ぬまづ憲法

条の会
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加えて、安倍首相夫婦の レットを配ります。
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内閣への批判が高まってい 改憲を
かけを、宣伝の工夫をと報
安倍自民党は、２０１８年 る状況です。
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を逃すと困難になる、２０ □戦争の歴史 から
参加者の発言などの後、
１８年中には改憲発議を行
平和への歴史に
日時： １月１４日 日
大手町交差点でスタンディ
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なおうと、遮二無二となり、 １８６８年の明治維新以
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ングと署名を行いました。
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これまでは周年の集いの
直後に総会を行ってきまし
た。今回は年をまたいで開
催の総会となりました。
安倍自民党は、国民は望
んでもいないのに、何とし
ても２０１８年中には発議
して、改憲を成し遂げよう
と虎視眈々とねらっていま
す。これに対し草の根世論
で阻止しようと、立憲市民
アクションは３０００万署
名を呼びかけています。市
民とともにどう取り組むか？
問われています。
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高校「女は男の添え物」

東大文学部に進みました。
自宅外通学で縁故もなく企
業への就職は難しく、国語
の教員免許を生かそうと東
京都教育委員会に出向きま
した。
すると、「国語の女子教
員なら掃いて捨てるほどい
る。理数系ならともかく、
女の教師はいらない」と言
われる始末。
食べる途をどうするか、
はたと考え、自分の力で資

４５年８月１５日、もう
戦争しないんだ、今夜か
ら明るい電燈の下で暮ら
せるんだと、多くの国民は
安心したと思います。
５２年、小学校４年の時、
担任の先生が、憲法の原則
を主権在民、戦争放棄、象
徴天皇制と板書したのを
鮮明に覚えています。誰し
も身内に戦死者・戦傷者を

９条改憲で
県立小倉高校に進学。旧 格をとるしかないと、司法
戦争する自衛隊に 制中学だったので１学年５ 試験に挑むことにしました。
戦争とは人を殺すこと ００人中、女は４０人程度。 ２年間頑張って合格。
肯定できますか？ 「女は男の添え物」と考え
自ら信念をもって弁護士
る男性教師ばかり。
を選んだというより、”成
弁護士 角田由紀子さん
女を馬鹿にする教師は許 り行き“だったのです。
（高島町）に聞く せない、どうしたら仇をう
７５年に弁護士登録。そ
てるか？ 考えました。
の後９７年に、司法修習同
今年新たにぬまづ憲法９
母も自らの体験から「女 期の女性弁護士の伝手で沼
条の会世話人に就いていた 子大学より共学一般の大学 津に転居、２００４年～１
だいた角田由紀子さんに、 に」と励ましてくれました。 ３年に明治大学法科大学院
木枯らしが吹き荒ぶ年末の 「今に見ておれ、ボクだっ 教授を勤めました。
午後、話をうかがった。
て」の気持ちで、高校３年
高校、就職時の体験や、
時に東大への現役合格を目 弁護士としての体験から、
標にしたんです。
男性中心の社会が厳として
北九州若松生まれ
ある。その屋台骨に法律が
北九州若松で１９４２年 就職「女の教師はいらない」 あると考えています。
生まれる。対岸の八幡製鉄
所の煙突からは赤、青なと
戦争放棄 が 再軍備に
の炎が噴き出し、「七色の
煙」と言われていました。
父は戦前は旧制中学の、
戦後は大学の教師でした。
筑豊は炭鉱地帯で、石炭
を船に積み込む、ごんぞう
（沖仲士）は男も女もいて
気性は荒っぽく、女が強い
ところでしたね。
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かかえ戦争のことはつい
昨日のことでしたもの。
ところが、５０年、朝鮮
戦争が始まります。マッカ
ーサーの下、敗戦の時から
虎視眈々と再起を狙ってい
た者たちは警察予備隊を発
足させ（５４年には自衛隊
に）、特に九州は特需景気
に沸きます。
男の子の遊び、メンコの
絵柄は戦車、軍艦などの武
器に。戦争放棄なのにと思
いました。

戦争する自衛隊？

安倍首相は、選挙に勝利
し、日本会議のブレーンの
提案にのり、自衛隊明記の
加憲を打ち出しました。
災害続きの日本で自衛隊
の災害出動を多くの国民は
評価しています。
その自衛隊を位置づけるだ
け、怖くないと安倍首相た
ちは装っています。
しかし、この５年間、集
団的自衛権容認の閣議決定
と安保法制など、安倍首相
がやってきたことをリアル

に見れば分かります。憲法
に違反する、戦争する自衛
隊づくり、戦争する国づく
りなのです。

シンプルに考えてみよう

自衛隊員もその家族も、
憲法９条があり戦争する自
衛隊を想定していません。
多くの人も、戦争する自衛
隊を憲法に書き込むと知っ
たうえで賛成している訳で
はありません。
戦 争す ると は、 人 を殺 す
ということです。これを肯
定できますか？ お互いに
考えるべき、考えてもらえ
るテーマだと思います。
宗教団体に属する人たち
もいます。本来、全ての宗
教が殺生を否定しているは
ずです。
安倍改憲をめぐる政治
状況もあるでしょう。それ
を別にして、シンプルに考
え，話しあってみましょう。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

