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「さようなら原発 3.11 小川町のつどい」が開かれました。
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あの日から１年！2012 年 3 月 11 日（日）全国、全世界でさ

参議院憲法審査会が始動
「憲法 に緊急事態規定を
緊急事態規定を！」の
！」の合唱

今年になってから憲法審査会が、衆議院は 2 月 23 日、参議院 は 2 月 15 日と 29 日の 2

まざまな集まりが持てれる中、小川町でも「さようなら原発
3．11 小川町のつどい」（同運営委員会主催）が開かれまし
た。会場となったリリック小川には、町内外から 500 人余が
詰め掛け、多彩な催しや出店、展示を通して、往時をしのび、
未来への思いを胸に刻みました。2 時 46 分には被災者への
思いをこめて、黙とうを捧げました。つどいの最後は風船パ
レード。
「原発いらない」
「福島につながろう」
「命が大事」
「畑を守ろう」と呼びかけながら、小川町始まって以
「畑を守ろう」と呼びかけながら
来の 200 名余の長い隊列が町内を練り歩きました。
町内を練り歩きました。事務局長のコメントと、写真でもようをお伝えします。

回開催されました。衆院の審査会では、18 歳国民投票権の規定にかかわる選挙権年令、
歳国民投票権
成年年
令の引き下げ問題を中心に各委員の自由討論
自由討論が行われました。
15 日の参院審査会では、参考人の前衆院憲法調査会長中山太郎氏
前衆院憲法調査会長中山太郎氏が発言のなかで「憲法に
緊急事態（非常事態）の規定必要」と提言したのに
したのに呼応して、自民党委員などが次々と緊急事態
規定の必要性を中山氏に質問し、中山氏がそれに
がそれに同意するというかたちで、震災などを理由に憲
法に緊急事態規定をつくる必要があるというムード
があるというムードをつくりあげました。こう して、参院憲法審査
会は今後「東日本大震災と憲法」をテーマとすることを
をテーマとすることを決めました。

室内にて

楽しくﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽ

「戒厳令」
戒厳令」が現実のものに
現実のものに

「さようなら原発
さようなら原発 3・11 小川町のつどい
小川町のつどい」
のつどい」からの報告
からの報告

「緊急事態」を憲法に規定するということは、、もっとも強力なのは「戒厳令」布告権を政府に与え
ることです。 戒厳令下では人権はなくなります
はなくなります。そこまでいかなくても、震災などの災害時には自
衛隊に超法規的行動を認める、国民の人権制限
人権制限するなどが、緊急事態規定の憲法では可能とな
るでしょう しょう 。

朗読

事務局 長尾愛子

「私たちは被災地
たちは被災地に
いを馳せ、犠牲になったいのちを
犠牲になったいのちを忘
になったいのちを忘れません。
れません。私たちは原発問題
たちは原発問題に
被災地に思いを馳
原発問題に対し、しっかり
と向き合って
って来
なかったことを反省
反省します
します。
たちは情報公開
情報公開、
被害へ
保証、
どもたちを守
ることを求
来なかったことを
反省
します
。 私たちは
情報公開
、 被害
へ保証
、子どもたちを
守ることを
求
め、原発をやめ
原発をやめ、
をやめ、エネルギー政策
エネルギー政策の
政策の転換することを
転換することを要望
することを要望します
要望します。
します。私たちはいのちを大切
たちはいのちを大切にする
大切にする未来
にする未来のため
未来のため
つながります。」（
。」（3
小川町アピールより
アピールより）
につながります
。」（
3･11 小川町
アピールより
） そんな思いを持って 3 月 11 日、リリック前庭になんと約５
００人が集まりました。 ２０に及ぶ出店や屋台、音楽
音楽ライヴや踊りのステージ。屋内では、震災や事故関連
の展示や上映会
上映会。そして詩の朗読とチェ

