
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆いちばん星通信２０１６．春  №３９

  

  

 

戦争法の廃止を求める全国統一署名に引き続きご協力ください！ 

前回の通信に署名用紙を同封させていただき、早速何人かの方々からご返送いただきました。ありが

とうございます。（現在、約 500筆） １筆でも多くの署名を届けたいと思いますので、再度用紙を同封し

ます。ご協力よろしくお願いします！（用紙はコピーしてお使いください。返送はいちばん星へ） 

 

 

 

岡野八代さん（同志社大学教授） 講演会 

民主主義ってなんだ？－憲法が生きる社会をめざして 

３月５日（土）18:30～ 豊中市立ローズ文化ホールにて 

    （阪急 庄内駅下車） 資料代：500円 （学生、障害者は無料） 

民主主義とは何か、立憲主義はなぜ必要か？ご一緒に考えましょう。 

主催：戦争廃止・豊中市民アクション実行委員会 

★いちばん星も主催団体です。ぜひご参加ください。お手伝いも

歓迎します。 

いよいよ正念場となりました。安倍政権の暴走を止めるのは、私たち市民の「日本の民

主主義、平和主義は絶対まもる！」という強い意志と行動しかありません。小さなアク

ションも集まれば大きな力になります。ご一緒に、できることをやっていきましょう！ 

「九条の会」の緊急抗議と行動の呼びかけをご紹介します。ぜひお読みください。 

今年の５月３日は扇町公園へ！ 

毎年 5 月 3 日は豊中で市民パレード

を行っていますが、今年は扇町公園

にて 2 万人規模の府民集会が予定さ

れています。豊中からも駆けつけた

いと思いますので、皆様ご予定くだ

さい。くわしくは追ってお知らせし

ます。 

 

＜九条の会緊急記者会見アピール＞  

安倍首相の九条明文改憲発言に抗議する 

 安倍晋三首相は、２月３日と４日と５日の連日、衆議院予算委員会の審議において、戦力の不保持を

定めた憲法９条２項の改定に言及しました。その際に、「７割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いをも

