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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    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ができてからができてからができてからができてから５５５５年年年年がががが経経経経ちちちち、、、、憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく状況状況状況状況もこのもこのもこのもこの間間間間にににに曲折曲折曲折曲折がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

自民党自民党自民党自民党・・・・公明党政権公明党政権公明党政権公明党政権、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣はははは九条九条九条九条をををを含含含含むむむむ憲法改悪憲法改悪憲法改悪憲法改悪をををを公然公然公然公然とととと掲掲掲掲げげげげ、、、、改憲法改憲法改憲法改憲法（（（（憲法憲法憲法憲法をををを改改改改訂訂訂訂するするするする

手続手続手続手続きききき法法法法））））をををを強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの法律法律法律法律はははは今年今年今年今年５５５５月月月月からからからから発効発効発効発効しますしますしますします。。。。自公政権自公政権自公政権自公政権はははは昨年昨年昨年昨年のののの衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙でででで惨敗惨敗惨敗惨敗

しししし、、、、民主党民主党民主党民主党をををを中心中心中心中心とするとするとするとする鳩山内閣鳩山内閣鳩山内閣鳩山内閣がががが発足発足発足発足したのはしたのはしたのはしたのは周知周知周知周知のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。鳩山内閣鳩山内閣鳩山内閣鳩山内閣はははは目下目下目下目下のところのところのところのところ金権疑惑金権疑惑金権疑惑金権疑惑

にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されされされされ、、、、平和平和平和平和にににに関関関関わるわるわるわる基地問題基地問題基地問題基地問題やややや国民国民国民国民のののの生活生活生活生活にににに関関関関わるわるわるわる緊急緊急緊急緊急のののの課題課題課題課題にまではにまではにまではにまでは手手手手がまわらないがまわらないがまわらないがまわらない状況状況状況状況ですですですです。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって、「、「、「、「改憲改憲改憲改憲」」」」というというというというフレーズフレーズフレーズフレーズもももも表表表表にににに出出出出てこなくなりましたてこなくなりましたてこなくなりましたてこなくなりました。。。。しかししかししかししかし、、、、民主党民主党民主党民主党のののの中中中中にはにはにはには自民党自民党自民党自民党よりよりよりより

もももも強硬強硬強硬強硬といわれるといわれるといわれるといわれる「「「「改憲改憲改憲改憲」」」」論者論者論者論者がいることはよくがいることはよくがいることはよくがいることはよく知知知知られるところですられるところですられるところですられるところです。。。。改憲法改憲法改憲法改憲法がががが施行施行施行施行されるとされるとされるとされると何時何時何時何時でもでもでもでも

「「「「改憲改憲改憲改憲」」」」をををを上程上程上程上程することができるわけですすることができるわけですすることができるわけですすることができるわけですからからからから、、、、次次次次ののの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「「「「改憲改憲改憲改憲」」」」勢力勢力勢力勢力がががが増増増増えればえればえればえれば一気一気一気一気にににに「「「「改改改改

憲憲憲憲」」」」論議論議論議論議がががが進進進進むむむむ可能性可能性可能性可能性はははは充分充分充分充分ありますありますありますあります。。。。    

    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もこのもこのもこのもこの５５５５年間年間年間年間にににに会員数会員数会員数会員数もももも増増増増ええええ、、、、県内各地県内各地県内各地県内各地にににに４０４０４０４０近近近近くのくのくのくの九条九条九条九条のののの会会会会がががが活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。

憲法九条憲法九条憲法九条憲法九条をををを守守守守りりりり広広広広めるめるめるめる活動活動活動活動はははは長期長期長期長期にににに及及及及ぶものでありぶものでありぶものでありぶものであり、、、、粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく継続継続継続継続するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは出来出来出来出来るるるる活動活動活動活動スタイルスタイルスタイルスタイル

のののの確立確立確立確立がががが望望望望まれますまれますまれますまれます。。。。活動活動活動活動がががが特定特定特定特定のののの人人人人にににに偏偏偏偏ったりったりったりったり、、、、情勢情勢情勢情勢のののの変化変化変化変化にににに焦焦焦焦るあまりるあまりるあまりるあまり無理無理無理無理なことをしようとするなことをしようとするなことをしようとするなことをしようとする

とととと、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな弊害弊害弊害弊害がががが生生生生じますじますじますじます。。。。活動活動活動活動のののの基本基本基本基本はははは「「「「個個個個々々々々のののの会員会員会員会員がががが無理無理無理無理をしないことをしないことをしないことをしないこと、、、、出来出来出来出来ることをするこることをするこることをするこることをするこ

