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三人寄れば、九条の会
区内のあらゆるところに
「九条の会」をつくりましょう。

　4面に掲載したように憲法制定60周年をむかえ、

憲法「改正」賛成派は 3 年連続で減少しています（読

売新聞）。特に、憲法九条関係では第一項で 80％、

第二項で 54％が「改正」の必要なしと多くの国民

は九条改憲に反対を示しています。これは九条の

会の結成と私たちの運動の成果です。

　品川区内でも、この間地域など準備会を重ねて

3 つの地域九条の会（各九条の会の活動は 2 面に）

が設立されました。11 月には西大井地域でも設立

総会が企画されています。区内の地域・職場・学

園そして家庭とありとあらゆるところに「九条の

会」をつくりましょう。

「九条の会・品川」の財政のご協力をお願いします。
　九条の会・品川の運動をささえる賛同金募金をお願いしております。ご協力できる方は、以下の郵便

振替口座にお振込み下さい。最寄の郵便局窓口およびATMでお振込みできます。

郵便貯金口座：00190-5-685658　名義：九条の会・品川　

この間のご協力の方々のお名前を以下に掲載します。（個人情報保護のため姓のみとさせていただきます）

・近藤さん・原田さん・森さん・渡辺さん・松本さん

九条の会・品川オリ

ジナルお箸　販売中 
　九条の会・品川では「鳩と九」

をモチーフにしたオリジナルデザインのお箸を販売します。国

産天然漆輪島塗のきれいなお箸です。ギフトに最適です。定価

は 999 円（税込み）。

　なお、各地域で普及したい場合は、数量で一定の割引もして

おります。お問い合わせ下さい。色ごとに数量に限りがござい

ます。お待ち頂くこともありますので、ご容赦下さい。

ご注文、お問い合わせはメールでお願いをいたします。

井上ひさしの「子どもにつたえる日本国

憲法」普及・販売のおしらせ

  九条の会・品川では憲法を広めるために、井

上ひさし「子どもにつたえる日本国憲法」（講

談社）を普及するこ

とになりました。

  いわさきちひろの

きれいな挿絵が入っ

た美しい本です。定

価 1000 円（税込み）。

ご注文、お問い合わ

せはメールで事務局

までお願いをいたし

ます。

「永遠の平和に願いを込めて－被爆者の

証言 60 年の思い」品川被爆者の会編集
　九条の会・品川では品川在住の被爆者の方々

の証言を集めた「永遠のの平和に願いを込めて」

（500 円）の普及活動に取り組んでいます。

　「原爆投下はしょう

がない」発言などを繰

り返させないために

も、 今、 広 島・ 長 崎

の惨劇の証言を学ぶ

ことは大事なことに

なってきています。多

くの方のご注文をお

待ちしております。

憲法「改正」賛成４６％、３年連続で減少…読売調査から
　読売新聞社が３月１７、１８の両日に実施した憲法に関する全国世論調査（面接方式）によると、憲法を「改正する方

がよい」は４６％で、「改正しない方がよい」は３９％だった。

　１９９３年以来１５年連続で、改正派が非改正派を上回った。

　ただ、改正派は昨年調査に比べて９ポイント減り、３年連続で減少した。非改正派は昨年比７ポイント増えた。

　憲法改正については、安倍首相が強い意欲を示し、改正手続きを定めた国民投票法案が今国会で審議されている。憲法改

正が現実味を帯びてきたことで、これまでの改正賛成派の中に改正の動きを慎重に見守りたいとする人が出てきていると見

られる。

　改正に賛成の人にその理由を聞いたところ（複数回答）、「国際貢献など今の憲法では対応できない新たな問題が生じてい

るから」が４８％でトップ。２位は「憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱するから」（３２％）だった。

