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8.6 新聞意見広告「黙らない」平和を願う意思表示
　9 条を変えるな！　憲法を改悪するなという人々の意思
表示、8.6 新聞意見広告を今年も掲載することができまし
た。ご協力くださった皆さんに、心より感謝いたします。

　皆さんのお陰で、多くの人が、この「黙らない」に賛同し、
自分も黙らない、声をあげる、行動したい、あきらめないと
いう嬉しい声を寄せてくださいました。これこそ 8.6 新聞意
見広告の成果です。皆さんと一緒に喜びたいと思います。

平和のバナーで原爆ドームを囲む意思表示
　これも、平和を願い、戦争する国にさせたくないという意
思表示です。平和のバナーにそれぞれの思いを表し、改憲派
に伝え、政府に届けるこの行動にどうぞご参加ください。

　参院選では、改憲派は、発議の出来る 3 分の 2 を維持する
ことは出来ませんでした。これは、多くの人が憲法を変える
なと全国で声をあげ、3000 万人署名に取り組み、国会を囲
み、選挙では野党共闘を働きかけた成果です。

　声をあげること、行動すること、あなたも一緒に意思表示
をしませんか。力を合わせて平和を実現していきましょう。
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憲法公布から 73 年　平和への意思表示を！　　

     戦争法強行採決 4年　
　              9.19 を忘れない！広島街頭宣伝

9月 19日（木）
　　　　17時半～ 18時半　広島本通電停前

　   　　憲法のつどい・ひろしま 2019

　   ジャーナリズムの突破力
　 11月 1日（木）18：00 ～ 20：00　
　　 広島県民文化センター（広島市中区大手町 1-5-3）

                   参加費：500 円（学生、障がい者無料）
　　 講演：安田純平さん（ジャーナリスト）
　　　　

　　　　　　
「極限のジャーナリズム」

　 　  主催：戦争させない・9条壊すな！
　　　　　　　　　ヒロシマ総がかり行動実行委員会　 
　　　
　　　
　  

11月 3日（日・祝）
13 : 30 ～ 14:30
原爆ドーム前

いまなお繰り返される戦争
犠牲になる多くの人々
武力によらない平和をめざす日本の憲法、
日本国憲法を生かす道を一緒に考えてみませんか。
アジアの中の日本、隣国の人々と友好な関係を作りたい。
人々の願いを無視する安倍政権にはもう黙っていられない
思い思いのバナーを持ち寄り、原爆ドームを囲みましょう

主催：平和のバナーでドームを囲もう実行委員会
　　　

　リレートーク、歌あり



ヒロシマは憲法の改悪を認めない
心ある皆さんの多くは、広島で自民 2 議席独占をとめることが

できてよかったぁ、と思われていると思う。難しいと思われて

いた 2 人選挙区で「結集ヒロシマ」を立ち上げ、無所属でたたかっ

た森本真治（国民民主）現職が、なんとトップで当選した。結

集といえども共産党は、候補者を取り下げず、野党共闘とはな

らなかったため、開票日まで心配ばかりがつのった。平和大通

りでの演説で森本さんは「もし自民 2 議席を許すことになった

ら、ヒロシマが、憲法の改悪を容認することになる」と訴えた。

今こそ頑張らねばと、8.6 新聞意見広告で待ったなしの忙しい

時だったが、とにかく残り数ない時間、電話を掛けまくった。

共産党は、複数区では候補者を立てる方針で、県単位で決定で

きないと市民の申し入れを受け入れなかった。建前はそうであっ

ても、安倍政権を倒すためには！という心ある支持者から、か

なりの票が森本候補に動いたことは確かだ。自公支持者の中に

も、自民 2 議席でいいのか？という空気もあったようだし、若

い女性候補者を応援する安倍・菅の官邸主導に対する反発も加

わって、大きく森本票に流れたらしい。

次なる選挙こそ、広島も野党共闘を
しかし全体をみれば、与党は過半数を超え、安倍の連勝は止めら

れなかった。安保法や秘密法のように、過半数を超えれば悪法も

強行される。安倍首相在任の戦後最長更新も許している。改憲派

3 分の２は食い止めたといっても、護憲だけでは、軍拡はとめら

れないし、わずか 4 議席の差では、野党の変遷や補選などでどう

なるかは分からない。ほっとしている場合ではない。

また、安倍首相は３分の２を維持できず、改憲発議は当面できな

くなったにもかかわらず、「改憲について論議はすべきだという

国民の審判は下った」とうそぶき、国民民主などを取り込んで強

引な態度は変わらない。9 条破壊、地方自治の破壊、人々の平和

に生きる権利をないがしろにする態度は、「言っても無駄」だと

選挙にも行かない無党派層の多くを政治から遠ざけてしまった。

　「れいわ」は、政策やネーミングについては意見も様々にある

だろう。しかし政治の原点である人々の思いをくみとり、人々の

生活をよくすることを分かり易い言葉で訴えている。それが苦し

い思いをしている若者など多くの人々に届き、熱狂的な支持を得

たのだと思う。左翼ポピュリズムといわれるゆえんだ。きたる衆

院選で野党共闘ができるよう市民が、「政党れいわ」に、その支

持者たちに、働きかけることが重要になるのではないだろうか。

2004 年、参院選広島選挙区に岡本三夫先生を野党の統一候補と

してたたかったことを忘れない。

　
表現の自由
   国際芸術祭「あいちトリエンナーレ 2019」の企画展「表現の

不自由展・その後」が中止になった。これは作品の展示が中止

になったり、展示に圧力を受けたりした作品を集め、日本の表

現の自由について問題提起するために企画されたものだった。

中止されるまでの３日間をある作家は「鑑賞する日本の人々の

姿は落ち着いていた」と振り返り「脅迫に屈服する姿に、正義

と真実さえ覆い隠そうとしているのではないかとの疑いを持つ」

と中止を決めた実行委を批判している。河村名古屋市長、菅官

房長官の言動は、権力者が気に入らない言論を規制し、物言わ

ぬ社会にしてしまうのではないか。またある作家は、「展示の中

止は私たちアーティストだけが被った被害ではない。見る人、

受け手の感じる権利も大切だ。今回の中止騒動を受けて、みん

なで連帯して展示の再開を願うと共に、私たちの知る権利、表

現の自由を守っていければと思います」と言われているが、そ

の通りだと思う。表現の自由は、8.6 新聞意見広告を掲載する第

九条の会ヒロシマにとっても重要な問題だ。人権を奪われない

よう、不自由展の再開を求める署名をたくさん集めて、声を届

けよう。

日本政府も毅然とした態度で憲法をまもり、生かせ
　韓国政府は、日韓軍事機密包括保護協定 (GSOMIA) の終了を決

定した。私は「アメリカの言う通りにはならない」という毅然と

したこの決定をむしろ歓迎する。日本政府は隣国のこの決定を尊

重し、日本の植民地支配と戦後冷戦の歴史を踏まえた日韓の新し

い関係をつくるために努力をするべきだ。反日、嫌韓ではなく市

民交流と憲法 9 条でアジアの日本になりたい。それに日本も米国

を信頼できない状況が続けば「日米安全保障条約」終了を考える

ことだってできるはずだ。そもそもホルムズ海峡を危機に陥らせ

たのはトランプだ。昨年、イラン核合意を破棄し、イラン経済へ

の締め付けを強化し続けているから。保守的な元外交官でさえ、

日本は、アメリカに言われるままに有志連合に参加するのではな

く、外交で核問題を解決するよう両者の間に立つべきだと言って

いる。私たちヒロシマ市民は、イランとアメリカの戦争に加担す

る呉海上自衛隊からの艦船派遣は許さない。決して。

岡本三夫先生の意思をついで
　第九条の会ヒロシマの世話人代表として長い間、私たちを導い

てくださった岡本三夫先生がこの７月に亡くなられた。（「岡本三

夫先生　ありがとう」は P20-21）　先生の語られた平和学では、

「平和とは、戦争がない状態だけではなく、あらゆる暴力のない

社会をめざす」というものだった。また会報に毎号、巻頭言を書

いてくださった。その時々の情勢を、ウイットに富み、あっとい

うような切り口で、分かりやすくまとめられていて、ファンが多

く、編集する私も楽しみだった。右 3 ページに、全部ではないが、

タイトルだけを記した。　先生の平和への思いを胸に、これから

もあらゆる暴力に立ち向かい、誰もが平和に生きることができる

社会を追求していこうと思う。皆様には、残された私たちに、変

わらぬご支援を心よりお願いしたい。　

　　　　　　　　　2019 年 8 月 25 日　世話人代表　藤井純子

 

     平和に生きる権利を獲得する努力を
 藤井純子（第九条の会ヒロシマ世話人）     
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岡本三夫さんの巻頭言集

「第九条の会ヒロシマ」の紙面で、岡本三夫さんは「戦争」、「憲法九条」「反核」など、さまざまなテーマで

健筆を揮われました。そこから九条を護る私たちの運動の折々の課題や有様を読み取ることができます。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（タイトル一覧：佐々木孝）
96． 5 「中国の核実験に抗議の声をあげよう」

97． 12 「恨六十年日本鬼的南京大虐殺」

98． 5 「『広島サミット』誘致で核廃絶を」

99． 3 「核兵器廃絶を求める市民の集会と『日の丸掲揚』『君が代斉唱』問題」

99． 7 「斑模様の戦争不発地帯を世界大に！」

99． 10 「『人為的ミス』では済まされないー『悪魔との契約』としての原発産業ー」

00． 2 「体を張って戦わねばならない時代がやってきた」

00． 7 「戦争放棄は人類の宝ー宇都宮徳馬氏のコダワリに学ぶー」

01． 4 「統一コリア共和国・2020 年」

01． 6 「憲法九条は世界百年の計ー世界が模倣する日本を創ろう！ー」

02． 4 「非武装不戦主義のみが紛争解決の秘訣」

03． 1 「『裸の王様』的不条理と大新聞ーインドで考えたこと」

03． 4 「日本は憲法九条の平和主義に立ち返れ！」

03． ６ 「日本国憲法第九条は永遠である！」

03． 10 「護憲は古くて新しい」

04． 2 「『カマキリはトラである』ー新聞社内の『政府』へ」

04． ４ 「自衛をイラクから撤退させるべき６つの理由」

04． 10 「ヒロシマとオキナワー米軍ヘリ墜落事件に思う」

05． 4 「We, the Japanese people・・・」

05． 10 「新聞意見広告運動の意義」

06． １ 「戦艦大和ブームと草の根の平和情報発信」

06． 6 「マスコミの世論調査は信じられるのか？」

07． １ 「戦争をしない国・日本」

07． 4 「< 民主化 > のライバル・韓国」

07． 6 「『憲法９条世界会議』への期待」

07． ９ 「小田実追悼ー破天荒の平和活動家」

08． 1 「人権大国・福祉大国の『ミドルパワー日本』を夢みる」

08． 4 「米国よ、理性に立ち返れ！ーアジアの友人として助言するー」

08．　　 「流れが変わったー『九条世界会議』の大成功に思うー」

08． 10 「『新ルネッサンス時代』を迎えたヨーロッパ」

09． １ 「『９条を変えるな！』運動の成果を喜び、運動のさらなる強化を！」

09． ９ 「私の体験的九条論ー九条の非暴力主義を世界に浸透させたいー」

10． ３ 「もし外敵が攻めてきたら・・・？」

10． 6 「コリン・コバヤシさんをヒロシマに迎えて」

10． 9 「なぜ、私たち市民は上関原発に反対するか？　原発は『未来の夢』か『過去の悪夢』か」

11． 1 「核兵器禁止と核兵器廃絶に向かう人類社会」

11． 4 「大地震・大津波と原爆被害」

11． ５ 「憲法第九条の意義」

11． ６ 「意見広告に際し、改めて日本国憲法の平和主義を考える」

11． 9 「自分史中の戦後民主主義・出発点」

12． 1 「不易流行」

12． 6 「平和創出への決意」

かかかかかかか『過『過『過『過『過過『過『過過過去の去の去去の去の去去の去去去 悪夢悪夢夢夢悪夢夢夢夢夢夢悪夢夢夢』』か』か』か』か』か』かか』かかかかかかか』』』 」」」」」」」」」」」」」



ピースリンク広島・呉・岩国 30周年
　ピースリンク広島・呉・岩国を結成して今年でちょうど 30 年を迎
えた。「国際平和都市ヒロシマ」を自負する広島市や広島県の行政だが、
その実態はどうなのか。平和の象徴「原爆ドーム」から 30 キロの円
の中に数多くの軍事施設が点在する。米軍にとっての拠点の一つの海
兵隊岩国航空基地もわずか 35 キロほどの位置にある。
　そのような素朴な疑問から「草の根からの平和運動を」と活動を始
めたのが 1980 年代の半ば、そして、恒常的な運動体として 1989 年 2
月に市民運動の連合体として「入れるな核艦船！飛ばすな核攻撃機！
ピースリンク広島・呉・岩国」という長い名前でスタートした。私自
身が結成に深くかかわったわけではないが、この名前には多くの思い
が込められている。構成団体の活動も多岐にわたったが、なんといっ
てもその中心は反基地の活動になる。市民運動の身軽さから、「即行動」
がモットーの一つでもある。
　結成直後の 1990 年、湾岸戦争の勃発と多国籍軍への関わりをめぐっ
て「安全保障」のあり方が大きく変わった。戦費支援に始まり、翌年
には「戦後処理」を名目に掃海艦隊がペルシャ湾へ向かい、自衛隊初
の海外派兵へと動き出した。1992 年には「PKO 協力法」が成立し、
自衛隊の海外派兵が本格化していった。2001 年のアメリカ軍による
アフガン攻撃には「対テロ特措法」を成立させて、自衛隊が「後方支援」
という形で直接戦争にと加担することになり、2003 年、戦地イラク
に自衛隊が足を踏み入れた。そして今、安倍政権によって「戦争法」
というべき法律が強行成立させられた。これから確実に自衛隊の活動
が、そしてこの国のあり方が大きく変わる。
　ピースリンク広島・呉・岩国結成 30 年の今年、「記念シンポジウム」
を3月1日に開催した。パネリストにはピースリンク結成の中心になっ
た湯浅一郎さん、横須賀から新倉裕史さん、佐世保から篠崎正人さん、
そして岩国の田村順玄さんの４人。とりわけ、米海軍の２軍港と海上
自衛隊の主要基地の活動家が呉に集まった意味は大きいと思う。
　1984 年、「トマホークの配備を許さない！呉市民の会」を結成し、
核トマホーク搭載可能艦船の入港反対の行動、ピースリンク結成後は
湾岸戦争反対、PKO 協力法反対、自衛隊の海外派兵反対、さらに、核
兵器反対、原発反対等など、持ち前の身軽さから全国を駆け回った。
活動で特に連携したのが「ヨコスカ」の運動だった。「ヨコスカ平和
船団」になぞって「ピースリンク平和船団」を活動の柱にし、この船
団は今も健在である。しかし、残念ながら激動の３０年ともいえる私
たちの活動をよそに、日本は確実に「戦争への道へ」に近づいている。
呉と岩国の現状を簡単に振り返ってみたい。

