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巻 頭 言 

「「「「憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条のののの理念理念理念理念こそこそこそこそ、、、、世界世界世界世界をそしてをそしてをそしてをそして人類人類人類人類をををを未来未来未来未来にににに導導導導くくくく旗旗旗旗だだだだ」」」」    

――――    小森小森小森小森さんのさんのさんのさんの話話話話にににに触発触発触発触発されてされてされてされて思思思思うううう        

                        みやざきみやざきみやざきみやざき九条九条九条九条のののの会代表世話人会代表世話人会代表世話人会代表世話人    宮澤宮澤宮澤宮澤    信雄信雄信雄信雄    

小森小森小森小森さんはさんはさんはさんは「「「「そのそのそのその時時時時、、、、陽一少年陽一少年陽一少年陽一少年はははは…………」」」」というよというよというよというよ

うにうにうにうに、、、、自分史自分史自分史自分史とととと時代史時代史時代史時代史とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを縦糸縦糸縦糸縦糸にににに、、、、世界世界世界世界

にににに生起生起生起生起するするするする事柄事柄事柄事柄とととと九条九条九条九条とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを横糸横糸横糸横糸にににに、、、、語語語語っっっっ

てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。自分自分自分自分がががが日日日日々々々々歴史歴史歴史歴史のののの中中中中にににに生生生生きききき、、、、自自自自

分分分分もももも歴史歴史歴史歴史のののの一端一端一端一端をををを担担担担っていることをっていることをっていることをっていることを再確認再確認再確認再確認させらさせらさせらさせら

れれれれ、、、、とてもとてもとてもとても刺激的刺激的刺激的刺激的でしたでしたでしたでした。。。。    

    陽一少年陽一少年陽一少年陽一少年よりおよそよりおよそよりおよそよりおよそ 20202020 年早年早年早年早くくくく生生生生まれたまれたまれたまれた私私私私はははは、、、、敗敗敗敗

戦時小学校戦時小学校戦時小学校戦時小学校（（（（国民学校国民学校国民学校国民学校））））４４４４年生年生年生年生、、、、軍国少年軍国少年軍国少年軍国少年でしたでしたでしたでした。。。。

そのようなそのようなそのようなそのような時代時代時代時代のののの子子子子であったことをであったことをであったことをであったことを恥恥恥恥じてもじてもじてもじても始始始始まままま

りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、そのそのそのその後現在後現在後現在後現在までのまでのまでのまでの時代時代時代時代とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり

についてはについてはについてはについては、、、、責任責任責任責任をををを負負負負わねばなりませんわねばなりませんわねばなりませんわねばなりません。。。。    

    中学生中学生中学生中学生になったになったになったになった直後直後直後直後のののの 1947194719471947（（（（昭昭昭昭和和和和 22222222））））年年年年 5555 月月月月 3333

日日日日、、、、新憲法新憲法新憲法新憲法がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは「「「「あたらしいあたらしいあたらしいあたらしい憲憲憲憲

法法法法のはなしのはなしのはなしのはなし」」」」というというというという教科書教科書教科書教科書でででで学学学学びましたびましたびましたびました。。。。青春前青春前青春前青春前

期期期期のみずみずしいのみずみずしいのみずみずしいのみずみずしい心心心心にににに民主主義民主主義民主主義民主主義・・・・国際平和主義国際平和主義国際平和主義国際平和主義・・・・

主権在民主義主権在民主義主権在民主義主権在民主義はははは、、、、かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない価値価値価値価値となってとなってとなってとなって根根根根

付付付付きましたきましたきましたきました。。。。そうそうそうそう、、、、私私私私はははは誰誰誰誰がなんとがなんとがなんとがなんと言言言言おうとおうとおうとおうと日本日本日本日本

国憲法国憲法国憲法国憲法のののの申申申申しししし子子子子なのですなのですなのですなのです。。。。    

        憲法論議憲法論議憲法論議憲法論議をををを聞聞聞聞くにつけくにつけくにつけくにつけ思思思思いますいますいますいます。。。。大戦直後大戦直後大戦直後大戦直後のあのあのあのあ

のほんののほんののほんののほんの一時期一時期一時期一時期、ＧＨＱ、ＧＨＱ、ＧＨＱ、ＧＨＱにににに居合居合居合居合わせたわせたわせたわせた少壮法律家少壮法律家少壮法律家少壮法律家

たちがたちがたちがたちが憲法草案憲法草案憲法草案憲法草案をををを作作作作ったのはったのはったのはったのは、、、、シュテファンシュテファンシュテファンシュテファン・・・・ツツツツ

ヴァイクヴァイクヴァイクヴァイクのののの言葉言葉言葉言葉をををを借借借借りればりればりればりれば、、、、まさにまさにまさにまさに運命的運命的運命的運命的なななな時時時時、、、、

人類人類人類人類にとってのにとってのにとってのにとっての「「「「星星星星のののの時時時時」」」」だったのだとだったのだとだったのだとだったのだと。。。。それがそれがそれがそれが、、、、

人類人類人類人類のののの英知英知英知英知・・・・理念理念理念理念にににに悖悖悖悖（（（（もともともともと））））らないらないらないらない普遍的普遍的普遍的普遍的なもなもなもなも

のであるならのであるならのであるならのであるなら、、、、いついついついつ、、、、誰誰誰誰がががが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような事情事情事情事情でででで作作作作

ったかはったかはったかはったかは、、、、まったくまったくまったくまったく問題問題問題問題にならないのだとにならないのだとにならないのだとにならないのだと。。。。    

        小森小森小森小森さんもさんもさんもさんも言言言言うようにうようにうようにうように、、、、九条九条九条九条のののの理念理念理念理念こそこそこそこそ国連国連国連国連・・・・

安保理安保理安保理安保理のそれであるのにのそれであるのにのそれであるのにのそれであるのに、、、、現実現実現実現実にはにはにはには大国大国大国大国のののの利害優利害優利害優利害優

先先先先のののの運営運営運営運営にににに堕堕堕堕していますしていますしていますしています。。。。国連決議国連決議国連決議国連決議をををを錦錦錦錦のののの御旗御旗御旗御旗とととと

してしてしてして戦場戦場戦場戦場にににに赴赴赴赴くのではないくのではないくのではないくのではない。「。「。「。「ショウショウショウショウ・・・・ザザザザ・・・・フラッフラッフラッフラッ

ググググ」」」」などというなどというなどというなどという言言言言いいいい草草草草にににに対対対対してはしてはしてはしては、「、「、「、「九条九条九条九条のののの旗旗旗旗」」」」をををを

こそこそこそこそ掲掲掲掲げてみせげてみせげてみせげてみせ、、、、そのそのそのその理念理念理念理念にににに向向向向けてけてけてけて絶絶絶絶えずえずえずえず努力努力努力努力すすすす

るるるる以外以外以外以外にににに、、、、人類人類人類人類がががが生生生生きききき続続続続けるけるけるける道道道道はないとはないとはないとはないと主張主張主張主張すべすべすべすべ

きなのですきなのですきなのですきなのです。。。。

 

＜イベント案内＞

映画「いのちの山河～日本の青空Ⅱ」上映会のお知らせ 
みやざみやざみやざみやざきききき九条九条九条九条のののの会会会会ではではではでは、、、、今回今回今回今回、、、、「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの山河山河山河山河～～～～日本日本日本日本のののの青空青空青空青空ⅡⅡⅡⅡ」」」」宮崎上映会宮崎上映会宮崎上映会宮崎上映会をををを成功成功成功成功させるためさせるためさせるためさせるため、、、、上映上映上映上映実実実実