　改正反対派に理由を聞くと（同）、「世界に誇る平和憲法だから」が４７％で最多だった。

　憲法９条を今後どうするかについては、「解釈や運用で対応するのは限界なので、改正する」「これまで通り、解釈や運用

で対応する」がともに３６％で並んだ。「９条を厳密に守り、解釈や運用では対応しない」は２０％だった。

　９条のうち、戦争放棄をうたった第１項については、改正の必要が「ない」が８０％に達した。「ある」は１４％だった。

戦力不保持をうたった第２項は、改正の必要が「ない」が５４％、「ある」が３８％だった。

　「集団的自衛権」に関しては、「これまで通り、使えなくてよい」が５０％。「憲法を改正して、使えるようにする」「憲法

の解釈を変更して、使えるようにする」は各２１％だった。

　施行６０年を迎える憲法のこれまでの役割を「評価している」は、「大いに」「多少は」を合わせて８５％に上り、「評価

していない」は計１０％だった。（2007 年 4 月 5 日 19 時 28 分  読売新聞）

2007 年 9 月 13 日（木）

第 2 回品川「平和の交流会」

　　　　　　を開催します。

　2 年前、初めて開催された「平和の交流会」

は区内で活動する平和団体が一堂に会して

交流をすることができ、お互いに大きな励

ましになりました。この 2 年間で平和の運

動は発展をしてきています。このたび、第

2 回として、9 月 13 日（木）荏原第 5 区

民集会所にて、各団体・個人の取り組みや

成果・経験を交流しあう会を企画しました。

「世界の宝・憲法９条」を守り、平和を全世

界に広げるためにご参加、ご協力をぜひと

もよろしくお願いを致します。



立正大学九条の会（連絡先：田代   090-8007-9884）

11 月に学生・九条の会として 3000 人集会を企画中

区内　九条の会　活動報告
南大井憲法九条の会（連絡先：青柳　03-5762-0019）

2006 年 12 月 15 日　発足総会　記念講演　金子勝さん（立正大学）　参加者 40 名　

2007 年　2 月 20 日　「懇親会」　会員相互の親睦をはかり、今後の活動のすすめ方などを話し合いました。

2007 年　4 月 25 日　第９回学習会「国民投票法について」　会員３名がそれぞれ「国民投票法」について

　　　　　　　　　　　学習した内容を報告し , それにもとづいて参加者で討論しました。

2007 年　6 月 29 日　第 10 回学習会「日本国憲法誕生」　ビデオ「日本国憲法誕生」を観て、平和憲法がア

　　　　　　　　　　　メリカ占領軍によって押し付けられたものではなく、あの戦争の反省の上に立って日

　　　　　　　　　　　本人自身がつくりあげたものであることを学びました。

財政活動として「九条の会・品川」の「九条はし」60 膳を普及しました。　　　　　

高野さんが新しい「九条風車」を発表
　南大井憲法九条の会の高野さんは、風のないときでも低速で回るソーラー兼用の「九条風車」を作り、全国

に紹介し普及してきました。こんどペットボトルを利用して、誰にでも出来る安価な新しい「九条風車」を開

発しました。興味のある方はご連絡ください。℡ 03（3765）3240

子どもと教育九条の会（連絡先：都教組品川支部　03-5498-2381）

2007 年 5 月 12 日　発足総会　　腹話術　飯口進さん（元校長）　記念講演　宮脇健次さん（元中学教師）

2007 年 6 月 28 日「教育三法案」　学習会　講師　三石晃久さん（元中学教師）

大井・憲法九条の会（連絡先：多田　03-3775－ 2016）

2006 年 3 月 18 日　発足総会　参加者 35 名　賛同人 85 名　

2006 年 6 月　3 日　「戦争体験を聞く会」　お話し　酒井広さん　

毎月第一土曜日　14 時から 16 時　大井三つ又交差点での宣伝署名行動

西大井九条の会（準備会）（連絡先：佐藤　03-3773-4613）

　2007 年 11 月 10 日正式式発足に向けて準備中です。西大井地域にお住まいの方、お勤めの方、ゆかりの

ある方ぜひご連絡・ご参加下さい。

日時：2007 年 11 月 10 日　　会場：大井第二区民集会所　　講師：西川重則氏（平和遺族会全国連絡会） 

その他の行事予定

8 月 23 日　戦争体験者の証言を聞く会　　

9 月　8 日　靖国問題の学習会　

9 月 15 日　靖国神社フィールドワーク

第 2回全国交流集会（2007 年 11月 24日、東京）成功へ向けて「九条の会」がアピール

　《アピール》新たな運動の高まりの上に全国交流集会の成功を
　安倍内閣の発足いらい、日本国憲法、とりわけその９条を変えようとする動きは、いちだんと激しさを増しています。そ