海上自衛隊の拠点、総合基地・呉
　海上自衛隊呉基地は横須賀に次ぐ拠点で、護衛艦、補給艦、輸送艦、
掃海艦、音響測定艦など配備されている艦艇は多岐にわたり、潜水艦
は国内最大の基地で、実に海上自衛隊の総合的な機能をもつ。1991
年の初の海外派兵から大きく変わっていった。艦船の数そのものは大
きく変わりないが、艦船の巨大化が進み、海外での作戦行動に対応で
きるようにシフトしているわけだ。さらに今では、装備が先で運用が
後からついてくるといっても過言ではない状況まである。顧みれば、
1979 年に配備された補給艦「さがみ」は「日米ガイドライン」策定
前に予算要求されている。日本近海で「専守防衛」を任務としてきた
自衛隊が、海外での行動が可能になり、1980 年にはリムパック（環
太平洋軍事演習）に初参加している。1987 年には「さがみ」より大
型化した「とわだ」が呉基地に配備され、その２番艦で横須賀基地に
配備された「ときわ」が掃海艦とともにペルシャ湾に派兵されている。
　今、呉基地では 1998 年から配備が始まった「おおすみ」型輸送艦
３隻の巨大さが目を引くが、さらに大きいのが「護衛艦」と称するヘ
リ空母「かが」の存在だ。「おおすみ」が配備された 1998 年当時、完
全に「専守防衛」を逸脱していると抗議行動を展開した。「おおすみ」
はアメリカ製の揚陸艇「LCAC」２隻を搭載した「強襲揚陸艦」である。

「かが」は事実上のヘリ空母「いせ」と入れ替わって呉基地に 2017 年
に配備された「いずも」型護衛艦の 2 番艦（同型）だ。「いせ」は自
衛隊最大の艦船として配備されたが、さらに一回り大きく全長は 248
メートルにも及ぶ。全長 263 メートルの史上最大の戦艦といわれた旧
海軍の「大和」に匹敵する大きさだ。
　この「いずも」と「かが」は昨年末の中期防衛力整備計画で戦闘機
も運用できる事実上の「空母」へと改装されようとしている。政府は「空
母」にはあたらず「多目的艦」だと説明するが、存在そのものが問題
なのだ。シンポジウムの中でも報告があったが、昨年 5 月 1 日、デモ
ンストレーションともいえる「米艦防護」の名目で「いずも」が横須
賀を出港し、その後およそ 100 日の航海に出ている。この間、様々な
作戦行動に参加し、その旗艦としての役割を果たしている可能性が高
い。まさに私たちの知らないところでも「戦争法」が確実に進行して
いる。
　これらの動きに対しても呉市行政は無頓着としか言いようがない。

「自衛隊との共存共栄」を基本とし、基地強化については触れない。
呉基地周辺の港湾管理者でもある呉市はこの間、基地の桟橋の拡張を
認め、艦船の大型化に対応した。基地前の山手から眺めると一大軍港
の様相を醸し出している。また、商工会議所などが進める「海軍キャ

     平和都市ヒロシマを問い続けた 30年
 新田秀樹（ピースリンク広島・呉・岩国世話人）     

米イージス艦へ補給する呉の補給艦「とわだ」 戦闘機も運用できる事実上の「空母」へと改装される「かが」



ンペーン」を支援し、かつての負の遺産の「軍都」を讃えるようなあ
りさまだ。しかし、必ずしも市民の反応はそうでもないと思う。毎月
私たちは少人数だが、呉駅前で街宣とビラ配布を行っている。反応は
悪くない。戦争をしない自衛隊からの変化に隊員や家族などの関係者
も不安を抱いているのだと思う。

米アジア戦略の要・イワクニ
　一方、岩国に目を向けると、「騒音軽減」などを名目に行われた「滑
走路沖合移設工事」によって唯一、専用岸壁を持ち大幅に機能強化し
た。「辺野古移設」で揺れる沖縄県宜野湾市の普天間基地とともに海
外に展開する海兵隊航空基地で、「沖縄の負担軽減」を名目に空中給
油機部隊が岩国基地に移駐した。しかも、部隊編成が変わり機数も増
え、強化されている。また、なんといっても原子力空母「ロナルドレー
ガン」の艦載機の移駐は岩国基地の劇的変化をもたらした。海兵隊の
基地から海軍と共同使用の基地となり、機数も倍増して 130 機ほどの
米軍用機が常駐するアジア最大級の軍事拠点に生まれ変わった。
　現在、「ロナルドレーガン」は約半年の航海に出かけているが、こ
の間のイラク、アフガンなどの戦争で空母は中心的役割を担った。そ
の部隊の移駐はこれから先、数十年も岩国が「基地の街」として生き
ていくことを意味する。さらに、海兵隊航空部隊も増強され、空中給
油機部隊に続き、2012 年からは普天間基地に配備された「欠陥機」
の異名を持つ輸送機「MV-22 オスプレイ」の陸揚げに利用され、
2017 年には岩国基地に最新鋭のステルス戦闘機「F-35B」が 16 機配
備され、2021 年までに 32 機体制にすると発表している。前線基地と
しての「イワクニ」の重要性を表しているといえる。
　年に一度、「フレンドシップデー」と称して基地の一部を開放するが、
一方で年々高圧的にもなってきている。長年基地拡張に反対してきた
田村順玄元市議は「基地に入れない」とし、理由も明かさない。私た
ちはこの開放デーに 30 年以上前から毎年、入り口でビラ配りと街宣
をしているが、昨年からは「基地にビラは持って入れない」とし回収
を始めたばかりか、軍警（米軍に雇用されている日本人警備員）が基
地外でビラの受け取りをしないよう訴えるありさまだ。国内法が適用
される基地外での行為は日本国憲法に抵触する上、彼らは「拳銃」を
携行しており「銃刀法違反」にもあたる。しかし県議会で追及しても、
山口県警は「承知していない」の一点張りで開き直っている。
　また、岩国錦帯橋空港発の ANA 定期便で写真を撮ると写真の削除
を求められる事案が起こった。理由は「米軍（防衛局？）からの要請」
だという。「基地を使わせてやっている」と言わんばかりに、ANA に
圧力をかけている。あくまでも日本からの提供施設であり、そんなに
隠したいならアメリカに帰ればいい。

　岩国市民の声は 2005 年の「米軍再編」で確実に変わった。「当時の
井原市長は「住民投票」を行い、圧倒的多数の反対の意思を確認した。
岩国では初めて「爆音訴訟」が提訴され、国と争うことを始めた。開
放デーの街宣も私たちだけで行っていたが、激励や協力も得られるよ
うになった。国の「アメとムチ」によって行政は屈服したが、市民の
気持ちは必ずしも住民投票当時と変わっていないと思う。厳しい中で
も明るい可能性はまだまだある。

「米軍再編」と共に、前述の通り米軍は目に見える部隊の更新を進め
ているが、それだけにはとどまらない。昨年、米空軍横田基地に特殊
作戦機「CV-22 オスプレイ」が配備された。この「CV-22」の岩国飛
来も多い。米軍管理の横田、沖縄の嘉手納や在韓米軍基地の中間に位
置する「イワクニ」の役割は大きい。米軍戦略上、在日米軍基地はア
ジア戦略の最前線として重要度を高めている。

世論は「日本政府は憲法九条をまもり、活かせ！」
　「沖縄の負担軽減」を言いながら、沖縄に集中していた基地機能の
全国化と加えて沖縄の基地もより強化されようとしている。老朽化し
た普天間基地の辺野古移転がその最たるものだが、県民の明確な「移
設反対」の声を無視してまで新基地建設を進めるのは「負担軽減」で
はなく、戦略的な必要性を感じる。日本政府は陸上自衛隊に水陸機動
団を発足させた。米海兵隊との一体化をもくろみ、アメリカ製の水陸
両用車、F-35B、オスプレイなどの装備をそろえ、沖縄で海兵隊と共
に訓練を行うつもりだろう。辺野古新基地は必要不可欠なわけだ。
　日本政府は「米軍再編」を後押しして、在日米軍のために「思いや
り予算」の名目で桁外れの駐留予算の支出、米国製の高額兵器の購入、
そして「戦争法」をはじめとする法整備を進めている。その最後の課
題が「憲法九条改定」なわけだ。しかし日本の世論はまだまだ私たち
に味方している。私たちは九条を活かし、粘り強く闘うことが必要だ。

　

アジア最大の米軍岩国基地は増強が進む
滑走路が沖合いに出され面積は 1.4 倍
大型艦船も着岸できる専用岸壁も整備

横須賀 新倉裕史さん佐世保  篠崎正人さん岩国  田村順玄さん 湯浅一郎さん



　6 月号では「その１」として、「慰安婦などいなかった」と
いうウソをまき散らし、「慰安婦」とされた方々に対する悪質
なヘイト宣伝活動のためのパネル展が広島市まちづくり市民交
流プラザで行われたことをお知らせした。「その２」では「慰
安婦の真実パネル展」のパネル内容のウソを具体的な根拠を挙
げてあばく。

２　「慰安婦の真実パネル展」のパネル内容のウソをあばく
 （１）「証言二転三転」　李容洙 1928 ～大邱のウソ

彼らの主張の中心は、証言の曖昧さを理由に、
「証言二転三転」と証言は信用できない
として「慰安婦」自体の否定に躍起になっている。　
しかし、河野洋平元内閣官房長官は「私はその証言を全部拝見
をしました。『その証言には間違いがある』という指摘をされ
た方もありますが、少なくとも被害者として、被害者でなけれ
ば到底説明することができないような証言というものがその中
にあるということは重く見る必要がある、というふうに私は
思ったわけでございます。……当時の社会情勢の中で軍が持っ
ている非常に圧倒的な権力というものが存在した。他方、いわ
ゆる従軍慰安婦であったと言われる方々からの証言というもの
を聞いてみても、それはもう明らかに被害者でなければ言えな
いような証言というものが聞かれた。等々それらを総合的に判
断をすれば、これはそうしたこと（強制性）がなかったとは到

底言えない。むしろそういうことがあったと言わざるを得ない
状況であろう、というふうに私は判断をしたわけでございます」

「半世紀以上も前の話だから、その場所とか、状況とかに記憶
違いがあるかもしれない。だからといって、一人の女性の人生
であれだけ大きな傷を残したことについて、傷そのものの記憶
が間違っているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言
を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる」と述
べた。また「仮りに個々には『局部的に思い違い』などがあっ
たとしても、１６人の元『慰安婦』の証言の全体と当時の資料
等を『総合的に判断』するならば、日本軍『慰安婦』制度において、

『慰安婦』とされる過程で強制性が存在したことは否定できな
い事実だとの認定をおこなった。」とした。（出典：『歴史教科
書への疑問』（「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」
編）1997.6.17）李容洙さんの証言は「慰安婦」であったこと、
強制性があったことは否定できない重い事実である。

 （２）「慰安婦の所得は大将を上回る高額だった」　のウソ　　
パネルの 1943 ～ 45 年頃のビルマ（当時）における慰安所規
定では、慰安所の利用には「軍票」を使用することになっていた。
しかし、戦局の悪化に伴い、南方占領地内の流通も過酷な物不
足となっていく。こうした中、日本軍は物資を調達する目的で
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軍票を大量に増刷し、その結果激しいインフレが生じて実質的
な減収となっていたのである。「アメリカ戦時情報局心理作戦
班　日本人捕虜尋問報告 第 49 号（ 1944 年 10 月 1 日）」によ
ると、「慰安婦が普通の月で総額 1500 円程度の稼ぎを得てい
たことを意味する。慰安婦は、『楼主』に 750 円を渡していた
のである。また、多くの『楼主』は、食料、その他の物品の代
金として慰安婦たちにさらに多額の請求をしていたため、彼女
たちは生活困難に陥った。」との記載がある。
映画「主戦場」で林博史さんは次のように解説する。「この当
時の日本政府の統計で、ビルマのインフレが日本本土と比べる
と約1800倍、ですから例えばここで１万円貯金しているといっ
ても1800分の一ですからほんのわずかになるんです。」従って、
当時ビルマで26,145円貯金があったとしても、262円程度の「軍
票」でしかなく、しかも敗戦後「軍票」は無価値になり、当然「慰
安婦」の「軍事貯金」も無価値になったのである。文玉珠さん
に対して軍事貯金は払われなかった。

（３）「『従軍慰安婦』も空想によって作られました」「『日本軍

に性奴隷にされた』話は全くのウソなのです」のウソ
 「（財）女性のためのアジア平和国民基金」編「政府調査／「従
軍慰安婦」関係資料修正①～⑤」の「朝鮮半島出身のいわゆる
従軍慰安婦問題について（平成四年七月六日）内閣官房内閣外
政審議室」では、政府として「従軍慰安婦」について「いわゆ
る従軍慰安婦問題に政府の関与があったことが認められた。」
と明言している。その調査には政府が関与したことを裏付ける

以下の根拠資料が存在している。
・・・前略・・・
（３）調査結果
・・・略・・・
今回発見された資料の主な記述を上記分野に従って整理すると
次の通り。
①慰安所の設置については、当時の前線における軍占領地域内

の日本軍人による住民に対する強姦等の不法な行為により反
日感情が醸成され、治安回復が進まないため、軍人個人の行
為を厳重に取り締まるとともに、速やかに慰安設備を整える
必要があるとの趣旨の通牒の発出があったこと、また、慰安
施設は士気の振興、軍紀の維持、犯罪及び性病の予防等に対
する影響が大きいため、慰安の諸施設に留意する必要がある
との趣旨の教育指導参考資料の送付が軍内部であったこと。

②慰安婦の募集に当たる者の取締りについては、軍の威信を保
持し、社会問題を惹起させないために、慰安婦の募集に当た
る者の人選を適切に行うようにとの趣旨の通牒の発出が軍内
部であったこと。

