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改憲派は、この１９８通 政党か、参院選で訴える」
常国会（会期末６月２６日） と述べ、強硬な姿勢を打ち
で改憲案の発議を狙ってい 出した。
た。
数の力で採決を強行すれ
少なくとも、国民投票改 ば、選挙戦で逆風を招きか
正案（自民、公明、維新、 ねない。会期末まで１カ月
希望共同提案）を今国会で を切り、「今国会中の改正
成立させるシナリオを描い 案成立は難しい」との声が
ていた。
自民党内に広がっていると
しかし、改憲発議も国民 いう。
投票法改正も、今国会中の
また、自民党内には「首
成立は困難とみられている。 相が言う『２０年新憲法施
行』なんて無理だとみんな
毎日新聞は報じる。 思っている」（ベテラン）
との声もあるようだ、と。
安 倍 首 相 が 、 ５ 月 ３ 日 （５月２８日付）
「２０２０年新憲法施行」
を目指す考えを改めて示し、 だが、公明党は、自民党
５月１７日には「憲法を議 の改憲４項目は「非常に苦
論する政党か、議論しない 労してまとめられた」と持

改憲派 「発議」できず
参院選で 改憲派を
３分の２以下に

9

ち上げ、憲法審査会での論
議を容認する姿勢を明確に
している。維新の会も「憲
法改正を大阪市議会から動
かす」と鼻息が荒い。

九条の会メルマガ
５月２５日の編集後記は
いう。「安倍首相ら改憲派
は、この１９８国会で改憲
発議を断念せざるを得なく
なったようです」「国会で
圧倒的多数を持っている改
憲派が「発議」に失敗した
ことは憲法運動史上特記す
べきこと」としている。
「あと１か月、改憲派は
自民党改憲案の憲法審査会
への「提示」にだけはしが
みつくことでしょう。気を
緩めず、提示阻止の運動を
堅持しながら、次の目標は
参議院選で安倍改憲派に３
分の２をとらせず、改憲発
議可能な条件を失わせるこ
と。
幸い、立憲野党の共同も
急速に進んでいる。この私
たちの目標は達成可能な目
標です。ともに頑張りましょ

う」（Ｔ）と結んでいる。 （辺野古県民投票の会代表）・
元山仁士郎さん
沖縄 辺野古新基地は による講演と対談です。
主催・静岡県弁護士会。
沖縄では、仲井眞知事以 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
来６年も経つのに、政府は、 改憲を断念させよう
主催・戦争させない 憲法壊すな
辺野古新基地建設の、工期
沼津の会
も、総工費も、全体の実施
設計も、示していない。
集会・パレード
沖縄県の試算によれば、
６月２３日・日曜
工期は運用まで最短で１３
沼津中央公園
年を要する。（普天間基地
集会１３時３０分～
は１３年間も世界一危険な
（小雨決行）
まま）総工費は最大２兆５
パレード １４時～
千億円の巨額の費用が掛か
（雨天決行）
る。何よりも沖縄県民の
「辺野古」ノーの意思は明
スタンディング
確だ。だが、安倍内閣は歯 改憲を断念させよう
牙にもかけない。何故こん
なことが？ どうする？
６月１日、８日、１５日
・・・・・・・・・・・
２９日（土）
各日１３時３０～１４時
沖縄 発 日 本の 民 主
１５分
主義のつくりかた
あなたも どうぞ
沼津駅南口 井上靖碑前
６月１６日・日曜
１３時４５分開演～
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
静岡労政会館大ホール
意見広告コピー
「辺野古新基地建設問題
まだ届いていない方は
に取り組む」
（
神田☎・
ＦＡＸ ０５５ー９２１
弁護士・加藤裕さん
７-７５５）
にご連絡を。
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神話 と 天皇の治世
剣璽等承継の儀は、皇位
が天照大神から授かった地
位であることを意味する儀
式で、天皇は主権者である
国民の総意に基づくとする
憲法と異なり、違憲である。
それにしても、剣（つる
ぎ）、勾玉（まがたま）
｛この二つは恭しく侍従が
運んだ｝鏡（かがみ）｛伊
勢神宮にあるという｝の三
種の神器は、明らかに、神
話と“天皇教”の世界に属
するものだ。
即位後朝見の儀では、内
閣総理大臣が令和の「御代」
つまり「天皇の治世」と述
べた。今は、天皇主権の世
ではない。おかしい。

