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それだけに、今年の取り
組み（別掲）は、とりわけ
重要です。一人でも多くの
方々が、賛同・参加される
よう、心からお願いします。
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ぬまづ憲法９条の会
大平９条の会
香陵９条の会
国労東部９条の会
東部教職員９条の会
グループ鳥の歌
三浦９条の会

（＊三浦は 静浦、内浦、西浦）

パレードには、車にて参
加した夫婦もいた。パレー
ドのコールも市民のみなさ
んにもっともっと届けたい
とひしと感じた。

主催・戦争させない憲法壊すな沼津の会

・・・・・・・・・

お知らせ
「改憲を断念させましょう」
集会・パレード
・３月１８日・日曜
１３時３０～集会
１４時００～パレード
・沼津中央公園

・・・・・・・・・
スタンディング

（宣伝・署名）
３月１０、１７、２４日
いずれも土曜
１３時３０～１４時１５分
沼津駅南口・井上靖碑前

７筆でした。

した。参加者は５名、署名は１

タンデイングと署名を取組みま

の会主催でＪＲ沼津駅南口でス

２月２４日、ぬまづ憲法９条

「自衛隊員も若者も戦争に
行かせてはならない」「平
和の憲法９条をしっかり守
ろう」と呼びかける署名へ
のご協力をお願いしていま
す。
この署名は、作家の瀬戸
内寂聴さんやノーベル賞受
賞者の益川敏英さんなどが、
立場の違いを超えて呼びか
けたもので、５月までに３
０００万人の署名を集め、
国会発議をさせないことを
めざしています。ぜひ一人
でも署名にご協力ください。

また、原９条の会の女性
２月１８日
は、安倍改憲を許さないと
集会とパレード
立憲市民アクションの３０
一人で５００名署名の達成 ００万署名を、一人で５０
三浦９条の会結成の報告も ０人の賛同をえたと、本日
沼津で「三浦＊９条の会」
が結成されたと、報告があっ ３０００万署名を集め
た。
改憲 の 発議 を さ せ な い

あなたの決意・声を
参加者に変化があり、
「改憲許さない！」との気
５月の新聞意見広告に
持ちが入った集会、パレー
５月３日憲法記念日（予定） ド・コールとなった。
静岡県内の有志９条の会 朝日新聞朝刊静岡県内版
角田由紀子弁護士が「安
は、７年前から憲法記念日 賛同者料金１口５００円
保法制後、米軍の訓練が強
を軸に、力を合わせ新聞意 賛同者目標５０００名以上 化される九州一円の状況。
見広告に取り組み、県民の
（昨年４８１９名） 原発裁判（東京地裁）で渡
みなさんに憲法９条を守り 申し込み４月１４日まで
辺敦雄さん（元東芝技術者）
活かそうと訴えてきました。 ＊ 連絡・問い合わせ先
の証言は裁判官も聴きいる
今年も取り組みます。
ぬまづ憲法９条の会
ほどの内容でよかった」な
神田健夫 ☎・ｆａｘ
どと挨拶があった。。
自民党は３月２５日の大 ０５５ ー９２１ ー７７５５
国鉄労働組合ＯＢ９条の
会で、憲法改正発議の原案 あなたの名前を
会はとても目立つ「旗」を
を決めようとしています。
持参し、「共に行動を広げ
新
聞
意
見
広
告
に
年内には衆参両院で改憲を
よう」と呼びかけ。
発議しようとたくらんでい
東京での集会に参加した
（取組む沼津地域の９条の会）
ます。
女性は、国税庁前（佐川長
官退任要求）、文科省前
（朝鮮人学校教育費無償化
要請 ）、 国会 前 反
( 原連 主
催の 原発 反対 集会 と
) 、生
き生きとタフな一日の行動
を報告した。
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安倍首相の言う「憲法９
憲法に自衛隊を明記 条に自衛隊を書き加える」
は、極右改憲団体「日本会
しても変わらない（？）
議」が打ち出したものです。
日本会議の改憲論は、自
と安倍首相は言う。
衛隊を明記して２項―交戦
でも今、変わり始め、
権の否認、戦力の不保持を
□ヘリコプター搭載型護衛 骨抜きにするものです。
艦「いずも」を、ステルス
桜井よし子氏は「２項
戦闘機Ｆ３５Ｂの発着可能 はおかしいけど、２項を変
な空母に改修する
えると誤解を招くから、自
□長距離巡航ミサイルを導 衛隊を書くことにするとい
入し敵基地攻撃能力を保有 うのが安倍さんの戦術」と
する
言っています。２項を残し
□昨年９月 海上自衛隊が た自衛隊改憲は、人びとの
安保法制に基づき、日本海 警戒・抵抗を緩めるための
で米軍イージス艦に複数回 策略でもあります。
給油する
□今年２月 「専守防衛は ２回目以降
防衛戦略としては大変厳し ９条２項を削除する
い。先に攻撃した方が圧倒
的に有利だ」
２月１５日、自民党憲法
予
( 算 委員 会、 安 倍 首相 答 弁 )改正推進本部の船田元本部
憲法を変えれば、「専守 長代行が、２項を残した自
防衛」から「先制攻撃」に、 衛隊改憲に続いて、「２回
米軍とともに海外へと、自 目以降で改正手続きに慣れ
衛隊はどんどん変わってい てきたところで将来は９条
くだろう。
２項を外し ＝(削除し 、)自
衛隊を書くことにしたらど
自民の改憲論 まず
自衛隊明記２項骨抜き うか」と、２段階改憲を明
言しました。
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南京大虐殺、慰安婦強制
連行を虚偽と言い続ける西
岡力氏は、「ゴールは国軍
保持だが、そのためにも９
条に自衛隊を明記する最初
の戦いに負けるわけにはい
かな い」 産
( 経 新聞 ２０ １
７． ６． １４ と
) 宣 言し て
います。