③慰安施設の築造・増強については、慰安施設の築造、増強のた
めに兵員を差し出すべしとの趣旨の命令の発出があったこと。

【政府・基金公表文書】
④慰安所の経営・監督については、部隊毎の慰安所利用日時の

指定、慰安所利用料金、慰安所利用にあたっての注意事項等
を規定した「慰安所規定」が作成されていたこと。

⑤慰安所・慰安婦の衛生管理については、「慰安所規定」に慰安
所利用の際は避妊具を使用することを規定したり、慰安所で働
く従業婦の性病検査を軍医等が定期的に行い、不健康な従業婦
においては就業させることを禁じる等の措置があったこと。

⑥慰安所関係者への身分証明等の発給については、慰安所開設
のため渡航する者に対しては軍の証明書により渡航させる必
要があるとする文書の発出があったこと。

⑦その他、業者が内地で準備した女子が船舶で輸送される予定
であることを通知する電報の発出があったこと。

（４）いわゆる従軍慰安婦問題に政府の関与があったことが認
　められた。

　さらに、「従軍慰安婦」の経営・管理・募集について、次の
ように書かれている。

（６）慰安所の経営及び管理
   慰安所の多くは民間業者により経営されていたが一部地域にお
いては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民
間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に
許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、
利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を
作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。
慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生
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管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務
付け、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の
措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するな
どの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれ
にせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において
軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強
いられたことは明らかである。

（７）慰安婦の募集
　慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依
頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場
合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そ
のような状況の下で、業者らが、或いは甘言を弄し、或いは畏
怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多
く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケ－スもみられた。

（以上、下線は山川）
　即ち、日本軍や政府（官憲）が業者と共に甘言を用い、畏怖
させる等の形で無理矢理女性たちを集め、「従軍慰安婦」とし
て兵士の性欲の処理をさせ、常に軍や官憲の管理下に置き、痛
ましい、自由のない日本軍の性奴隷にされたことは否定できな
い事実であり、決して「捏造慰安婦問題を糺す日本有志の会」
らが主張する「フィクション小説」ではない。

（４）「つまり慰安婦は今で言うところの風俗嬢なんです。」のウソ

 ①性風俗産業で働いていますか？
→○　日本軍直営の「性風俗産業」である。
②客観的に見て賃金・待遇は十分ですか？→×　劣悪過酷な賃

金・待遇。
③転職・退職は可能ですか？脱出・通報など助けを求めること

はできますか？強要を断ることはできますか？
→×　「監視が厳しく外出の自由はなく監禁状態（ペポンギさ

ん）」「軍人を拒否したため、殴られ鼓膜が破れ、脇腹と股の
付け根には軍刀による深い傷跡（ソンシンドさん）」「あまり
の苦しさに自殺する女性多数」など、「従軍慰安婦」とされ
た人々の証言が転職・退職・脱出・通報が不可能であったこ
とを裏付けている。（出典：合同出版『日本軍「慰安婦」問
題　すべての疑問に答えます。』アクティブミュージアム「女
たちの戦争と平和資料館」（wam）編著）

　パネルの設問に従って答えると、彼らの意図に反して「従軍
慰安婦」は明らかに「性奴隷」に該当した。
阿部浩己さん（国際法学者）は映画「主戦場」の中で「奴隷制
というのは人が別の人によって全的支配されることだ。彼女た
ちが高額の支払いを受けていたことと奴隷制であったかどうか
ということとは全く関係ない。お金やごちそうをもらったり外
出したりした事実があっても、自由な意思が著しく剥奪されて
いて、制度による全的な支配のもとで許可を得ていたことが事
実であるから、奴隷制であるということになる。」と断言して
いる。

３　終わりに
　1993 年の河野談話では「慰安婦」問題を「われわれはこの
ような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教
訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育
を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決
して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。」とした。
しかし、右翼政治勢力は「慰安婦」問題を排除し、敵視し、歴
史教育から抹殺してきている。次回「その３」では、「慰安婦」
問題と日本の教育の問題を論じる。
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南山公園には「記憶の場」がある



　2018 年 5 月本誌に、「第二次別姓訴訟の原告になりました。

わたしたちの人権感覚を問いたいと思います」と、原告の思い

を書かせていただいた裁判が先日結審した。

　2018 年 7 月 24 日初回期日。晴天の真夏日に裁判所前の歩

道を、弁護団や応援の人たちと歩いて入廷写真を撮り、汗だく

になって裁判は始まった。裁判所に入るのは初めての経験で、

映画で見たような非日常の場に立ち、｢え？私、ドラマの主人公

みたい？｣とちょっとワクワクしながらも緊張して意見陳述に

臨んだ。「名前を変えることを強制されないことを願う者とし

て、私の名前も夫の名前も変えないで婚姻届を出せる権利を、

今回の裁判で主張したいと思っています。私が結婚改姓を嫌だ

と思ってから３５年。今度こそ選択的夫婦別姓が実現すること

を願っています。」と訴えた言葉は三人の裁判官にしっかりと

届いただろうか。

　陳述のあとは書面の確認をして次回の期日の日程を決める。

毎期日「え？これでお終い？」とびっくりするほどサクサクと

あっという間に終わる。期日までに力を込めて準備してもらっ

ている書面がそれぞれにたっぷり出されているとはいえ、毎回

あまりにもあっけなく短時間で、ほとんど生のやりとりなく終

わることには 6 回と回を重ねてもなんだか不思議な感じは変わ

らなかった。

　私たちの主張は、

・同氏希望者と別氏希望者の間に法律婚の可否という合理性の

ない別異取り扱いを生じさせている（憲法 14 条 1 項違反）、

・2015 年最高裁判決以後の状況変化、

・国際条約（自由権規約・女性差別撤廃条約）違反、

というもの。このうち最高裁判決以後の世論の変化については、

世論調査結果で賛成が反対を上回ったことや、多くが改姓して

いる女性で就労率がますます増えかつ初婚年齢が上昇している

ため改姓の不利益が更に過重になるケースが増えていることを

示す資料、別姓を求める多くの意見陳述書や、多数の選択別姓

を支持するメディアの社説や研究者の論文など、たくさんの証

拠書面を提出した。また、日本が批准している国際条約の遵守

を求める文書が国連から出ておりそうした国際的な意見に対応

しない日本政府の姿勢を指摘する緻密な条約論も展開した。口

頭弁論ではこれら論点それぞれにつき要旨の陳述をし、進んだ

裁判だった。

　一年が過ぎ、2019 年 7 月 30 日。初回期日と同じような真

夏日の晴天、広島地裁で弁護団の意見陳述があった。野口敏彦

弁護士は「選択的夫婦別姓を求める国民の声は非常に大きく

なっている一方で、『一強多弱』といわれる国会ではこのよう

な国民の声は無視され、『少数派の権利・利益』が尊重される

見込みは全くありません。『少数派の権利・利益』を守ること

ができる国家機関は、裁判所をおいて他にありませんので、裁

判所におかれては、今こそ歴史的な転換点になる判断を下して

頂くよう、切に求める次第です。」と、人権の最後の砦として

の裁判所に期待する力強い弁論で締めくくった。

　こうして私たちの広島地裁の第二次別姓訴訟、国家賠償請求

訴訟は 11 月 19 日 13:30 の判決言い渡しを待っている。同時進

行で進んできた東京地裁本庁と東京地裁立川支部も結審してお

り、それぞれ 10 月 2 日 10:00 と 11 月 14 日 10:30 に判決言い

渡しが予定されている。

　別姓希望で提出した婚姻届不受理に対して受理を求める家事

審判は東京地裁本庁と東京地裁立川支部では今年 3 月に却下さ

れ、即時抗告を行っているが、広島地裁はまだ結果が出ていない。

☆陳情の試み　広島市議会意見書採択

　昨年より地方議会から｢夫婦別姓選択制に向けて国会動け！｣

の声を国会に届けようと、地方自治体で国会に意見書提出を求

める陳情を行うグループが活動している。この動きに触発され

て「広島でも！」と、陳情をした。

　選挙区の市議さんにお願いに上がると、「党として賛成して

いるので、広島市でも何かできるか検討してみましょう。」と

協力を約束してくださった。待つこと 2 週間。「会派として意

見書を出しましょう。」とお返事をもらい、更に待つこと 10 日。

6 月 25 日、広島市議会本会議で「選択的夫婦別氏制度につい

ての議論を求める意見書案」が 52 議員中 35 名の賛成多数で可

決された。大活躍の市議さんに深謝します。

　8 月 8 日現在、東京都や三重県など全国で 37 の意見書が可

決されている。（選択的夫婦別姓・全国陳情アクション HP 参

照 https://chinjyo-action.com/area/）このように、選択的夫婦

別姓を求める声は日本各地から上がっている。

☆別氏夫婦の戸籍の形

　こうした全国から上がっている多くの選択的夫婦別姓への法改

正を待つ声を実現につなげるため、「そろそろ新しい法律の話を

しよう」と法改正についての発信も始めようとしている。原告や

裁判を支える会の思いを弁護団有志がまとめ、法律案と、改正後

の戸籍はこんな風になりますという戸籍見本にしてくれた。

　法律案のポイントは 3 点。

１：夫婦同姓 ( これまで通り )、と夫婦別姓 ( 新しい選択肢→戸

籍見本参照 ) どちらも選べる。

２：子の氏は子の出生時毎に決める。これなら子の氏は統一して

もしなくてもいいので、夫婦それぞれの氏を残したい場合や子連

れ再婚で子どもに改姓させたくない場合などでも希望に添える。
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　人権の最後の砦としての裁判所に期待　第二次別姓訴訟

恩地いづみ（第二次別姓訴訟　広島原告）     



３：戸籍の形は可能な限り現在の戸籍の形を維持している。同

姓でも別姓でも夫婦子どもを一つの戸籍に記載する。戸籍見本

では網掛け部分が変更点。

　この法案をいろんな方に見ていただいて広めていただいて、

法改正への議論を進めてもらいたいと考えている。

選択的夫婦別氏制度　　民法の一部を改正する法律案　　　　

（傍線部分は改正部分）

補足・子の出生前に父母が離婚したときの出生届出義務者は母

である（戸籍法 52 条 1 項）。

・他に、子の氏の変更（791 条）、養子の氏（810 条）、特別養

子の氏等の改正が必要

・改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、配偶

者との合意に基づき、適切な期間内に届け出て婚姻前の氏に復

することができる経過措置をもうける。

・子の氏が、出生後決まらない場合の解決手段（例えば家庭裁

判所の審判）についての規定をもうける。

戸籍法
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別氏夫婦の戸籍見本

他に戸籍法 14、18、49 条等の改正が必要

改正案

（夫婦の氏）　　
第７５０条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに
従い、夫若しくは妻の氏を称し、又
は各自の婚姻前の氏を称する。

（子の氏）
第７９０条１項
嫡出である子は、父母の氏又は氏を
異にする夫婦の子については出生の
際に父母が協議により定める父若し
くは母の氏を称する。ただし、子の
出生前に父母が離婚したときは、離
婚の際における父母の氏又は氏を異
にする夫婦の子については子の親権
者の氏を称するものとする。　

現行案

（夫婦の氏）　　
第７５０条
夫婦は、婚姻の際に定め
るところに従い、夫又は
妻の氏を称する。

（子の氏）
第７９０条１項
嫡出である子は、父母の
氏を称する。ただし、子
の出生前に父母が離婚し
たときは、離婚の際にお
ける父母の氏を称する。

改正案

（婚姻届）
第７４条
婚姻をしようとする者は、左の事
項を届書に記載して、その旨を届
け出なければならない。
一　夫婦が称する氏又は夫婦が各
自の氏を称するときは戸籍筆頭者
二　その他法務省令で定める事項

現行案

（（婚姻届）
第７４条
婚姻をしようとする者は、左の
事項を届書に記載して、その旨
を届け出なければならない。
一　夫婦が称する氏
二　その他法務省令で定める
事項
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☆もう一つの私たちの取り組み
　個個からカフェ～不安なく違っていられる社会への一歩～
　裁判の期日をお知らせして傍聴をお願いするだけでなく、選

択的夫婦別姓をめぐって情報収集したり議論したり愚痴ったり

いろいろできる｢場｣を作りたいと、連続講座またはおしゃべり

会その他、という集まりをほぼ 2 ヶ月に一度開いてきた。

　別姓当事者のお話し、通称使用の現況報告、外国の結婚時の

姓の話し、日本の民法の歴史とこれからの展望、裁判の解説、

社会学的に見た家族と姓のありよう、そして全国陳情アクショ

ンの取り組み。いろんな角度からいろんなお話を聴いて、その

上参加者の方々のいろんな思いの発言もあって、毎回あっとい

う間のカフェの時間。昨年 5 月から 7 回開催してきた。

　来たる 10 月には今年の 3 月に始まった同性婚訴訟｢結婚の

自由を全ての人に｣のことも含め「性と家族の多様性を理解

する」と題して修道大学教授の河口和也さんにお話しを伺う。

 　10月 6日日曜日　17:30 ～ 19:00 場所：広島ハチドリ舎

　違っていることに不安を持たなくてもいい、個個がそれぞ

れに尊重されるように、そんな社会を展望する。姓の選択と

いう一点からそんな大きな明日を考え発信しているカフェ。

よろしかったらのぞいてみてください。

　今年の参院選では選択的夫婦別姓が争点の一つになった。

法改正は現実的な議論の場に出ていくまで、もう、あと一歩

のところに来ていると思う。あと一歩、法改正への後押しに

なる判決を期待している。

意見書案第４号
衆　議　院　議　長
参　議　院　議　長
内  閣  総  理  大  臣　　　あて
法     務     大     臣

広 島 市 議 会 議 長 名

選択的夫婦別氏制度についての議論を求める意見書案

　結婚に際して夫婦のいずれか一方が改氏しなければならないという現在の夫婦同氏制度の下

では、婚姻による改氏に伴い、本人の同一性が確認できなくなり、職業生活などにおいて不利

益を被るといった事態が生じる場合があります。

　このため、平成８年の法制審議会による選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正案の答申

以来、国において対応を検討している状況です。

　平成３０年２月に内閣府が公表した世論調査では、選択的夫婦別氏の導入に４割が賛成して

いる一方で、反対や通称としての旧氏使用に賛成が５割を占めており、国民の間にさまざまな

意見が存在します。

　また、平成２７年の最高裁判決において、夫婦同氏制を定めた民法第７６０条の規定は憲法

第２４条に違反するものではないとしながらも、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組

みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、こ

の点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき

事柄にほかならないというべきである｡」と付言されています。

　しかし、現在のところ国会での審議には至っておらず、加えて、夫婦別氏制度導入による社

会的影響へのリスクも懸念されていることから、さまざまな意見を踏まえた上で議論すること

が必要です。

　よって、国及び政府におかれては、選択的夫婦別氏制度の導入について、戸籍制度等の社会

的な影響範囲も含めて深く慎重に議論するよう要請します。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。