っている状況をなくすべきだ」という逆立ちした我田引水の理屈や、「占領時代につくられた憲法で、時

代にそぐわない」という相も変わらぬ「押しつけ憲法」論などを理由に挙げました。これらは、同首相

が、憲法 9 条の意義を正面から否定する考えの持ち主であることを公言するものに他なりません。 

 昨年９月、政府・与党は、多くの国民の反対の声を押し切って、日本国憲法がよって立つ立憲主義を

くつがえし、民主主義をかなぐり捨てて、９条の平和主義を破壊する戦争法（安保関連法）案の採決を

強行しました。この時は、「集団的自衛権の限定行使は合憲」、「現行憲法の範囲内の法案」などと、従来

の政府見解からも逸脱する答弁で逃げ回りました。ところが今度は、そうした解釈変更と法律制定によ

る憲法破壊に加えて、明文改憲の主張を公然とするに至ったのです。それは、有事における首相の権限

強化や国民の権利制限のための「緊急事態条項」創設の主張にも如実に現れています。  

 私たち九条の会は、自らの憲法尊重擁護義務をまったくわきまえないこうした一連の安倍首相の明文

改憲発言に断固抗議します。２００７年、９条改憲を公言した第１次安倍政権を退陣に追い込んだ世論

の高揚の再現をめざして、戦争法を廃止し、憲法９条を守りぬくこと、そのために、一人ひとりができ

る、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。 

                             2016 年 2月 8日  九条の会 

みんなの力で 

戦争法廃止！ 

改憲阻止！ 



      ３万円に子育て支援… 自民党って結構いいかも？ イヤイヤ、実はねぇ… 

2016年 2月 6日（土）、「あの」山本太郎さんが豊中にやってきて、すてっぷホールでトークライブを開きました。 

原発のこと、安保法制、ワーキングプアー・・・硬い、難しい政治の話を分かりやすくホットに解説。 

「３万円くれるって？ ええやん！」、「子育て給付金も増額？・・・自民党って結構いいかも！」  

みなさん、だまされたらダメですよ！ みーーーんな選挙目当ての目玉セールなんだから。 

消費増税の一方で法人税減税。給付金は、子育て予算を大幅に削ってきた分の半分を戻すだけ。 

正規の 1/3にも満たない賃金で働く非正規雇用の拡大で嬉しいのは誰？ 選挙が終わったら 

地獄が待っているんですよ、と。 

豊富な資料を元に、安倍政権の進める政策を分かりやすい表にし、熱い思いのこもった言葉が機関銃のように飛び

出すトーク・トーク・トーク。 政治を動かしてるのは誰？ なぜ政治家は選挙の時しか主権者の方を向かない？ 武器

輸出ってどんどん進めていいの？・・・安倍さんが、耳障りのいい言葉で語る政策の裏には全てスポンサーの意向が

働いている。 経団連や、ごくごく一部の富裕層のための政策が周到に仕掛けられ、見えないところで進行中。権力を

監視する役割のマスコミはなぜ本当のことを伝えない？ だって、広告費を出してくれる企業には逆らえないでしょ！ 

政治家は、選挙でヒト・モノ・カネを提供してくれる企業や組織の利益のために働く・・・お世話になったらお返ししないと

ね。そしてアメリカ様には絶対逆らえない。  

ワイドショーにうつつを抜かしている間に、日本の社会はとんでもないことになってしまっている・・・本当は怖い永田町

の裏話。 太郎さんの国会質問は、ＮＨＫをジャックした「リベラル側のワイドショー」のようなもの？ 今までこんな風に

分かりやすく政治を語る議員はいなかったよね！  

勉強が苦手だったという太郎さん、でも頭の回転の速さは飛び抜けている。原発事故で目覚め、本当のことを言った

ら芸能界から追い出された。一途な思いが高じて政治家になった。「本当のことを言ってなにか不都合でも？」 

憲法学者の小林節さんがいう通り、「政治は山本太郎の天職」だ。 

すてっぷホールを埋めつくした市民と一緒に集合写真、「野党は共闘！」 

ぶっつけ本番、力量以上に背伸びしたイベントをきっちり支えていただ 

いたスタッフのみなさん、本当にありがとうございました。 そしてお疲れ 

さまでした。 

絶望の国のかすかな希望・・・  

太郎さんに連動して、一緒に動きましょう！  （坂本 洋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の平和と安全の国際会議に参加して 

会議の名前は Women leaders in peace building and rebuilding lives（平和の構築と生活の再建における女性のリーダ

ー？って訳したらいいのかな？） 

私たちは、日本から、被爆者の問題と、福島の支援、沖縄の基地問題、そして、女性の活動について報告した。 

オーストラリアやフィジー、シンガポール、チェジュ（韓国）からの参加者がそれぞれ自分の国での問題をレポート、難

    しくてよく分からないところもあったけど、チェジュ島の基地反対運動は、沖縄 

    の辺野古とよく似ていた。 

    フィリピンでは、スービックの米軍基地撤退の闘いで勝利したわけだけど、後に

    残された 女性とその子どもたちの問題が戦後日本とそっくりだと思った。 

    主催者側の、日本文化を知りたいと言う希望で、琉球舞踊の真似事や相馬盆

歌を会場で皆さんも交えて踊ったり、コラソンが「ソリダリ・ティ」（団結茶会？）と名付けたお茶会をしたり…会場でも着

物姿で参加し、熱烈な歓迎を受けたり。取りあえず よく食べよく踊った会議だった。（笑） 

報告集はまだ読み切れていないので、学習面ではまだ不十分だけど…。        （2016年 1月 大口 彰子） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            沖 縄 旅 日 記         