金子兜太さん逝く
俳句『女性デモ』と俳句
『廊下の奥に』を重ねて

日本政府は国連の核兵器
禁止条約に反対しました。
さらにトランプ政権の「核
態勢の見直し」（ＮＰＲ）
を安倍首相、河野外相は歓
迎し、核兵器の使用を肯定
さえしているのです。
安倍首相は来日した核兵
器廃絶国際キャンペーン
（ＩＣＡＮ）フィン事務局
長の面会要請を外交上の日
程を挙げて断りました。し
かし、実際は母親などとの
新年茶会、会食にあててい
たのです。ウソまでついて。
呆れ果てます。
外務省は、核兵器禁止条
約への不参加を理由に邦訳
を作成していません。知ら
せるつもりもないのです。
戦争被爆国の政府の態度
として認められますか？
ここまで破廉恥とは！

挙された新興俳句弾圧事件。
核兵器使用を肯定する
金子兜太さんは語る「戦
争の最中にこの句が作られ 「面会せず」「邦訳せず」
て、非難されて、作った連
中がひっぱられた。俺の先 これが日本政府の態度
輩も捕まった。出てきて、
『金子、これを見ろ』って。
見たらツメを抜かれている
んですよ」と生々しい実体
験を振り返った。

東(京新聞２０１７．１２．３１ )

「アベ政治を許さない」
と揮毫した金子兜太さんが
２月２０日逝かれた。今、
「女性デモ」訴訟は地裁で

＊沼津市立高校には、
「戦争が廊下の奥に
た」碑があります。

立ってゐ

梅雨空に「９条守れ」 勝訴したが、引き続き東京
高裁で闘われている。
の女性デモ
この句を、さいたま市の
公民館は月報に掲載するの
を拒否した。
これを俳人・金子兜太さ
んは「優しい『女性デモ』
のやさしい句に 大騒ぎす
る とんでもねえ時代です」
と喝破した。

戦争 が廊 下の 奥 に
立ってゐた
これを作句した渡辺白泉
を含めて４０人以上の俳人
が治安維持法違反容疑で検

