い致します。 
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職場･地域･学園で憲法署名運動に取り組みましょう！

（１）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/ 
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（２）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/

 今ごろで、ナンですが・・・   

九条変えて戦争に行くんか？ 

そんなん あかん！ 

5.3 憲法集会ｉｎ京都 
≪報 告≫ 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 第一部 憲法フェスタ ♪♪♪♪♪♪♪ 
ＲＥＰＯＲＴ ｂｙ ＫＥＮＪＩ ＡＫＩＹＡＭＡ 

 

 

第一部憲法フェスタは，伝統ある憲法集会 in 京

都の歴史に新たな１頁を加えよう，憲法に対する思

いを言葉だけではなく，歌や踊り，詩に乗せて表現

してみよう，という試みからその取り組みが始まり

ました。 

集会１ヶ月前ほど前になって発案されたにして

は，各方面に向けて迅速に出演の呼びかけを行うこ

とができ，１２にも昇る個人，グループのご参加を

頂けました。また，そのうちの一部の方々とは事前

説明会を兼ねた憲法学習会を開催することもでき

ました。 

集会当日は，入念なリハーサルを実施した甲斐も

あって，ほとんどの方々が限られた時間内で会場の

関心を集めるパフォーマンスを行っておられまし

た。 

普段，あのような大きな会場でパフォーマンスを

する機会の少ない方がほとんどであったため，各出

演者とも，意義深いパフォーマンスが出来たようで

す。そして，いつもの憲法集会においては客席側に

ばかりいたのに

今回は舞台で客

席に向かって自

分たちの思い，

プレイを思いっ

きり届けること

が出来ることに

満足をされたという出演者も多かったようです。 

また観客の皆

様も，予想して

いたよりも面

白く，かつレベ

ルの高いパフ

ォーマンスを

ご覧になり，初

夏の日差しの

強さにも関わ

らず熱心に見

入り，かつ聴き

入っていたよ

うでした。 

マスコミに

も新しい取り

組みとして関心を持って頂き，フェスタの模様の一

部がテレビ，新聞で報道されたようでした。 

憲法フェスタはまだ始まったばかり，方向性も定

かではありませんが，今年のこの新しい第一歩を，

憲法９条擁護のための一つの灯火にし，より広汎な

層が参加する憲法集会の実現に貢献していくこと

が出来たら，企画立案者としては望外の喜びと感じ

ます。 
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By 岩佐英夫 

 
「テロ」とは何の関係もないイラクの子供たち

や女性が毎日のように殺されるニュースに胸が痛

みます。５月３日の堤未果さんのお話は、この人

殺しを繰り返す米軍兵士の側から見えるアメリカ

社会の現実を抉り出す深い感動に満ちたものでし

た。 
 

“鬼”にさせられたアメリカ兵士の大部分が、

実は、移民や有色人種などアメリカ社会の底辺に

暮らす貧しい若者たちが、“大学に入りたい”“家

族にも適用される軍の医療保険を”“アメリカの市

民権を得たい”などの動機で入隊しているのです。 
厳しい競争・格差社会の「先進国」アメリカで

は、大学を出ないかぎりまともな就職口はありま

せん。アメリカには日本のような皆保険制度はな