行委員会行委員会行委員会行委員会にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの映画映画映画映画はははは、「、「、「、「豪雪豪雪豪雪豪雪、、、、貧困貧困貧困貧困、、、、多病多病多病多病」」」」というというというという問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えていたえていたえていたえていた岩手県岩手県岩手県岩手県のののの一寒村一寒村一寒村一寒村、、、、

沢内村沢内村沢内村沢内村がががが全国全国全国全国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて老人医療費無料化老人医療費無料化老人医療費無料化老人医療費無料化やややや乳児医療無料化乳児医療無料化乳児医療無料化乳児医療無料化にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果ををををあげたあげたあげたあげた経過経過経過経過をををを描描描描

いたいたいたいた物語物語物語物語ですですですです。。。。今日今日今日今日、、、、幼児幼児幼児幼児からおからおからおからお年寄年寄年寄年寄りまでりまでりまでりまで、、、、年代年代年代年代をををを問問問問わずわずわずわず、、、、多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民がががが、、、、格差格差格差格差、、、、貧困貧困貧困貧困、、、、自殺自殺自殺自殺、、、、少子少子少子少子

化化化化・・・・・・・・・・・・などなどなどなどなどなどなどなど、、、、まさにまさにまさにまさに憲法憲法憲法憲法 25252525 条条条条がががが保保保保障障障障するするするする国民国民国民国民のののの生活権生活権生活権生活権（＝（＝（＝（＝““““いのちいのちいのちいのち””””））））がががが脅脅脅脅かされているときかされているときかされているときかされているとき、、、、

このこのこのこの映画映画映画映画はははは、、、、多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民がががが希望希望希望希望あるあるあるある未来未来未来未来ををををつくるつくるつくるつくる上上上上でででで、、、、多多多多くのくのくのくの示唆示唆示唆示唆をををを与与与与えるえるえるえるものといえましょうものといえましょうものといえましょうものといえましょう。。。。    

１１１１））））有料有料有料有料試写会試写会試写会試写会        

    日日日日    時時時時：：：：10101010 月月月月 20202020 日日日日（（（（火火火火））））18:3018:3018:3018:30～～～～    、、、、場所場所場所場所：：：：宮崎市民文化宮崎市民文化宮崎市民文化宮崎市民文化ホールホールホールホール、、、、イベントホールイベントホールイベントホールイベントホール（（（（300300300300 名名名名収容収容収容収容））））    

    対象者対象者対象者対象者：：：：特別招待券特別招待券特別招待券特別招待券（（（（マスコミマスコミマスコミマスコミ、、、、婦人団体婦人団体婦人団体婦人団体、、、、県生協連県生協連県生協連県生協連、、、、JAJAJAJA 県厚生連県厚生連県厚生連県厚生連、、、、患者団体患者団体患者団体患者団体、、、、県医師会県医師会県医師会県医師会、、、、自治体関自治体関自治体関自治体関

係者係者係者係者、、、、県議県議県議県議、、、、市会議員市会議員市会議員市会議員（（（（各会派各会派各会派各会派からからからから）、）、）、）、そのそのそのその他他他他））））およびおよびおよびおよび製作協力券製作協力券製作協力券製作協力券、、、、本上映前売本上映前売本上映前売本上映前売りりりり券券券券をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方    

２２２２））））本上映本上映本上映本上映会会会会    

日日日日    時時時時：：：：11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、会場会場会場会場：：：：メディキットメディキットメディキットメディキット県民文化県民文化県民文化県民文化センターセンターセンターセンター、、、、演劇演劇演劇演劇ホールホールホールホール（（（（約約約約 700700700700 名名名名収容収容収容収容））））    

開演時間開演時間開演時間開演時間：：：：①①①①13:0013:0013:0013:00～、～、～、～、②②②②16:0016:0016:0016:00～、～、～、～、③③③③19:0019:0019:0019:00～～～～    

入場入場入場入場料料料料：：：：前売前売前売前売りりりり券券券券一般一般一般一般（（（（大学生含大学生含大学生含大学生含むむむむ））））1200120012001200 円円円円、、、、当日券当日券当日券当日券 1500150015001500 円円円円、、、、但但但但しししし、、、、小中高小中高小中高小中高 800800800800 円円円円（（（（前売前売前売前売りりりり券券券券、、、、当当当当

日日日日券券券券ともともともとも同額同額同額同額））））    

チケットチケットチケットチケット申込先申込先申込先申込先、、、、問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：宮崎民医連事務局宮崎民医連事務局宮崎民医連事務局宮崎民医連事務局    ℡℡℡℡：：：：0985098509850985----23232323----7168 7168 7168 7168 （（（（宮崎市和知川原宮崎市和知川原宮崎市和知川原宮崎市和知川原 2222----25252525----1111））））    

なおなおなおなお、、、、参加協力券参加協力券参加協力券参加協力券をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はははは、、、、上記上記上記上記のののの試写会試写会試写会試写会、、、、本上映本上映本上映本上映ののののいずれいずれいずれいずれででででももももごごごご覧覧覧覧になれますになれますになれますになれます。。。。    
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＜別府＞九条の会第７回憲法セミナー「憲法 9条の輝きを世界に」 
日時日時日時日時：：：：11111111 月月月月 5555 日日日日（（（（木木木木））））18:0018:0018:0018:00 開場開場開場開場、、、、18:3018:3018:3018:30 開会開会開会開会    

開場開場開場開場：：：：ビーコンプラザビーコンプラザビーコンプラザビーコンプラザ（（（（大分県別府市大分県別府市大分県別府市大分県別府市））））    

講演講演講演講演：：：：アーサーアーサーアーサーアーサー・・・・ビナードビナードビナードビナード（（（（詩人詩人詩人詩人））））、、、、澤地久枝澤地久枝澤地久枝澤地久枝（（（（作家作家作家作家・・・・九条九条九条九条のののの会呼会呼会呼会呼びかけびかけびかけびかけ人人人人））））    

申込申込申込申込：：：：九条九条九条九条のののの会事務局会事務局会事務局会事務局    〒〒〒〒101101101101----0065006500650065    東京都千代田区西神田東京都千代田区西神田東京都千代田区西神田東京都千代田区西神田２２２２－－－－５５５５－－－－７７７７－－－－303303303303    

                         E E E E----mailmailmailmail    mail@9jounokai.jpmail@9jounokai.jpmail@9jounokai.jpmail@9jounokai.jp        TEL 03TEL 03TEL 03TEL 03----3221322132213221----5075507550755075        FAX 03FAX 03FAX 03FAX 03----3221322132213221----5076507650765076    

 
 

＜＜＜＜９９９９．．．．５５５５みやざきみやざきみやざきみやざき九条九条九条九条のののの会会会会主催主催主催主催のののの小森陽一小森陽一小森陽一小森陽一講演会講演会講演会講演会のののの報告報告報告報告＞＞＞＞    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下、9.5 小森講演会参加者からの感想文を掲載しました。 
 

「目からうろこ・・・」の小森講演会 
                                南南南南    邦和邦和邦和邦和    

九条九条九条九条のののの会事務局長小森陽一氏会事務局長小森陽一氏会事務局長小森陽一氏会事務局長小森陽一氏をををを迎迎迎迎えてのえてのえてのえての講演会講演会講演会講演会がががが

終終終終わってわってわってわって、、、、ようやくようやくようやくようやく初秋初秋初秋初秋をををを実感実感実感実感するするするする心心心心のののの余裕余裕余裕余裕ができができができができ

たたたた。（。（。（。（““““人集人集人集人集めめめめ””””「「「「動員動員動員動員」」」」というのはというのはというのはというのは軍事用語軍事用語軍事用語軍事用語、、、、組合用組合用組合用組合用

語語語語だというだというだというだという小森氏小森氏小森氏小森氏からのからのからのからの指摘指摘指摘指摘ありありありあり））））のののの点点点点でででで、、、、いまひいまひいまひいまひ