とととと」」」」ですですですです。。。。    

    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ではではではでは昨年暮昨年暮昨年暮昨年暮れかられかられかられから、、、、会会会会のののの運営運営運営運営についてについてについてについて議論議論議論議論をををを重重重重ねねねね、、、、新新新新しいしいしいしい運営方法運営方法運営方法運営方法をををを試試試試みることにみることにみることにみることに

しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその概要概要概要概要をををを述述述述べますべますべますべます。。。。    
    
    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のののの新新新新しいしいしいしい運営体制運営体制運営体制運営体制    
        １１１１    事務局長制事務局長制事務局長制事務局長制のののの廃止廃止廃止廃止    

                                事務局長事務局長事務局長事務局長にににに過大過大過大過大なななな負担負担負担負担がかかるためがかかるためがかかるためがかかるため、、、、これにこれにこれにこれにかわるかわるかわるかわる新体制新体制新体制新体制にににに移行移行移行移行するするするする    

            ２２２２    世話人会世話人会世話人会世話人会のののの運営運営運営運営    

                            毎月開催毎月開催毎月開催毎月開催するするするする世話人会世話人会世話人会世話人会はははは持持持持ちちちち回回回回りりりり制制制制によるによるによるによる座長座長座長座長がががが運営運営運営運営するするするする    

            ３３３３    世話人会世話人会世話人会世話人会のののの役割分担役割分担役割分担役割分担    

                            世話人会世話人会世話人会世話人会のののの事務事項事務事項事務事項事務事項はははは世話人世話人世話人世話人がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって分担分担分担分担するするするする    

            ４４４４    ニュースニュースニュースニュースのののの編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行    

                            ・・・・連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項をををを中心中心中心中心にするにするにするにする新新新新しいしいしいしい「「「「ハガキニュースハガキニュースハガキニュースハガキニュース」」」」とととと    
                                ・・・・意見交換意見交換意見交換意見交換をををを中心中心中心中心とするとするとするとする「「「「封書封書封書封書ニュースニュースニュースニュース」」」」                                                                                                        
                        のののの二本立二本立二本立二本立てにするてにするてにするてにする    
    

＜＜＜＜変更変更変更変更のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とおとおとおとお願願願願いいいい＞＞＞＞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のののの運営運営運営運営ととととニュースニュースニュースニュースのののの発行発行発行発行についてについてについてについて上記上記上記上記のようにのようにのようにのように変変変変えることがえることがえることがえることが

世話人会世話人会世話人会世話人会でででで了承了承了承了承されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは成長成長成長成長したしたしたした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をさらにをさらにをさらにをさらに発展発展発展発展させるためのさせるためのさせるためのさせるための変更変更変更変更ですですですです。。。。通常通常通常通常

のののの運動組織運動組織運動組織運動組織のののの場合場合場合場合、、、、成長成長成長成長にににに対応対応対応対応するためよりするためよりするためよりするためより集中的集中的集中的集中的なななな体制体制体制体制にににに移行移行移行移行することがすることがすることがすることが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、みやざきみやざきみやざきみやざき九九九九

条条条条のののの会会会会ではではではでは仕事仕事仕事仕事をををを分散分散分散分散するするするする方向方向方向方向をををを選選選選びましたびましたびましたびました。。。。    

    これはこれはこれはこれは、、、、九条九条九条九条のののの会会会会がががが５５５５年間年間年間年間のののの活動活動活動活動のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、すべてのすべてのすべてのすべての世世世世話人話人話人話人がががが会会会会をををを運営運営運営運営することのすることのすることのすることの出来出来出来出来るるるる資質資質資質資質をををを

蓄積蓄積蓄積蓄積したというしたというしたというしたという判断判断判断判断によりますによりますによりますによります。。。。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守守守守りりりり、、、、広広広広めるめるめるめる」」」」というというというという一点一点一点一点でででで繋繋繋繋がるがるがるがる個人個人個人個人のののの組組組組

織織織織ですですですです。。。。活動活動活動活動はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの会員会員会員会員がががが無理無理無理無理のないのないのないのない形形形形でででで自覚的自覚的自覚的自覚的にににに行行行行うものですうものですうものですうものです。。。。次次次次にににに、、、、会会会会のののの運営運営運営運営にににに関関関関わるわるわるわる事柄事柄事柄事柄