く、医療保険のない人が４５００万人（５人に１

人）もいます。人口の８人に１人が貧困生活（２

人家族で年収１４０万円以下）で、貧困児童数は

１３００万人に達し先進国で最大。慢性的飢餓状

態の国民の数は３１００万人、これは中東とアフ

リカを合わせたより多いのです。アメリカ市民で

ない現役兵士の数は３万７４０１人（２００３年

末時点、国防総省）。 
いまのアメリカには「徴兵制」はありません。

しかし、「軍隊に入れば大学に行ける」「除隊後も

医療保険がある」「市民権がもらえる」などと軍の

リクルーターの甘い言葉に誘われて入隊するので

す。リクルーターは高校生の個人情報を入手し、

毎日のように携帯に電話攻勢。個人情報を提供し

ない高校には補助金カットという驚くべき現実。

そして、入隊後、大学を卒業できたのはわずか１

５％。将校になれるのは学歴のある裕福な家庭出

身者。 
 

堤さんは「９・１１テロ」を、すぐ隣のビルで

体験し、その後戦争への道を暴走するアメリカに

絶望し日本に帰国しました。その堤さんがアメリ

カに戻る決心をしたのは、テロ犠牲者の遺族が「憎

しみや報復より許しを」というメッセージを掲げ

て「ピースフル・トゥモローズ」というグループ

をつくった創立者との出会い。アメリカの平和活

動家は「戻ってきてくれて、ありがとう」と堤さ

んを暖かく包んでくれました。イラクで最愛の息

子を亡くした１人の母親シンデイ・シーハンさん

の行動から始まった反戦運動が０６年４月２９日

にはＮＹで３５万人のデモに。「戦争を創り出すの

は市民の無知」「必要なのは真実、勇気そして知恵」

「相手を信じて武器を捨てた丸腰の憲法９条は勇

気を要求しています」「二度と銃で人を殺したくな

い・泣き叫ぶ母を見ていない・素晴らしい憲法９

条をもつ日本は憧れの的」と、堤さんは静かに結

びました。 
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「憲法９条守りたい」「戦争する国づくりNO!」みんなの活動・グッズを紹介するコーナー 

5・3 グッズ紹介エントリーカード２３枚！舞台にそれぞれの

思いを にぎやかに   華やかに！！アッピール！ 

横幕⑪ 本② のぼり③ プラカード③ 人形① タペストリー③ 旗① バッチ② 

「基本的人権を守るため！」  

「いつ  

アッピール！ 

小泉首相への

ハガキ 
ka 

 

いましたのでポスト

男女別では、３：１の割合で女性が圧倒的でした。以下12通を紹介します。（順不同） 

とのぼりをもって。            「沖縄に連帯して！」横幕。

も平和の行動の時、持っていくタペストリー」    「自分の思いをプラカードに書いてきた！」

「マスコミが伝えないから、真実を伝える！」本。       「核兵器なくそう！」タペストリー。 

「子どもたちを戦場に送らない！」と先生の横幕。          「染色業で…手作りのぼり！」 

「京都まで初めて出てきた！同じ行くなら」とのぼり。      「イラク戦争反対！で作った虹旗」 

「めだかの絵は“小さくても頑張る決意”」横幕。              「手作りのバッチ！」 

 

「5・3 集会のためにゆうべ作りました！」のぼり。 

ずら～っと並んで京都の からの

あっち 

 

 
 

５･３憲法集会IN京都 

に寄せられた 

by：Saburo Tana

こっち 

に投函しました。 101通会場に持ち寄られました。内､12通には切手が貼られて
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いま、あなたがやっていること

