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♪さとうきび畑 ほか
事務局会議では１２周年
の集いについて検討してき
第２部 １４時２０分～
ましたが、左記の内容に確 講演 詩人アーサー・ビナー
定しました。
ドさんが語る
□１１月５日（日）
「言葉の恐ろしさ、そし
て日本の未来」 （終了１６時）
開場１２時４５分
開会１３時１５分
□沼津労政会館３階ホール
安倍首相は、５月３日
例年１１月３日開催。今年は講 に読売新聞インタビューや
師のご都合で１１月５日となり、 日本会議などの改憲集会で、
エレベーター付きの施設がとれず。 突然、「２０２０年を新し
ご理解ください。
い憲法が施行される年にし
たい」とし、憲法９条に自
衛隊を追記する改憲案を明
言したのです。
その後、モリ・カケ問題、
安倍晋三・昭恵夫婦による
国政私物化という巨大疑惑
を中心に、安倍首相の「一

詩人アーサー・ビナードさん
フルート奏者 齋藤匠さん
を迎えて

ぬまづ憲法９条の会 １２周年の集い
１１月５日（
日） 午後に

9

□参加費 １０００円
第１部 １３時２０分～
フルート演奏 斉藤匠さん
伴奏 斉藤千津美さん
♪ハンガリー田園幻想曲
より
♪アルルの女メヌエット
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強」政治に陰りが出始めま
した。
だが、自民党憲法改正推
進本部は、首相側近を追加
して態勢を補強しつつ、自
民党案作成に向けて、突貫
工事を進めています。

戦後の大転換点
一人でも多くの参加を
衆参両院で三分の二以上
の議席を持つ今こそ、改憲
の絶好のチャンスと考えて
のことです。
あくまで今秋の臨時国会
への自民党案提示を目指す
としています。
今、戦後の歴史の大転換
点に立たされています。こ
の時に開催する集いです。
一人でも多くの人々ともに、
楽しみ、学び合いましょう。

事務局の藤井加代さんが、
私が見たＮＨＫスペシャル
番組を紹介しました。
・本土空襲 全記録 どう
して日本全土は焼き尽くさ
れたのか
・７３１部隊の真実 エリー
ト医学者と人体実験
・原爆と沈黙 長崎浦上の
受難 被差別部落の被爆
者の記録
・戦慄の記録 インパール
白骨街道
これらから強い思いを抱
きました。戦争というのは
結局、私たち市民・国民が
悲惨な目に合う。私たち自
身の人権は守られない。戦
争を指導した多くの人たち
は、あの戦争後も何事もな
く生き残り、私財を肥やし
口をつぐんでいる。それど
ころか戦争を美化し、戦争
前に戻そうとしている。

８月集会・パレード
私たち市民こそが声を出
「私たちが 声を出し
行動しなくては」 し自分たちを守らなければ、
平和な暮らし、憲法９条を
改憲を断念させましょう 変えてはならぬと、ともに
の集い・パレードが８月２ 声を出し行動していかなく
７日に開催されました。
てはと、訴えました。

市民と野党の共闘で安倍
政権を退陣させようと、自
由党と共産党の代表が決意
を表明。

さらに、爆撃で片足を切
断した岩下佳子さんが、少
女、青春、現在まで続く、
辛い戦争の体験を静かに語
りました。嗚咽する方々も。
二人の女性が、♪「若者
たち・君の行く道は果てし
なく遠い」の替え歌「アベ
君の行く道は」を熱唱。
その後、改憲反対、戦争
反対とコールしつつ、宣伝
し行動しました。