土俵に上がった。
日頃 「日 本の 伝 統」 をう
そぶく安倍首相がトランプ
大統領に「日本の伝統」を
歪めて差し出したといえる。
異例の厚遇の提案者は安
倍首相という。

媚びへつらう安倍首相

大相撲 では 土 俵か らわ ず
か６ｍの升席最前列に、４
席のイスを用意し、トラン
プ夫婦、アベ夫婦がゆった
りと腰かけ観戦。天皇など
が観覧する２階の貴賓席は
使わなかった。スリッパで

米軍と陸上自衛隊のヘリ
コプターでゴルフ場に（軍
を接待・遊びに使う）。数々
の慣例を破って大相撲観戦。
夫婦そろって高級炉端焼き
店に。
アメリカのワシントン・
ポスト（ＷＰ）紙は、「ト
ランプ大統領は最初の１日
を観光客として過ごした」
と報じた。

２６日のゴルフ後、トラ
ンプは述べた。「貿易交渉
で進展を得つつある。特に
農業と牛肉の分野だ。多く
（の成果）は７月の選挙後
まで待つ」とツィッターし
た。

密約「選挙後の８月に 」

同じＷＰ紙は、「安倍首
「観光客としての１日 」
相ほどトランプ大統領に媚
びへつらうことに心血を注
いできた指導者はおそらく
世界中を探してもいないだ
ろう。今度のトランプ大統
領の訪日では、日本の昔な
がらの伝統を総動員しよう
と、これまで以上に躍起に
なっているようだ」と伝え
た。

また、天皇の「お言葉」
では前天皇時の「憲法を守
り」の言葉が消え、「憲法
にのっとり」に変った。
相であろう。
「守る」が消えたことで、
天皇の憲法擁護義務は？
天皇代替わり、トランプ 改憲を前提に守るは消えた
媚びへつらい安倍外交のい のか？ の疑問も当然生じ
る。
くつかについて。

天皇代替わり、安倍媚び
へつらい外交をめぐって
何カ月も前から「平成最
後の」が連呼され、４月１
日からは令和フィーバー、
５月１日前後には退位・即
位、改元祭りが繰り広げら
れた。５月２５日から４日
間はトランプ祭りが仕掛け
られた。
これらのフィーバー、狂
騒曲、祭りを、マスコミが
こぞって、テレビが音頭を
とって繰り広げた。
番組表のほとんどを改元
関連で埋めたＮＨＫのホー
ムページには「特別な日。
一緒に、歴史的瞬間を楽し
みましょう」との文字が躍っ
た。４月３０日夜には「ゆ
く年くる年」ならぬ「ゆく
時代くる時代」を放送した。
（朝日新聞・５月３日）

狂騒曲の中で、元号を時
代と意図的に読み替え、あ
おったのである。その筆頭
が「令和元年という新しい
時代のスタートに立ち」改
憲を改めて宣言した安倍首

２７日首脳会談でもトラ
ンプは「ＴＴＰには縛られ
ない。（参院選後の）８月
には素晴らしい発表が」と
繰り返している。
お祭り騒ぎの裏で密約が
交わされている。

兵器爆買い 空母化も

２７日首脳会談では、
トランプ大統領は誇らしげ
にこう語った。「日本は米
国の防衛装備の最大の買い
手となった」
Ｆ３５Ａ戦闘機を１０５
機，Ｆ３５Ｂを４２機、計
１兆５千億円、イージス・
アショア２基８０００億円
など爆買いしているからだ。
４月には自衛隊のＦ３５
Ａが青森県沖で墜落してい
る。Ｆ３５はアメリカ政府
機関が「深刻な欠陥を抱え
ている」と危険を指摘して
いる。
だが、安倍首相は事故の
検証も求めずに、２８日
「いずも型護衛艦を改修し、
Ｆ３５Ｂを搭載する」と、
横須賀の護衛艦上でトラン
プを前に空母化を明言した。
空母化、違憲である。、

