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黒木順子（守ろう憲法と平和 きょうとネット代表幹事） 
 

私には、５才と２才になる２人の孫がいます。

元気に走り回るこのちいさい人達に、私たちの

憲法についてどのように話し、伝えることがで

きるのか考えています。 
「もう戦争をしない。戦争で殺されたり、殺

したりしない。」「日本の国の主人公は私達だ。」

「どの人も同じように大切にされる。」「１人１

人の考えや何を信じるかは、そのひとの自由

だ。」などの、国の基本の約束「憲法」の誕生

を、おおじいちゃんやおおばあちゃんの世代の

人達がとても喜んだことを話しましょう。そし

て、こんなあたりまえに思えることが、あたり

まえでなかった時代があったことも話してお

かねばならないでしょう。  
自分の国をもっと大きくしようと、よその国

へ出かけていって戦争をしたこと。お隣の国の

人たちから言葉や名前をむりやり取り上げて、

「日本人」にならせようとしたことも。自分の

国の過去の過ちを、話す方もつらいし聞く方も

悲しいことだと思うのですが、事実をありのま

ま伝えることが大人の責任だと思います。 
私たちの国の中でも、戦争中は、小さなこど

も達がお腹をすかせていたことや小学生達が

親をはなれて疎開をしたこと、中学生達は学校

で勉強するのではなく工場などで働いて戦争

に協力しなければならなかったことや、空襲が

あって多くの人が傷ついたりなくなったとい

うこと。沖縄やヒロシマ・ナガサキのことも話

しておきましょう。国のすることに反対したり、

言われたとおりにしないでつかまって牢屋に

入れられた人達がいて、怖くてみんな自分の考

えを言わなくなってしまい、国が間違った道を

進んでいくことを止められなかったことも。い

ろんな人びとがつらい思いや悲しい思いをい

っぱいしたから、自分たちだけでなく、世界の

みんなが同じように平和に幸せに生きること

ができることをめざしている憲法の誕生を歓

迎したのでしょう。世界には、すてきな憲法だ

から自分たちも真似をしたいなと思う人達も

います。とてもうれしいことですね。私たちの

憲法は「世界の理想と希望」を託した憲法とい

えますね。 
でも、私たちの国を「戦争をする国」にしよ

うと考える人達がいます。戦争をするためには、

軍隊と文句を言わずに戦争に協力する人が必

要だから、「戦争はしない、軍隊は持たない。」

と約束をした憲法や平和のために役立つ人を

育てることをめざした教育基本法を変えてし

まおうとしているのです。とても怖いことです。

自分の国が間違ったことをしないように、国の

主人公の私たちがしっかり見張っていなけれ

ばならないのですよ。 
私たちには、「世界の理想と希望」を現実の

ものにするという大きな宿題があるのです。こ

の宿題は、世界のみんなが知恵を出し合い、力

を合わせなければなりません。世界のいろんな

ところで戦争や紛争が絶え間なく続いている

今、すべてを仕上げてしまうことはできないか

もしれませんが、一歩ずつ近づけていくことは

できるでしょう。そしていつか、きっと完成す

る日が来ると信じましょう。 
ちいさい人達の時代になったとき、今より少

しでも「世界の理想と希望」に近づいているよ

うに、憲法を活かしていきたいという私の思い

もつたえておきたいのです。 
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4 月 9 日「耀け憲法 9 条!講

演とコンサートの集い」には主

催者の予想を上回る五百人の

人々の熱い願いが集まる感動的

な集会になりました。 

 