（この集会の記事が、８月２９日の

沼津朝日新聞、３０日の赤旗にも詳

しく掲載されました。）

民放各局も、首相・官房長
どこの国の総理 ？ 官 の 映 像 、 ” 軍 事 専 門 家
“の解説、北朝鮮のミサイ
８月９日、長崎の被爆者 ル発射・軍事パレード映像
団体の川野さんが、「被爆 を繰り返し流し続けた。
者の願いがようやく実り、
Ｊアラート警報を聞き非
核兵器禁止条約ができた。 常袋を背に「どこに逃げた
私たちは心から喜んでいる。 らいいの？。頑丈な建物な
あなたはどこの国の総理で どない」などの不安が繰り
すか」と、核禁条約に反対 返し流される。
した安倍首相に迫った。
安倍首相は「我が国に弾
（回答なし）
道ミサイルを発射」「これ
８月下旬、ジュネーブ軍 までにない深刻かつ重大な
縮会議での、高校生平和大 脅威」と煽る発言を繰り返
使（ユース非核特使）の演 す。
説が見送られた。核禁条約
北朝鮮のミサイル・核は
への言及を恐れたからか？ 許されるものではない。だ
未来を担う高校生たちの が、メディアも政治も、脅
口を閉ざすとは・・。深い 威、不安をことさらに煽る
溜息。
ばかり。「戦争にならない
ように日本政府は何をなす
べきか」、冷静に論じあう
煽るばかり
姿勢こそ、求められる。
メディアも政治も
アメリカと北朝鮮との、
２９日早朝、北朝鮮のミ 無条件での直接対話こそ、
サイルが北海道の遥か上空 解決への道では。
（高度５５０㎞）を飛び、
午前６時１２分に太平洋着
オスプレイ
弾。
命に関わる
ＮＨＫは、朝ドラ「ひよっ
こ」「あさイチ」を休止、
２９日、新型輸送機オス
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プレイが大分空港に緊急着
陸。今年６月には沖縄北部
の伊江島、鹿児島県の奄美
空港にも緊急着陸。
沖縄・普天間基地所属の
オスプレイが、昨年１２月
に沖縄・北部に墜落、この
８月にもオーストラリア沖
に墜落した。
オスプレイは、沖縄・北
部の高江集落で民家上空を
深夜にも轟音と爆風を浴び
せながら、飛行訓練を繰り
返す。
命の恐怖いかばかりか。
この８月、沖縄県議会はオ
スプレイの全面撤去を求め
て決議した。
東富士演習場をかかえる
私たちにも無縁ではない。
・・・・・・・・・・
１９２３年 関東大震災
朝鮮人虐殺をめぐって
９月１日の関東大震災朝
鮮人犠牲者追悼式典に、小
池百合子都知事が、これま
で歴代の都知事が毎年出し
てきた追悼の辞を出さない
と表明した。
小池都知事は、死者を等

しく追悼すると言うが、災

沼津の会

主催 戦争させない 憲法壊すな

害による死と虐殺による人 改憲を断念させましょう
為的な死を同列に扱うこと
集会・パレード （２８回）
はできない。
□９月３０日（土）
歴史の事実を歪めたり、 □沼津中央公園
特定の民族を排除するよう
集会 １３時３０分～
なことをしてはならない。
（ 小雨決行）
中学の歴史教科書にも、自
パレード１４時（ 荒天中止）
由社を除き、程度の差こそ
主催 戦争させない
憲法壊すな 沼津の会
あれ、関東大震災の朝鮮人
大虐殺の記述はある。
本来、今からでも、日本
政府、東京都は、朝鮮人虐
駅頭スタンディング
殺の全容を調べ教訓を明ら
戦争法廃止、
かにする責務があるはずだ。
憲法改悪反対
（ 注）朝鮮人虐殺については、
安倍政治を許さない
市民、学者、民間研究者など
□９月２日（土）
によって調査、研究、普及が
９月９日（土）
行われてきた。なお、参考に
１３時３０分（４５分間）
□沼津駅南口イーラＤｅ前

「九月、東京の路上で」加藤

直樹著が市立図書館にある。

アーサー・ビナードさん
の紹介

１９６７年、アメリカ合州

国ミシガン州生まれ。詩人・

俳 人、 随筆 家 、 翻 訳家 。 近

著 に「 知ら な か っ た、 ぼ く

らの戦争」 （市立図書館にある）。