とつとつとつとつ努力不足努力不足努力不足努力不足のののの反省点反省点反省点反省点はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、““““小森講演小森講演小森講演小森講演””””をををを通通通通じじじじ

てててて改改改改めてめてめてめて＜＜＜＜九条九条九条九条のののの会会会会＞＞＞＞のののの存在理由存在理由存在理由存在理由とととと現下内外政治状現下内外政治状現下内外政治状現下内外政治状

況況況況についてのについてのについてのについての自己研鑽自己研鑽自己研鑽自己研鑽ができたようにができたようにができたようにができたように思思思思うううう。。。。    
    日本近代文学日本近代文学日本近代文学日本近代文学をををを専門専門専門専門にににに持持持持つつつつ文芸評論家文芸評論家文芸評論家文芸評論家というというというという学究学究学究学究

のののの方方方方でででで、、、、九条九条九条九条のののの会会会会のののの文字通文字通文字通文字通りのりのりのりの要要要要としてのとしてのとしてのとしての日常活動日常活動日常活動日常活動

をををを持持持持つつつつ小森氏小森氏小森氏小森氏のののの、、、、すぐれたすぐれたすぐれたすぐれた情報収集情報収集情報収集情報収集とととと分析力分析力分析力分析力にににに基基基基づづづづ

くくくく当日当日当日当日のののの講演講演講演講演はははは、、、、不勉強不勉強不勉強不勉強なななな私私私私にににに大大大大きなきなきなきな刺刺刺刺激激激激とととと多多多多くのくのくのくの

示唆示唆示唆示唆をををを与与与与えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた。。。。    
    とくにとくにとくにとくに““““のりのりのりのりピーピーピーピー報道報道報道報道””””によってによってによってによって情報操作情報操作情報操作情報操作されされされされ多多多多

くのくのくのくの視聴者視聴者視聴者視聴者をををを「「「「政治政治政治政治」」」」からからからから遠遠遠遠ざけようとするざけようとするざけようとするざけようとする日本日本日本日本のののの

マスコミマスコミマスコミマスコミについてのについてのについてのについての厳厳厳厳しいしいしいしい指摘指摘指摘指摘にはにはにはには「「「「目目目目からうろからうろからうろからうろ

ここここ・・・・・・・・・・・・」」」」のののの思思思思いがあったいがあったいがあったいがあった。。。。またまたまたまた「「「「初初初初のののの政権交代政権交代政権交代政権交代」」」」

というというというという決決決決まりまりまりまり文句文句文句文句のののの裏裏裏裏にににに隠隠隠隠されたされたされたされた 1993199319931993 年年年年のののの細川政細川政細川政細川政

権以降権以降権以降権以降のののの““““政界裏事情政界裏事情政界裏事情政界裏事情””””やややや小沢委員会小沢委員会小沢委員会小沢委員会（（（（小沢一郎自小沢一郎自小沢一郎自小沢一郎自

民党幹事長主導民党幹事長主導民党幹事長主導民党幹事長主導））））のののの影響力影響力影響力影響力をををを引引引引きずっきずっきずっきずってのてのてのての現鳩山政現鳩山政現鳩山政現鳩山政

権権権権のののの今後今後今後今後についてもについてもについてもについても考考考考えさせられるえさせられるえさせられるえさせられるところところところところがががが多多多多かっかっかっかっ

たたたた。。。。    
    加藤周一加藤周一加藤周一加藤周一、、、、大江健三郎大江健三郎大江健三郎大江健三郎、、、、井上井上井上井上ひさしらひさしらひさしらひさしら日本日本日本日本をををを代表代表代表代表

するするするする文学者文学者文学者文学者たちによってたちによってたちによってたちによって発議発議発議発議されたされたされたされた〈〈〈〈九条九条九条九条のののの会会会会〉〉〉〉はははは

「「「「憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条」」」」をををを文学文学文学文学のののの次元次元次元次元でとらえるでとらえるでとらえるでとらえる高高高高いいいい理想理想理想理想をををを持持持持

っているっているっているっている。。。。日本語日本語日本語日本語はははは真実真実真実真実をををを語語語語るるるる言葉言葉言葉言葉ではないではないではないではない・・・・・・・・・・・・

とととと喝破喝破喝破喝破するするするする。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、本来本来本来本来、、、、駆逐艦駆逐艦駆逐艦駆逐艦（（（（デストロイヤデストロイヤデストロイヤデストロイヤ

ーーーー＝＝＝＝破壊者破壊者破壊者破壊者））））とととと呼呼呼呼んでいるんでいるんでいるんでいる軍艦軍艦軍艦軍艦をををを「「「「護衛艦護衛艦護衛艦護衛艦」」」」とととと、、、、まままま

たたたた「「「「海外派兵海外派兵海外派兵海外派兵」」」」をををを「「「「国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献」」」」というというというという聞聞聞聞こえのよいこえのよいこえのよいこえのよい

言葉言葉言葉言葉にににに言言言言いいいい換換換換えてえてえてえて、、、、国民国民国民国民、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ若者若者若者若者をををを騙騙騙騙しししし、、、、戦戦戦戦

争争争争をををを美化美化美化美化させさせさせさせ、、、、入隊入隊入隊入隊をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかけるのがいいのがいいのがいいのがいい例例例例であるであるであるである。。。。    

 

９９９９月月月月５５５５日佐土原総合文化日佐土原総合文化日佐土原総合文化日佐土原総合文化センターセンターセンターセンターでおこなでおこなでおこなでおこな

われたわれたわれたわれた小森陽一全国九条小森陽一全国九条小森陽一全国九条小森陽一全国九条のののの会事務局長会事務局長会事務局長会事務局長（（（（東大大東大大東大大東大大

学院教授学院教授学院教授学院教授））））のののの講演会講演会講演会講演会にはにはにはには、、、、県下各県下各県下各県下各地地地地からからからから４５０４５０４５０４５０

名名名名がががが参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。    

「「「「日本国憲法九条日本国憲法九条日本国憲法九条日本国憲法九条がががが世界世界世界世界をををを動動動動かすかすかすかす――――――――危機危機危機危機のののの

中中中中でこそでこそでこそでこそ九条九条九条九条のののの思想思想思想思想をををを」」」」とととと題題題題するするするする講演講演講演講演でででで、、、、小森小森小森小森

氏氏氏氏はははは、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条がありながらがありながらがありながらがありながら警察予備隊警察予備隊警察予備隊警察予備隊としてとしてとしてとして

再軍備再軍備再軍備再軍備しししし、、、、世界第世界第世界第世界第３３３３位位位位のののの軍事力軍事力軍事力軍事力をもつにをもつにをもつにをもつに至至至至ったったったった

自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊とととと九条九条九条九条とのとのとのとの関連関連関連関連にににについてついてついてついて、、、、朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争からからからから

小泉政権時代小泉政権時代小泉政権時代小泉政権時代のののの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊イラクイラクイラクイラク派遣派遣派遣派遣までのまでのまでのまでの出来出来出来出来

事事事事をををを歴史歴史歴史歴史をををを追追追追っていきいきとっていきいきとっていきいきとっていきいきと話話話話されされされされ、、、、とくにとくにとくにとくに

1991199119911991 年湾岸戦争年湾岸戦争年湾岸戦争年湾岸戦争でででで「「「「現憲法現憲法現憲法現憲法でもでもでもでも軍事行動軍事行動軍事行動軍事行動がががができできできでき

るるるる」」」」とととと強弁強弁強弁強弁したのがしたのがしたのがしたのが当時当時当時当時自民党幹事長自民党幹事長自民党幹事長自民党幹事長のののの小沢小沢小沢小沢一一一一    

