
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 大阪弁ト～ク ＊＊＊＊＊ 

「オリンピックが東京にきまりましたなあ、オリンピック特需来まっせ、万歳！」 

「レスリングも復活して万歳や！」「だいぶ浮かれてますけどね、そんな場合違いますよ」 

「汚染水の問題ですか？」 

「それももちろんですけど、秘密保全法です。（1）防衛（2）外交（3）安全脅威活動の 

防止（4）テロ活動の防止に関する、秘匿が必要と認めた情報を「特別秘密」に指定し、 

外部に漏らした公務員や政治家らに罰則を科す。また、特定情報を扱える人についても、 

「適性評価制度」として審査を行うという内容です」 

「どこが問題ですねん？」「何が特定秘密か決めるのは政府です。」 

「原発の情報を公表したらテロの標的になるから秘密にするいうこともできまんな」 

「もちろん、国会にも裁判所にも相談せんでいいんですから。それに秘密の範囲の規定もとても広い、政

府が隠したい情報を特定秘密に入れるいうことは簡単にできるようになる」 

「マスコミが真実を知りたいと政治家や公務員に取材することもできなくなる可能性があります」「ようあ

りまんな、政府関係者はこうゆうてるとかいう記事、あんなんも書かれへんようにになるんでしょうな」「公

務員に秘密を漏らすように教唆したいうことになってマスコミ担当者も処罰されるかもしれません」「え

っ！うちの娘、新聞記者や、大変や」 

「藤原紀香さんしってます？」「きれいな女優さんや、」「この法案にはあまりにも問題が多い。みなさん声

を出そうと呼び掛けていますよ」「ちっとも知らんかった」 

「政府はこの法案の作成をオープンにしてませんでしたからね、やっと９月４日にパブリックコメント募

集し始めたんですけど、異例の短さで２週間で締め切ってしまいました。」「ひどい！」 

『これを１０月の国会で成立させ、次は集団的自衛権に取り掛かる」 
 

「内閣法制局長官の首を挿げ替えましたな。ところで内閣法制局てなんですねん」 

「政府が出す法律案が憲法にちゃんとかなっているかどうか事前にチェックする部局です。職員は各省の

参事官以上から出向してきていて、部長→次長→局長と上がっていく。もう６０年も続いた伝統で高い独

立性を保っていました。そこがずーっと集団的自衛権は憲法違反だから認められないと言い続けてきまし

た。だから日本はアメリカの同盟国ではあるけど、ベトナム戦争にもアフガニスタン攻撃にもイラク戦争

にも参戦しないで済んだんです。後方支援はやりましたけどね」「じゃ、集団的自衛権を認めたら、アメリ

カが戦争するときは道連れ？」「そして、自衛隊が戦争をすることになる」「新しい法制局長官は全く外部

の人で、しかも集団的自衛権認めている。この人をすえて、戦争ができる国にしようというのが安倍首相

の意図ですね」「ストレートの憲法改悪は難しいから、またまた、搦め手から９条破壊しよういうんですな」 

「浮かれてる場合ではおませんな、うちらが声ださへんかったらあきませんな！」 
  

「９条壊すな！自由を奪うな！」 

☆いちばん星通信２０１３．秋  №３２

  

  

 

１０月１４日 は中央体育館に集まろう！世界の人と「９条」でつながろう！！ 

10月 14 日（月・祝）「９条世界会議・関西 2013」＠大阪市中央体育館にて 

くわしくは中面をごらんください。 

 



９条世界会議・関西２０１３へのお誘い 

「紛争は武力ではなく話し合いで解決しよう」という和条項をもつ憲法は、世界の 

国々で増えてきています。そのなかでも、先頭を走っているのが日本国憲法９条」 

です。世界中の平和を求める人たちとともに、９条のもつ意義を確認しましょう。 

そしてみんなで「９条を変えるな！」「９条を世界の平和のために生かそう！」と 

アピールしましょう。 

 