とととと最近最近最近最近ののののテレビドラマテレビドラマテレビドラマテレビドラマにににに関関関関するするするする問題問題問題問題をををを扱扱扱扱ったったったった二二二二つのつのつのつの文章文章文章文章をををを掲載掲載掲載掲載しますしますしますします。。。。これについてこれについてこれについてこれについて、、、、みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの御意御意御意御意

見見見見・・・・感想感想感想感想ををををハガキハガキハガキハガキ又又又又ははははメールメールメールメールでおでおでおでお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。    次回次回次回次回のののの封書封書封書封書ニュースニュースニュースニュースはははは寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた御意見御意見御意見御意見・・・・感想感想感想感想をををを中心中心中心中心

にににに編集編集編集編集したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

        御意見御意見御意見御意見・・・・感想感想感想感想のののの送付先送付先送付先送付先：：：：    880880880880----0924092409240924 宮崎市郡司分甲宮崎市郡司分甲宮崎市郡司分甲宮崎市郡司分甲 5227522752275227----34343434    藤原藤原藤原藤原宏志宛宏志宛宏志宛宏志宛    

                                                    EEEE----mail: hiroshi.fujiwara@lup.bbiq.jpmail: hiroshi.fujiwara@lup.bbiq.jpmail: hiroshi.fujiwara@lup.bbiq.jpmail: hiroshi.fujiwara@lup.bbiq.jp    
    
代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人のののの追加追加追加追加についてについてについてについて    

    ２２２２月月月月２２２２２２２２日世話人会日世話人会日世話人会日世話人会でででで牧村牧村牧村牧村    進氏進氏進氏進氏をををを新新新新しくしくしくしく代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人にすることをにすることをにすることをにすることを決決決決めましためましためましためました。。。。牧村牧村牧村牧村さんはさんはさんはさんは本会本会本会本会のののの事事事事

務局長務局長務局長務局長としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍してこられましたがしてこられましたがしてこられましたがしてこられましたが、、、、前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり事務局長事務局長事務局長事務局長というというというというポストポストポストポストをををを廃止廃止廃止廃止することになりましすることになりましすることになりましすることになりまし

たたたた。。。。牧村牧村牧村牧村さんのさんのさんのさんの経験経験経験経験とととと能力能力能力能力はははは貴重貴重貴重貴重でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後ともともともとも本会本会本会本会のののの発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与していただくためしていただくためしていただくためしていただくため代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人になになになにな

ってもらうことになりましたってもらうことになりましたってもらうことになりましたってもらうことになりました。。。。牧村氏牧村氏牧村氏牧村氏のののの一層一層一層一層のののの活躍活躍活躍活躍をををを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    
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２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度    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交流会会交流会会交流会会交流会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    
    宮崎県内宮崎県内宮崎県内宮崎県内のののの九条九条九条九条のののの会会会会にににに交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて意向意向意向意向をおをおをおをお尋尋尋尋ねしましたねしましたねしましたねしました。。。。そのそのそのその    
結果結果結果結果、、、、県内交流会県内交流会県内交流会県内交流会をををを開催開催開催開催したいというしたいというしたいというしたいという意見意見意見意見がががが多数寄多数寄多数寄多数寄せられましたのでせられましたのでせられましたのでせられましたので、、、、５５５５月月月月    
1111５５５５日日日日（（（（土土土土））））13131313：：：：00000000～～～～宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館にてにてにてにて開催開催開催開催をををを目途目途目途目途にににに準備準備準備準備をををを進進進進めていまめていまめていまめていま    
すすすす。。。。同時同時同時同時にににに各九条各九条各九条各九条のののの会会会会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況やややや問題点問題点問題点問題点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたところきしたところきしたところきしたところ、、、、活発活発活発活発    
なななな活動活動活動活動をををを展開展開展開展開されているされているされているされている会会会会もももも多数多数多数多数ありますがありますがありますがありますが、、、、ややややややややマンネリマンネリマンネリマンネリ気味気味気味気味になりになりになりになり、、、、中中中中    
心心心心になってになってになってになって活動活動活動活動するするするする人人人人にににに負担負担負担負担がががが重重重重なっていたりなっていたりなっていたりなっていたり、、、、財政的財政的財政的財政的にににに苦苦苦苦しいところもあしいところもあしいところもあしいところもあ    
るるるる様子様子様子様子がわかりましたがわかりましたがわかりましたがわかりました。。。。今度今度今度今度のののの交流会交流会交流会交流会でこれらのでこれらのでこれらのでこれらの実情実情実情実情をををを交流交流交流交流しししし具具具具体的体的体的体的なななな解決解決解決解決    
策策策策についてについてについてについて話話話話しししし合合合合いたいといたいといたいといたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    
    日時日時日時日時：：：：２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年５５５５月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（日日日日））））１３１３１３１３：：：：１５１５１５１５～～～～（（（（13:0013:0013:0013:00 開場開場開場開場））））    時間厳守時間厳守時間厳守時間厳守でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