郎郎郎郎だだだだったったったった。。。。結局結局結局結局、、、、そのそのそのその時時時時、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ののののイラクイラクイラクイラク派遣派遣派遣派遣にににに代代代代わってわってわってわって莫大莫大莫大莫大なななな戦費戦費戦費戦費をををを拠出拠出拠出拠出したしたしたしたことことことことをををを、、、、米国米国米国米国はもとはもとはもとはもと

よりよりよりより、、、、日本日本日本日本ののののマスコミマスコミマスコミマスコミまでまでまでまで非難非難非難非難ししししたがたがたがたが、、、、世界世界世界世界、、、、とくにとくにとくにとくに中近東諸国中近東諸国中近東諸国中近東諸国にににに、、、、わがわがわがわが国国国国のののの憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条のののの存在意義存在意義存在意義存在意義をををを

知知知知ららららしめしめしめしめるるるる契機契機契機契機となったとなったとなったとなった。。。。実実実実はははは、、、、九条九条九条九条をををを改憲改憲改憲改憲しししし自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊をををを海外海外海外海外にににに出出出出させようとするさまざまなさせようとするさまざまなさせようとするさまざまなさせようとするさまざまな試試試試みのみのみのみの全全全全

ててててにににに（（（（マスコミマスコミマスコミマスコミのののの報道報道報道報道もももも含含含含めてめてめてめて））））アメリカアメリカアメリカアメリカのののの戦略戦略戦略戦略とととと指示指示指示指示があることをがあることをがあることをがあることを小森小森小森小森さんはさんはさんはさんは指摘指摘指摘指摘しましたしましたしましたしました。。。。今日今日今日今日、、、、

武力武力武力武力によるによるによるによる紛争紛争紛争紛争のののの解決解決解決解決はははは無効無効無効無効なことがはっきりしてくるなことがはっきりしてくるなことがはっきりしてくるなことがはっきりしてくる状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、憲法九憲法九憲法九憲法九条条条条のののの理念理念理念理念がいよいよがいよいよがいよいよがいよいよ大切大切大切大切

になってきていることになってきていることになってきていることになってきていること、、、、そしてそしてそしてそして〈〈〈〈九条九条九条九条のののの会会会会〉〉〉〉のののの運動運動運動運動がががが、、、、日本日本日本日本のみならずのみならずのみならずのみならず世界世界世界世界のののの平和平和平和平和をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで、、、、大大大大

きなきなきなきな歴史的意義歴史的意義歴史的意義歴史的意義があるがあるがあるがあることことことことをををを多多多多くのくのくのくの参加者参加者参加者参加者はははは認識認識認識認識させられましたさせられましたさせられましたさせられました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、小森小森小森小森さんはさんはさんはさんは、、、、民主党新政民主党新政民主党新政民主党新政

権権権権がががが発足発足発足発足ししししたたたたがががが、、、、九条改憲派九条改憲派九条改憲派九条改憲派がががが多数多数多数多数をしめるをしめるをしめるをしめる民主党民主党民主党民主党はははは、、、、憲法問題憲法問題憲法問題憲法問題でででで本来本来本来本来のののの方向性方向性方向性方向性をををを出出出出すのはすのはすのはすのは、、、、来年夏来年夏来年夏来年夏

のののの参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙以降以降以降以降であろうであろうであろうであろう。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、参議院選参議院選参議院選参議院選のののの結果如何結果如何結果如何結果如何がががが、、、、九条九条九条九条のののの命運命運命運命運をわけることをわけることをわけることをわけることをををを強調強調強調強調しししし

ましたましたましたました。。。。    

（佐土原総合文化センターはほぼ満席です・・・） 
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小森陽一さんの講演を聞いて－湾岸戦争時の戦費拠出を巡って－ 

                              矢野矢野矢野矢野    勝敏勝敏勝敏勝敏    
このこのこのこの頃頃頃頃でででで最最最最もももも感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けたけたけたけた講演講演講演講演であったであったであったであった。。。。多多多多くのくのくのくの

記憶記憶記憶記憶をををを呼呼呼呼びびびび覚覚覚覚まされたまされたまされたまされた話話話話のののの中中中中でででで、「、「、「、「自衛自衛自衛自衛のためののためののためののための最小最小最小最小

限限限限のののの実力実力実力実力はははは戦力戦力戦力戦力ではなくではなくではなくではなく、、、、そのそのそのその集団集団集団集団はははは軍隊軍隊軍隊軍隊ではないではないではないではない」」」」

というというというという解釈解釈解釈解釈にににに基基基基づくづくづくづく、、、、世界第二世界第二世界第二世界第二のののの““““実力実力実力実力””””をををを備備備備えたえたえたえた

自衛隊合憲論自衛隊合憲論自衛隊合憲論自衛隊合憲論、、、、世界中世界中世界中世界中のののの誰誰誰誰もがもがもがもが信信信信じないじないじないじない暴論暴論暴論暴論をををを、、、、懐懐懐懐

かしくもかしくもかしくもかしくも思思思思いださされたいださされたいださされたいださされた。。。。    

一方一方一方一方、、、、私私私私のののの記憶記憶記憶記憶になくになくになくになく、、、、最最最最もももも教教教教えられたのはえられたのはえられたのはえられたのは、、、、１１１１

９９１９９１９９１９９１年年年年のののの湾岸戦争時湾岸戦争時湾岸戦争時湾岸戦争時のののの戦費拠出戦費拠出戦費拠出戦費拠出をををを巡巡巡巡ってのってのってのっての講話講話講話講話でででで

あったあったあったあった。。。。    

総額総額総額総額９００９００９００９００億億億億ドルドルドルドル、、、、日本円日本円日本円日本円でででで１１１１兆兆兆兆２０００２０００２０００２０００億円億円億円億円、、、、

日本国民一人当日本国民一人当日本国民一人当日本国民一人当たりたりたりたり一万円一万円一万円一万円にににに相当相当相当相当するするするする血税血税血税血税をををを、、、、自衛自衛自衛自衛

隊隊隊隊をををを派遣派遣派遣派遣するするするする代代代代わりにわりにわりにわりに拠出拠出拠出拠出したことしたことしたことしたこと、、、、そのことがそのことがそのことがそのことがアアアア

メリカメリカメリカメリカからからからから““““show the flagshow the flagshow the flagshow the flag””””、、、、““““boots on the boots on the boots on the boots on the 

groundgroundgroundground””””、、、、「「「「血血血血をををを流流流流せせせせ」」」」とととと声高声高声高声高にににに非難非難非難非難されたことはされたことはされたことはされたことは記記記記

憶憶憶憶にあったにあったにあったにあった。。。。    

しかししかししかししかし、、、、こうしたことがこうしたことがこうしたことがこうしたことが日本政府日本政府日本政府日本政府のもくろみをのもくろみをのもくろみをのもくろみを脱脱脱脱

してしてしてして、、、、期期期期せずしてせずしてせずしてせずして日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条のののの存在存在存在存在をををを世界中世界中世界中世界中

にににに認知認知認知認知させるさせるさせるさせる結果結果結果結果になったとはになったとはになったとはになったとは、、、、うかつにもうかつにもうかつにもうかつにも知知知知らならならならな

かったかったかったかった。。。。考考考考えてみればえてみればえてみればえてみれば、、、、理理理理にかなったにかなったにかなったにかなった話話話話なのだがなのだがなのだがなのだが、、、、

当時当時当時当時、、、、新聞新聞新聞新聞・・・・テレビテレビテレビテレビなどでこのことがなどでこのことがなどでこのことがなどでこのことが報道報道報道報道されていされていされていされてい

たのだろうかたのだろうかたのだろうかたのだろうか、、、、私私私私のののの記憶記憶記憶記憶にはないにはないにはないにはない。。。。勿論勿論勿論勿論、、、、巨費巨費巨費巨費をををを出出出出