今後も、憲法審査会の動きに目を光らせていく
らせていく必要 があります。

ロの演奏。どれも
どれも盛況で、当日の肌寒さ

ついに出
ついに出た！「天皇
！「天皇を
元首に！」 ……
……自民党
自民党の
天皇を元首に
自民党の憲法改正 原案

や曇り空も気にならないほどでした
にならないほどでした。
続く集会では
では福島で人権と健康を守る

自民党の憲法改正推進本部は、2 月 28 日党の役員会に憲法改正憲法改正を提出しました。
日党

ために奔走しているお
しているお二人から小川町へ

これは、200５年に策定した「新憲法草案」を「バージョンアップ
バージョンアップ！」するものと謳っているものです。 主

のメッセージが読
読まれ、小川町民からも自

な特徴をあげると、
天皇は
天皇は「国の元首」
元首」で「日本国民統合の
日本国民統合の象徴」
象徴」

然エネルギー普及活動
普及活動、子どもの健康を
何ソレ！

子どもを守ろう

国旗、
国旗、 国歌は
国歌は「国の表象」
表象」で国民には
国民には尊重義務
には尊重義務がある
尊重義務がある

黙とう

心配するお母さんたち
さんたち、農業者の声を共
有しました。
パレードでは風船
風船やプラカードを持った

国は「自衛権」
自衛権」を持つ

人は２００人をゆうに
をゆうに超え、小川町を「サヨ

首相は
緊急事態宣言」する
首相は武力攻撃や
武力攻撃や大災害大災害に
大災害大災害に際して「
して「緊急事態宣言」

ナラ原発！」と太鼓
太鼓のにぎやかな音と共に、

選挙権は
選挙権は日本国籍保持者にのみ
日本国籍保持者にのみ認
にのみ認める

子どもたちも混
混じり行進しました。声をあ

いずれはこうい憲法 「改正」案が憲法審査会
憲法審査会に出て、国民投票にかけられる日がくるかもしれ

げなければ社会
社会は変わりません。この

ません。（詳しくはネットで「自民党憲法草案」で検索できます。
「自民党憲法草案」で検索できます。
）

一歩が次の広がりへとつながるよう
がりへとつながるよう
老いも若きも

願っています。

風船ﾊﾟﾚｰﾄﾞ

「おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
「おがわ町九条の会」は皆様の会費（一口２００円）とカンパで運営されています。ご連絡をお待ちしています。
（
（0493-72-4445
西田）

「小川町平和のための戦争展
戦争展」から、ご案内を頂きました。
に参加して
参加して
大塚
豊嶋康子
たくさんの人
たくさんの人、様々な運動に
運動に共感
2 月 11 日。代々木公園での「さようなら原発一千万人
原発一千万人アクション」に
参加してきました。当日、山手線の原宿駅のホームからすでに
のホームからすでに人の波。
公園内は今回の反原発を訴える活動のみならず
のみならず、さまざま立場で直
面している問題をアピールする方達もいました。。それぞれが持ち込んだ
チラシをその場で配りながら街頭署名運動をしていました
をしていました。どの問題も

今年の「小川町平和のための戦争展
戦争展」は 8 月 9 日（木）～18 日（土）小川町図書館
で開かれます。これに先立つプレ
つプレ企画（２つの学習会）と、期間中の講演会を計画し
ました。お誘い合わせてお出かけください
かけください。（入場無料）

日米安保条約と埼玉
埼玉県
自衛隊基地。その現状と今後の課題を考えます
えます。

る問題です。共感を覚えた私の両手は沢山のチラシで
のチラシで一杯になりました。「全国空襲被害者連絡協
議会」が配る『戦争も原発もだめです』と訴えるチラシ
えるチラシ、「2.19 ビキニデー５８周年東京集会」を知らせ
るチラシ、「もんじゅ・西村裁判」の支援 DVD 完成を知らせるチラシ、その他、各種業界の不当解雇と
完成
の闘いをつづける団体によるチラシでした。

