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憲法 9 条をまもりたい会 
 

日本国憲法第 9 条 
（戦争の放棄、軍備及び交戦権の否
認） 
①日本国民は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権
の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は国際紛争を解決す
る手段としては永久にこれを放棄す
る。 
②前項の目的を達するため、陸海空
軍その他の戦力は、これを保持しな
い。国の交戦権は、これを認めない。   
 

－ 戦争をしない・させない・命がだいじ ― 

 
「さくら・志津憲法 9 条をまもりたい会」の第 1 回準備会が持たれたのが、2006 年 5 月下旬で

した。6月には大方の世話人のメンバーが揃い、7 月には第1 号のニュースを発行し、4000枚のニ
ュースを地域に配布しました。また、ブログも立ち上げ、今や全国に発信しております。そして今
日、8 月 27 日、第 1 回のイベントを持つに到りました。私（高塚）としては大変速いペースで今日
を迎えたのではと思っております。準備の過程での世話人の共通した思いは、憲法 9 条が危ないと
いうことです。そしてそれを守るためには、顔の見えるこの地域で、思いを同じくする人たちが党
派をこえて協力しあうことの大切さであったと思います。14名による世話人の名前をみていただき
ますと、肩書きこそ書いておりませんが、知る人ぞ知る、まさに党派をこえた方々ばかりです。今
日ここにお集まりいただいた皆さんに是非これからも支えていただいて私たちのこの運動をより深
く、より広く展開していきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
今日のイベントのテーマは「戦争体験・憲法と私」です。もはや国民の７割が戦争を知らない世

代です。私もその代表選手です。しかし、戦争を知らない子どもだった私でも、過去の戦争につい
て知ろうとすることはできます。真実を理解することはできます。自分の言葉でまわりの人に伝え
ることができます。勇気を持って戦争体験の語り部になって頂いた３人の方のお話を伺うことで平
和への思い、憲法への思いを汲み取り「戦争をしない、させない、命がだいじ」の私たちの運動の
ステップにしたいと思います。 
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  8 月 27 日、初めての集い、盛会でした  

 
8 月 27 日（日）、午後 2 時 30 分より志津コミ

ュニティセンターで「戦争体験・憲法と私」と題
した集いが開催されました。夏休み最後の日曜日
ながら参加者は予想を上回る45名でした。高塚
一成共同代表から会の立ち上げ経過などを踏ま
えての開会の挨拶がありました。 
戦争体験を語る―その内容の重さと衝撃 
 鵜野龍一さん、フィリッピン、ルソン島へ向かう輸送船が撃沈されたが、軍服も銃も捨て真裸で
泳ぎ着いて生き延び、捕虜となって食したサンドイッチのうまさは格別だったそうです。 
高橋つやさん、東北の農家に生まれ、戦後、結婚を機に渡った北海道の炭鉱で、朝鮮戦争特需によ

る増産、休戦による賃下げ・首切りと戦い、苦難を乗り越えてきました。 
古屋喜門さん、終戦の詔勅も「いよいよ決戦だ」と思って聞いた軍国少年だったが、その兄弟四人

が無事帰還した一家は、多くの戦死者を出した村の中では肩身が狭く、母親は一人位犠牲になればよ
かったと心にもないことを口走っていたそうです。 
 三人は、過酷な体験を通して、憲法九条に寄せる現在の思いを語りました。聞き手の中河さんのあ
たたかい眼差しも印象に残ります。 
 稲葉さんの朝鮮人特攻隊兵士と基地知覧の日本人母娘との交流を描いた「ホタル帰る」（赤羽礼子）、
朝澤さんの「風の旅」（星野富弘）の朗読は参加者の涙をさそいました。 
憲法９条に危機迫る 
 障害者の通所施設を運営する奥山さんがパワーポイントを利用しながら、障害者を生み出す最大
の原因であった戦争、障害者の暮らしをさらに劣悪に追いやる戦争を分かりやすく解説しました。地
元選出の県議会議員大野さんからは、千葉県における憲法九条をめぐる危機的な状況について、スク
リーンを使っての報告がありました。（次ページに内容記載） 
 会場からは、「19 歳の息子を見ていると、もし徴兵や徴用に直面したら逃げ出すにちがいないと
思うけれど、当時の青年たちはどうして素直に従ったのか」の質問に、時代の流れとその流れを作り
出した教育の恐ろしさが語られました。また、家族にも話せなかったという中国兵への殺害行為を患
者さんから告白された元看護師の体験談には胸に迫るものがありました。「孫子を戦場に送りたくな
いから参加した」という明快な動機を語る方への拍手は一段と大きいものがありました。 
 佐倉の歴史を研究する山倉洋和さんからは、郷土の歴史にこだわりながら憲法９条にかかわりたい
とした閉会の挨拶がありました。 
手作りの会ながら、参加者は、中身の濃い集いになったことを喜び、今後の幅広い活動に期待が寄せ
られました。（文責内野光子） 
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九条の窮状を救え！ 大野 博美 
                       