何が問題なのか
　2019 年 4 月 30 日明仁天皇が退位し、翌日 5 月 1 日新天

皇の即位に伴い、元号法を根拠とした改元が行われた。そ

の前後の日本社会の過熱ぶりに違和感や居心地の悪さを感

じた人も多いのではないだろうか。私もその一人である。

無邪気に「さようなら平成、こんにちは令和」などと寿ぐ（こ

とほぐ）人々を見ながら、「天皇制」とは一体何なのかを改

めて書き残しておきたいと思った。書いているうちに思い

がけず長くなったので、2 回に分けることとし、今回は前

回の続きである。

  前回は、天皇制と不可分の関係にある「日の丸・君が代・

元号」が、法や制度として私たちの身体を拘束し、私たち

はそれらを通して天皇制を内面化し規範としていること、

そして、そのことが私たちの身体に対するまぎれもない暴

力であることを述べた。重要なのはそうした内面化・規範

化を対象化し、身体への暴力として認識できるかどうかで

ある。しかし、天皇制がエートスとなっているこの国のマ

ジョリティには、おそらく天皇制を問題化することそのも

のが理解できないのではないか。だからこそ、天皇制を身

体に対する暴力と捉える私のようなマイノリティにとって、

今回の改元騒動を振り返り、「お祭り騒ぎに水を差すな」と

いったマジョリティの無理解と同調圧力に抗して、自らの

思いを発することが重要ではないかと考える。

葛藤
  今から 60 年近く前、私の保育園時代（1960 年代初頭）に

撮った写真がたった１枚だけ残っている。卒園写真である。

講堂らしき場所で舞台を背に並んだ園児たち。その背後の

舞台には大きな日の丸が掲げてある。君が代を歌ったのか

どうか、全く記憶にない。その後、私は学校教育を通じて

君が代を叩き込まれ、行事のたびに掲揚される日の丸を仰

ぎ見て育った。旗も歌も私の身体に刻み込まれた。しかし、

大学生になると既に私は天皇制の問題を意識していた。そ

れは部落解放の思想に触発されてのことだったと思う。「貴

族あれば賎族あり」という松本治一郎の言葉が心に刻まれ

ていた。そして教員となり、日の丸・君が代・元号と具体

的に向き合うことになる。

  就職してすぐの 4 月、入学式での舞台中央の日の丸と君が

代演奏（私が勤務した学校では斉唱ではなく、演奏のテー

プを流していた）。新入生の副担任であった私は舞台に一番

近い高校 1 年生の学年団の席にいた。君が代演奏時には会

場全体に起立が求められる。私は起立すると同時に自分の

席を離れ、会場の外に出た。そして演奏が終了すると元の席

に戻った。その間数分、私は何を考えていたか。記憶にない。

式は何事もなく終わり、その後の仕事も無事終了したが、式

での私の行動に対して誰も何も言わなかった。その後、私は

新入生や卒業生の学年でない限り、式の会場には最初から入

らなかった。逃げていたのである。しかし、1986 年度の卒業

式（1987 年３月 1 日）はそういうわけにはいかなかった。

転機
  1986 年 11 月、当時高校 3 年生の被差別部落出身生徒が全校

生徒を前に部落出身宣言をした。宣言に至る経緯とその生徒

との関わりについては紙幅の関係で省略する。宣言の時、体

育館の舞台に立っていたのはその生徒と私の二人だけであり、

二人とも生まれて初めて不特定多数の前で自らの出自をカミ

ングアウトした。カミングアウト＝宣言はすれば終わりでは

ない。重要なのはその後である。さまざまなことが起こったが、

ここでは日の丸・君が代・元号に関わることだけを述べる。

例年、卒業式を前に職員会議で式次第と分掌を確認する。そ

れは例年の慣例をそのままなぞるだけの確認のための会議で

ある。この年も卒業式の前日か、あるいは数日前かに職員会

議があった。私はある覚悟を持って臨んだ。その覚悟とは、

日の丸掲揚と君が代演奏に反対し、中止に追い込むことであっ

た。それは全校生徒の前に立ち、カミングアウトした生徒へ

の私なりの責任の取り方だった。午後 3 時半過ぎに始まった

会議は午後 7 時を過ぎても終わらなかった。喧々諤々の論議

というわけでもなく、ただただ重苦しい雰囲気の中で、沈黙

が支配していたように記憶している。採決の結果、最終的に

日の丸も君が代も中止になった。学校創設以来、初めて日の丸・

君が代のない卒業式が行われた。

  ところが、早速反動が現れた。式に出席した PTA 会長が祝辞

の中で、「なぜ国旗国歌がないのか」と学校の対応をあからさ

まに批判した。この人は自民党の党員であり、後に広島市長

選挙に立候補する。式が終わって理事会も動いた。卒業式の

異常事態に危機感を抱き、翌月に行われる新年度の入学式で

の日の丸・君が代の実施を校長に求めた。しかし、校長はギ

リギリのところで踏ん張り、職員会議の結論に委ねたのであ

る。新年度早々の職員会議は実施に賛成か反対かで揺れた。

卒業式と同じように採決され、実施に賛成と反対が同数となっ

た。最後に議長が実施賛成に回り、日の丸・君が代は復活し、

以後、私が退職するまでそれは続いた。37 年間の教員生活の

中で旗も歌もない卒業式を私が経験したのはたった一度だけ

であった。

 

     共生考～番外編Ⅲの１～　天皇制を考えるその２

笹川俊春（共生フォーラムひろしま理事）     
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ささやかな抵抗
  日の丸・君が代復活後、定年退職するまで、私はどうしてい

たか。新入生あるいは卒業生の学年に配属された時にだけ式

に出席し、君が代演奏の時には起立せず、座っていた。これ

が私にできたささやかな抵抗だった。ただ、全国各地の公立

学校では、私のようにただ座っていただけなのに処分を受け、

不利益を被った教職員が多数いる。処分覚悟で不起立を貫く

人と私のように処分を受けたこともない者とでは、その行動

にかける覚悟に違いがあるのかもしれない。それでも自らの

思想信条に正直に生きたいと決意し、その意思を表明した以

上、もう後へは引けないという思いだけは共通しているので

はないか。人には譲れない一線があると思う。

  卒業証書の元号表記についても若干記しておきたい。まず、

学校が発行する公文書はすべて元号表記である。ほとんどの

教職員は、元号表記に対する問題意識そのものがなく、それ

を当たり前のこととして受け入れていたと思う。日の丸・君

が代を中止した年の卒業生でさえ、生年月日も発行年月日も

全員一律に元号表記であった。卒業式直前の職員会議で日の

丸・君が代の中止が決まったとはいえ、既に元号表記で作ら

れていた卒業証書を作り直すことはできなかった。しかし、

この後、卒業証書の年月日は事前に生徒が西暦か元号のいず

れかを選択し、その希望によって記載することになった。こ

れは私が退職するまで変わらなかった。ただ、選択の調査を

するときに教員が何も言わなければ、ほとんどの生徒は元号

を選択する。やはり重要なのは何を学習するかということに

尽きる。

何ができるか
　2018 年末からの改元騒動に接していると、天皇制がいかに

日本人と深く結びついているかを考えずにはいられなかった。

確かに、今回の改元を政治的なショーと冷ややかに見ること

もできる。また、改元までも商品にしてしまう近代資本の貪

欲さを再確認することもできよう。あるいは、日本人の集団

主義や同調圧力、異論を許容しない不寛容を読み取ることも

可能だ。そうした中で、私にとって最も印象深かったのは、

新元号公表以来、テレビに登場する一般の人々やテレビに出

演する人たちの言動である。前天皇・皇后への労いと感謝、

新天皇・皇后へのお祝い、そして「新しい時代への希望」が

際限なく語られる。さらには、全国各地で「御朱印」を求め

て寺社に殺到する人々、新天皇の一般参賀に集まる十数万の

大群衆、こうした報道に接すると、天皇制イデオロギーが日

本人の心性と深く結びつき、一体化していることを改めて思

い知らされた。天皇制を差別体系と見なし、その変革こそが

差別撤廃につながると考えている私のような者には、ただた

だ気が滅入るばかりの現実である。

    とはいえ、何もしないわけにはいかない。何ができるかを

考え続けることが必要だ。

　まずは自分自身の心性、感性、精神性、日本的抒情、日本

人であると考えている根拠を対象化・相対化することから始

めねばならない。詩人の金時鐘は日本語によって作られた自

分自身の身体を朝鮮人の身体に変革するためには「日本的な

叙情を食い破る」ことが必要だと述べている。それは天皇制

によって形作られた私たちの身体を「食い破る」ことにも通

じるのではないか。その前提として、私たちが人間としての

感情の自然な発露と考えていることが、実は内面化した価値

観や規範であることを認識することが重要だと思う。例えば、

散っていく桜を美しいと思う。それは私という人間の、自然

な感情の発露と考えられる。しかし、美という価値観は学習

によって習得されるものであり、生まれながらに備わったも

のではない。さらに、人間の死を散る桜に喩え、「死を美しい」

と捉えるのも、もともと私たちに備わった自然な感性ではな

い。それは規範である。「死を美しい」とする規範を内面化

することで、もともと備わっていた感性であるかのように思

い込まされてきたに過ぎない。「死を美しい」とする規範を

作り出したのは天皇制である。天皇制とは制度であり規範の

体系である。私たちはその天皇制という制度を規範の体系と

して内面化することによって「日本人である私」を形作る。

まずは自分自身を絶対視せず、自分自身の根拠と思われるも

のを対象化・相対化することが必要ではないか。それが天皇

制を「食い破る」ことにつながるように思う。

おわりに
  忘れられない光景がある。1968 年メキシコオリンピック、

陸上競技男子 200ｍ表彰式の国旗掲揚の場面である。アメリ

カの黒人選手二人が黒い手袋をはめ、拳を握り、国歌が流さ

れる間、顔を下に向けたまま片方の腕を高く突き出し、黒人

差別への抗議の意思を表したのだ。当時まだ中学生だった私

はその映像をテレビで見て、衝撃と戦慄を覚えた記憶がある。

二人の行動が何を意味しているのか、すぐには理解できな

かったが、それでも国家への抗議・不服従という意思表示で

あることは伝わった。それを世界の人々が注視する大きな舞

台で実行した二人の覚悟と勇気に圧倒されたのだ。やる覚悟

と踏み出す勇気があればできることを教えてくれた出来事

だった。

　今や「国旗国歌元号」は大手を振って、あらゆるところに

存在する。であるがゆえに、まずは、ささやかな抵抗ではあっ

ても拒否する意思を表現することが重要だと思う。これこそ

が「存在の政治」である。内心の自由は心の内に留めておい

たのでは実現できない。「起たない」「歌わない」「頭を下げない」

「書かない」そして「まつろわない」を心に刻んでおきたい。

13
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ストップ改憲！ 8.6 新聞意見広告 2019、今年も掲載することができました！　

　第九条の会ヒロシマ 27 年目の 8.6 新聞意見広告を掲載する

ことが出来ました。昨年を 300 も上回る 2517（8 月 7 日現在）

の団体・個人のご賛同を頂き、皆さまのご支援、ご協力に世話

人一同、心より感謝申し上げます。

　今年の意見広告では、平和を願い、行動する市民として「黙

らない」ことを強く訴え、政治を考え、おかしいことには声

をあげようというきっかけにして頂きたいと思いました。
　掲載紙は、朝日新聞朝刊です。大阪本社版に全 15 段と、

その他全国には全５段を掲載しました .

デザイン…　
　今年の紙面は、デザインも、「黙らない」というタイトルも、石

岡真由海さんのアイディアです。　安倍政権は沖縄や福島ほ

か、地元や市民など意に沿わない声は聞かず、政策を強引に進

めています。しかし　私たちは、沖縄の人々と同様に、決してあ

きらめることなく、それぞれの方法で声をあげ続けたいと思っ

ています。皆さんがご覧になって、私たちの決意を感じ取った

り、考えたりしてほしいという願いを込めています。

メッセージ…
　賛同してくださった皆さんから寄せられた多くのメッセー

ジの中から世話人会で選ばせて頂きました。改憲、基地問題、原

発、教育、労働、くらし･･･人権を破壊してきた安倍政権や、それ

を操る強大な後ろだての多国籍企業、背後にいる超保守的な

人々…　皆さんのメッセージから、日本の様々な課題について

考え、行動して頂ければ幸いです。

英語版
　ヒロシマには多くの海外の方々がこられます。広島の核の

ない平和への思いに共感していただこうと　思い、今年もス

ティーブン・リーパーさん、澤田美和子さんの協力を得て、

英語版を作りました。（カラー版裏面）

原爆ドーム前、元安橋での配布
　８月６日早朝、原爆ドーム付近でカラー版を配布しました。

（新聞に掲載したものはモノクロです）

　世話人や会員さん、いつも賛同してくださる 8・6 ヒロシマ平和

へのつどいのメンバーと一緒に配布しました。

　

ご参加、ご協力くださった皆さま、ありがとうございました

▼
▼

▼

▼

▼

▼お名前は何度も校正致しました。まだまだ間違いがあるかもしれませんが、どうぞお許しください。

　これからも、賛同してくださった方々、意見広告を見て共感してくださる皆さんとともに、憲法改悪を許さず、平
和憲法を生かすよう声をあげていきたいと思います。ご感想、ご意見など、お寄せいただければ幸いです。

 
      会 計 中 間 報 告     （2018年8月5 現在  会計：西浦紘子）        

収入の部 支出の部 

賛同金 万円 広告料、紙面制作、チラシ、発送、カラー版印刷、ハガキ他 概算 万円（未払含） 
▼ 今年も約 万円の赤字となりましたが、不足分は本会計から補填します。  

474.6　435
40

209
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　8 月 6 日の朝、新聞意見広告が掲載されるとさっそく
電話や FAX, メールで、賛同の声が届きました。