                    （（（（13:0013:0013:0013:00 からのからのからのからの会場設営会場設営会場設営会場設営をををを手伝手伝手伝手伝えるえるえるえる方方方方はははは 12:12:12:12:45454545 にににに会場会場会場会場におにおにおにお集集集集まりまりまりまり下下下下さいさいさいさい））））    

    会場会場会場会場：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎市民市民市民市民プラザプラザプラザプラザ４４４４階階階階    ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー１１１１    

○ 上記交流会準備会上記交流会準備会上記交流会準備会上記交流会準備会：：：：４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））13:0013:0013:0013:00～～～～    宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所    くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール    
                    
    
２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日ピースピースピースピースウォークウォークウォークウォークのののの中止中止中止中止についてについてについてについて        

    ２２２２月月月月１１１１１１１１日午後予定日午後予定日午後予定日午後予定しておりましたしておりましたしておりましたしておりました恒例恒例恒例恒例ののののピースピースピースピースウォークウォークウォークウォークはははは当日降雨当日降雨当日降雨当日降雨のためのためのためのため中止致中止致中止致中止致しましたしましたしましたしました。。。。なおなおなおなお、、、、

中止中止中止中止にあにあにあにあたりたりたりたり連絡等連絡等連絡等連絡等でででで不行不行不行不行きききき届届届届きがあったことをおきがあったことをおきがあったことをおきがあったことをお詫詫詫詫びびびび致致致致しますしますしますします。。。。    

    

    

当面当面当面当面のののの予定予定予定予定についてについてについてについて    
        交流会準備会交流会準備会交流会準備会交流会準備会    ４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））１３１３１３１３：：：：００００００００    於於於於：：：：宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所    くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール    

        2010201020102010 交流会交流会交流会交流会            ５５５５月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（日日日日））））１３１３１３１３：：：：１５１５１５１５    於於於於：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎市民市民市民市民プラザプラザプラザプラザ４４４４階階階階ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー１１１１    

    世話人会世話人会世話人会世話人会                        ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０    於於於於：：：：宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所宮崎中央法律事務所    くすのくすのくすのくすの樹樹樹樹ホールホールホールホール    

    

********************************************************************************************************************************イイイイ    ベベベベ    ンンンン    トトトト    案案案案    内内内内********************************************************************************************************************************    

    

■■■■    ピースピースピースピースウウウウォークォークォークォーク    ５５５５月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））12:3012:3012:3012:30～～～～13:30 13:30 13:30 13:30 宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口――――高千穂通高千穂通高千穂通高千穂通りりりりーーーー山形屋交差点山形屋交差点山形屋交差点山形屋交差点    

                                            ――――若草通若草通若草通若草通りりりり――――宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口宮崎駅西口    

■■■■    第第第第６８６８６８６８回憲法回憲法回憲法回憲法とととと平和平和平和平和をををを考考考考えるつどいえるつどいえるつどいえるつどい    
『『『『東東東東アジアアジアアジアアジア近代近代近代近代のののの歴史歴史歴史歴史からからからから平和平和平和平和をををを考考考考えるえるえるえる～～～～韓国併合韓国併合韓国併合韓国併合 100100100100 年年年年、、、、憲法憲法憲法憲法いかしたいかしたいかしたいかした平和外交平和外交平和外交平和外交へへへへ』』』』    

講講講講    師師師師：：：：明治大学教授明治大学教授明治大学教授明治大学教授のののの山田山田山田山田    朗朗朗朗さんさんさんさん。。。。    

とととと    きききき：：：：５５５５月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

ところところところところ：：：：    宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館宮崎市中央公民館 3333 階大研修室階大研修室階大研修室階大研修室    