は、あなたがどんなに言い訳を

しても戦争への道をつき進ん

でいることです｡この真実に早

く気付くべきです｡私たちのく

らしと平和を破壊しようとす

る憲法の改悪を断じて許すこ

とはできません。又、３兆円も

の税金を米軍再編のために負

担すべきではありません。こん

なことがどうして、あなたには

判らないのですか！ 

（左京区 矢木雄之助） 

戦争の時空襲で２回も家が焼けた｡死ぬか生きるかの思いを

して、すっからかんになり、女学校へも行けなくなった｡新し

い憲法ができたとき「もう日本は２度と戦争はせえへんのや」

とホッとした。アルバイトをしながら、学校(高校)へ行き、憲法

と労働基準法を社会科で学び、大きな希望に燃えた。「憲法

は日本の宝や」九条は国連憲章の精神とおんなじやから世

界の宝や、どんな理由があっても、戦争は人と人が殺しあうこ

とやから、こんなヤバンなこと許したらあかん。アメリカを世界

の憲兵にしたらあかん。ほんまに日本の国を愛するもんやっ

たら、憲法変えたり、教育基本法変えたりはせえへんで！

ちがいますか？ 

（右京区 山田和永）

“日本を守る”前に 

日本国民１人１人を守

る憲法であって欲しい

と思います｡お願いし

ます｡ 

（渡辺昌代）

父や叔母など、戦争で

殺されました｡父は中国

へ出兵し､戦争に参加

し中国の方たちを殺し

たかもわかりません。ふ

たたび、戦争を起こさな

い､人を殺したり殺され

たりはもうごめんです。

こんな大きな犠牲の上

にうちたてられた憲法、

特に９条はかえないで 

（高尾洋子） 

折角守ってきたもの この

辺で変えようとは思わない

で！世界のたくさんの人々

が九条を信じています｡世

界を見て下さい。子どもを

憲法九条は国民ひと

りひとりの命です。あ

なたに 大切な命を

託した覚えはありま

せん｡静かに国会を立

ち去ってください。

（宇治市 岩本良子）

小泉さん、さぞかし憲

法の平和主義はあな

たにとってメイワクでし

ょうネ！憲法はあなた

を し ば る も の で す か

ら。 

（上京区 橘和紹） 

九条は空気 空気は誰でも生

まれた時から吸っているので､

その有難さがわからない。その

空気が日本では薄くなってい

る､濁っている。これは身体に

悪い｡小泉さん、イナバウワー

やオペラも良いけれど、もっと

室外の空気を吸ってみて。空調

でコントロールされた空気と

汚れた室外空気とどっちが大

事？ 空気がなければ、あなた

も誰も生きて行けませんよ。

（北区 荒井康裕） 

愛したい人と愛したい時に愛し合

うために 憲法九条は、絶対に必

要です｡戦争ができない憲法の

規定は、弱者の存在基盤です｡

同性愛者を抹殺したドイツの悲

劇をくり返さないために憲法九条

を厳守して下さい｡バイセクシャル

として、セクシャルマイノリティー

の一員として訴えます｡（富田成

美） 
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私は教員です｡養護学校に勤めて

います｡戦争は多くの生命を生活

を奪います｡地雷､枯葉剤･･･将来

にわたる多くの犠牲者を生み出し

ています｡憲法九条は戦争放棄を

世界に誓った日本の誇るべき宝で

す｡憲法九条を変えないでくださ

い。戦争できる国にしないでくださ

い。子どもたちの生命と生活を守り

夢のある未来､平和な未来を残し

てください｡そして教育の憲法－教

育基本法を変えないでください。

子どもたちの豊かな未来のために､

平和憲法の存続を！（森本久美

子） 

武力を行使しない国の生き方を

発信することが国の政治､国際

貢献の要請です｡それは豊かな

識見あってこそ叶うことです。

又それがもつ道徳的な優位性

は、世界の人々の相互信頼を築

くもとになり戦争を避ける力に

なります｡日本は天然資源のな

い､また､食糧自給率も（４０％

と）低い国ですが、「理性と知性

の戦略」をたてることのできる

優秀な頭脳があります。この大

きな財産を力としてこれからの
 

 

 
 

6.10「九条の会」全国交流会に参加して 
２００６年６月１６日  川 越 義 夫 

 

 

「九条の会」初めての全国交流会が６月１０日、日本青年館で開

かれました。全国からの１５００人を超える参加者で会場は満員、

「九条を守ろう・憲法を変えさせるな」の熱気に満ちていました。

１１時、全体会開会、開会の言葉と呼びかけ人各氏の挨拶に始ま

り、午後は分散会、４時３０分まで各地・各会の状況と経験が報

告されました。集会のメモからいくつかの発言を抜書きします。 

 
◆希望を高く掲げて平和への努力を重ねてお

られる、そういう市民の力、連帯こそがまと

もな政治をつくる。今は新しいところにいる

のかもしれない。―――澤地久枝さん 
 
◆日本国は分かれ道にきている。簡単に言え

ば、一方は戦争で一方は平和。これには人権・

教育・靖国・近隣諸国との問題みんなつなが

っている。選び方で逆になる。議会と市民の

乖離はひどい。また中央集権的運動はつぶさ

れている。そんなときに我々の九条の会は役

立っていると思う。ただ横のつながりが必要

（６）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/ 



憲法９条改悪を許すな！                             Ｎｏ10 

 