せばせばせばせば済済済済むというむというむというむという話話話話ではなくではなくではなくではなく、、、、いろいろのことをいろいろのことをいろいろのことをいろいろのことを考考考考ええええ

させられるさせられるさせられるさせられる。。。。    

因因因因みにみにみにみに、「、「、「、「湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争、、、、憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条」」」」ををををキーワードキーワードキーワードキーワードにににに検索検索検索検索    

したらしたらしたらしたら、、、、湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争のののの後後後後、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカでででで「「「「憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条のののの会会会会」」」」    

をををを作作作作ったったったったオハイオオハイオオハイオオハイオ大學名大學名大學名大學名誉教授誉教授誉教授誉教授ののののチャールズチャールズチャールズチャールズ・・・・オーオーオーオー    

バビーバビーバビーバビーさんさんさんさん、、、、そのそのそのその著書著書著書著書「「「「地球憲法第九条地球憲法第九条地球憲法第九条地球憲法第九条」」」」などがなどがなどがなどが表表表表    

示示示示されたされたされたされた。。。。小森小森小森小森さんのさんのさんのさんの講話講話講話講話とととと関連関連関連関連するのだろうかするのだろうかするのだろうかするのだろうか。。。。 

情報操作に乗せられぬために 
原田原田原田原田    圀彦圀彦圀彦圀彦 

自主憲法制定自主憲法制定自主憲法制定自主憲法制定をををを唱唱唱唱えるえるえるえる改憲派改憲派改憲派改憲派のののの狙狙狙狙いがいがいがいが、、、、九条九条九条九条をををを削除削除削除削除

することにあるのはすることにあるのはすることにあるのはすることにあるのは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。そうしないことにそうしないことにそうしないことにそうしないことに

はははは、｢、｢、｢、｢海外海外海外海外でででで戦争戦争戦争戦争がががが出来出来出来出来るるるる軍隊軍隊軍隊軍隊｣｣｣｣をををを持持持持つつつつ彼等彼等彼等彼等のののの言言言言うううう｢｢｢｢普普普普

通通通通のののの国国国国｣｣｣｣にはなれないのですからにはなれないのですからにはなれないのですからにはなれないのですから。。。。すでにすでにすでにすでに自自自自・・・・公政権公政権公政権公政権

時代時代時代時代にににに(2007(2007(2007(2007 年年年年５５５５月月月月))))数数数数をををを頼頼頼頼んでんでんでんで｢｢｢｢憲法改正国民投票憲法改正国民投票憲法改正国民投票憲法改正国民投票

法法法法｣｣｣｣はははは成立成立成立成立させていますさせていますさせていますさせています。。。。このこのこのこの法律法律法律法律をををを有効有効有効有効にににに使使使使ってってってって、、、、

国民国民国民国民のののの｢｢｢｢総意総意総意総意｣｣｣｣でででで日本日本日本日本をををを｢｢｢｢普通普通普通普通のののの国国国国｣｣｣｣にするためににするためににするためににするために、、、、どどどど

ういういういういうううう風風風風にににに国民国民国民国民のののの頭頭頭頭をををを改造改造改造改造していくかしていくかしていくかしていくか、、、、これがこれがこれがこれが改憲改憲改憲改憲

派派派派のもくろみでのもくろみでのもくろみでのもくろみで、、、、これからこれからこれからこれから先先先先もさらにもさらにもさらにもさらに巧妙巧妙巧妙巧妙なななな画策画策画策画策がががが

めぐらされめぐらされめぐらされめぐらされ、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をとらえてをとらえてをとらえてをとらえて情報操作情報操作情報操作情報操作がががが仕仕仕仕

掛掛掛掛けられることでしょうけられることでしょうけられることでしょうけられることでしょう。。。。そこでそこでそこでそこで私私私私もももも、、、、自分自分自分自分なりになりになりになりに

それにそれにそれにそれに対処対処対処対処するするするする方策方策方策方策・・・・心構心構心構心構えをえをえをえを三三三三つほどたててみまつほどたててみまつほどたててみまつほどたててみま

したしたしたした。。。。    

①①①① 言葉言葉言葉言葉のののの言言言言いいいい換換換換えにえにえにえに惑惑惑惑わされないようにわされないようにわされないようにわされないように―→―→―→―→法令法令法令法令

名名名名やややや術語術語術語術語をををを当当当当たりさわりのないたりさわりのないたりさわりのないたりさわりのない、、、、核心核心核心核心からそらからそらからそらからそら

せるようにせるようにせるようにせるように言言言言いいいい換換換換えたりえたりえたりえたり・・・・略称略称略称略称したりしたりしたりしたり・・・・縮小縮小縮小縮小しししし

たりたりたりたり。｢。｢。｢。｢普通普通普通普通のののの国国国国｣｣｣｣もそうもそうもそうもそう    

②②②② 重要語重要語重要語重要語・・・・キーワードキーワードキーワードキーワードのののの作為的作為的作為的作為的なななな翻訳翻訳翻訳翻訳などをなどをなどをなどを見抜見抜見抜見抜

くくくく努力努力努力努力をしようをしようをしようをしよう((((できるだけできるだけできるだけできるだけ海外海外海外海外のののの生生生生のののの情報情報情報情報にににに

接接接接 することすることすることすること )))) ―→―→―→―→小森小森小森小森 さんがさんがさんがさんが指摘指摘指摘指摘されたされたされたされた

desdesdesdestroyertroyertroyertroyer のことなどのことなどのことなどのことなど。。。。海外海外海外海外ではではではでは情報発信情報発信情報発信情報発信するするするする時時時時

にににに、、、、言葉言葉言葉言葉ををををオブラートオブラートオブラートオブラートにににに包包包包んでんでんでんで誤魔化誤魔化誤魔化誤魔化すようなすようなすようなすような

ことはまずないことはまずないことはまずないことはまずない。。。。日本日本日本日本のおのおのおのお役人役人役人役人ややややジャーナリスジャーナリスジャーナリスジャーナリス

トトトトがががが、、、、思思思思いいいい・・・・意図意図意図意図をををを込込込込めてめてめてめて都合都合都合都合のいいのいいのいいのいい翻訳翻訳翻訳翻訳をすをすをすをす

ることがることがることがることが多多多多いいいい    

③③③③    あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる情報操作情報操作情報操作情報操作にににに神経神経神経神経をををを尖尖尖尖らすらすらすらす―→―→―→―→小森小森小森小森さんさんさんさん

もももも触触触触れられたれられたれられたれられた選挙運動中選挙運動中選挙運動中選挙運動中のののの｢｢｢｢のりのりのりのりピピピピーーーー報道報道報道報道｣｣｣｣のののの垂垂垂垂

れれれれ流流流流しぶりしぶりしぶりしぶり    

 

小森陽一さんの講演会に参加して     
 三島三島三島三島    通人通人通人通人                                                                                

講演会講演会講演会講演会にににに参加参加参加参加をしてをしてをしてをして最最最最もももも強強強強くくくく感感感感じたことはじたことはじたことはじたことは、、、、日本日本日本日本

国憲法九条国憲法九条国憲法九条国憲法九条とととと世界世界世界世界とのとのとのとの関関関関わりについてでしたわりについてでしたわりについてでしたわりについてでした。。。。世界世界世界世界

とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを考考考考えないわけではありませんでしたがえないわけではありませんでしたがえないわけではありませんでしたがえないわけではありませんでしたが、、、、

日本日本日本日本はははは再再再再びびびび戦争戦争戦争戦争をするをするをするをする国国国国になっていくのだろうかとになっていくのだろうかとになっていくのだろうかとになっていくのだろうかと

いういういういう不安不安不安不安のののの観点観点観点観点からからからから多多多多くのことをくのことをくのことをくのことを考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。    