――――今回今回今回今回のののの講演講演講演講演はははは、、、、現現現現情勢情勢情勢情勢ににににマッチマッチマッチマッチしたしたしたした内容内容内容内容でででで、、、、たいへんたいへんたいへんたいへん貴重貴重貴重貴重かつかつかつかつ有意義有意義有意義有意義なななな話話話話しがしがしがしが聞聞聞聞けるとけるとけるとけると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    ぜひぜひぜひぜひ若若若若いいいい人人人人をををを一人一人一人一人づつづつづつづつ連連連連れてれてれてれて参加参加参加参加しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

資料代資料代資料代資料代としてとしてとしてとして 500500500500 円円円円いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

主主主主    催催催催：：：：日本科学者会議宮崎支部日本科学者会議宮崎支部日本科学者会議宮崎支部日本科学者会議宮崎支部、、、、宮崎民主法律家協会宮崎民主法律家協会宮崎民主法律家協会宮崎民主法律家協会、、、、協賛協賛協賛協賛：：：：憲法憲法憲法憲法とととと平和平和平和平和をををを守守守守るるるる宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県連絡会連絡会連絡会連絡会    

    （（（（このこのこのこの「「「「つどいつどいつどいつどい」」」」はははは、、、、他団体他団体他団体他団体のののの主催主催主催主催ですがですがですがですが、、、、本会本会本会本会もももも関連行事関連行事関連行事関連行事としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、ごごごご案内案内案内案内いたしますいたしますいたしますいたします））））    

    
    

★★★★    2010201020102010 年会費年会費年会費年会費およびおよびおよびおよびカンパカンパカンパカンパのおのおのおのお願願願願いいいい    
    当会当会当会当会のののの年会費千円年会費千円年会費千円年会費千円はははは主主主主にににに通信通信通信通信、、、、消耗品費消耗品費消耗品費消耗品費としてとしてとしてとして使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。現在現在現在現在のののの財政状況財政状況財政状況財政状況はははは当会当会当会当会がががが今後息今後息今後息今後息のののの長長長長

いいいい多面的活動多面的活動多面的活動多面的活動をををを展開展開展開展開するうえでするうえでするうえでするうえで充分充分充分充分とはいえませんとはいえませんとはいえませんとはいえません。。。。そこでそこでそこでそこで世話人会世話人会世話人会世話人会ではではではでは 2010201020102010 年会費年会費年会費年会費にににに加加加加えてえてえてえて任意任意任意任意カカカカ

ンパンパンパンパ（（（（一口一口一口一口：：：：千円千円千円千円））））をおをおをおをお願願願願いすることにしましたいすることにしましたいすることにしましたいすることにしました。。。。    

    同封同封同封同封ししししたたたた（（（（振振振振りりりり込込込込みみみみ用紙用紙用紙用紙））））をををを用用用用いいいい 2010201020102010 年会費年会費年会費年会費にににに加加加加えてえてえてえて、、、、できればできればできればできればカンパカンパカンパカンパもももも併併併併せてせてせてせて振振振振りりりり込込込込んでんでんでんで頂頂頂頂きまきまきまきま

すようおすようおすようおすようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                                                
            郵便局振郵便局振郵便局振郵便局振りりりり込込込込みみみみ先先先先    

                            口座記号番号口座記号番号口座記号番号口座記号番号        ：：：：０１７６００１７６００１７６００１７６０－－－－４４４４－－－－１３１２４４１３１２４４１３１２４４１３１２４４    

                            加入者名加入者名加入者名加入者名                ：：：：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    

                            年会費年会費年会費年会費                    ：：：：１０００１０００１０００１０００円円円円    

                            カンパカンパカンパカンパ（（（（任意任意任意任意））））    ：：：：一口一口一口一口１０００１０００１０００１０００円円円円    
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2010 年 3 月 