☆嘉手納の米軍基地と道路を隔てただけの道の駅「かでな」 

屋上に上ったとたんに、目の前で真っ黒な機体が火を吐きながら急発進、ものす 

ごい轟音と衝撃がおそいかかってきました。恐怖で涙があふれました。その後も 

次々と戦闘機は発進と着陸を繰り返していきました。 

☆宜野湾市のど真ん中に広がる普天間飛行場を、嘉数高地から見下ろして 

「米軍機が落ちた国際大学はあそこです」と教えてくれたのは地元の男性。 

「米軍が墜落現場にバリケードを張って沖縄の警察や消防は手も触れられなか 

った。あっというまに機体から何からみんな持って行ってしまった。」 

日米地位協定で米軍の所有物や関係者には日本は手出しができない。 

「大阪でも米軍機が落ちたら同じことが起こる？」 「起こらないですね」 えっなぜ？ 

「本土だったら米軍は住民感情に配慮しますから。でもここ沖縄では米軍は配慮なんかしない。あれは沖縄だか

ら起こったんです。」 重い言葉でした。「放射線防護のマークをつけた兵士が大勢いました。核兵器を搭載してい

たにちがいない。」  さらに男性は飛行場の奥を指さして、「あれをごらんなさい、オスプレイですよ」 

☆チビチリガマにて 

「昔はジャングルでした」 地元の方のご案内で繁みに分け入るとそこは大きな窪地、その奥にぽっかりと洞窟の

入口があります。石灰岩の大きな穴です。「以前は遺骨がちらばっていて、生活用品も残されていました。」 

この窪地には水がわいているのです。それにしてもこんな狭いところに 140人もの人がこもったなんて・・・ 

『捕虜になったら虐殺される、自決しよう』 壕の中はパニックになりました。着物に火をつけて窒息死を図る人や、

泣き叫ぶ子ども、赤ん坊だけでも助けようとするおかあさん・・・結局 83人もの人が亡くなりました。 

「米軍兵士も戦死しました。米軍は血を流して沖縄を戦いとったと思っているのです。本土に対する意識とは違う

んです。」 

☆71年前、海軍司令部の壕で最後の時を前に太田中将が海軍次官あてにうった電報。 

・・・・沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ  

しかし後世=日本政府が沖縄に与えたものはなんだったか。27 年間に及ぶ米軍占領とその後も残された広大な

米軍基地・・・本島の道路を走っていると、片側にいかめしいゲートに守られた米軍基地と広大な米軍関連施設・

米軍住宅がどこまでも続き、反対側はぎゅう詰めの民家がひしめく。いたるところに広がる光景です。いけにえに

され続けてきた沖縄の 71 年間。しかし沖縄の人はめげない、明るく歌い踊り闘い続ける。私も頑張らなくては！   

（2016年 2月 熊野 以素） 

 

    元気ハツラツ 女子高生！ ティーンズソウル 安保法制反対デモ＠大阪 

高校生が平和デモ？そう、いまや全国で 75グループが活動しているとか。 

2月 21日（日）は全国一斉高校生デモの日。 扇町公園から西梅田まで、 

冷たい風の中、応援団として付いて歩きました。 

 「武器を持たすな、希望を持たせろ！」 「ぼくらの未来に戦争いらない！」 

 「自衛隊に殺させるな！」 「野党はユナイト（連帯）、みんなユナイト！」 

先導車の上で元気に声を上げているのは全員が制服姿の女子高生。 

その明るく堂々とした姿に、未来への希望を感じました。 

[高校生の政治活動を届出制に] という政府の方針に対して彼らはこう反論。 

―私たちは高校生である前に一人の主権者であり、高校生にも声を上げる自由がある。政治は「日常に普通に

あるもの」だと考えて、行動し続けます。―  やるね～高校生♡ （筒井百合子） 

 

 

 



 

 

