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平和憲法を広める狛江連絡会 

第 ７ ３ 号 2 0 1 9 年 ４ 月 3 日  

        狛江市岩戸南３-１３‐２ 

  ホームページ： http://komae-kenpou.clean.to/     小俣方 ℡3488-1437 

昨年を上回る大規模結集により、 

「安倍改憲 NO！」を目に見える形で見せつけ、 

改憲発議を断念させよう！ 

2017 年 9 月から取り組まれている署名運動で

す。全国規模での最新の集約数はまだ公表され

ていませんが、総がかり行動実行委員会では目

標達成まで継続するよう呼び掛けています。当会

に寄せられた署名数は’17年 12月 21日以降の

累計で 113筆、戦争なんてイヤだ!狛江市民実行

委員会に集約されたものは 8,100筆余りです。 

立憲野党と市民の取り組みによって今国会で

の改憲論議は進んでいません。しかし安倍首相

の改憲執念は衰えるどころか執拗に推進してい

ます。これを断念させるためには３０００万の目標

達成が必須の課題です。 

これまでの取り組みをさらに拡大するために

は、例えば、署名してくれた人に署名用紙を渡し

て知り合いに働きかけてもらう、などの方法が考え

られます。 

今回も署名用紙を同封しましたので、是非いま

一度取り組んでください。 

【署名に添えられたメッセージ】 

心身不如意にて、あまりお力添えが出来ず

申し訳ございません。 

遅蒔きながら、現段階で回収できた署名を同

封させて頂きます。 

相変わらぬ事実隠蔽、改憲への煽情言動は

恐るべきです。 

安保法制以降の自衛隊を容認する若者の数

が無視できない状態です。 

何年も先回りして、災害時の自衛隊救援活動

を前面に出して自衛隊容認ムードを醸し出し、

道徳教育の導入を企て、選挙年齢引き下げる

等…周到に策略しているのですから、とても油

断できません。野党勢力は、対処療法的に反

論するばかりではなく、こうした水面下の動きも

きちんと把握して改憲策動を阻止すべきではな

いでしょうか。 

平和フェスタ、九条の会等でのご尽力に敬意

を抱く一人です。 

ご尽力にエールをお送りします。 

調布市在住 S.T. 

http://komae-kenpou.clean.to/
http://komae-kenpou.clean.to/
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2019年 2月 25日 

１月７日に開催した九条の会事務局主催学習

会「新防衛計画大綱と憲法第９条」の全記録です。 

大内要三さんは、2015 年の日米ガイドラインと

戦争法の具体化である「防衛計画の大綱」の危

険な中身を丁寧に説明し、これらによって自衛隊

は敵基地攻撃能力を持ち、米軍と共に戦う態勢

を整えるようになったことを解明。 

高田健さんは、2017 年 5 月 3 日に安倍首相

が打ち出した「安倍改憲」は現実にはなかなか進

んでいない。この事態を生み出してきたのは、国

会内での野党各党の連携した闘いと国会外の市

民運動の力であること。 

この闘いをさらに進めるため、新「防衛大綱」と

その行き着く先である 9条改憲の危険性を多くの

人々と共有して、「安倍改憲 NO!3000 万署名運

動」を改めて強化し、これを早期に達成すること

で改憲 NO の大きな世論を作り上げようと呼びか

けています。 

その為の一助として、このブックレットをぜひと

もお役立てください。 

 

＊Ｂ５版６４ページ 

＊定価 400円⇒３２０円で頒布します！ 

申し込み先：電話・fax03-3488-1437 小俣 

Email：komae.omata@tb3.so-net.ne.jp 

 3 月 6 日～10 日に開催された「中央公民館の

つどい」に当会は 8日午後「お話し喫茶」を「狛江

の放射能を測る会」と共に開店しました。当会のメ

ンバーは茶菓の提供と販売に携わりました。 

内容は、大熊啓さんのトークと歌、ピーストレイ

ンによる「子どもにつたえる日本国憲法」（井上ひ

さし原作）の朗読、聴覚障がい者の方々による体

験談、チャイルドラインの活動をされている半田き

さ子さんのお話でした。 

参加者は約 50人で好評でした。特に後半の 2

つは私たちには新鮮な内容でした。（詳しくは別

紙「放射能を測る会」の『活動の展示とおはなし

喫茶を開店！』をご覧ください。） 

喫茶の売上金は「放射能を測る会」の会計に

入れました。 

【アンケートから】 

◇聴覚障がいの方たちのお話が、実際にお会い

して聞くととても楽しく、興味がわきました。（手

話など）私もできることをやりたいです。小学生

の子どもと参加しましたが、この会にももっとた

くさんの子どもたちが参加すると良いなと思い

ました。 

◇聴覚障がい者のお話は普段あまり考えたりしな

いし、チャンスがないので色々な体験など聞け

てためになる。 

◇チャイルドラインとは自殺・いじめ・不登校など

の問題ばかりかと思ったが、話し相手が欲しい、

受験のこと、何気ない話が多かった。何気ない

話をしていることを知った。でもそんな何気ない

話をする相手が必要なのかなと思った。 

◇聴覚障がいの方たちの話を聞き、前向きにす

ごくしっかりと生きているのに感動しました。 

◇人を支えるために活動していらっしゃる方の熱

い心に触れ、心が温かくなりました。人間は本

来、支え合って生きるべき生き物なのですよね。 

  

ごあいさつ            小森 陽一 

「防衛計画大綱」改定の現実とは  大内 要三 

安倍９条改憲発議を阻止するたたかい高田 健 

ブックレット発行のあとがき    小沢 隆一 

＜資料＞「防衛計画大綱」（抜粋） 

【内  容】 

mailto:komae.omata@tb3.so-net.ne.jp
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平和憲法を広める狛江連絡会 