九条を守る運動の発展をめざして 

                      みやざき九条の会代表世話人 藤原宏志 

１１１１    ホッケホッケホッケホッケのはなしのはなしのはなしのはなし 

 ホッケという魚は寒い北海の底に生息する根魚である。普通の魚にある浮き袋がない。

したがって、海中を泳ぐときは尾びれを強振し水を後方に蹴らなければ前進・浮上するこ

とができない。春になると流氷が溶けるとともに、流氷が蓄えていた養分が海中に放出さ

れプランクトンが大量発生する。海の表面近くに浮遊するプランクトンはホッケの餌であ

るが、根魚で浮き袋のないホッケは海の表面まで泳ぎ上がり浮遊する餌を捕まえるのは苦

手である。おまけに海面近くにはホッケの天敵であるカモメが待ちかまえている。ホッケ

が餌を手に入れるためには、海面に浮遊するプランクトンをかき集め、カモメの届かない

深さまで持ってくる驚異の作業が必要になる。 

 そこでホッケは数万匹の大群で海中に大きな渦をつくり、その渦の力で海面近くのプラ

ンクトンを吸い寄せ海面下数メートルまで引き込むのである。その渦の水流は秒速 0.5ｍ、

これでも人間を巻き込むほどの力になる。 

 この海中渦をつくるためホッケはホッケ柱と呼ばれる群体をつくる。これは、数万匹の

ホッケが輪を描きながら一斉に海面めがけて上昇する。海中でみるとその群は十数メート

ルの柱状になることからホッケ柱と呼ばれている。この柱は浮き袋のないホッケが尾びれ

を強振し海面に向かって泳ぐ結果、尾びれに押された海底向けの水流が発生して渦を形成

する。渦に巻き込まれたプランクトンは海面下数メートルまで引き込まれホッケの餌とな

る。餌を食べたホッケは後続のホッケに席をゆずるため下降し、また上昇する。こうして

ホッケはカモメの襲撃を受けることなく、海面近くに浮遊する餌・プランクトンを捕食す

るのである。 

 ２２２２    ホッケホッケホッケホッケのののの「「「「群知能群知能群知能群知能」」」」 

 ホッケ柱の観察で判ったことの一つに、この見事な集団行動に「リーダーはいない」と

いう事実がある。これはもっとも重要な事実と思われる。集団行動には集団を指導する、

あるいは集団に命令する統率力のあるリーダーが必要という既成概念が私たちの中にある

のではなかろうか？  ホッケ群にはリーダーがいないのになぜ統一された行動がとれるの

か？ 

  ホッケホッケホッケホッケのののの約束約束約束約束・・・・行動基準行動基準行動基準行動基準    

 ホッケは持ってうまれた本能、永い進化の過程で遺伝子に組み込まれた行動基準を持っ

ている。その基準は次のとおりである。 

 ・互いにぶつからない・中心に向かって動く・上に向かって動く ・捕食したら下方に

動く 

 各個体がこの単純な条件を備えていれば、リーダーがいなくても周辺の状況に応じて、

個々の判断で複雑な集団行動をとることができ、結果として集団・群に利益をもたらすこ

とができる。難しい理論はともかくとして、これが「群知能(Swarm Interigence)」と呼ば

れる科学である。群知能という考え方は生物行動の観察から生まれ、いまやロボット工学

や自動制御という先端科学の発展に大きく寄与している。 
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 ３３３３    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 