８月２７日の集会では、「憲法九条、千葉県は今…」と題したお話をさせていただきました。 
前日パワーポイントを作成。その内容をかいつまんで言いますと… 

◆憲法九条は、自民党草案では「戦争放棄」という第２項がばっさり「放棄」され、その代わりに自
衛「隊」を自衛「軍」に昇格させるとはっきり謳われています。ずばり「戦争ができる国」へと変
シーン！となるわけです。 

◆九条改悪の先取りは、千葉県内でもずいぶんと行われています。 
 ・今年３月には南房総の風光明媚な富浦町で、自衛隊も参加しての大規模な住民避難訓練が行われ

ました。国籍不明のテロリストが１０数人海から上陸してきたという設定です。国民保護計画の
一環として行われた訓練ですが、問題なのは、参加した住民 160 人の内、実に120 人が小学生
だったのです。しかも授業中に行われ、自衛隊が先導して近くの市民体育館へと避難しました。
柔らかい子どもたちの頭に、「自衛隊、テロリスト、外国人」というきな臭い三点セットが刻み
込まれたのではないかと、心配でたまりません。誘導した先生は「子どもたちに命の守り方を教
えたかった」とコメントしたそうです
が、「平和の守り方」もきちんと教えて
ほしいですね。 
 「中央即応集団」という自衛隊の最
新精鋭部隊は全国で 5 部隊あり、そ
のうち３部隊が我が千葉県にありま
す。習志野と木更津にあり、大規模
な演習も繰り広げられています。し
かも、千葉県には成田空港もあり、
有事には軍事的に利用される可能性
が高いのです。気がつかないうちに
私たちのすぐそばに、戦場へと直接
結びつく「場」が黒々と広がってい
るのです。 
一方では、超党派の議員たちの九条の会が、全国に先駆けて千葉県内に立ち上がりました。保

守王国と言われる千葉県では、憲法 9条を守ろうという議員は少数派です。特に千葉県議会は自
民党が 7 割を占め、ほとんど一党独裁政治のようで、最近はますますタカ派的色合いを強めてい
ます。 
でも県内の少数派の議員が党派を超えて手を結べば、有権者に訴える力は２倍、3 倍どころか、

放物線のように伸びていくことでしょう。 
来年は統一地方選や参議院選挙があります。全国レベルで、有権者が憲法 9 条を守る人を選べ
ば、今の改憲潮流に待ったをかけることができます。 

 そのための第一歩でもある27 日の集会。参加した全ての人が思いをひとつにした素晴らしい日
になりました。もっと大勢の人の思いがひとつになり、力がひとつになった日、九条は再び息を
吹き返すでしょう。 
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戦後６１年が経過するもとで、戦争を体験された人々が高齢化
している。一方世の中は、どんどん日本を再び戦争のできる国
にする為の策動が進んでいることを危機的にとらえている。 
本日の企画は時宜を得たもので有意義であるが「語部」の人た
ちの高齢化を考えると悲惨な戦争体験を、より多くの人々に広
めて頂きたいと思います。その為にも健康でご活躍されること
を祈念いたします。私は戦後生まれですが、戦後の貧しい時代
を振り返ると再び戦争で生活が破壊されないよう、憲法９条を
守る平和の輪を、少しでも拡げていく為に微力をつくしたいと
思います。（鈴木 勉／上座） 
 

私どもはキリスト教会のものであります
が、教会でも戦争へ反対しております。
佐倉市、日本の国に平和がありますよう
に神に祈ります。 
感想として戦争のむごさ、むなしさ、無
意味さを感じました。 
また、平和を愛する人々が多くなるよう
に実感しました。 
（酒井 勇／新臼井田） 

最近の行き過ぎたナショナリズム
の台頭を心配しております。また、
どんな形でも自衛隊の海外派兵に
は無理があると思います。 
悲惨な戦争体験を忘れることな
く、二度と戦争をしない国にして
いきたいと思っています。 
（蕨 和雄／先崎） 