当日精算券を同封させていただきました。受付にて参加協力費をお支払いください。大きな会場ですので事

前のお申込みは不要です。いちばん星も実行委員団体として参加しています、ぜひご一緒しましょう！ 

 

 

 ９条国際会議 10月 13日（日）関西大学にて 

９条世界会議の前日に、いろんな国からのゲスト

を交えて９条の世界的意義についてディスカッ

ションします。通訳付きですのでどなたでもお気

軽にご参加いただけます。 （事前予約制です。

同封のチラシの裏面にご記入の上 FAX でお申込

みください。） 

 

＜全体会＞10:00～12:30 

＜分科会＞13:30～16:30 

 第 1 分科会「戦争のない世界へ」 

 第 2 分科会「アジアの中の 9 条」 

 第 3 分科会「平和への権利」 

海外パネラー：コスタリカ、アメリカ、スペイン、

イタリア、韓国、フィリピン、チュニジア、台湾、

中国、フランスから参加予定。 

この日のディスカッションの内容を翌日の世界

会議にて報告します。 

学生は無料。ふるって参加してください！ 

９条世界会議・関西２０１３ 

10月 14 日（月・祝）大阪市中央体育館にて 

世界会議というと何だか堅苦しいイメージですが、

歌あり踊りあり、楽しい平和イベントです。 

若者企画、子ども企画もあります。 

 

午前の部 10:00～12:00 ＜ワークショップ＞ 

① 「HIBAKUSHA」（被爆者として生きる）上映と

監督ロスハウザーさんのお話 

② 東アジアの中の憲法９条を語り合おう 

③ ユース企画★９条ワカモノ★ 

「わたしの立場から考える９条」他 

 

午後の部 13:00～16:30 ＜メインステージ＞ 

・海外・国内ゲストのアピール 

・若者アピール、ダンスパフォーマンス 

・上條恒彦さんのライブコンサート、大合唱 他 

子ども向けプログラム：世界の子どもたちの絵の交

流、平和アニメ上映、手作りの遊び体験。 

いちばん星 

ピースカフェに来てね！ 

14 日の９条世界会議・関西 2013 では、約 40

団体がブース出店し、日頃の平和活動を紹介

したりグッズを販売したりします。 

いちばん星もブースを出し、おなじみの「ピ

ースカフェ」を開きます。いまや名物となっ

た「ハワイアン・フレバーコーヒー」や手作

りのお菓子などを販売しますので、ぜひお立

ち寄りください。 

★パンやお菓子を焼いたり、 

お店番を手伝ってくださる方 

募集中！筒井までお知らせくだ 

さい。（TEL 090－8216－7705） 

 

 

賛同金へのご協力をお願いします！ 

今回の国際会議および世界会議は、9 条改憲への危

機感をもった市民有志が立ちあげた手作りのイベン

トです。会場の貸借料、照明・音響、海外ゲスト招

聘費用、印刷費など、総予算が 2 千万円を超え、参

加費収入だけではとても賄えません。この草の根の

イベントを成功させるためにぜひともご協力をよろ

しくお願いいたします！ 

 個人 １口   2,000円 

 団体 １口  10,000 円  

     （何口でもけっこうです） 

◆郵便振替講座：００９４０－２－２５３２４１ 

◆加入者名：関西９条世界会議  

目指せ、1万人！ 

 



 

    ★おすすめの本★ 

   『日本国憲法を口語訳してみたら』 

            塚田 薫 (幻冬社 2013.7) 