  小森陽一氏小森陽一氏小森陽一氏小森陽一氏のはなしのはなしのはなしのはなし    

 「九条の会」の事務局長である小森陽一氏は 2005年 12月に開かれた全国交流集会で「九

条の会」の運動について「人間の信頼関係を再構築する運動」であるとし「極めて伝統的

な日本社会の民衆の文化的な記憶に根ざした運動だと、私は誇りを持っています。講とい

う運動のあり方なんです。頼もし講とか無尽講って聞いたことがあると思います。（中略）

実は今そういうことを私たちはやっているのです。（中略）今のギスギスになってバラバ

ラにされている社会を、もう一回人間らしい社会として取り戻す。そいう運動だというこ

とです。」と述べている。 

 運動体としては、少なくとも従来の運動体に較べ曖昧であり、組織的には脆弱に見える

かもしれない。九条の会は九人の識者による短い呼びかけ文に呼応する集団であり、強い

ていえば、「憲法九条を守りましょう。世界に広げましょう」という、一点での個人の集

まりであり、思想・信条などの違いを越えた集まりである。いわば、きわめて単純・簡潔

な絆・約束であるといえよう。 

  世話人会世話人会世話人会世話人会のののの運営運営運営運営についてについてについてについて    

 みやざき九条の会は発足して５年が過ぎようとしている。九条の会の主役は会員である

が、会の日常的な活動は世話人会に負うところが大きい。とりわけ世話人会事務局の負担

は会が大きくなり活動が広がる中で過重になってきている。ゆるやかな組織である九条の

会は指揮命令系統が整備された組織と異なり、会員有志の自発による世話人会で運営され

ており代表世話人も特別扱いはされない。会運営の実務は会が発展するにつれ増加するこ

とはあっても減ることはない。これは発足当初から予測されたことであり、ことばを換え

れば会が発展し、新しい段階にきたことの証でもある。会のゆるやかさを残したまま増大

する実務に対処する方法を考えなければならない。 

 これまで世話人会の運営は事務局長を中心に行ってきたが、事務局長の負担が増える一

方、世話人会の経験も蓄積され、各世話人が事務局運営を遂行することが可能になったと

判断される。そこで新しい事務局運営として、各世話人が毎回交番して座長となり世話人

会を運営するとともに、事務局長を廃止することが提案されている。世話人は会の運営に

必要な事項を各自分担し、増加が予想される実務に対応する体制をとることになる。 

   いまこそいまこそいまこそいまこそ「「「「九条九条九条九条をををを守守守守るるるる運動運動運動運動」」」」をををを    

 日本国憲法第九条は世界平和を実現する確かめられた究極の手段である。それ故に「世

界の宝」なのである。オバマ米大統領の「核廃棄」へ向けたメッセージは核使用の前歴が

ある国の指導者の発言として意味があるが、憲法九条と較べれば小さな一歩であろう。 

 約束ごとが単純であれば、組織としての体をなさないのではないかという不安もあろう。 

 しかし、ホッケはリーダーもなく、個体の単純な行動基準で見事な集団・群行動を行っ

ている。 

 九条の会は「憲法九条を守ろう、広げよう」という単純な行動基準のもとで、会員がそ

れぞれの状況に応じて工夫し、出来る範囲で活動することにより平和な世界を作ろうとす

る運動である。あくまでも「自分のできる範囲で自分のやり方」で進めることである。時

には井戸端会議で戦争の怖さを話すこと、お年寄りから戦時中の苦労を聞くこと、そんな

小さな一歩、半歩が「九条を守り、広げる」ことになる。 
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みやざき九条の会 ミニ講演の要旨 2010.2.22 於：中央法律事務所３Ｆ  

今、なぜ｢坂の上の雲｣か（上） 

             －日清戦争までを中心に－ 

             瀬口
せ ぐ ち

 黎生
ひ で お

 