・「黙らない」第九条の会ヒロシマの運動、今朝の意見広告に
賛同。8 時 15 分の黙祷で決意を新たにしたいと思います。F

・賛同させて頂きたくメールしました。  高知 M
・九条の会ヒロシマ　スタッフさま　　意見広告みました。今

朝の市長の挨拶も時代に流されず平和を訴える鋭いものだっ
たと思います。憲法改正以前に憲法とは何かを知らない政治
家が大勢いることに恐怖を感じます。　OK　　

・８月６日の朝日新聞意見広告を拝読しました。賛同します。
　憲法９条を守りたい、戦争はしたくない、未来のある子供た

ちを戦場に送りたくないと願っております。ヒロシマとナガ
サキのために祈ります。貴重な意見広告をありがとうござい
ます。KM　神戸市

・昨夏から広島に住んでいます。平和のために闘わなければと
思います。今朝も公園に行きました。 

・今朝朝日新聞をみました。賛同します。核兵器禁止条約を日
本政府に要求します。核兵器、戦闘機、軍艦、空母、兵器は
いりません。もちろん改竄、ウソ、忖度、隠蔽、アベもいり
ません。平和と福祉、人権を守りましょう。HH

・ありがとうございました。どんどん嫌な国になっていく現実
に、一人で毎日のニュースを見ては潰されそうになっていま
したが、今日の紙面で、「勇気ある方々が、まだこんなにいらっ
しゃるんだ」と、嬉しかったです。 

・改憲なんて望まない。戦力なんていらない。自分の大事な人が、
あんなむごい死に方をして良いのか？　みんな本気で考え
て！！第九条を守って！　  玉手洋子 

・今日の (8.6 原爆の日 ) 安倍総理の言葉は原爆慰霊碑に空しく
跳ね返された。残念ながら誰の心にも響かない。

・僕の税金は、空母を作ることに使って欲しくない、軍事費増
強の政策に反対します。　　　　　　　　　NM 拝

・返信ありがとうございました。　皆様のご健康と、正義が（奴
らも自分が正義だと主張しますので、本当の正義が）　負け
ないことを祈っています。

・朝日新聞見ました。「黙らない」私も黙っていられません。
平和であることは、全ての生活の基盤です。日本は平和な国
だからと、安心していました。けれど、平和とは、何もしな
いからあるのではなく、守り続ける努力をしてきたからこそ
存在するんだと、最近の世の中の怪しい風潮を目にして分か
り始めました。私は、声をあげます。

・8 月６日の意見広告、拝見しました。意見広告を出して頂き
有難うございます。

・私は「芦屋九条の会」、「大谷派九条の会」などで活動してお
ります。この意見広告で、また元気を頂きました。また芦屋
九条の会のメンバーにも紹介させて頂きます。昨年もメン
バーと、この貴意見広告について話していたのですが、はや
一年が過ぎてしまいました。　　　　　　　KA

・8.6 新聞意見広告を朝日新聞に掲載してくださり、有難うご
ざいました。新谷ノリ子さんのお名前がありましたが 50 年
前「フランシーヌの場合」を歌っていた歌手ですか？ NK

・今年も意見広告を出してくださいましたね。ありがとうご
ざいます。辺野古への新基地建設、イージスアショア配備、

「自衛艦」の空母化、など日本政治が進めていることに「ＮＯ」
と言える人を増やすためにボクも微力を尽くします。NS

・「黙らない」とてもいいと思いました。私もそうして行きた
いと思います。　ＮＵＫＥＳはどういう意味ですか？　核
兵器だけではなく原発もですよね。　　東京　女性

・戦争はイヤです。9 条を守らなくては。　寄付をしたいと思
いますので振り替え用紙を送ってください。木下　東京

アンケートより
・改憲の政治的スケジュールが取り沙汰されている折、ヒロ

シマ原爆記念日に合わせて、第９条改正への反対や平和憲
法のかけがえのなさに寄せる多くの国民の声の存在を訴求
した「第９条の会」の広告は、タイムリーであり、唯一の
被爆国である日本が依って立つべき鼎の所在を考えさせて、
あらためて、多くのひとりひとりの国民の意識を覚醒して、
関心を惹き付けると思われる。デザインをはじめ、広告の
構成は見やすく、わりやすく、説得力がある。男性 20 代

・改めて憲法第 9 条を考える良い機会になった。男性 30 代
・安全保障は難しい問題 男性 30 代 
・核兵器禁止条約などを考えるきっかけになるような広告で

あり考えさせられた。 男性 30 代 
・平和へのおもいが伝わる広告になっている。男性 40 代
・すばらしい広告だと思います。なぜこんなことが起きてし

まったのかしっかり検証したい。 男性 40 代
・８月６日！こういう広告は必要です。もちろん私も戦争反対、

核兵器反対、憲法改正も反対。 男性 50 代
・趣旨は理解できるが、はたして軍隊を持たない国が国家と

言えるのだろうか。もちろん、戦争は絶対に反対だが、自
衛隊を軍隊と認めるかどうかは、議論する必要があると思
う。いたずらに９条改正は絶対に認めないという態度では
議論が前に進まないのではないか。 男性 50 代

・広島への原爆投下記念日の広告としてはタイムリーである。
単純に核廃絶を訴えるのではなく、声を上げることが大事
とのメッセージもある意味で斬新である。広告欄の左側に
虫眼鏡で見ないとわからないようなサイズの字で個人名・
団体名がずらりと書いてあるので多くの人に支持されてい
ることもわかる。それを背景に「黙らない」の大きな文字。
興味深い広告である。 男性 50 代 

・小さくても声を上げ続けていくことが大事だ。男性 50 代
・確かに、いまの政府についてはいろいろ考えさせられます。

例えば今度の予算の防衛費が５兆以上だと知り、果たして
これでいいのかと疑問に思っています。但し今の韓国の状
態を見ると常識を外れた行動だと、驚いています。教育で
感覚を一定方向に向かわされているとしか考えられません。
なぜ、お互いにウインウインの関係を築けないのか。男性
60 代 

・賛同の声を寄せたい 男性 60 代 
・核兵器を保持する必要のない世界でありたい　男性 60 代

新聞購読者からの意見・感想・アンケート
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・広島に原子爆弾が投下された祈念日に合わせ、第九条の会ヒ
ロシマが意見広告を出して良いタイミングだと思う。難しい
問題だが、政治家だけに任せられる問題ではない。 男性 60 代

・説得力のある良い広告だ。広島原爆記念日だけでなく、もっ
と頻繁に出して欲しい。 男性 60 代 

・戦争をやらない決意は持続しないといけない。そのためにも、
このような団体に何らかの形で参加する必要があると思う。
それをわからせる広告になっている。 男性 60 代 

・一つ一つの文字が小さくても、集まると大きくなりますね。
スイミーのようです。 男性 60 代 

・憲法第九条の部分をもっと大きな文字で書かれていた方が、
メッセージとして分かりやすかったと思う。

・名前が小さく書かれていてすごいと思った。切実な思いがす
ごく伝わってきた。 女性 30 代 

・有意義な活動だと思う。大事な呼びかけと思う。女性 40 代 
・亡き父はジャングルにも行った。終戦間近、大学生までもが

駆り出された。戦争をしても何も解決しない。亡くなった方
やその遺族は悲しく、悔しいでしょうね・・・ 女性 50 代

・ここに記載されているのは、ごくごく普通の人の、一般市民
の常識的な意見だと思います。政治家や官僚の方に読んでも
らいたいです。 女性 50 代 

・第９条。日本にとって大切な憲法である。人類にとって意義
のある憲法を守ることは被爆国日本の義務である。私に何が
できるか考えた。 女性 60 代 

・共感した。声をあげることが大事。もっと広めよう 女性 60 代
・｢核兵器禁止条約を結ぶ政府を持とう｣と｢強いリーダーを頼る

のではなく一人一人が動いて変えていく｣に賛成。 女性60代
・黙らない、ということは大事だと思う。小さいことでも続け

ることが大切だと思う。 女性 60 代 
・たくさんの人の寄付で広告を出せたことはすごいと思う。避

けてはいけない問題を改めて考える良い機会を与えてもらっ
た。左半分の沢山の名前の上に「黙らない」は衝撃的だった。
良い広告だったと思う。女性 60 代・

・わたしは被爆者 2 世です。長崎・広島が日頃話題にならず　8
月 6 日だけというのは情けない。核兵器禁止条約も政府が参
加しないなら被爆者で調印しようよ。" 女性 60 代 

・意見広告として、長く続けてほしいと思います。「私たちはい
かなる政党にも属さないで行動しています。というのに賛同
したので、寄付をしたいと思った。 女性 60 代 

・原爆の悲劇が二度と起こらないように、9 条をことが守る大
切だと思っています。 女性 60 代 

・掲載されているすべての意見に賛成します。 女性 60 代
・憲法はまさに私たちの生活に直結しています。そして主権者

は私たちです。憲法の大切さを次の世代に引き継ぐいでいか
なければなりません。 熱意を感じました。男性 20 代 

・８月６日の広島の原爆の日に、こういう広告は　とても大事
なことだと思います。 男性 40 代  

・誰もが真剣に向き合うべき問題である。平和維持に向けて、
地道に努力されているので、応援したいです。男性 40 代 

・この時期にこういう広告を出すことは重要な意味があってよ
いと思います。これからも続けてほしい。 男性 60 代

・自分を含め戦争を知らない世代ばかりになれば、風化していく
のかもしれない。阪神大震災も然り、経験していない人が多
くなるからこんな地道な活動が必要だと思う。男性 50 代 

・原爆記念日の式典を見ていても、第 9 条のことは声高に触れ
られない現状で、このような広告が特別な日以外でも見られ
るようになればよいと思う。 男性 60 代 

・個人名の掲載にどんな価値があるのか分からないが、こんな意
見広告がどんどん出ると紙面も面白くなると思う。男性 60 代

・戦争の記憶がどんどん風化する中での今回の広告。非常に有
意義だと思います。広告を改めて読み、何らかの形で行動に
移さなければいけないのかなと思いました。 男性 60 代

・改めて戦争について考えた。とても印象深く迫力と説得力が
ある。寄付によって出した広告も良い。 女性 29 歳以下 

・色々な意見があり、憲法九条について改めて考える機会になっ
た。 女性 29 歳以下 

・原爆の日を迎えました。74 年にもなるのですね。絶対に風化
させてはならない日だと思います。被爆者も年々少なくなっ
てきていますが、世界中の人は貴重な被爆者の声に耳を傾け
る必要があると思います。女性 30 代

・この広告は毎年見ています。毎年見ることで意識し続けなけ
ればならないという思いを新たにしました。「8 月 6 日、生き
て今日を迎えたから」の言葉に感動しました。女性 40 代

・第九条のヒロシマ　いい広告を出していると思う。もっともっ
と多くの賛同者を集めるように一人ひとりが声をかけ大きな
輪にしましょう。 女性 60 代 

・なかなかインパクトのある。アメリカでの銃撃戦もありヘイ
トに対する意見もかなり大きく取りざたされている時、この
NO　HATE に目が行く。賛同する人の名前で埋め尽くされた
紙面の使い方もなかなかユニークだ。 女性 60 代

・昭和 20 年 8 月 6 日は、広島に原子爆弾が投下され、多数の犠
牲者が出ました。広島被爆 74 年を迎えた「平和記念式典」を
テレビで見ていましたが、広島市長の挨拶はとても良かっ

・「第九条の会ヒロシマ」は初めて知りました。日本国憲法第 9
条に規定されている平和主義を堅持する活動をされているよ
うですが継続して頑張ってもらいたいと思います。 女性 60 代

・平和な日本がいつまでも続くよう憲法９条を、守っていきたい。 
女性 60 代 

・二度と戦争を起こさないためには憲法九条は絶対に変えては
いけないと思う。その意味でもこの広告は目立つし良かった
と思う。もっとみんなで声
を上げないと…思う。女性
60 代 

・広島の被爆 74 年のこの日
に、よい広告が出たと思い
ます。自民党の勝利で憲法
改正になるかもしれない恐
怖。もっと選挙に行って、
しっかりしたよい政治家を
選ばないと。 女性 60 代 
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（お名前アイウエオ順　敬称略）

・赤間至・赤間セツコ　９条はヒロシマの大事な遺産です
・赤松竜　沖縄県民と共に、辺野古新基地建設を断念させよう！
・上里恵子　憲法に守られている私たちです。大切にしましょう。
・浅賀きみ江　峠三吉の詩の如く、人間をかえせ！平和をかえせ！
・阿部良之　国会軽視、米国従属では、日本の明日はない。
・有村文江　権者は私たちだ！勝手にさわるな！
・五十嵐政晴　戦争とは悪であり国家の行う犯罪行為だ！
・池田垣二郎　憲法は日本の宝世界の宝
・ゴジラの叫び　平和でなければ面白くない。憲法は生活必需品。
・石黒由佳　武力ではなく言葉でわかりあえる大人の国になりたい
・石田弥生　軍事費を削ってくらしに　なぜＦ35 戦闘機を 147 機

も買うのですか？
・石原清美・西山明美　平和憲法で信頼できる日本を目指そう！
・磯幸子 ９条守ろう！改憲はイヤ
・磯田典之　９条を変えようとする人達のおかげで９条の平和に

対する貢献を確信しました。守りましょう。
・板橋俊子　このままでは、明日の日本は、地獄ゆき。
・市場恵子　大切な憲法を守り抜いていきましょう。
・伊藤忠志　市民の意見、辺野古等新聞広告への支援金を毎年送

金しているが、状況はどんどん悪くなるばかり　無力ボケ・・
・伊藤道子・伊藤英敏　〝九条は世界の命づな〟
・井上加代子　「放射線副読本」の撤回を
・井上聖文・井上由美子　反戦・平和、日本だけでなく世界に九

条を広めましょう。
・井上正弘　まだ見ぬ孫のため　７２才
・井原俊博・井原美代子 憲法９条は日本の誇りだ。
・今西弘・明代 安倍政権は民主主義破壊
・入江東樹　戦争は最大の殺人罪です。戦争をしてはなりません。
・医療法人わかば会　岩本内科医院 戦争と差別のない世界をめ

ざして皆が力を合わせて頑張りましょう。
・岩崎学・藤原彰子　アベ政治を砕いて真の平和を！
・岩戸弘 　安倍さん何がしたいのか？
・岩永昌子　日本国憲法９条は人類の理想です。
・上島茂樹　平和だいすき。
・上塚高弘　沖縄の海を本土の土砂で汚染するな！
・上山耕平・智子・嘉久 戦争はもうしませんと誓ったよ。だ

けど日本はそれを守らず。
・鵜飼礼子・鵜飼真一郎 最高の安全保障は軍拡ではなく、憲

法の精神に則った友好です。
・宇佐美睦朗　憲法９条世界の宝守り抜こう
・牛島忠夫　広島で購入した「NUKE FREE」を正面にしたキャッ

プを普段かぶっていると、日本の人は気にとめないが、海外の
人が読みとって声に出し手を挙げて賛同の意を現してくれま
す。被爆した市内電車は今も走っている。乗って平和を未来に
伝えよう。