５０用意した座席がほぼ満席となり、静かな熱
気の中で、第１回目のイベントが始まりまし
た。 
出演された方々は、それぞれに戦争の体験を語
ってくださいました。出征した多くの人々は加
害者であり被害者であったことです。そして参
戦していない市民も、大きな渦に巻き込まれて
しまったのです。 
あらためて、戦争をしない、させない、命がだ
いじ、を強く感じました。 
（世話人・向山 尚子）  

私は若い頃、父や母、
祖父母に対し‘どうし
てあの戦争に反対して
くれなかったのか’と
批判してきました。私
たちは将来、子どもや
孫たちから‘なぜ憲法
９条を守ってくれなか
ったの’と批判されな
いよう生きたいと思っ
ています。（飯嶋 隆哲
／ユーカリが丘） 

体験談をもう
少し聞きたか
った。朗読もよ
かったと思い
ます。その他も
とても勉強に
なりました。 
（中田 好江
／上座） 
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寄稿    
 暑い夏の 3日間、わたしが学んだこと    伊藤繁子 
 （原水爆禁止２００６年世界大会に参加して） 
   
 憲法改定の奔流となっているのは何か？愛知大の小林武教授の講演では、次の 5項目
があげられた。１）アメリカの介入 ２）日本の財界 ３）マスコミ ４）国会勢力 ５）
自民党の新憲法草案。 
 憲法が実施されて 60年になろうとしている現在、わたしたちはずっと憲法を身近い存
在として生きてきた。それは、憲法がもつ、権力に対する強さと優しさが、民衆の愛着
を生み、憲法を守る運動のシンボルとなった。核兵器廃絶の運動は、人類史上はじめて
の原子爆弾投下の惨劇を受けた広島、長崎から世界にむけて発信された。昨年 11月国
連は、核兵器廃絶の決議を１５３対５で可決させた。これらのことから、日本の平和憲
法を守る運動と核兵器廃絶の運動は、世界の多くの国々から支持されたおおきな運動と
なっていることを確信した。 

 ≪9 条の改定を許さず、憲法を守る≫一点で集う九条の会の大きな広がりは、世界でも
注目している。憲法改定をもくろむ自民、公明、民主と、いまはっきりとした 5つの悪
点を学習しながら、運動に加えていければよいと思う。 
 今回の原水爆禁止 2006 年世界大会で目立ったのは若者が多かったことだ。わたした
ち戦争体験者は、一言でも多く戦争の悲惨さ、罪悪性を若者に語り、戦争をなくし平和
を希求する生きた承認として若者に継承のバトンを渡したい。そんなことを心に一杯つ
めこんだ 3日間だった。 
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＝世話人＝ 
 

 

 いっしょに活動しませんか？＊ 
 

 学習会をやります。 
 情報がいっぱいの通信を、お届けし
ます。 
 イベントも企画します。 
 いろんな立場、年齢の人がワイワイ
ガヤガヤと堅苦しくない会です。 
 いますぐに、できること一つでもあ
りませんか？ 
連絡先：Tel&Fax 
043-487-1350（中河） 
043-488-0537（前田） 
＜毎月第４日曜午前に、世話人会を開
いています。参加してみたい方は、是
非御一報ください。＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     １０月のイベント 
 
映写会 
『真空地帯』 山本薩夫 監督 

 内務班の私的制裁など、軍隊の不条
理・非人間性を鋭く告発した映画で、
監督自身が過ごした佐倉兵営跡がロケ
地となっています。 

 
１０月１４日 pm6:00 開場 6:30 開演 
志津コミュニティーセンター視聴覚室 
（資料代 ３００円） 

伊藤繁子（上座）内野光子（宮ノ台）大野博美（ユーカリが丘）奥山直廣（上座）高塚一成
（上座）中河聿（上座）服部かをる（ユーカリが丘）広瀬美佐子（上座）古屋喜門（上座）
前田銀子（宮ノ台）前田泰久（宮ノ台）宮本いづみ（ユーカリが丘）向山尚子（上座）K・Y
（宮ノ台）H・Y（西志津） 

編集後記 
第２号は、去る８月２７日に行われた第１回目のイベント『戦争体験・憲法と私』の特
集号となりました。少しでも当日の様子を、お伝えしたいと、文字の多い紙面になって
しまいましたが、読んでいただけたらうれしく思います。 