 フルートとピアノのコンサ

ートは竹内祐子さんの平和へ

の思いを込めた曲紹介と素晴

らしい演奏に感動が広がりま

した。 

 「“コンサート”素人の私に

も本物の迫力が伝わってきま

した。憲法も本物の力を持って

いるというメッセージが伝わ

ってきました」（Ｂさん）「平和

でなければ美しい調べに浸る

ことはできません。私の青春時

代は軍歌が溢れていた」（Ｃさ

ん）など心に響き感動を呼ぶコ

ンサートに。 

 安斎先生の講演は情報が氾

濫している中で情報に流され

ず「真実とは何か？」を見極め

る大切さ、簡単な手品で人間の

だましやすさ、先入観の恐ろし

さを実感させられ、国際貢献大

学の創設で日本国憲法を生か

した国づくりの方向を語られ

「面白く、判りよい」話に引き

込まれました。 

 朗読サークル「ことのは」の

朗読劇は真に迫る迫力で、物言

えぬ時代が身近なところから

起こり始めていることを強く

考えさせられました。 

 よびかけ人の岩井先生は自

ら戦争中「特攻隊員」であった

経験から、「戦争中、本営発表

に踊らされ、今また北朝鮮の脅

威を言い立てる。ありもしない

口実で戦争する国になること

を許してはいけない」と話され、

太秦病院院長の加茂先生も「阪

神ファンも巨人ファンも、平和

の問題では一致できます。太秦

病院事務長は実は隠れ巨人フ

ァン、阪神ファンの私と一緒に

憲法守れと訴えている」と話し

会場を沸かすご挨拶。 

 後に事務局から「地域・団

体・学園・いろんな分野で九条

の会を草の根から立ち上げ、そ

の力で『憲法署名』を住民過半

数めざし拡げよう。」と力強く

訴え「9 条」守る決意を固めあ

いました。

 

 

 
 
 

５月３日午後、「また戦争す

んのんか！？そんなんあか

ん！５・３憲法集会ｉｎ京都」

が円山野外音楽堂で開かれ、昨

年を上回る 1200 人の市民が

参加しました。 

彌光庵非戦バンド演奏でオ

ープニング、実行委員会共同代

表澤野義一さんから改憲をめ

ぐる情勢について基調報告を

受けた後、来賓挨拶を受けまし

た。５･３集会では、毎年各政

党に挨拶あるいはメッセージ

を要請してきましたが、今年は

「憲法９条メッセージ･プロジ

ェクト」、「平和憲法の会・京都」、

「世界の平和を求める京都宗

教者連絡会」の三団体にも要請

しました。これら三団体及び社

民党、新社会党、日本共産党か

ら、それぞれ熱のこもった挨拶

をいただきました。 

その後、「ＢＳＥ市民ネット

ワーク」から、日本の食の安全

を守る上で大きな話題となっ

ている狂牛病対策・輸入再開問

題について、ユーモラスな牛の

縫いぐるみ姿でパーフォマン

スが演じられました。 

メインゲスト講演は、「ＰＥ

ＡＣＥＯＮ」代表の相澤靖行さ

んです。 

相澤さんは、イラクの戦場に

人質の盾として直接赴いた体

験をふまえ、鼻をつく死臭の中

で感じた、人殺し以外の何物で

もない戦争の悲惨さを訴えま

した。同時に「何の武器も持た

ない丸腰」の１人の人間として

こそ、「人質の盾」の活動がで

きること、米兵とも対話ができ

たことを話されました。結局、

武器は新たな武器を呼び不信

の悪循環を招くだけであり、武

器を棄てる方が実は も安全

であること、こうした精神を体

現する日本の憲法９条にいま

こそ魂を吹き込もうと熱を込
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めて訴えられました。 

憲法署名実行委員会から秋

に向けて全力で署名を広げよ

う、当面、７月３日の「となり

の人と話をしよう」の企画を成

功させようとのアピールの後、

参加者は市役所前までピース

ウォークを行い、平和憲法９条

を守ろうとの想いを市民に訴

えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任のごあいさつ………………… 第３期事務局長   増野 徹

小笠原さん、園田さんのあとを受けて第 3 期

の事務局長を担当することになりました、「広げ

よう世界へ！生かせ憲法九条の会・京都」の増

野です。 

昨年 5 月 3 日から今年の 11 月 3 日まで、1

年半を半年ごとの 3 期に分けて憲法署名の 

取組みをスタートしたわけですが、あっという

間に 3 期に入ってきた感があります。1 期・2

期の積み重ねの上に文字通り地を這うような取

組みができるかどうか、大きくうって出て現実

に過半数を獲得する態勢をとれるかどうか、課

題は大きく時間は限られていますが、「あせら

ず・あわてず・あきらめず」をモットーに微力

を尽くしたいと思っています。 

 