どんなことがあっても原発
どんなことがあっても原発はとめなければならない
原発はとめなければならない
集会が始まり、呼びかけ人のひとりである澤地久枝
澤地久枝さんは、「マスコミだけをみていると、だんだん

会場：

小川町中央公民館
駐車は町役場

講師：平山武久さん（埼玉平和委員会）
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日（（土）

月

日（日）

月

小川町駅前徒歩 5 分

午後 2 時～

とき:

3 25

会場：

原発と安保
安保

構造は同じ。ほんの一部の人間だけ極端に経済的
経済的な恩恵があるものの
、その他殆どの多くの人々がその一生が犠牲となる
となる仕組みを抱え続け

とき:

入間・大和田・所沢、埼玉にある３つの米軍基地
米軍基地と連動する

午後 2 時～

みどりが丘自治会館
丘自治会館
小川町みどりが丘ヤオコー裏

講師：畑井喜四郎さん（埼玉教育文化研究所
埼玉教育文化研究所）
命と食の危機。なのになぜ原発にこだわるのか。。そのカギは
「日米安保条約」。 「原発」をめぐる歴史的経過と
と「脱原発」
実現の道筋を考えます。

安保の危険性

5 13

午後 2 時～

とき:

月

会場：

日（日）

みどりが丘自治会館
小川町みどりが丘ヤオコー裏

講師：渡辺礼一さん（元高校教師）

とみんなが諦めて、慣れて沈静化してきて、はやくも
はやくも忘れていくんじゃないかという空気がひしひしと
９条のある国で、政府が「戦争の抑止力」という
という大義名分を掲げる「安保条約」。しかし、実態は全く逆、再び戦場に国民

します。」と危惧を述べられてました。「すべての命
命あるものに対して私達は責任を背負っていると思い
ます。どんなことがあっても原発はとめなければならないと
はとめなければならないと思います。」と切羽詰まったしかしもう決
して揺るがない気持ちを語っていました。

「誰デモ入
デモ入れる市民
れる市民の
市民の列」
12000 人が参加したこの集会最後、私は「誰
誰デモ入れる市民の列」
という幟旗の列に加わり、明治公園まで「原子力発電
原子力発電はいらない!」シュ
プレヒコールをしつつ歩きました。当日／翌日の
の新聞やテレビの報道で
はその規模は伝わりきれてないと思います。本当
本当に沢山のひとがそのデ

を送り出そうとする危険な状況を「知らなかった
らなかった」ではすまされません。

戦争展期間中の講演会

～94 歳のヒロシマ被爆体験医師が語る～

子どもたちを内部被曝
内部被曝から守ろう
とき:8 12
世界に例のない長期
長期にわた
る放射能汚染。特
特に子ども

べきか。ご自身もヒロシマで
もヒロシマで
被爆され、長年ヒバクシャ
ヒバクシャ治

間でした。あまりにも当たり前なことを、こんなに
こんなに沢山の人が一斉に強く

療に関わってこられた
わってこられた９４歳
の肥田先生に、本当
本当に大切

をあてにするのではなく、ひとりひとりが直接声
直接声をあげずにはいられない瀬戸際にきているのだと肌

月

せん。今、私たちは
たちは何をなす

モに加わり土曜日の昼間、原宿の街中で声をあげアピールし
をあげアピールし続けた数時

表現し続けなければならない現状、大手マスコミや
マスコミや政治家達、学者達

午後 2 時～

たちの未来が心配
心配でなりま

なことをお 聞きします
きします。
■主催：小川町平和のための戦争展実行委員会

会場：

日（日）

小川町図書館（予定）
小川町駅から徒歩１０分

講師：肥田舜太郎

■連絡事務局： 小川町飯田 423-1

さん

T/F 0493-73-2536（笠原恵子）

で感じました。
「おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
おがわ町九条の会」は「憲法九条を守りたい」と思う方ならどなたでも入会できます。
「おがわ町九条の会」は皆様の会費（一口２００円）とカンパで運営されています。ご連絡をお待ちしています。
（
（0493-72-4445
西田）