九条の会・豊中いちばん星  
 

連絡先 FAX: 06-6849-0251 

Ｅメール: toyonakaichibanboshi@live.jp 

〒560-0021 大阪府豊中市本町 1-1-1 

市民活動情報サロン気付 

URL：http://9jo-ichibanboshi.jimdo.com/ 

カンパはこちらへお願いします 

送金先：郵便貯金 口座番号：00980-4-116244 

加入者名：九条の会・豊中いちばん星 

【催し案内】 

●2016九条の会・おおさか 講演と交流のつどい 

4月 2日（土）13：30～此花会館 梅香殿（西九条下車） 

講演：「あぶない！緊急事態条項と明文改憲への道」 

    村田 尚紀さん（関西大学教授・憲法学） 

交流会：戦争法廃止にむけた取り組みの交流 
 

●講演会「戦争法廃止へ（市民連合）の歩み」 

4月 17日（日）14時～大阪市立中央会館（長堀橋） 

お話：中野晃一さん（上智大学教授・立憲デモクラシー

の会よびかけ人）資料代：1000円（学生 500円） 

主催：とめよう改憲！おおさかネットワーク 

 

【本の紹介】 

●「いまこそ民主主義の再生を！－新しい政治参加へ

の希望」 （岩波ブックレット NO.941 520円） 

中野晃一、コリン・クラウチ、エイミー・グッドマン共著 

開かれた新しいデモクラシーとは何か？ 
 

●世界を視るフォトジャーナリズム 「DAYS
デ イ ズ

 JAPAN
ジ ャ パ ン

 」 

 定価：843円 年間購読（12冊）7700円（送料無料） 

大手メディアが報じない世界の現実を伝える月刊誌。 

ジャーナリズムが危機に瀕している中、孤軍奮闘中。 

 

保存版 マスメディア連絡先リスト 

夏の国政選挙にむけて、マスメディアを介した様々な世論操作が行われることが予想されます。 

新聞やテレビの報道や番組で「あれ、何かおかしい？」「これはアカンでしょ～」と思ったら、即アクション！ 

もちろん、「良かったよ！」という励ましも忘れずに。 このリストを手元に置いて、気軽に声を届けましょう。 

＜テレビ局＞ 

社名 電話（視聴者窓口など） FAX 郵送先 （番組名を添えて） 

NHK  0570-066-066 携帯か

らは 050-3786-5000 

03-5453-4000 〒150-8001 NHK 放送センター （番組

名）行 

テレビ朝日  03-6406-5555 03(3405)3400 〒106-8001 港区六本木 6-9-1 

日本テレビ放送網 

読売テレビ 

03-6215-4444 

06-6947-2500 

03(3230)1271 〒105-7444 港区東新橋 1-6-1 

TBS系 03-3746-6666 03(5571)2168 〒107-8006 港区赤坂 5-3-6 

フジテレビ 03-5531-1111 03(5500)7576 〒119-0188フジテレビ「（番組名）」係 

＜新聞社＞    

朝日新聞 

  大阪本社 

03-3545-0131 

06-6201-8016 

03(3545)0285 〒104-8011 中央区築地 5-3-2 

読売新聞 

  大阪本社 

03-3246-5858 

06-6345-1551 

03(3245)1277 〒100-8055 千代田区大手町 1-7-1 

産経新聞 03-3231-7111（代） 03(3275)8750 〒100-8077 千代田区大手町 1-7-2 

日経新聞 03-3270-0251（代） 03(5255)2633 〒100-8066 千代田区大手町 1-9-5 

 

＜通信費カンパのお礼とご報告＞ 

平素より「九条の会・豊中いちばん星」へのご支援、ご

協力いただき心よりお礼申し上げます。 

H27年 1月～12月までにいただいたカンパの合計は

51,000円です。 通信関連、その他の支出合計

128,641円に充てさせていただきました。イベントでの

コーヒーや物品の売上げの他、繰越金などで支出の

補填をしています。 

尚、H28年になり 2月までにカンパとして計 24,000円

いただいております。ありがとうございました。今後と

もよろしくお願いいたします。（会計担当：上田、浜田） 

 