"NUKE　FREE「核よさらば」をみんなの合言葉に。"
・内坂晃・内坂弘子　日本人以外の被爆者のことも覚えての運動

にさらなる成長を！
・江口良二・江口はるみ　改憲絶対反対！戦争につなげない子供

たちの命！動植物たちの命！
・大石穣・西重徳・日野知子　平和のスポンサーになります。
・大口彰子　守ろう９条　世界の宝！

・大江宏 憲法を尊重し擁護する義務を負う総理大臣が、自分の好
き勝手に変えることは許しません。

・大久保敏明　新元号を得々と発表する安倍首相、一方で「令和」
を考案した万葉学者に箱口令。この理不尽も「天皇制」の一つの
姿ではないか。

・大島浩司・大島純子　おかしいと思うことに黙っていないで声を
あげる、そんな人でありたい。

・太田一男 　軍備は浪費
・太田稔　戦争できる体制が自由をうばう。私達は道具ではない。
・大槻順一郎　日本国憲法を世界遺産に。
・大戸敏行・大戸文子　争いのないみんなに平等の平和を
・オオニシイツミ　戦後が戦前とならないために
・大村実和子　ウラ・オモテのない９条が世界の宝
・岡田勝之　人類は皆兄弟だ！戦争はいらない。ましてや核兵器も
・岡西清隆　九条とヒロシマの心を世界に広めたい
・岡本剛　これからもこの国が平和であるように９条をきずつけな

いで守り、次の世代へひきつぎたい。
・小川家子　九条改憲反対！　戦争のない国の政治は弱い者の味方

であってほしい。
・小川育美　今こそ９条と９条の意味をしっかり受けとりたい
・沖博義・沖佐和子　日本を壊さないで！
・沖増修治　戦争絶対反対！！
・奥下厚子　戦後長く　アメリカの植民地の如くあれど　守り来し

ひとつ平和憲法
・奥田剛・奥田みどり・悠・慧　９条は未来を拓く信頼の道標
・押部禎一　高齢ドライバー　改憲空母に特攻せよ。
・小野邦英　大変危険な安倍に憲法をさわらせては絶対にいけません。
・甲斐高之　未来ある子どもたちの「えがお」のために憲法を活かそう
・貝吹栄三　絶対アキラメナイ！！
・梶原広継　子供たちに平和な未来を、９条と共に
・片岡佳美・吹野卓　戦力の放棄という正しいことをおこなったと

いう誇りをもちつづけたい。
・加藤淳子　今こそ日本が９条を世界に広める時！
・加藤浩道　憲法三大原則の可否を言わない改憲論などありえません。
・加藤浩道　戦争させない
・兼綱寿美子・岩木久満・芳子　　９条を守り非戦の誓いを貫こう。
・川端善一郎 ９条改憲には正当な理由はどこにもない。ある

のは軍拡・戦争への道のみ。
・神原秀文　憲法を生かして安心して暮らせる世の中をつくろう。
・北九州がっこうユニオンうい・佐藤光昭　憲法９条は世界遺産です。
・北阪英一　原発なくても地球は回る
・北野香織　良心の砦を守るべきです。
・北村由紀子・北村達夫 "No War  NO Nukes 核兵器廃絶・禁止

条約批准せよ "
・吉川徹忍　天皇即位、大嘗祭等の儀式を利用しての「天皇信仰」、

道徳活用しての「愛国心」がリンクして九条をおびやかせていま
す。「宗教と教育」を見すえたいものです。

・木林佐和子　世界の宝” ９条がある日本に武器はいらない。F35
戦闘機は税金の無駄使いだ。

・久世裕子　意気揚々の無軌道ぶりの戦闘的信仰を選ばない！
・國貞守男　We  Love  Peace  !
・鞍田東・鞍田邦子　日本の防衛は非暴力、不服従で

　　　
　　　　賛同してくださった皆さんからのメッセージ
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・黒田恵・天野ミヱ　生まれる命を生きている毎日を等しくいつく
しみ守ろう。

・KU９条の会　憲法は日本の宝世界の宝
・こいけ　けいこ 過去からの９条プレゼント嬉しかったら壊さず

未来へプレゼント
・小泉信 戦争放棄（９条）と反核結合　世界に向け発信
・小園小夜子　憲法を知り身近に感じられる教育を子どもから身に

つけたいね！
・小舘武雅　９条改憲により戦争を行おうとしています。９条改憲

には絶対反対。
・小林七生　９条平和
・小林義朗　自然環境（特に沖縄）を破壊しながら、日本を破滅に

追い込む安倍政権。
・小山尚吾・小山和美　改憲反対！　ウソつきオジサンあべしんぞ

う！　改憲反対でノーベル賞！
・斎藤義夫　トランプの思うままに兵器を買い、
・佐伯ルミ子・工藤順子 原爆を落とされた唯一の国として、9

条を守り、生かしていきたいです。
・酒井はるみ　水戸の地で「東海第二原発差止訴訟」の原告の１人

となっています。広島に生まれ育った者としてやっています。
・酒井信　第９条に自衛隊について、条項を加えると、前の条項は

無効になります。
・酒井信　９条はそのまま維持して下さい。
・坂本文夫・裕子 　憲法改悪絶対許さないぞ！！ "
・桜井邦彦　武力では平和は創れません。平和憲法こそ日本の誇り。
・佐治恵子　九条を守ることは世界の平和を守ること。
・佐藤晶子　想像力を豊かに。武器のない平和実現をあきらめない
・佐藤純子　安倍９条改憲 NO ！
・さはしやよい・佐橋京四郎　憲法９条を生かし、すべての命を大

切にする国に変えましょう！　　　　　　
・沢口悦子　９条は未来を守る日本の宝
・塩野龍男・たつ子　九条守って平和を孫たちに！　たつじいじ・

たつばあば "
・下末かよ子　未来も戦争しない日本に！
・島根　飯南　はとぽっぽの会　ヒロシマの心を島根の子ども達に
・清水正人　　賢い人類でありたい
・白井千也　国は守れ！私は護る！「憲法９条」
・白戸清・白戸羊子　広島にいらした故 S さんが現地の新聞を送っ

てくださり、全国紙では分らないことを色々教えられました。
・城間和子・城間徳盛　72 歳、子や孫の為にできる事は全部やっ

ていこうと思います。
・城山大賢　軍隊保持しては、平和国家とは言えない。
・新藤知樹　参院選　今度こそ与野党逆転を！
・菅茂樹・みゆき・こゆき・惇　令和より平和
・菅野高至　９条をアジアの今に！
・杉原幸代　戦後がいつまでも続きますように！！
・杉原豊子・杉原直幸　憲法九条・報道の自由厳守です。
・鈴木茂久・鈴木香　平和憲法守ろう。子や孫を戦争にいかせない。
・鈴木哲朗　平和！
・鈴木聖幸　人の命と幸せを最大に尊重する理念を堂々とアピール

しつづけられる社会をつくっていきましょう。
・鈴木康紀　スイス国を手本に、アジアの中立国になろう。
・瀬尾徹志・瀬尾知佐子 ９条は人間社会の地球の宝です。
・関根義夫・関根智子　新しい日本を築く礎はヒロシマ、ナガサキ、第９条

・瀬戸暢子　改憲、辺野古、原発等々民主主義違反のアベはあき
れるばかり。あきらめずに対策の一つひとつを成功させよう！

・髙木伸子　改憲の危機にある今、ヒロシマに頑張ってもらいたい！
・髙木美栄子　地球から核をなくしておくれ。被爆ひいじいちゃん
・高島平九条の会 平和のためアキラメナイ！！
・髙田由美　辺野古に新基地をつくり、憲法を変えて戦争をする

など絶対に許されることではありません。戦争は絶対にいやだ。
・髙橋成世　世界に誇れる９条を、どうしても守りたい。
・髙磨眞佐子　全世界に９条が必要。すべての生命に飢え、貧困、

恐怖がないように。毎日、新しい命が誕生しています。安心し
て普通に暮らせる為にも第九条を、永久に残しましょう。

・竹腰英樹　平和は良い。戦争はダメ。その当たり前を次に
・武田隆雄　９条を守り抜くことが命を守り抜くことにつながります！
・田坂量慈・田坂千晶　兵戈無用平和憲法を護ろう
・巽裕子・良輔・八島亜弥 ９条捨てずに武器捨てよ！！
・伊達工・伊達豊子　憲法９条堅持、辺野古新基地建設阻止！！
・田中暉彦　憲法９条を柱にまことの平和を実現していきたい。
・田中之浩　「戦争しない！」と誓った９条は世界の宝です。
・田中義行・鳥越ゆり子　憲法９条ー君こそわが命、世界のいのち。
・坪谷万里子・大木美鈴　ヒロシマ、ナガサキ、オキナワの想いをとも

にして戦前、戦後痛みを共有してきました。原発も含めて
・出口紀代子 改憲 No ！
・道津弘二　「９条を未来に！」の意思を伝える努力をしなければ。
・渡口差知子　今こそ憲法９条に光を！
・豊嶋由美子　５年生になる孫が原爆ドーム、資料館を見たいと

言い始めました。今年、必ず行きます。
・豊中母親大会連絡会 守ろう９条　世界の宝！
・永井和子　９条を世界遺産に
・長岡芙美子　戦争の準備はするな！
・中野正子　中野正義宛に Help ハガキ届きました。彼は５月に

急逝しました。私は彼に代わってカンパします。妻、中野正子
・中野護 「核兵器ゼロ世界」を９条で実現させよう！
・永橋正伸　兵器が人々を守った歴史はない。
・中本静恵・中本忠治　改憲のその先に兵士の道がつづく
・中山誠一　私達は、戦争をしない、軍隊を持たないと過去へ、「未

来へ、約束します。
・永山良樹・京子 NO! WAR STOP! ABE
・成田強　アベ自公政権ー職業的犯罪者集団を何としても倒そう。
・難波幸矢　憲法９条が時代に合わない、古いと言うなら、世界

に誇る９条に向かって政策の方を巻きもどせ！
・西正 安倍政権の崩壊が近いと思います。改憲絶対阻止。
・西家美智代　戦争を起こしてもうけたい悪魔どもに天罰を加え

たい。良心ならば良い人のためにお金を使え。
・西川恵子　　憲法９条は日本の宝です。
・仁田坂喬一・仁田坂百合恵　自衛隊を憲法に明記したいのであれ

ば、昔の皇軍（日本軍）が中国大陸で行った数々の蛮行「悪逆無道」
を洗いざらい白日のもとにさらして全国民に知らしめるべし。

・野口里子　子どもの頃戦争があって、鉛筆の代りに鍬や鎌で作
業の日々だった。

・野澤信一　改憲してアメリカの属国になりますか？平和憲法を
守って国際社会で名誉ある地位を占めますか？

・野田尚道　日本の平和憲法を国民、みんなの力で守ろう！！
・野田隆稔　核兵器は絶対悪である。許してはならない。
・野津功・野津睦子　九条の建てさせまいぞ墳墓塚
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・野村晋一　改憲阻止！９条守ろう！
・花岡誠一　戦争はアカン。人のくらしをうばい殺し合うのはゴメン。
・花ノ木清子　世界にむけて広島から平和の列車は永久にノンストッ

プ発進！
・濱中康子　国民の命を守る日本国憲法９条は日本の宝です。
・原郁夫・原邦子 世界に誇るわが国の憲法が永遠に輝きますよう！
・原邦子 わが国第一主義のリーダーの力が大きくなることがとても

不安です。平和こそすべてに勝てる力なのです！
・原田美都里　中々行動できないので気持ちカンパさせてもらいま

す。頑張って下さい。
・東原光寛　憲法の意義、役割を考えよう。日本国憲法と自民党改憲

草案を読み比べて変えたいですか？
・樋口節子　戦争で守れるものなんてありません。知恵を集めて平和

な世界を作りましょう。
・日髙礼子　共にがんばりましょう！！
・日南田成志　９条改悪、絶対反対！！安倍はヤメロ！
・平田京子　丸腰の勇気を持とう、私から。
・広島県保険医協会　人命を守る医師はいかなる戦争をも容認できな

い。憲法の理念を体して平和を脅かす動きに反対することは現代
に生きる医師の社会的責任である。

・深井喜美子・深井奈保子・深井美佐夫　あなたもわたしも平和が大すき
・深井美佐夫・深井喜美子 いつまでもいつまでも戦争のない世界を
・福井　市民運動の長くきびしい道を歩き続けましょう。
・福岡行子　不戦の誓いを改めて！！
・福本年孝　正しい戦争はない！
・藤井郁子　改憲やめて活かそう憲法
・藤井英二　9 条は日本の宝
・藤井慶輝　日本の、アジアの、世界の平和へ
・藤木百合子　憲法を守って平和を守りましょう。
・藤澤宜史　９条と共に生きる
・藤野美津子 死票が多い小選挙区制に反対
・古川純　沖縄ーヤマトをつなぐ民主主義の力を示しましょう。
・古屋敷一葉　９条がアジアの９条世界の９条となりますように
・堀内英昭　安倍はマスコミに助けられている。マスメディアはしっ

かりせよ、頭にきています。
・堀尾昭子　　行動しよう！
・堀場清子　　憲法改悪反対！
・前畑ゆかり　九条の会ヒロシマの活動に、私の気持や願いを託させ

て下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
・牧野直子・牧野洋子　孫の時代まで平和でありますように！
・牧野正博　戦争は勝っても負けても不幸。
・（大阪被爆二世の会）増田俊道 声を上げよう！つながり合お

う！つながりが世界を変えるから。
・松井さとみ＆家族　日本国憲法を守るのは議員の本分です。　　　
・松尾美智子 みんなで力をあわせよう。
・松尾保代 　いのちが一番大切
・松嶋恒久　安保法制を強行採決した安倍政権下の９条改憲絶対反対。
・松平ふぢ子　3000 万署名も参加、頑張っております。
・松原千里　　憲法審査会始動を恐ろしく感じております。
・松藤富隆・松藤比沙子 平和なくして平等なし平等なくして平和