    国民学校国民学校国民学校国民学校１１１１年生年生年生年生のののの時時時時にににに第第第第２２２２次世界大戦次世界大戦次世界大戦次世界大戦がはじまりがはじまりがはじまりがはじまり、、、、

５５５５年生年生年生年生のののの時時時時にににに終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。家家家家のののの周辺周辺周辺周辺にもにもにもにも爆弾爆弾爆弾爆弾をををを落落落落

とされとされとされとされ、、、、親親親親とととと離離離離れてれてれてれて学童疎開学童疎開学童疎開学童疎開のののの経験経験経験経験もしましたもしましたもしましたもしました。。。。そそそそ

のののの間間間間にににに親親親親をををを失失失失ったったったった友友友友もいましたもいましたもいましたもいました。。。。父父父父はははは仏印仏印仏印仏印へへへへ戦争戦争戦争戦争にににに

行行行行ったままったままったままったまま９９９９年間年間年間年間もももも帰帰帰帰ってきませんでしたってきませんでしたってきませんでしたってきませんでした。。。。私私私私のののの少少少少

年時代年時代年時代年時代のののの経験経験経験経験はははは戦争戦争戦争戦争にににに対対対対するするするする嫌悪感嫌悪感嫌悪感嫌悪感ばかりですばかりですばかりですばかりです。。。。戦戦戦戦

争争争争をををを２２２２度度度度とさせてはならないとさせてはならないとさせてはならないとさせてはならない。。。。九条九条九条九条はははは絶対絶対絶対絶対にににに守守守守らならならならな

ければならないければならないければならないければならない。。。。変変変変えさせてはならないえさせてはならないえさせてはならないえさせてはならない。。。。そうそうそうそう考考考考ええええ

てきましたてきましたてきましたてきました。。。。    

    憲法憲法憲法憲法をををを変変変変えることがえることがえることがえることが日米安保体制日米安保体制日米安保体制日米安保体制のののの中中中中でででで、、、、アメリアメリアメリアメリ

カカカカのののの戦争戦争戦争戦争にかかわっていくことになるにかかわっていくことになるにかかわっていくことになるにかかわっていくことになる、、、、このこのこのこの程度程度程度程度のののの

ことはことはことはことは稚拙稚拙稚拙稚拙なななな私私私私のののの脳裏脳裏脳裏脳裏にもありましたにもありましたにもありましたにもありました。。。。しかししかししかししかし「「「「湾湾湾湾

岸戦争時岸戦争時岸戦争時岸戦争時にににに海外派兵海外派兵海外派兵海外派兵をををを断念断念断念断念させたことがさせたことがさせたことがさせたことが、、、、世界世界世界世界にににに日日日日

本本本本がががが憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条をををを持持持持つつつつ国国国国であるであるであるである、、、、とのとのとのとの存在存在存在存在をををを知知知知らしめらしめらしめらしめ

ることになったることになったることになったることになった」」」」とととと知知知知らされたらされたらされたらされた時時時時にはにはにはには、、、、そうなんだそうなんだそうなんだそうなんだ

とととと実感実感実感実感しししし、、、、九条九条九条九条をををを持持持持つつつつ国国国国としてとしてとしてとして世界世界世界世界でででで唯一唯一唯一唯一のののの被爆国被爆国被爆国被爆国

としてのとしてのとしてのとしての日本日本日本日本がががが核廃絶核廃絶核廃絶核廃絶をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たたたた

していくことがしていくことがしていくことがしていくことが可能可能可能可能だとだとだとだと教教教教えられましたえられましたえられましたえられました。。。。九九九九条条条条をををを守守守守

るるるる戦戦戦戦いはいはいはいは、、、、一面核廃絶一面核廃絶一面核廃絶一面核廃絶のののの戦戦戦戦いでもあるのだといでもあるのだといでもあるのだといでもあるのだと実感実感実感実感ささささ

せられましたせられましたせられましたせられました。。。。    

    今回今回今回今回のののの選挙選挙選挙選挙でででで民主党民主党民主党民主党がががが大勝大勝大勝大勝しししし、、、、自民党自民党自民党自民党がががが大敗大敗大敗大敗しましましましま

したしたしたした。。。。今今今今までのまでのまでのまでの自民党自民党自民党自民党のののの政治政治政治政治があまりにもひどかっがあまりにもひどかっがあまりにもひどかっがあまりにもひどかっ

たためのたためのたためのたための結果結果結果結果でででで当然当然当然当然とととと言言言言えばえばえばえば当然当然当然当然ですがですがですがですが、、、、誕生誕生誕生誕生したしたしたした

民主党民主党民主党民主党のののの政治政治政治政治はははは小沢小沢小沢小沢、、、、鳩山鳩山鳩山鳩山をはじめをはじめをはじめをはじめ改憲論者改憲論者改憲論者改憲論者がいっがいっがいっがいっ

ぱいですぱいですぱいですぱいです。。。。小森小森小森小森さんがさんがさんがさんが指摘指摘指摘指摘されたようにされたようにされたようにされたように九条九条九条九条をををを守守守守るるるる

ためのためのためのための草草草草のののの根運動根運動根運動根運動がよりがよりがよりがより一層大切一層大切一層大切一層大切になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思

いますいますいますいます。。。。    

    今回今回今回今回のののの講演会講演会講演会講演会、、、、得得得得ることがることがることがることが多多多多々々々々ありましたありましたありましたありました。。。。日本日本日本日本    

のののの平和平和平和平和をををを守守守守るためるためるためるため、、、、戦争戦争戦争戦争をするをするをするをする国国国国にならないにならないにならないにならない為為為為、、、、九九九九    

条条条条をををを守守守守るためるためるためるため、、、、草草草草のののの根根根根のののの一本一本一本一本としてとしてとしてとして生生生生きていきたいきていきたいきていきたいきていきたい    

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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確信が深まる講演 
                                   瀬口瀬口瀬口瀬口    黎生黎生黎生黎生    

小森小森小森小森さんのさんのさんのさんの講演講演講演講演はははは私私私私にににに確信確信確信確信とととと勇気勇気勇気勇気をををを、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて

呼呼呼呼びびびび起起起起こすものであったこすものであったこすものであったこすものであった。。。。朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争のののの勃発勃発勃発勃発をををを機機機機にににに、、、、

警察予備隊警察予備隊警察予備隊警察予備隊がががが作作作作られてられてられてられて以降以降以降以降、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの国家意志国家意志国家意志国家意志にににに

従従従従ってってってって憲法憲法憲法憲法のののの解釈解釈解釈解釈をををを強引強引強引強引にににに歪歪歪歪めめめめ、、、、再軍備再軍備再軍備再軍備のののの道道道道をををを進進進進めめめめ

てきたてきたてきたてきた。。。。そしてそしてそしてそして自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊というというというという「「「「軍隊軍隊軍隊軍隊」」」」ををををイラクイラクイラクイラクにににに派派派派

遣遣遣遣するまでになったするまでになったするまでになったするまでになった。「。「。「。「記憶記憶記憶記憶こそわれわれのこそわれわれのこそわれわれのこそわれわれの力力力力」」」」とととと言言言言

いいいい、、、、正確正確正確正確にににに想起想起想起想起しししし、、、、的確的確的確的確にににに判断判断判断判断のののの根拠根拠根拠根拠とすることのとすることのとすることのとすることの

重要重要重要重要さをさをさをさを説説説説かれたかれたかれたかれた。。。。                                                
「「「「傷傷傷傷ついたついたついたついた九条九条九条九条」」」」ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、反戦平和反戦平和反戦平和反戦平和のののの理想理想理想理想－－－－

これこそがこれこそがこれこそがこれこそが日本日本日本日本のののの世界世界世界世界にににに対対対対するするするする誇誇誇誇れるれるれるれる顔顔顔顔であることであることであることであること