１．はじめに  

 昨年の暮れ、ＮＨＫは司馬遼太郎の上記の作品を全５回計 7 時間半の大型ドラマとして放映

しました。この小説は 70 年安保の時代の約 4 年にわたって産経新聞の夕刊に連載され、その

後単行本や文庫本にもなって、大ベストセラーとなり広くサラリーマンを中心に読まれた「歴

史物語」で、2000 万部にも及ぶ発行部数です。  

２．どんな読み物か  

 幕末のわが国はアジアの他の国と同様植民地化の危機にありました。明治維新によってとも

かくも乗り切ります。この明治の開化期から日露戦争までを、坂の上の雲を目指して駆け上が

って行くものとして捉え、伊予松山出身の秋山好古、真之という帝国陸海軍の主要な役割を果

たした軍人と、正岡子規という現代俳句や短歌の改革をした三人の人物に託したエピソードで

つないで「明るい明治」として描いたものです。  

 司馬は第二次大戦末期に繰り上げ卒業して、満州北部の戦車部隊に学徒出陣し、敗戦間際に

本土決戦のため栃木に配属されます。ここでの体験を後にエッセイで、九十九里浜に米軍が上

陸しそこに出撃する時、避難民とぶつかるがどう行動するのかが問題になり、踏み潰して行け

との命令に、「なぜこんな馬鹿な戦争をする国に生まれたのだろう?いつから日本人はこんな

馬鹿になったのだろう?」との疑問を持ち、「昔の日本人はもっとましだったに違いない」と思

い小説を書くようになったと述懐しています。明治の日露戦争までの日本はまともだった。そ

れ以後軍部によって駄目になる。これが「坂の上の雲」の背骨をなす思想です。つまり「明る

い明治」と「暗い昭和」という捉え方です。単純化するとこれが司馬史観といわれるものです

が、実証性を主張するにもかかわらず、資料の誤読、資料批判の不徹底、創作の割り込みや誇

張など、歴史家の間では史観と呼ぶには値しないと考えられています。  

 戦後、司馬は新聞記者として出発しますが、1961 年から作家生活にはいります。彼の書く

歴史物は歴史を今の時点から俯瞰して、一つの物語として見ながら、エピソードとして綴って

行くという特徴があります。その語り口の巧みさから広く読まれました。国民作家と呼ばれる

所以です。しかし本質は一般受けのするジャーナリストだと私は考えています。  

司馬遼太郎の作品は右にも左にも受け入れられやすさ持っており、それゆえ危ういと小森陽一

さんは指摘しています。  

3. ドラマ化はどう企画されどう作られているか  

 司馬は生前ミリタリズムに流れることを危惧して、この作品の映像化を断ってきました。し

かし、死後もドラマ化の策動は続きました。そして数年前から周到に計画され、３年がかりの

大型ドラマとして作られることになりました。ＮＨＫはその制作意図を書物が読まれなくなっ

ているし、暗い時代なので若者に元気を出して欲しくて作ったと語っているそうです。本当に

そんなことでしようか。  
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 ドラマ化にあたって、大勢の脚本家がかかわり原作にかなりの手が加わっています。しかし

本質は変わっていません。司馬史観の持つ根本的な弱点は何ら克服されてはいませんでした。

それは明治の初め、江華島事件を起こした時から日本の朝鮮や中国に対する侵略的な介入につ

いて、ほとんど触れないか歪められているからです。  

 江華島事件では黒船が品川沖にきて開国を強要し、やがて不平等条約を日本に押しつけたの

と同じことを、同じ手口で朝鮮にします。日清戦争は朝鮮支配をめぐる清国と日本の覇権の争

奪です。当時朝鮮は鎖国と開国の間で揺れていました。そのきっかけとなったのが、東学農民

蜂起です。政府の悪政と搾取に苦しんだ全羅道の貧農が、1894（明治 27）年２月に立ち上が

り、人権の回復､両班や官吏の悪政をただし、封建的搾取を制限して､反日を要求します。4 ヵ

月の戦いに敗れた政府軍は妥協をはかると同時に、清に武力介入を要請しました。清は牙山に

軍隊を送りますが、すぐ日本も対抗して仁川に兵を送りソウルに進駐しました。  

 7 月 25 日に東郷の日本艦隊は仁川沖で清国の増援軍を輸送していたイギリスの輸送船を撃

沈します。実際の宣戦布告は 8 月 1 日です。しかし、実質的な戦争は 7 月 23 日、日本軍が朝

鮮王宮を占領して武装解除を行い国王に清国軍の撤退を強要した時に始まっていました。11

月には旅順まで攻め込んでいます。日清の介入を危惧して、いったん手を引いた東学農民軍が

再び「反日」を掲げて蜂起をおこし、多数の虐殺事件に見舞われます。  

 戦後、朝鮮政府の実権を握ってロシアへの接近をはかった閔妃を、王宮に侵入して殺害した

「閔妃暗殺」事件や下関条約などを含めて全体を把握することが大切と思われますが、司馬も

ＮＨＫのドラマも素通りしています。  

 ドラマでは東郷の仁川沖の「豊島沖海戦」のみを取り上げ、引き返しを要求して拒否され撃

沈したが、国際法上問題のなかったことを強調して正当化しています。その他の侵略的行為の

歴史的事実は司馬作品にもドラマからも消されてしまっているのです。  

 「王宮占拠」についての正式の『日清公刊戦史』も「王宮を囲みし際の情況報告の件」とい

う外交文書も偽りであることが、1994 年福島県立図書館所蔵の｢佐藤文庫｣文書で判明しまし

た。驚くべきことです。 

４．おわりに 

 おそらくこの企画が具体化した時の政治状況と現在は異なっています。憲法を変えるには２

つの関門を越えなければならないことは誰でも承知しています。5 月には国民投票法が発効し

ます。 

 国民の政治意識にそれとなく働きかけて操作するには、歴史意識の変更を企てるのが有効と

心得ているに違いありません。「坂の上の雲」のドラマ化は絶好のものだったでしょう。これ

からも、２年間は年末に全国で見られることになります。先日亡くなった九条の会の代表世話

人であった加藤周一さんは「司馬遼太郎の史観は天才主義である。天才たちは政治的支配層の

力関係の中で動き、……民衆が演じた役割と、経済的な要因がもったであろう意味は、ほとん

ど描かれず､分析されない。……それ故に変革期を扱いながら、かえって現状肯定派を大量に

生みだす皮肉な結果を生んでいる」と述べています。このことは自由主義史観研究会の藤岡信

勝らの｢新しい歴史教科書を作る会｣が司馬史観の信奉者であることからも了解されます。 

 私たちはこれらのソフトパワーの仕掛けを見抜いて、きっちりと対峙しなければなりません。

今年末のＮＨＫドラマ放送の後、再度論評したいと思います。  
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