2018年会計報告 

収入 

 

前年繰越金 183,930 

2018 年会費（115 人・158

口） 
158,000 

カンパ 52,835 

秋の学習会（望月さん講演

会） 500円×144人 
72,000 

収入合計 466,765 

支出 用紙、封筒、宛名シール 32,680 

送付代（ニュースレター、署

名、振込料） 
98,045 

印刷、コピー代 16,410 

会議室等使用料 8,100 

意見広告参加、関連団体へ

の賛同金 etc. 
35,110 

講師謝礼（井筒さん、望月さ

ん）、原稿料、茶代 
85,110 

雑費（文具、HP開設料等） 4,434 

支出合計 279,889 

差し引き残額 186,876 

残額 186,876円は 2019年の会計に繰入れます。 

以上、報告します。   2019年 3月 14日 

2018年会計担当 寺尾 安子 印 

会計監査の結果、上記に相違ないことを証します。 

2019年 3月 14日 

会計監査 市川 光代 印 

 

九の日行動 

4月 9日（火）17：30～18：30 ＠狛江駅頭 

4月 29日（月・休）15：00～16：00 ＠狛江駅頭 

主催：戦争なんてイヤだ!狛江市民実行委員会 

 
安倍政治を終わらせよう！4.19 院内集会 

日時：4月 19日（金）17時～ 

場所：参議院議員会館講堂 

講師：中野晃一さん（上智大教授） 

主催：戦争をさせない 1000 人委員会・立憲

フォーラム 

 

 

 

 

 

 

安倍 9条改憲NO！安倍政権退陣！4.19国会 

議員会館前行動（仮称） 

日時：4月 19日（金）18時 30分～ 

場所：衆議院第二議員会館前 

主催：戦争させない・9 条壊すな！総がかり

行動実行委員会／安倍 9 条改憲 NO！全

国市民アクション 

  

振込用紙に添えられたメッセージ 

昨年、事情があって狛江市の住居を転居い

たしました。行事参加が全くできなくて恐縮して

おります。大田区で平和憲法を守る会を主とし

て行きたいと思います。有難うございました。 

大田区M.K. 

資料楽しみに読ませて頂いております。 

市川市 N.K. 

高齢のため印刷物を読む根気がなくなり負

担です。本日をもって退会させて頂きたくお願

いします。些少ですがカンパいたします。 

狛江市 Y.S. 

私は母の介護に追われる日々ですが、憲法

9条が守られることを切に願っています。 

狛江市 F.H. 

高齢のため何もできず残念です。皆様のご

活躍を願っております。 

狛江市 A.W. 

各地に数ある草の根団体の中でも、狛江連

絡会はレベルが高いです。すばらしい。 

大田区 I.O. 

引き続き 
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第１３４回市民憲法講座 

安倍改憲の現状とあらためて考える改憲手続

法（国民投票法）の問題点 

お話：田中 隆さん（弁護士 法律家六団体連

絡会・自由法曹団）教授・九条の会事務局） 

日時：4月 20日（土）18:30 開始 

場所：文京区民センター3F C会議室 
 

映画『主戦場』緊急公開 

ようこそ、「慰安婦問題」論争の渦中へ 

―ひっくり返るのは歴史かそれともあなたの

常識か― 

監督・脚本・撮影・編集・ナレーション： 

ミキ・デザキ 

日時：4月 20日（土）より 

会場：シアター「イメージフォーラム」（渋谷

駅徒歩 8分） 

入場料：1300円 

 

 

 

平和といのちと人権を！5.3 憲法集会 ―許すな！

安倍改憲発議― 

日時：5月 3日（金・休）11時～ 

場所：有明防災公園（東京臨海広域防災公園） 

主催：平和といのちと人権を！5.3 憲法集会

実行委員会 

 

朝鮮半島と日本に非核・平和の確立を！4・24

集会 

日時：4月 24日（水） 18時 30分開会 

会場：文京区民センター3A 

発言者：岡本  厚さん（元『世界』編集長） 

「朝鮮半島をめぐる国際情勢の動向」 

小林愛子さん（広島被爆者、張本勲さんの

姉、加古川市在住） 

「被爆体験の証言」 

李 泳采さん（恵泉女学園大学） 

「韓国のキャンドル革命について」 

主催：「朝鮮半島と日本に非核・平和の確立

を！」市民連帯行動実行委員会 

事務局より      会費納入のお願い 

3 頁掲載の会計報告の通り、皆様のお力添えで、当会もこれまで活動を続けることができました。

憲法状況が最大の危機を迎え、これまで以上に様々な活動に取り組んでいく必要があります。今年

もどうかよろしくお願い致します。 

  *会費は、年間、1,000円です。   ゆうちょ銀行振り込み番号 ００１６０－８－６０７９２８ 

振込用紙を同封しましたが、お近くの世話人に手渡していただいても結構です。既に今年度の会

費を納められた方がいらっしゃいましたら、ご容赦ください。 

投稿歓迎いたします 

いつもご『ニュースレター』をお読みいただき有難うございます。『ニュースレター』はどうしても事務

局からの情報発信が多くなってしまいますが、会員の皆様からのご意見もお寄せ頂いて、お互いの

交流を進めたいと考えております。投稿をお待ちしております。 

拡大世話人会においでください 

狛江市民センターで 4月 18日（木）、5月１6日（木）、6月 20日（木）に料理実習室で行います。

「拡大」ですので、どなたでも参加できます。 

『ニュースレター』の受け取り辞退 

高齢化などの理由で会員通信の受け取りを辞退されたい方はご遠慮なくお申し出ください。 
 

http://kenpou2019.jp/information/2019/
http://kenpou2019.jp/information/2019/

