日本国憲法第九条（戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認）
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の
行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸空海軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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新しい年を迎えて

これを口実に軍備拡充を煽ろう

の解決を遅らせるだけでなく、

たす役割は極めて大きい。安部

しつつある今日、九条の会の果

九条改悪の動きが加速度を増

＊ 広範な国民運動の展開を

とする前近代的な手法と言わざ

内閣は手始めに憲法 条（改正

めぐる挑発的な発言は領土問題

るをえません。

の手続）について、改憲に必要
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＊ 外国メディアも安倍内閣に
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な定数を各議院の と決められ
ている現条項を過半数に改悪し

がれば消費者の生活は苦しくな

最近、右傾化が指摘される日

ようとしている。九条改悪への

＊ 安倍内閣の再現

本のメディアとは対蹠的に、外

り貧富の格差が拡大することは
明らかです。

ハードルを少しでも低くするた

昨年末の総選挙で安倍内閣が
再現しました。自民党は過半数

国の主要メディアから安倍内閣

稼働、米軍基地機能拡大など時
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国にならないよう憲法九条を堅
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九条の会は国のすみずみまで

どの支持で半分以上の議席を得

代に逆行する政策を公明、維新
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の議席を取りましたが比例区得
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“総選挙”は大方の予想ど

連立による安倍内閣が発足

いた（勿論、メディアの責
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辺野古の大浦湾
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比例代表で三割の得票率も

■３・１０原発いらない！
宮崎いのちの広場

10

【行 事 案 内】

ない政党が衆議院の六割を
越える議席を持って右旋回

12

手品じゃないよ、選挙は

している。まさに小選挙区
制という見え見えの仕掛け

・日時 ３月 日
・場所 宮崎中央公園
・ 時～ 時半 ステージ
（歌、踊り、郷土芸能）
・ 時～ 時 集会
・ 時～ デモ ２コース
に分かれて、県庁まで
※ 今年は、昨年、参加しな
かった「県労組会議」も加わ
ることになり、二千名規模の
“オール宮崎”を目指してい
ます。

14

■第 回憲法と平和を考
えるつどい

中央にあらわれたマジシャ 実害がないこと。・種や仕
ンは、観衆を見回しながら、 掛けがあることを分かった

◇ にこやかにステージの

うえで、手さばきの見事さ
を観るのであって、騙され

瀬口 黎生

真新しい一〇〇〇円札を取
り出し、ヒラヒラとさせ両

よくなるか、聞く価値あり。

である。・誰も損得がなく

２月 日
時～ 時 分
宮崎市総合体育館大会議室
題目「 世紀第三の転換期
における国民の選択」
講師「二宮厚美先生」神戸
大学名誉教授（経済学）
会費 五百円
問合先 宮崎中央法律事務
所 ℡ （２４） ８８２０
主催 日本科学者会議ほか
に過ぎない。
◇ 民意を代表しないこと
は歴然としている。公明や
維新と手を結べば、解釈改

杯息を吹きかける。紙幣の
屑は派手にステージに花吹

つどい講演の終了後すぐに、
「みやざき九条の会」主催
によるピースウォークが行
われますので、こちらもふ
るってご参加ください。コー
スは、会場を出たところか
ら出発し、宮崎駅構内を抜
けて、高千穂通り→山形屋
交差点→若草通り→宮崎駅
に戻り解散します。

“アベノミクス”で暮らしは

面を見せたうえで、造作も ることは承知のうえである
なく折り畳んで破いていく。 こと。などである。要する
三二枚、六四枚とちぎり裂 に騙し合うことを愉しむの
かれて掌に広がると、力一 である。

30

■ ピースウオーク

12

憲だけでなく、国民の意思
と関係なく、憲法改正の発

10

◇ しかしこれが選挙や政
治に関わる場面で出会わす

11

雪として舞う。息をのむ観 と、そう簡単に見逃せない。 議も可能となる。
衆はマジシャンの手の上に 民主党の行き詰まりで年末 ◇ これらは死票の多さと
現れた一万円札に目を奪わ に行われた選挙の結果は酷 共に、投票の意欲さえ奪っ
れる。
いものであった。民主党の てしまい、議会制民主主義
◇ そのプロの鮮やかな手 惨敗は誰もが予想していた。 そのものの死さえ望遠でき
さばきに、拍手が送られる。 その他は予測を越え、見苦 る。護憲勢力にとって、七
正月の時間つぶしの演芸で しい右往左往が繰り広げら 月に予定されている参院選
よく観る光景だ。
れた。
は、選挙制度の不備を咎め
◇ これを安心して観るの ◇ しかし、自民の圧勝を つつも、ゆるがせに出来な
には暗黙の約束があるから 誰が予測したであろうか。 い正念場である。

- 4 -

10

会費およびカンパのお願い

14 13

九条改憲の動き！ 本会の活動、いよいよがん
ばりどき。会費・カンパよろしくお願いします。
郵便局振込先
口座記号・番号：0176-4-131244
加入者名：みやざき九条の会
年会費千円、及びカンパ（一口千円）も
◇ 同封の振り込み用紙をご利用ください
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