友達に「憲法って何？」と聞かれて、「憲法って 

いうのはこんな感じ」と答えたのがきっかけで生 

まれた本。現役の大学生が日本国憲法すべて 

を若者の言葉に翻訳、「これなら読める」「面白 

い！」と大反響を呼んでいます。 

著者の塚田薫さんは「９条世界会議・関西 2013」 

の若者企画に登場します。お楽しみに！ 

   寄 稿    ９条の力でシリアやアフガニスタンに平和を   

                       フリージャーナリスト 西谷 文和 

シリアとアフガンを取材してきました。現代の戦争の特徴は、武器が強力になっていて、一発の爆弾で大量の

市民が殺されてしまうということと、武器がより残酷になっていて、子どもたちが殺傷されるということです。 

 

 この写真は今年３月、シリアのアレッポ郊外で撮影しました。 

約３５０㌔離れた首都のダマスカスから、アサド軍がスカッドミ 

サイルを撃ち、団地群にあたって、寝ていた市民１５０人が犠牲 

になりました。まだガレキの下にはたくさんの遺体が眠っていま 

す。スカッドミサイルはおそらくロシア製。３５０㌔離れている 

のに、ピンポイントで当たります。人工衛星で誘導するから狙っ 

た獲物は外しません。なぜこの団地群が狙われたかというと、「空 

港」です。アレッポは世界遺産に指定されたお城と空港にアサド軍が立てこもっていて、そこから戦闘機で空

爆したり、城からロケット弾で城下町を狙っています。そんな拠点を自由シリア軍が攻め落とそうとしている

ので、ダマスカスから「自由シリア軍のいそうな場所」を狙い撃ったのです。 

 

 次の写真は今年８月、カブールで撮影しました。この少年はジャララバードの小学校 

への通学途上で、「鉛筆」を拾いました。ずっしりと重く、ペン先が堅く閉じていまし 

た。少年はペン先を口でこじ開けようとして、ペンをくわえて右手で思いっきり引っ 

張りました。閃光が走り、気を失って、気がつけば右手の指と右ほほがありませんで 

した。今からドイツの平和村へ行って、最新の治療を受けることになりました。この 

ペンシル爆弾はイギリス製なのかもしれません。 

戦争になると、このように武器が氾濫します。傷つくのは、一般市民、特に子どもです。 

今必要なのは、「限定的空爆」ではなく、「緊急の和平提案」でしょう。 

 

 アフガンもシリアも、実は「日本の出番」です。日本は NATO 軍に参加していませんので、アフガン人を１

人も殺していません。ドイツやフランスは、すでにアフガンに駐留し、村人を殺害してしまいました。なので、

タリバンはドイツのベルリンでの和平会議には出席しないでしょう。パリでもローマでも。 

東京なら大丈夫です。憲法９条のおかげで、自衛隊はアフガンにもシリアにも行かなかったので、「殺し殺され

る関係」にはなっていません。今必要なのは、そんな日本の「９条の実績」を生かして、「９条を輸出」するこ

とです。もし９条の精神で、日本が第３国として仲介し、アフガンやシリア戦争を調停できれば、日本は国際

的な名誉を回復するでしょう。 

 フクシマ事故で汚染水を垂れ流している日本は、このままでは世界から非難され、損害賠償を要求されます。

そんな窮地に追い込まれた日本を救うのは「９条輸出による世界的な名誉回復」です。難しいことではありま

せん。日本政府がその気になれば、アフガンでもシリアでも和平提案を受け入れて、平和を取り戻したい人々

がいます。米国にべったりと追従するのではなく、いまこそ「平和の使者」としての日本外交が求められてい

ます。 

 

 

第２章 戦争の放棄    第９条  ＜口語訳＞ 
 
俺たちは筋と話し合いで成り立ってる国どうしの平和な

状態こそ、大事だと思う。だから国として、武器を持って

相手をおどかしたり、直接なぐったり、殺したりはしない

よ。もし外国となにかトラブルが起こったとしても、それを

暴力で解決することは、もう永久にしない。戦争放棄だ。 
 
（２項）  で、１項で決めた戦争放棄という目的のために

軍隊や戦力を持たないし、交戦権も認めないよ。大事な

ことだから釘さしとくよ。 
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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/ 