をををを、、、、世界世界世界世界のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中にににに日本日本日本日本のののの現状現状現状現状をををを据据据据えてえてえてえて語語語語られられられられ、、、、

またまたまたまた国連憲章国連憲章国連憲章国連憲章とととと照合照合照合照合しながらしながらしながらしながら、、、、九条九条九条九条のののの思想思想思想思想がががが混迷混迷混迷混迷をををを

深深深深めるめるめるめる世界世界世界世界のののの中中中中でででで、、、、現在現在現在現在とととと未来未来未来未来にににに一歩進一歩進一歩進一歩進んだんだんだんだ重要重要重要重要なななな

視座視座視座視座をををを占占占占めることをめることをめることをめることを強調強調強調強調されたされたされたされた。。。。    
    現在現在現在現在わたしたちはわたしたちはわたしたちはわたしたちは溢溢溢溢れるれるれるれる情報情報情報情報のののの中中中中にいるにいるにいるにいる。。。。そしてそしてそしてそして    
知知知知らないうちにらないうちにらないうちにらないうちに「「「「操作操作操作操作されたされたされたされた情報情報情報情報」」」」にににに流流流流されされされされ慣慣慣慣れされされされさ    
せられているかもせられているかもせられているかもせられているかも知知知知れないれないれないれない。。。。情報情報情報情報がががが見見見見えないところえないところえないところえないところ    
でででで、、、、巧巧巧巧みにみにみにみに操作操作操作操作されていることへのされていることへのされていることへのされていることへの警告警告警告警告はははは貴重貴重貴重貴重なもなもなもなも    
のであったのであったのであったのであった。。。。    

 

その時々の自民政治を底流からつかむことの大事さ実感 
                          宮崎県革新懇事務局長宮崎県革新懇事務局長宮崎県革新懇事務局長宮崎県革新懇事務局長    佐藤佐藤佐藤佐藤    誠誠誠誠    

戦争放棄戦争放棄戦争放棄戦争放棄・・・・戦力不所持戦力不所持戦力不所持戦力不所持・・・・交戦権禁止交戦権禁止交戦権禁止交戦権禁止のののの憲法憲法憲法憲法がありがありがありがあり

ながらながらながらながら、、、、警察予備隊警察予備隊警察予備隊警察予備隊としてとしてとしてとして再軍備再軍備再軍備再軍備にににに道道道道をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出しししし、、、、

今今今今ではではではでは世界第三位世界第三位世界第三位世界第三位のののの軍事力軍事力軍事力軍事力、、、、イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争にににに自衛隊派自衛隊派自衛隊派自衛隊派

兵兵兵兵というというというという世紀世紀世紀世紀のごまかしをのごまかしをのごまかしをのごまかしを重重重重ねているねているねているねている自民党政治自民党政治自民党政治自民党政治のののの

虚偽虚偽虚偽虚偽とととと憲法蹂躙憲法蹂躙憲法蹂躙憲法蹂躙のののの歴史歴史歴史歴史をををを、、、、豊富豊富豊富豊富なななな知識知識知識知識とととと資料資料資料資料でででで解明解明解明解明

されされされされ、、、、そのそのそのその底流底流底流底流はははは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの世界戦略世界戦略世界戦略世界戦略にありにありにありにあり、、、、アアアア

メリカメリカメリカメリカ支配層支配層支配層支配層のののの利益利益利益利益のためののためののためののための日本日本日本日本にににに対対対対するするするする要求要求要求要求であであであであ

っっっっつつつつたことたことたことたこと。。。。このことがこのことがこのことがこのことが判判判判りやすくりやすくりやすくりやすく解明解明解明解明されたことされたことされたことされたこと

にににに敬意敬意敬意敬意をををを表表表表しますしますしますします。。。。    
同時同時同時同時にににに、、、、そのそのそのそのアメリカアメリカアメリカアメリカがががが朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争朝鮮戦争とはとはとはとは違違違違いいいい、、、、イライライライラ

クククク・・・・アフガンアフガンアフガンアフガン戦争戦争戦争戦争のようにのようにのようにのように、、、、もはもはもはもはやややや国連国連国連国連をををを使使使使ってのってのってのっての

戦争合理化戦争合理化戦争合理化戦争合理化ができなくなっていることができなくなっていることができなくなっていることができなくなっていること、、、、オバマオバマオバマオバマ大統大統大統大統

領領領領がががが核兵器廃絶核兵器廃絶核兵器廃絶核兵器廃絶のののの努力努力努力努力をををを表明表明表明表明したことなどもしたことなどもしたことなどもしたことなども解明解明解明解明ささささ

れたことはれたことはれたことはれたことは、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて世界史世界史世界史世界史のののの前進前進前進前進にににに確信確信確信確信をををを深深深深めめめめ

ましたましたましたました。。。。まさにまさにまさにまさに歴史歴史歴史歴史をををを正正正正しくしくしくしく記憶記憶記憶記憶することはすることはすることはすることは大事大事大事大事でででで

すすすす。。。。    
いまいまいまいま自公政権自公政権自公政権自公政権がががが倒倒倒倒されされされされ、、、、政権交代政権交代政権交代政権交代というというというという新新新新しいしいしいしい歴歴歴歴

史史史史にににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出そうとしていますそうとしていますそうとしていますそうとしています。。。。そのそのそのその時時時時にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、

講演講演講演講演でででで指摘指摘指摘指摘されたされたされたされた小沢民主党幹事長小沢民主党幹事長小沢民主党幹事長小沢民主党幹事長がががが自民党幹事長自民党幹事長自民党幹事長自民党幹事長

時代時代時代時代にににに自衛隊海外派兵論自衛隊海外派兵論自衛隊海外派兵論自衛隊海外派兵論をををを打打打打ちちちち出出出出したということにしたということにしたということにしたということに

警戒心警戒心警戒心警戒心をもちをもちをもちをもち、、、、いっそういっそういっそういっそう憲法改悪憲法改悪憲法改悪憲法改悪・・・・蹂躙反対蹂躙反対蹂躙反対蹂躙反対のののの運動運動運動運動

をををを強強強強めるめるめるめる必要必要必要必要があることもがあることもがあることもがあることも実感実感実感実感したことでしたしたことでしたしたことでしたしたことでした。。。。    
欲欲欲欲をををを言言言言えばえばえばえば、、、、自民政治自民政治自民政治自民政治ののののエポックエポックエポックエポック解明解明解明解明をををを年代的年代的年代的年代的にににに

追追追追ってもらったってもらったってもらったってもらった方方方方がががが判判判判りやすかったかなとりやすかったかなとりやすかったかなとりやすかったかなと思思思思っていっていっていってい

ますますますます。。。。

 

民主党新政権の今後と憲法九条 
                            有村有村有村有村    鉄次郎鉄次郎鉄次郎鉄次郎    

小森講演小森講演小森講演小森講演はははは、、、、小沢小沢小沢小沢、、、、鳩山鳩山鳩山鳩山をををを中心中心中心中心とするとするとするとする民主党民主党民主党民主党のののの政政政政

治路線治路線治路線治路線がががが点点点点からからからから線線線線へのつながりでへのつながりでへのつながりでへのつながりで分分分分りりりり易易易易くくくく解説解説解説解説されされされされ、、、、

私私私私にとってもにとってもにとってもにとっても良良良良いいいい勉強勉強勉強勉強になりましたになりましたになりましたになりました。。。。マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト

選挙選挙選挙選挙とととと「「「「政権交代政権交代政権交代政権交代」」」」ののののスローガンスローガンスローガンスローガンでででで圧勝圧勝圧勝圧勝したしたしたした民主党民主党民主党民主党