なし。憲法破壊の安倍に NO!
・松本聡　私は９条を改憲して日本が戦争する国になることに絶対反

対です。改憲ではなく生かしましょう９条！
・松本千賀子　第九条は、日本と世界の宝・犠牲者の遺言です。

・真鍋裕子　憲法のおかげで今まで戦争をすることなく
　平和が守られています。ありがとう。
・馬庭京子　憲法を生かそう！
・三島弘敬　あなたの命　９条が守ります
・三角忠 「過ちをくり返さない」のは誰か！原爆投下の責任をあら

ためて問う！
・道上朝子　究極は、一人一人が真実を知る、考える、できること

をそれぞれがすることだと思います。
・三井富士夫　投票を！改憲すれば徴兵に。
・水戸洋子　核の脅威、福島事故を忘れさせようとするオリンピッ

ク。腹立たしい
・皆川珂奈江　なしくずし改憲、九条違反を許せない！！
・南野真左闘　天皇制廃止！辺野古新基地阻止！原発再稼動阻止！

憲法改悪阻止！福島被災者との連帯！ "
・宮岡照彦　安倍改憲阻止！
・宮川文子　平和憲法を守りつつ日本の安全保障について考えよう！
・宮谷則子　「平和を考えるための＋α」に岡本三夫先生の名前を

見つけて。４年前に逝去のチカちゃんは岡本先生の大学の同級生
・宮本孝甫・宮本優子　改憲のその先に戦争が見えます。だから改

憲させない！
・三芳英教　後輩教師に言い残したい。「教え子を再び戦場に送るな」
・三輪幸雄　戦争大国アメリカと一体となって戦争への道を進むア

ベ政権にストップを！
・宗近弘武　憲法問題は国民主権が守れるかの瀬戸際。主権意識を

ひとりひとり再確認してみたい
・森永肇子　安倍政権は誰のために働いているのでしょう！！
・森本吉朗　憲法９条は平和の宝。改憲反対。守りぬこう！
・諸橋泰樹　休場してる窮状の９条を救助しよう！
柳生雅巳 　戦争ができない国をめざして
山岸康男 　子供たちのためにも世界に誇れる９条を守ろう！
山口協一 　みんなでせんそうをなくしましょう。
山口裕子 　戦闘機・空母・艦載機違憲では
山崎須美子　名前公表は新日本婦人の会　広島県北支部 "
山下昭子 　何としても平和憲法は守りたいです。
・山田貴志子　殺さない　殺させない　憲法を生かすことこそ平和の道
・山田雄康　９条を世界の宝にしよう！
・山根敏英　永遠平和のために戦争絶対反対！
・山本勲　日本国憲法を生かして、国民として幸せになろう！！
・横原由紀夫　集団的自衛権の行使は憲法違反、安保法は無効です！
・横山裕二　唯一の戦争被爆国である日本が９条を世界に普及させ

る義務がある。
・横山裕二　広島・長崎の慰霊碑に献花しました。
・吉川邦良・吉川清子　九条実現の声をヒロシマから全国へ
・吉澤幸宣　平和主義の日本を子や孫たちにずっと引き継がせたい。
・吉田耕太郎・松本和美 わたしたちは権力に屈しない。わたし

たちは憲法と生きる。（吉田耕太郎）
・吉永愛子・大森文隆 改憲の先にあるものは皆兵
・吉野典子　人間が作った核が人間を滅ぼす。止められるのは人間だけ。
・吉村りよみ　憲法の危機。あべ首相にブレーキを！　あきらめない！
・若木京子　いつもしっかりした紙面づくりで感銘をうけます。
・若林由美子　夏ヒロシマ行こうとおもいます。
・渡邉澄子　九条厳守。安倍政権打倒！
・渡辺眞知子　九条まもって命をまもろう
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日本国憲法第九条は、国の焦土化と広島･長崎の原爆被

災という未曾有の犠牲によってあがないとられた国民的

遺産です。それは過去の戦争に対する厳しい反省の上に

立った先見的思想であり、21 世紀のモデルとなりうる

ものとして国際的にも高い評価を獲得しつつあります。

私たちは、日本の侵略戦争によって多大の被害を与えた

アジア諸国民への謝罪もこめて、平和、人権、民主主義

を根幹とする憲法を護り抜き、絶対不戦を決意し、ここ

に「第九条の会ヒロシマ」を結成します。（岡本三夫）　

第九条の会ヒロシマ結成宣言

「語るべきことを語り、為すべきことを為す」
　広島の市民運動団体が岡本三夫さんに参議院選挙出馬をお願
いした時のことです。立候補演説をする場として最初に選ばれ
たのが、日本基督教団廿日市教会でした。ご承知の方も多いと
思いますが、敗戦後両親もいない貧困状態の中、高校に英語を
教えに来ていた宣教師の影響を受け神学校に進学、その後も援
助を受けて神学者への道を進まれています。そのような関係か
らか、廿日市教会では政治に関する話以外に牧師としての働き
についても話されました。葬儀の折の略歴を見ますと、現在の
東京基督教大学卒業、東京第一中央バプテスト教会協力牧師だっ
たのです。廿日市教会は社会運動に熱心な教会で、常々聖書に
ある「語るべきことを語り、為すべきことを為す」ことを大切
に考えている教会です。岡本三夫さんは神学者の道を歩まれて、
しかし決して象牙の塔に籠ることなく積極的に平和運動の活動
に取り組まれた方でした。それは聖書の言葉「語るべきことを
語り、為すべきことを為す」ことを具現化しておられるのだと
感じました。真に同じ信仰者として敬愛してやまない気持ちに
させられました。今は神のみもとで安らかに眠っておられるこ
とでしょう。権力に押されることの多い私たちをどうぞ見守っ
ていてください。私たちは勇気をもって立ち向かうことができ
る気がします。　　世話人　西浦紘子

岡本三夫先生と一緒に行動できてよかった
　岡本三夫先生といえば平和学である。「平和とは、戦争がない状態だ
けではなく、あらゆる暴力のない、人権が尊重されること」。今でこそ
論じられるが、その当時はとても新鮮に思った。
　また、世界を飛びまわる学者であるにもかかわらず行動的だった。アメ
リカの９条の会の創設者「オーバビー博士講演会」が、全国 8 箇所で行われ、
広島では岡本三夫先生が引き受けられた。その講演会をするにあたり、ゼ
ロから呼びかけられた。それは広島にこられて間もない 91 年、平和文化
センターの本に載せられている人やグループ 100 以上に自らはがきを印
刷し宛名を書いて呼びかけ、実行委員会を作るところから始められたのだ。
栗原貞子さん、好村冨士彦さんなどの文学者や原水禁－原水協などの活動
家も集まり、その講演会の成功もあって「この実行委員会を解散するのは
もったいない」として「第九条の会ヒロシマ」ができたのだった。
　99 年には、「核不拡散・軍縮に関する東京フォーラム」に対抗する市民
集会が広島で開かれる時も、岡本先生がはがきで呼びかけて実行委員会
を作られた。その時は私も手伝えて第九条の会ヒロシマの関係者に送った
りもした。それが今の「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」に至っている。
　また、先生の口癖は「社共協働」だった。8.6 新聞意見広告は、せめ
て紙面で一緒に「憲法の改悪を反対しよう」と名前を並べて掲載した。
　2004 年の参院選では、「野党で 9 条を守る統一候補をたてよう」とい
う言いだしっぺの責任で，広島の候補者になられたが、それは今の野党
共闘の先取りであったといえる。
　市民によるフランス原爆展、カナダのウラン採掘をした原住民デネー
の人々の広島招請、ハーグ平和会議への参加などなど、三夫先生のお陰
で私自身も世界に目を向けることが出来た。北の共和国への訪問では団
長を務められ、まさに「平和に生きる」を体現されていたのではなかっ
たか。先生が書かれた第九条の会ヒロシマ設立宣言は、今読んでも新し
い。これからも頑張っていきたい。　（藤井純子）

1992 年 2 月 22 日

岡本三夫先生を想い
　和歌山高専で学んでいた当時、岡元司先生に戦争や平和
についての自分の関心を相談したところ、岡本先生や平和
学のことを教えて頂いた。ぜひとも岡本先生のもとで平和
学を学びたいと思い、広島修道大学に入った。最初の平和
学の講義が終わったあと、大学の渡り廊下で岡本先生を追
いかけて行き、自己紹介してからもう 18 年が経つ。懇意
にして頂き、先生の家でパソコンのメンテナンスをして、
夕方になると珠代先生の作った煮干しや椎茸の入ったみそ
汁や美味しいおかずを出して頂き、ご飯を何杯もおかわり
した。また、岡本先生を通して多くの人とも知り合った。
伊達さん、山本さん、ナギタさん、ナンダさん、佐々木君、
そして広島の平和活動の多くの人々。
岡本先生は非常に温和な方だったが、戦争に対して、核兵
器に対して、悪政に対しては、強い意志をもって反対の声
を挙げられていた。先生から口癖にようによく聞いた言葉
は、「peace by peaceful means」。平和的手段による平和。
平和を希求するからこそ、その行動は平和的でなければな
らないし、また平和を希求する者は、日々の生活から平和
的で理性的でなければならない。ストレスも多く、ネット
や SNS の普及でエスカレートしやすい現代では、暴力的
で感情的な言動が横行しているが、そんな時代だからこそ、
平和的手段による平和には価値がある。岡本先生は、

「peace by peaceful means」を体現していた。平和を愛し、
家族を愛し、弱き者や虐げられる者を愛した素晴らしい生
き方だったと思う。
岡本先生の姿を思い出す。ベレー帽をかぶり、チャーミン
グな笑顔で、「上山くん」と呼んでくれた先生を。岡本三
夫先生、本当に心からありがとうございます。　上山耕平

岡本三夫先生
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岡本三夫　　略歴
1933 年　　栃木県烏山町（現那須烏山市）生
1945 年　　13 歳の時に敗戦　程なく長兄、母親、父親、妹を亡くし、弟は施設へ
1953 年　　横須賀高校卒業
1957 年 　クリスチャンカレッジ（現東京基督教大学）卒業
1960 年 　米国ゴードン神学校留学
 　ウェストミンスター新学校に転校　神学修士号取得
1963 年 　ドイツ･ハイデルベルグ大学哲学・神学部留学
1968 年 　香川四国学院大学に赴任し、後に平和学を開講
1989 年 　日本平和学会会長　　~1991 年
1990 年 　広島修道大学法学部国際政治学科教授　後名誉教授
1992 年 　第九条の会ヒロシマを設立し世話人代表　後名誉代表　
 　8.6 新聞意見広告の掲載を始める　～ 2019 年 27 回目
1996 年 　市民によるフランス原爆展を開催（パリ・リヨン・グルノーブル）
1997 年 　欧州平和大学院大学客員教授
1997 年 　カナダからデネーの人々を広島に招請（8 月 2 日～ 9 日　13 人）
1999 年 　東京フォーラム広島集会（後核兵器廃絶をめざすヒロシマの会）開催
2000 年 　京都大学より博士号（文学）授与
2001 年 　核兵器廃絶をめざすヒロシマの会設立　設立当初の共同代表
2003 年 　第 19 期日本学術会議会員　　~2006 年
2004 年 　参院選広島選挙区に野党・市民の共闘で立候補　10 万余得票し次点
2005 年 　広島修道大学退職
2007 年 　岡本非暴力平和研究所設立
2015 年 　IGL 西風新都認知症グループホーム入所
2019 年 7 月 20 日　　永眠  

岡本三夫先生とは 30 年近くまえ広島に帰って来て広
島牛田教会でお会いしたのと第九条の会ヒロシマに
入会した時期が同じ頃でしたので近寄り難い先生と
いう印象でした。でも教会で意見広告の賛同呼びか
けや素晴らしい声で歌われる讃美歌を聞きながら少
しずつ気持ちが近づいていきました。平和に向きあ
う真摯なお姿が忘れられません。世話人  島村眞知子

岡本三夫先生を偲んで・・
‘９２年に古い平和記念館（現在の東館）でし
たが『第九条の会　ヒロシマ』の立ち上げ総
会があり私も参加しました。その当時から岡
本先生からは機会あるごとに日本国憲法のす
ばらしさを聴かせてもらってきました。先生
は常にヒロシマの護憲運動の中心におられ、
いつも笑顔で私たちを迎え入れてくださいま
した。怒られたリ不機嫌な顔など見たことも
ありませんでした。
今、改憲を叫ぶ政治家が増えており危機感を
持ちます。歳を重ねた私も先生の意志を受け
継ぎ後世に恥ずかしくない行動を重ねておこ
うと思います。先生のご冥福をお祈りいたし
ます。有り難うございました。（栗原君子）

　岡本さんとの思い出として、フランスの原爆展にご一緒させてい
ただいたことが鮮明に残っています。包括的核実験禁止条約が国連
で採択されようとしていた時、フランスは駆け込み的に核実験を実
施していました。岡本さんはこの状況を見過ごすことが出来ず、フ
ランス市民に原爆の怖さなどを知ってもらい、フランス市民と日本
の市民が共に反核の運動が出来るようにと行動を起こされました。
　私は海外に行くのも飛行機に乗るのも初めての経験で不安でした
が、温かく支えて下さった岡本さんの優しさが思い出されます。
　昨年まで岡本選挙で使った緑色の「ピース・ヒロシマ・オカモト」
のシールをバイクに貼っていました。これも一つの思い出です。
世界をかけめぐった岡本さん、これからも私たちを見つめていてく
ださい。（庄原在住　実国義範）

岡本三夫先生をしのぶ　　
　先生は FOR JAPAN「友和会」）に所属しておられ、
理事もしておられました。わたしは神奈川県の茅ヶ崎
教会牧師だった頃岡本先生とお会いしました。
　2007 年に広島に帰った頃、劇団 IMAGIN21 の二人
が訪ねて来られ、「『地獄の DECENBER 哀しみの南京』
をなんとしても広島で上演したい」と言われるので、
お訪ねしたところ、岡本先生は即座に「やりましょう」
と言われ、早速、実行委員会を立ち上げることになり
ました。熱い夏、岡本先生と一緒に足を棒のようにし
て、あっちの団体、こっちの団体を駆け巡り、チケッ
トの販売協力を依頼して回りましたが、積極的に協力
してくださるところはなかなかありませんでしたが、
上演にこぎ着けました。わたしは疲労困憊しましたが、
ご高齢の岡本先生は一言も不平、不満、怒りも口にも
出されず、淡々としておられました。まさに「 平和
の人」でした。今も忘れません。（盛谷祐三）

ありがとうございました
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　「平和の少女像」への攻撃のため、展示中止を余儀なくされたあい