署名実行委員会は各人にノルマを課して追い

立てる「署名推進本部」ではありませんが、二

つの数値目標を設定していました。130 万筆と

署名設置 1 万箇所です。署名については 14 万

７千 808 筆という集計がなされていますが、

設置箇所については把握できていません。これ

から地域展開を強めていくなかで店舗などへの

設置要請を意識的に追求していけば、街の空気

を変えていく力になると思います。 

そのためにも、私たち自身が言葉と感性を磨

く必要があります。憲法を変えたほうがいいと

思っている人、そもそも憲法に関心をもってい

ない人、それがむしろ多数派であるという現実

の中でどう切り結んでいくのか。経験を(とりわ

け失敗の経験を)持ち寄り、深めていく場が必要

です。 

7 月 3 日(日)にひとまち交流館で行なう「と

なりの人と話をしよう ～9 条改悪反対の声を、

署名を、広げるために～」は、そういう問題意

識で準備しています。試行錯誤の面もあります

が、志を同じくする者が集まってうなづきあう

だけでなく、かなり違った意見・感じ方と悪戦

苦闘していく中から、より多くの人たちの心に

通じるものが見えてくるように思います。少な

くともそういう営みの第一歩にしていければと

考えています。 

もちろん、憲法と改憲動向についての基本的

な理解についても深めていく必要があります。

いま、主権者としてどのような「国家」を実現

し運営していくのかが一人一人に問われている

のだと思います。私たち自身が自分なりの答え

をもつこと、そしてそれをさまざまな機会にさ

まざまな場で練り上げていくことが、実は一番

大切なことなのではないでしょうか。そういう

観点での学習・討論の場も準備していく必要が

あります。 

 

秋には自民党の改憲案が出てくる正念場の時

期、一人で背負い込んでいてはとても身がもち

ません。前任者の園田さんの爪の垢を煎じて、

仕事をどんどん割り振っていけるよう頑張りた

いと思います。皆さんの参加・ご協力よろしく

お願いします。 
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４月 21 日の署名実行委員会報告 

 

 ４月 21 日の署名実行委員会はバプテスト教

会で開催。19 人の参加。 

 初、事務局から４月９日の街頭署名の報告、

５.３集会の準備状況の報告、20 日現在の署名

集約数 61,137 筆の報告があった。 

 検討事項の 初は「次の取組み」について。

７月３日に講演と署名活動交流会を持つことが

決定された。講演のメインスピーカーとして４

人の候補者が挙げられたが、事務局がそれぞれ

あたって決めることに。交流は、寸劇という形

式で署名活動に取組んでの悩みや体験を出し合

い、みんなで考える企画にすること、そしてこ

の企画を５月３日の集会で報告し、寸劇・交流

の進め方を企画するためのアンケートを配るこ

とになった。 

 検討事項の二番目は、署名の集約について。

報告を 20 日から 25 日までの間に設定してい

るのでファックスまたはメールで寄せること、

さらに書名用紙は５月３日に持ち寄ることが確

認された。 

 後に、出席者からの経験交流。長野県の

100 万署名運動の紹介や久御山町の講演会の

取組み、さらに改憲推進派が桂駅で宣伝署名を

始めたこと、また署名をプレ国民投票として取

組もうとしている経験などが出されました。 

 次回実行委員会は、５月 26 日午後７時から

バプテスト教会で開催することを決めて終了し

ました。 

● ４月 21 日の署名実行委員会報告 ● 

 

★★★★★☆★★★★★ 企画のご案内 ★★★★★☆★★★★★ 

となりの人と話をしよう 

～９条改悪反対の声を、署名を、広げるために～ 
 

日時・７月３日（日）午後２時～５時（予定） 

場所・ひとまち交流館 大会議室   河原町五条下ル東側（市バス 河原町正面下車） 

講演・池田香代子さん 

参加費・無料 

みなさんの体験をもとにした寸劇なども開催します。ぜひおこしください。 
  

  

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/

【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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