へのへのへのへの期待期待期待期待がががが国民国民国民国民にににに幻想幻想幻想幻想をををを持持持持たせたせたせたせ易易易易いいいい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを持持持持ちちちち始始始始

めているめているめているめている政治状況政治状況政治状況政治状況のののの時時時時だけにだけにだけにだけに、、、、このこのこのこの忠告忠告忠告忠告はははは胸胸胸胸にににに落落落落ちちちち

るものがありまするものがありまするものがありまするものがあります。。。。    
    小沢幹事長小沢幹事長小沢幹事長小沢幹事長はははは、、、、来年来年来年来年 7777 月月月月のののの参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙にににに照準照準照準照準をををを合合合合

わせてわせてわせてわせて、、、、早早早早くもくもくもくも地方組織地方組織地方組織地方組織をををを含含含含めためためためた選挙指導選挙指導選挙指導選挙指導をををを開始開始開始開始しししし

ましたましたましたました。。。。このこのこのこの参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙でででで圧勝圧勝圧勝圧勝しししし、、、、両院単独過半数両院単独過半数両院単独過半数両院単独過半数

をををを確保確保確保確保してしてしてして民主党本来民主党本来民主党本来民主党本来のののの政治路線政治路線政治路線政治路線をををを直接実現直接実現直接実現直接実現するつするつするつするつ

もりでしょうもりでしょうもりでしょうもりでしょう。。。。これをこれをこれをこれを阻止阻止阻止阻止できるのはできるのはできるのはできるのは憲法憲法憲法憲法 9999 条条条条のののの平平平平

和和和和とととと国民主権国民主権国民主権国民主権をををを求求求求めるめるめるめる運動運動運動運動しかないしかないしかないしかない、、、、というというというという総括総括総括総括はははは、、、、

闘闘闘闘いのいのいのいの展望展望展望展望もももも指示指示指示指示していただいたようにしていただいたようにしていただいたようにしていただいたように思思思思いますいますいますいます。。。。    
    私私私私なりになりになりになりに、、、、このこのこのこの講演講演講演講演にににに付付付付けけけけ加加加加えたいえたいえたいえたい 2222 点点点点をををを申申申申しししし上上上上

げますげますげますげます。。。。第一第一第一第一はははは、、、、小沢小沢小沢小沢・・・・鳩山民主党鳩山民主党鳩山民主党鳩山民主党のののの階級的立場階級的立場階級的立場階級的立場でででで

すすすす。。。。中立中立中立中立というというというという立場立場立場立場はははは、、、、資本家階級資本家階級資本家階級資本家階級のののの立場立場立場立場にににに立立立立つつつつ者者者者

がががが自自自自らをらをらをらをカムフラージュカムフラージュカムフラージュカムフラージュするごまかしでしかありまするごまかしでしかありまするごまかしでしかありまするごまかしでしかありま

せんからせんからせんからせんから、、、、現代資本主義社会現代資本主義社会現代資本主義社会現代資本主義社会ではではではでは労働者階級労働者階級労働者階級労働者階級とととと資本資本資本資本

家階級家階級家階級家階級のののの二二二二つしかありませんつしかありませんつしかありませんつしかありません。。。。国民国民国民国民のののの期待期待期待期待にににに応応応応えてえてえてえて、、、、

民主党民主党民主党民主党がががが一時的一時的一時的一時的にはにはにはには革新政党革新政党革新政党革新政党のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すためにすためにすためにすために打打打打

ちちちち出出出出すすすす諸政策諸政策諸政策諸政策はははは、、、、共産党共産党共産党共産党のののの総選挙政策総選挙政策総選挙政策総選挙政策とととと重重重重なるなるなるなる部分部分部分部分

がががが多多多多くくくく、、、、これがこれがこれがこれが実現実現実現実現されればされればされればされれば共産党共産党共産党共産党のおのおのおのお株株株株をををを奪奪奪奪うこうこうこうこ

とにもなりますとにもなりますとにもなりますとにもなります。。。。しかししかししかししかし、、、、資本家階級資本家階級資本家階級資本家階級((((米日独占資本米日独占資本米日独占資本米日独占資本))))
のののの要求要求要求要求はははは、、、、民主党民主党民主党民主党のののの政策政策政策政策とはとはとはとは反対反対反対反対にににに、、、、労働政策労働政策労働政策労働政策((((雇雇雇雇
用用用用・・・・賃金賃金賃金賃金))))でもでもでもでも、、、、軍産複合体軍産複合体軍産複合体軍産複合体のののの軍事政策軍事政策軍事政策軍事政策でもでもでもでも、、、、社会保社会保社会保社会保

障政策障政策障政策障政策でもでもでもでも、、、、自民自民自民自民・・・・公明公明公明公明のののの政策政策政策政策そのままでありそのままでありそのままでありそのままであり、、、、国国国国

民向民向民向民向けのけのけのけの民主党民主党民主党民主党のののの政策政策政策政策をををを力力力力づくでづくでづくでづくで軌道修正軌道修正軌道修正軌道修正していくしていくしていくしていく

ことがことがことがことが予想予想予想予想されされされされ、、、、このこのこのこの圧力圧力圧力圧力にににに民主党民主党民主党民主党はははは抗抗抗抗しきれないしきれないしきれないしきれない

でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも今今今今はまだはまだはまだはまだ表面化表面化表面化表面化しししし

ていないていないていないていない民主党幹部民主党幹部民主党幹部民主党幹部のののの資本家階級的立場資本家階級的立場資本家階級的立場資本家階級的立場はははは変変変変わらなわらなわらなわらな

いのでいのでいのでいので、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも中立中立中立中立をををを装装装装いいいい続続続続けることができずけることができずけることができずけることができず、、、、

特特特特にににに参議院選後参議院選後参議院選後参議院選後にはにはにはには、、、、米日独占資本米日独占資本米日独占資本米日独占資本とととと急速急速急速急速にににに妥協妥協妥協妥協をををを

重重重重ねることになるからですねることになるからですねることになるからですねることになるからです。。。。第二第二第二第二はははは、、、、戦争戦争戦争戦争のののの経済的経済的経済的経済的

階級的性格階級的性格階級的性格階級的性格ですですですです。。。。戦争戦争戦争戦争はははは、、、、各各各各々々々々のののの国国国国のののの支配階級支配階級支配階級支配階級がががが利利利利

益追求益追求益追求益追求のののの為為為為にににに、、、、弱弱弱弱いいいい環環環環((((国国国国やややや地域地域地域地域))))のののの市場市場市場市場とととと労働力労働力労働力労働力をををを従従従従

属属属属させるものでさせるものでさせるものでさせるもので、、、、現代現代現代現代はははは資本家階級資本家階級資本家階級資本家階級のののの暴力的経済行暴力的経済行暴力的経済行暴力的経済行

為為為為ですですですです。。。。憲法憲法憲法憲法 9999 条条条条はこのはこのはこのはこの暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為にににに歯止歯止歯止歯止めをかけるめをかけるめをかけるめをかける

労働者階級労働者階級労働者階級労働者階級のののの武器武器武器武器ですですですです。。。。第一第一第一第一のののの問題問題問題問題もももも、、、、憲法憲法憲法憲法のののの国民国民国民国民

主権主権主権主権とととと生存権生存権生存権生存権のののの保障保障保障保障がががが武器武器武器武器となりますからとなりますからとなりますからとなりますから、、、、そのそのそのその意意意意

味味味味でもでもでもでも、、、、来年来年来年来年のののの参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙にににに向向向向けてけてけてけてのののの政治闘争政治闘争政治闘争政治闘争はははは憲憲憲憲

法法法法をかけたをかけたをかけたをかけた歴史的歴史的歴史的歴史的なななな山場山場山場山場になるのではないでしょうになるのではないでしょうになるのではないでしょうになるのではないでしょう

かかかか。。。。

 