武力で平和はつくれない！憲法のつどい 2013 

「安倍改憲」を斬る！ 

STOP THE WAR 
佐高信さんの講演と小林万里子さんの歌 
日時：11月 3日（日）13：30～ 

場所：PLP 会館 ５F大会議室 

（JR天満橋駅または地下鉄扇町駅から徒歩 5分） 

主催：とめよう改憲！おおさかネットワーク 

連絡先：中北法律事務所 TEL06-6364-0123 

いちばん星メンバーのつぶやき 

平和憲法を変えて戦争ができる国家にしようと必死の

安倍さん。オリンピック招致で宣ったあの大ウソのよ

うに、アベノミクスやオリンピックで浮かれる国民を

得意なウソで煙にまいて改憲へと突き進もうというわ

けですか。 

そうは行きません。あの原発のウソが国際的公約にな

ったように、日本が平和であることも公約したような

ものです。きな臭い日本になったら平和の祭典オリン

ピックは相応しくないですからね、安倍さん。 

                   （上田） 

 

   「戦火の馬」を読んで   中川 加代子 

 朗読の活動をしている友人が、8月だからと、「戦火

の馬」というイギリスの児童文学を紹介してくれた。 

 農耕馬のジョーイは、イギリスの貧しい農家の少年

アルバートにかわいがられて、穏やかな日々を過ごし

ていた。しかし、ある日、戦争が始まってしまった。

ジョーイはイギリス軍と一緒にフランスに渡り、第一

次世界大戦の戦場で軍馬として生きることになる。兵

士と一体になって突撃する馬は、兵士にとって一番信

頼できる友だちだ。仲間に言えないことをジョーイに

話しに来る兵士たちと心を通わすが、銃弾や大砲の前

に兵士は次々に死んでいき、ジョーイが頼りにする仲

間の馬たちも死んでいく・・・。 

 作者のマイケル・モーパーゴは、戦争に巻き込まれ

た人々の物語を何冊も書いている。第一次世界大戦の

イギリス軍では、90万人の兵士とともに 100万頭の馬

が死に、生き残った馬たちは輸送費用がかかり過ぎる

からとフランスの肉屋に売られ、海峡を渡ってイギリ

スに帰ったのはごくわずかだった。それを知ったマイ

ケルは怒り、馬が語るこの物語を書いたという。 

戦場で、日本軍とともに侵攻する馬の写真を見たこと

がある。そういえば、あの馬たちはどうなったのだろ

うか。あの時代、日本の人々にとっても牛馬は大切な

動力であり、家族同然に飼育されていた。徴用された

日本の軍馬一頭一頭にも、物語があったにちがいな

い。どこかに記録が残され 

ているのだろうか。 

戦争で犠牲になったのは 

人間だけではなかったと 

気づかされた。 

変えよう！日本と世界 
 
第7回 反戦・反貧困・反差別共同行動 in京都 
日時：10月 20日（日）13：30～ 

場所：京都・円山野外音楽堂 

講演：辛 淑玉 「よりそう、ということは」 

    鵜飼 哲「改憲状況下の民衆闘争の課題」 

特別報告：大槻正則「京都に米軍基地は作らせない」 

LIVE: はちようび 

他 

主催：反戦・反貧困・反差別共同行動（きょうと） 

問合せ：090-5166-1251 （寺田） 

 10.27 とめよう戦争への道・めざそう
アジアの平和 2013 のつどい～デモ 

 

日時：10月 27日（日）13：00～ 

場所：エル・おおさか（エル・シアター）（天満橋） 

「この国の民主主義はどこにあるか」石川元平さん 

「今日も今日とて」 趙 博さん（歌） 

「安倍改憲を問う」半田滋さん 

 

共催：大阪平和人権センター/戦争あかん！基地いら

ん！関西のつどい実行委員会 

連絡先：TEL06-6351-0793 

イベントのご紹介 

 

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