ちトリエンナーレ 2019「表現の不自由展・その後」。このままでは歴史

修正主義をともなったアート抹殺が闊歩する時代になってしまいます。

　そこで、フランス漫画批評家協会賞（アジア部門）にノミネート

された韓国のグラフィック・ノベル『草』（仮題）を翻訳刊行するた

めのクラウド・ファンディングを呼びかけます！

　すでにフランス語、英語版が刊行され、スペイン語版、イタリア

語版の刊行も準備されている名作を日本でも読めるように、市民の

力を結集ください。

詳細は、クラウド・ファンディングサイト「Readyfor?」をご覧ください。

https://readyfor.jp/

上記サイトで「日本軍「慰安婦」をテーマにした韓国の漫画を翻訳

刊行したい」を検索ください。2019 年 8 月開始予定です。

【クラウド・ファンディングの一例】

　3000 円→『草』日本語出版委員会よりサンクスレターを送ります

　10000 円→サンクスレター＋日本語版『草』を送ります

『草』（仮題）金錦淑作、都築寿美枝訳
予価 3500 円＋税／ 2020 年 1 月刊行予定／ころから刊

フランス語版 英語版

　この度、韓国の原爆被害者を救援する市民の会で、3 人の韓

国人被爆者、厳粉連さん・李順玉さん・崔英順さんが被爆者と

しての苦悩や思いを綴った手記集「ヒロシマへ」を 32 年振り

に改訂改定・再版しました。

　この手記集は彼女たちがなぜ広島で被爆をしなければならな

かったのかその原因である日本の侵略について、原爆の被害と

は、そして日本政府が在韓被爆者を戦後長年放置してきた差別

の実態と的処遇、そのため在韓被爆者が原爆後障害で健康をむ

しばまれ悲惨な生活を強いられてきたその実態が生々しく描か

れており、多くの方に読まれていました。

　もともとこの手記集は若い世代も含めて、在韓被爆者問題と

その背景にある日本の侵略植民地支配の問題を知ってもらい、

核兵器の廃絶について若い世代にも考えてもらおうと発行され

たため、とても分かりやすい内容となっています。

　そして何より生活が描かれ、人の触れ合いが生き生きと描か

れた名著です。この問題を過去のものとせず、現在に続く問題

として考えていただくために一人でも多くの方に読んでいただ

きたいと願っています。

　韓国の原爆被害者を救援する市民の会・広島支部　中谷悦子

韓国の被爆者の手記「ヒロシマへ」を 32年振りに改訂改定・再版

いまこそ、「アート」の力を！

著者を日本に招こう！
今回のクラウド・ファンディングでは、制作にかかる費用の半
額（1,200,000 円）に加えて、著者を日本に招くための費
用（250,000 円）を追加して、総額 1,450,000 円を目標額
に設定しました。2020 年 1 月の刊行直後に広島、東京で
講演いただければと考えています。ぜひご支援ください。

『草』日本語出版委員会
共同代表：池田恵理子、岡原美知子、都築寿美枝（50 音順）



活動報告  （第九条の会ヒロシマほか　ネットワーク、実行委員会含む）
6 月   3 日（水） ヒロシマ総がかり３の日行動　本通り電停前　17 時半～ 18 時半
　　  5 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　本通り電停前
　　　  第九条の会ヒロシマ会報 102 号発送　広島市民交流プラザ３Ｆ
    　  7 日（金） 上関公有水面埋め立て延長申請をするな中国電力申し入れ　　9 時～
　　  9 日（日） 九条の会・はつかいち学習会　楾大樹弁護士　廿日市プラザ
　　10 日（月） 上関公有水面埋め立て裁判　　広島高裁　14 時～
　　11 日（火） 第二次別姓裁判　　　広島地裁　　　15 時半～
　　12 日（木） 呉教科書裁判第 2 回控訴審 ( 結審 )　14 時から　　広島高裁
　　23 日（日） 沖縄慰霊の日広島集会　14 時～　広島 YMCA
　　26 日（水） 中電株主総会行動　　9 時～　中電前行動　　10 時～　総会　　～ 13 時ごろ
  ヒロシマ総がかり 6.26 国会最終日緊急アピール行動　17：30 ～ 18：30　広島本通電停前
　　28 日（金） 第九条の会ヒロシマ世話人会②　14 時～　広島国際会議場３Ｆ研修室
  ヒロシマ平和宣言に関する松井広島市長への申し入れ　　国際会議場３Ｆ研修室　
　　29 日（土） 環瀬戸内海会議第 30 回総会　13 時～　岩国市福祉会館 3 階小ホール
　　30 日（日） 上映会「アイ キャン スピーク」　①14 時～　②17 時～　広島市民交流プラザ６Ｆ
7 月   3 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　12 時～　本通り前
  第九条の会ヒロシマ世話人会　③14 時～　広島国際会議場３Ｆ研修室
　　  7 日（日） アーサー・ビナード講演会　教科書ネット　留学生会館　14 時～　
　    10 日（水）　第九条の会ヒロシマ世話人会④　14 時～　広島国際会議場３Ｆ研修室
  別姓個個カフェ　　16 時半～　ハチドリ舎
　　17 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
　　18 日（木） 第九条の会ヒロシマ世話人会⑤　14 時～　広島国際会議場３Ｆ研修室
　　20 日（土） 岡本三夫先生永眠　15 時 40 分　IGL
　　22 日（月）　 岡本三夫先生告別式　牛田教会
　　　  名簿整理　　広島国際会議場３Ｆ研修室　14 時半～
　　22 日（土） 名簿整理　＆　第九条の会ヒロシマ世話人会⑥　広島国際会議場研修室
　　24 日（水） 上関原発止めよう！広島ネット　副読本記者発表　広島市政記者室　
　　25 日（木） 名簿作り　広島国際会議場３Ｆ研修室　10 時～ 17 時
　　26 日（金）　8.6 新聞意見広告紙面校正１　世話人会⑦　13 時半～　国際会議場
　　27 日（土） 8.6 新聞意見広告紙面校正２　13 時半～　広島国際会議場３Ｆ研修室
　　28 日（日） 共生フォーラム　広島留学生会館　14 時～
　　29 日（月） 8.6 新聞意見広告紙面校正２　13 時半～　広島国際会議場３Ｆ研修室
　　30 日（火） 第 2 次別姓訴訟　広島地裁　15 時半～　報告集会　広島弁護士会館
8 月   4 日（日） ヒロシマがヒロシマでなくなる日」平岡敬 VS 金平対談　弁護士会館　
　　  5 日（月） ８・６ヒロシマ平和へのつどい　18 時～　広島市民交流プラザ５F
　　  6 日（火） 8.6 新聞意見広告カラー版（＆市民による平和宣言）配布　元安橋＆原爆ドーム前
  グラウンドセロのつどい　ダイ・イン　反原発デモ　中電前反原発座り込み
　　  7 日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣　本通り前
　　10 日（土） メモリアルデー　「終わらぬ戦争」上映会　広島弁護士会館　14 時～
　　16 日（金） 第九条の会ヒロシマ世話人会⑨　14 時～　広島国際会議場３Ｆ研修室
　　21 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク　中電前行動　12 時～
　　24 日（土） ヒロシマ総がかり拡大世話人会（意見交換会）10 時～　広島弁護士会館
　　30 日（金） 第九条の会ヒロシマ会報発送　12 時半～　広島国際会議場３Ｆ研修室
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8 月 6日朝、8.6 新聞意見広告カラー版を配布しました！
元安橋原爆ドーム前

岡本三夫先生の告別式（7 月 22 日牛田教会）

別姓裁判の元気な参加者と報告集会

県北行動　上 - 安倍 9 条改憲 NO　下 - さよなら原発



◆ 岡本三夫さんを偲ぶ会　
　10 月 13 日（日）14 時～ 16 時　（予定）　　  　
　　　　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ ６Ｆ
　▼参加してくださる方はご連絡くださいますようお願い致します
　▼またメッセージなどいただけましたら幸いです
　主催：第九条の会ヒロシマ　
　　　　岡本三夫さんをしのぶ会世話人
　連絡先：isgc@chive.ocn.ne.jp( 石口 )
　　　　　takenaruaki@gmail.com 　090-4740-4608（久野）
 　fujii@jca.apc.org　070-5052-6580（藤井）　　
     
◆個個からカフェ ― 不安なく違っていられる社会への一歩
　　性と家族の多様性を理解するー同性婚をきっかけとしてー
　10月6日日)　17:30～19:00　広島　ハチドリ舎
　講師　河口和也さん　広島修道大学人文学部人間関係学科教授
　参加費・資料代　500円(ワンドリンク付き）
　主催　第2次別姓訴訟＠広島　応援団
　連絡先  onji.i@nifty.com 082-285-2105（留守電にメッセージを）

◆第2次別姓訴訟＠広島　　判決　
　11月19日(火）13:30  広島地裁　
　　　　　　　終了後　弁護士会館で報告集会、その後交流会

◆岩国爆音訴訟控訴審　判決
　10月25日（金）14：00～　　広島高等裁判所
「岩国爆音訴訟において公正な判断を求める署名」にご協力を
　連絡先：090-7540-0332（おおつき）

◆講座：アジア地域の反原発運動の現状
　　ノーニュークス・アジアフォーラム in台湾参加報告
　10 月 27 日 14：00 ～ 16：30　広島国際会議場３F 研修室２
　講　師：渡田正弘（「グローバリゼーションを問う広島ネット」事務局長）
　参加費・資料代：500 円

◆カナダ先住民「私たちがウラン開発計画を撤回させた！」
　11 月 25 日（月）18：00 ～ 20：00　広島平和記念資料館会議室２
　講師：ショウン・アイザーホフさん（カナダ・ケベック州先住民族クリー人）
　参加費：500 円（学生無料）
　主催：グローバリゼーションを問う広島ネットワーク
　連絡先：090－6835－8391（渡田）

◆『雪道』広島特別上映会
　11 月 16 日（土）14 時～ /17 時　2 回上映
　　　　　　　広島市まちづくり市民交流プラザ 6F マルチメディアスタジオ
　映画：『雪道』韓国映画 121 分 2017 年制作　監督：イ・ナジョン
　チケット：1,000 円（学生無料）

◆日本軍「慰安婦」問題解決のための水曜街頭行動
　原則第1水曜日12時～13時 7月3日  本通り電停前（青山側）
     　　チラシ配布・リレートーク　『岩のように』ダンスなど
　主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
　連絡先：090-3632-1410（土井）

・8.6新聞意見広告2019賛同金、19年会費・カンパを送ってく
ださた皆さま、有難うございました。お陰さまで今年も8.6新
聞意見広告を掲載することができました。

　世話人一同、　ご支援・ご協力に心より感謝致します。
・封筒のタックシールに皆さまの入金状況を記載しております。

19年会費がまだの方は引続きご支援くださいますよう、お願
い申し上げます。間違いがあれば、遠慮なくご連絡ください。

事
務
局
か
ら

後
記

8.6 新聞意見広告 2019 へのご協力お願い致しま～す (._.)　 ・岡本先生を偲ぶ会にご参加のご連絡をお待ちしています。フ

・新聞の声の欄に高校生が「歴史をきちんと教えてほしい」と書
いていた。情報に流されない若い人に希望が持てる。島

・戦後に育ちながら、知らないことが多過ぎる。学校教育の大切
さを改めて痛感。若い人に応えられる大人でありたい。土

・辺野古（330筆）と放射能副読本（507筆）の署名を送ってくだ
さいました皆さん、有難うございました。政府に届けました。

・やっとあのうだるような暑さが終わった。でも残暑がまた?！

◆ 9・7沖縄戦終結74年　ヒロシマ集会
　9月 7日（土）18：00時～　広島市まちづくり市民交流プラザ６Ｆ
                                                 マルチメディアスタジオ
参加費：1,000円 　学生以下無料
映画上映：「宮古島からのＳＯＳ」　
辺野古新基地建設の現状報告：平田善之さん
　「元那覇市市職労執行委員、南風原（はえばる）九条の会事務局長」
主 催：沖縄・辺野古に新基地をつくらせない広島実行委員会
連絡先：090-3373-5083　nitta-hideki@kni.biglobe.ne.jp（新田）

◆ 青木克明先生ありがとう講演会
　9月16日(月・祝)　15時～　広島弁護士会館３Fホール
　講師：青木克明さん「核被害者とともに」
　共催：核兵器廃絶をめざすヒロシマの会、上関原発止めよう！広島

　　　　ネット、さよなら原発ひろしまの会　被爆者支援広島ネット、
　　　　原爆「黒い雨」訴訟を支援する会　被爆二・三世の会 　広島
　　　　県民主医療機関連合会　広島県保険医協会　広島医療生活協
　　　　同組合　ひろしま避難者の会アスチカ
　連絡先：082-211-3342（HANWA）070-5052-6580（上関ネット 藤井）

◆女たちの交流会「語り合おう女たちの働き方」
　9月28日（土）ゆいぽーと５階研修室４
　　発言者：若者、教育、保育から
　　弁護士のミニ講演
　　会　費：500円（学生・障害者無料）
　　主　催：語り合おう！女たちの願い実行委員会
　　連絡先：080-1913-3557（佐藤）090-4692-6667（冨樫）
　　　　　　070-5052-6580（藤井）

◆連続講座第５回共生フォーラムセミナー
「『新渡日』の在日コリアンが見た日本、広島」
　9月29日（日）14:30～16:30　広島市留学生会館２Ｆ研修室１
　講師：安錦珠（アン クンジュ）さん
　資料代：500円（正会員は無料）
　主催：NPO法人共生フォーラムひろし
　後援：広島市、広島市教育委員会
　連絡先：電話070-3771-9235（法人事務担当：笹川）

◆  九条の会・はつかいち　14周年総会 記念講演会
 私たちの暮らしを守る憲法　　改憲は許さない
　10月5日(土)　14：00-16：30（総会 13：30～）
　　　　　　　廿日市商工保健会館交流プラザホール１F　
　講師：小森陽一さん(「九条の会」事務局長、東京大学名誉教授）
　参加費：800円（学生・障がい者無料）
　主催：九条の会・はつかいち　　
　連絡先：090-3373-5083(新田）◇託児、手話通訳要連絡

◆ドキュメンタリー4・24阪神教育闘争70周年『ニジノキセキ』上映
　　（朴英二・金功哲監督　制作：兵庫青商会　2019年　85分）
　９月１日(日)～９月７日（土）14:50～
　　　　　　　　　　　　　（9月4日は貸切一般入場不可）
　横川シネマ（広島市西区横川町3-1-12　☎082-231-1001）
　前売り券：1300円　　　当日券（一般）1700円

お知らせ
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