れは、安倍首相が２期６年の自分の任期内に改憲を実現する決意を表明したことにあわせ、自民党内では 2011 年秋にも国

民投票を実施するとの改憲に向けたタイムテーブルがつくられていることにもあらわれています。

　この動きが、アメリカの行う戦争に日本を巻き込むものであることは、ますます明らかとなっています。安倍首相はその

ため、憲法の改定以前にも集団的自衛権の行使にさらに踏み込むための憲法解釈の変更を企てています。

　しかし、こうした動きに対する国民の不安、憤りも急速に広がりつつあります。それは各種世論調査において、共通して、

９条の改定に反対する世論が、９条を改定すべきとする世論を上回り、その差が年々拡大していることにもあらわれていま

す。改憲をめざす勢力は、この国民世論や、そうした世論をつくりだすことに力を発揮している「九条の会」を敵視し、こ

れを切り崩すための大キャンペーンを展開しようとしています。

　私たちは、憲法９条を守るという国民世論を広げる運動がさらに大きく発展することを願っています。そのため、すでに

今秋 11 月 24 日（土）には第２回全国交流集会を開くことを決めています。私たちは、この交流集会を成功させるため、全

国の地域・職場・分野の「会」が、以下のような取り組みを強め、その豊かな経験を交流集会の場にもちよることをよびか

けます。

　①「九条の会」アピールへの賛同をさらに圧倒的なものへと広げ、改憲の発議をも断念させるものとするため、地域、職場、

分野の「会」を、文字どおり思想や信条等の違いを超え、さらに無数に結成しましょう。

　②９条擁護の世論を切りくずすためのさまざまなキャンペーンを跳ね返すために、地域や職場の草の根で、日本国憲法、

とりわけその９条がもつ先駆的な価値についての学習を深め、これを生

かすために何が必要かの議論をまきおこしましょう。

　③無数に生まれている世論や運動を広げているすぐれた経験に学び、

それをお互いの運動に生かすため、地域レベル、都道府県レベルでも大

いに交流しあい、それぞれの運動をさらに豊かなものにしていきましょ

う。 　

　九条の会メールマガジンもで

きました。九条の会ホームペー

ジから登録をお願いします。

憲法学習に最適
　DVDの貸し出をおこなっています。
　憲法制定 60 周年を記念して今年はＮＨＫで憲法について

良質な番組がいくつか放映されました。以下の番組を事務

局として録画をしておりますので学習会などにお役立て下さ

い。

・NHK 特集「日本国憲法誕生」1 時間 15 分

・ETV 特集「 焼け跡から生まれた憲法草案 」2 時間

・クローズアップ現代「九条を語れ・平和憲法は今」30 分

・その時歴史は動いた「憲法九条　平和への闘争」1 時間

　その他にも、例会のビデオなど学習会に利用できるものを

多数そろえています。事務局までお問い合わせ下さい。

九条の会・品川

　　　　シンボルデザイン

箸のデザインをアレンジして「旗」「Tシャツ」

「小物」 などを

つくる予定です。 デザインを利用しての何

かアイデアがありましたら、 事務局までご

連絡下さい。

9 条世界会議　開催！

千葉・幕張メッセにで 2008 年 5 月 4 日から 6日まで

九条の会・品川の WEB サ

イトでも各会の活動報告を

ご覧になることができま

す。また、最新の例会や事

務局会議の日程も確認でき

ます。ぜひ、ご活用下さい。