だ。たくさんの意見がでてそれを学んで――

主体は皆さんの側、日本で唯一、たぶん世界

でも珍しい運動だと思う。九条の会は今のぼ

り坂、勢いにのってください。皆さんと一緒

にのぼり切りましょう。―――加藤周一さん 
 

◆ も理想的なことが も現実的なことだと

思う。自衛隊を軍隊として認めその上で規制

し、歯止めをかけるというが、これは夢想的

だ。今でも勝手なことをしているのに軍隊に

すればもっとひどいことになる。日本は食料

自給率４０％、食料も石油も何もない。これ

で軍隊をもち戦争ができるのか。平和で生き

るしかない。理想に向かって進むことこそが

現実的だ。皆さんと一緒にやっていきたい。

この運動こそ現実的だ。―――小田実さん 
 

◆倫理的想像力ということを言いたい。５０

０人もの老人・婦人・子どもが自殺に追い込

まれた。棒で互いに殴りあった人もいる。そ

んな慶良間の島のことを忘れてよいのか。 
戦後すぐの日本人は倫理的想像力があった。

教育基本法は「この理想は根本において教育

の力にまつべきものである」という。ところ

が改定案には、民主党案にも「教育の力」と

いう言葉はない。何々の条件をつけて子ども

を教育しようとする。―――大江健三郎さん 
 

◆私達のところは２２００人の小さな町、今

度二町二村が合併した。旧村長、旧教育長、

元議員など互いに一票を争った人達、みんな

に発足会の壇上に上がってもらった。九条を

守るという一点で行動、宣伝に力をいれた。

ビラは阿賀野市全域に配布、各地での小集会

などこれらの行動の先頭に立ったのは、元＊

＊長さん達。賛同者６００人。７月の一周年

には１０００人にする気でいる。―――九条

を守る阿賀野の会 
 

◆４７万人。有名な人がいない、普通の人ば

かりのところ。九条の会のホームページを見

ながら取り組んできた。①九条改憲を許さな

い。②自分達で自主的にやる。③従来の護憲

運動ではダメ。④普通の人に届く言葉で語る

こと。を指針としてやっている。医者・教会・

お寺・天理教など総てまわった。二度と来る

なと言われたところもあるが、応えてくれた

ところもある。いま会員２６０人。―――小

金原憲法九条の会 
 

◆憲法を変えるより自衛隊を変えるべきだ。

自衛隊員にとっても改憲は迷惑だ。私たちは、

自衛隊を段階的に災害救助隊に改変していく

ことを主張している。原発が５０基以上もあ

る国に戦争はできない。―――堅田九条の会 
 

◆女性１５人、政治的になんの経験もない人

がほとんど。大阪のおばちゃんののりで、話

が出て一時間で発足した。結成講演会３００

人。会員１６０人。デモ１５０人。 近は、

集まる人の顔が見た顔になってきている。こ

れが悩みです。―――九条の会豊中一番星 
 

◆女性が口コミで言ってくれるのが大きな力

になる。その点男性は…。――旭日九条の会 

 

◆市民集会、一点での一日共闘から常設的共

闘組織へ、そして米沢市民の会へと成長した。 

 呼びかけ人９０人、会員５８０人。課題は

戦線の強化―――九条を守る米沢市民の会 

 

◆あらゆる階層の人に呼びかけ、保守的な方

にも足を運んだ―――九条の会国立 
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◆ばらばらの人がつながりはじめ、感動する

ことがたくさんある―――横須賀市民九条

の会 

 

以上、発言の一部をご紹介しました。分散

会は１１となり、それぞれに深いおもいをこ

めた発言が続きました。これらは聞く方への

問いかけでもあります。学ぶべき多くのこと

をよく検討し、これからの大きな展開のため

の具体的な論議をお願いいたします。  
 

 

京都の憲法集会についての相談会 
呼びかけ：５．３憲法集会 in 京都実行委員会（２００６）代表 大谷心基 
日時：２００６年７月４日（火）午後７時～９時 
場所：日本バプテスト京都教会（荒神口河原町東入、荒神橋西詰） 
問合せ 電話：０９０－２０６４－１３５１ メール：shinki@d3.dion.ne.jp

憲法署名京都実行委員会会議 

７月６日(木)19：00～ 
場所：日本バプテスト京都教会（荒神口河原町東入、荒神橋西詰） 

守ろう憲法と平和京都ネット７月例会 

７月２７日(木)19：00～ 
場所：京都ＹＭＣＡ 

憲法署名実 事務局会議 

７月２８日(金)19：00～ 
場所：京都法律事務所 会議室（御幸町丸太町下る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦争のない世界へ！平和憲法を生かし、 

憲法九条改悪に反対する署名運動京都実行委員会 
（略称 憲法署名京都実行委員会）     

【ホームページ】   http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/

お 知 ら せ 

第Ⅴ期 06 年５月～０５年１１月分の協力金をお願いします。

憲法署名京都実行委員会は皆さんの協力金とカンパで運営されています。 
協力金は半年を１期として、期毎に集めています。 
協力金は、団体１口２０００円、個人１口５００円です。（複数口大歓迎！） 

★カンパも随時受け付けています。★ 

【共同代表】 上田 勝美（京都憲法会議代表幹事）     澤野 義一（憲法を生かす会・京都代表） 

黒木 順子（守ろう憲法と平和 きょうとネット代表幹事）  澄田健一郎（憲法 9 条の会・京都代表） 

【連絡先】  〒６0２－０８５４  京都市上京区荒神口通河原町東入ル１２２－１ 

日本バプテスト京都教会気付（憲法署名京都実行委員会事務局） 

Tel ０９０－８２１６－６２２３  Fax ０７５－２３１－４３２７  
【郵便振替】口座番号 ００９４０-８-２２２２５６  名 義 「憲法署名京都実行委員会」 
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