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戦争したがる政府はいらない 

憲法を守り実現する、真っ当な政府がほしい 
 
国会で審議中の２０年度予算案は、米国製武器

の爆買いなど軍事費が急増していますが、アベ

内閣による桜疑惑等々の行政の私物化、捏造、隠

蔽、ウソの横行、行政の仕組みと公務員制度の破

壊、人事への不法な介入、新型コロナウイルス対

策等々、次々明らかになる事態で、日本はまるで

法治国家崩壊危機の状況を呈しています。消費税

引き上げに起因する経済危機も高じており、一部

の新聞には、「また政権をぶん投げるか」の見出

しもでています。内閣支持率は急落しています。 

伊吹文明、稲田朋美などの自民党幹部が事態

を悪用し、相次ぎ「改憲の必要」を発言しました。

当然大きな批判にさらされましたが、改憲勢力の

「国民運動で世論を高める」作戦の底の浅さと、

藁をもつかみたい精神状態が透けて見えます。 

一方トランプ米大統領は今年に入ってから、イ

ラン政府要人の爆殺を隣国で実行し、また対人用

地雷の実戦配備、小型核兵器の原子力潜水艦搭

載を実行しました。いずれも、人類が長い苦難の

末に到達した条約などの国際的な取り決めに明

白に違反する行為です。 

殺戮を繰り返して憎悪の種をまき、武器を振り

かざして屈服を強い、紛争地を作り出して戦争に

引きずり込む勢力に対し、選挙を控え日米とも国

民レベルの反撃が拡がっています。近づきつつあ

る衆院選挙で安倍改憲の息の根を止めたい。野

党共闘も広がっていて、こんなに対決点が鮮明

な事はめったにありません。

「安倍９条改憲ＮＯ！ 改憲発議に反対する全国緊急署名」 

行動計画に ぜひ あなたも参加を 
 
通常国会の会期末は６月です。当面５月までの行動計画を立てました。運動を可視化するには署名用

紙を拡散し、街角でサインする機会を提供する必要があります。ご協力をお願い致します。 

行動計画１ 担い手の拡大＝署名用紙の拡散 
＊「田園調布九条しんぶん」読者の皆さんの署名 

本紙（手渡し及び郵送分）に新しい署名用紙を同封しますので、ご活用をお願いします。 

回収は、お近くの当会メンバーや、催し参加の際にお渡しください。郵送の場合は、恐縮ですが、切

手代のご負担をお願い致します。（送付先は田園調布九条の会 ： 田園調布南１２-１２-１０２ 駒木根方） 

＊友人・知人への協力依頼 

用紙は事務局あて電話・ＦＡＸ・メール、ホームページ等で請求してください。（お名前、住所、枚数を

明記して） 

行動計画２ 駅頭署名行動 
＊田園調布駅頭署名行動 （署名集約を兼ねて） 

毎月１回、３月１４日 ４月１８日 ５月１６日 何れも土曜日、１１時～１２時の１時間 を当面の署名行動

日とします。なるべく多くの方の参加をお願いします。また、集めた署名は、このときご持参ください。

 

発行 
田 園 調 布九 条 の 会 
連絡先（3759-5521） 

駒木根智行 

HPは「田園調布九条の会」で検索し 

田園調布九条の会 Wix.com へ 
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１月２６日、大田区民プラザで第１１回総会が開かれました。改憲勢力とのつばぜり合いが続く状況で

すが、「参加しやすい時間帯の工夫を」「介護している人も参加できるように」「堅い話だけでなく、会

話できる場がほしい」などなど、活発な討論が交わされました。アベ内閣の改憲発議の策動を止める緊

急署名運動を広めようと意思統一しました。

第 1 1 回 田園調布９条の会総会のご報告
 
１月２６日（日）第１１回総会に２２人の参加者が集いました。 

駒木根事務局長から（提案１）２０１９年のまとめと２０２０年の活動の基本（案）が提案されました。 

２０２０年の活動の基本はこれまでに積み上げてきた取組みを基本的に踏襲しつつ、九条の守り

手の裾野を広げるにはどうすべきか。 

誰もが気軽に参加しあえる具体的な企画、事務局会議や運営会議の時間帯を検討するなどの

提案を総会の意見も参考に考えたい。 

次に（提案２）として熱海会計担当から会計報告があり、会計監事から会計について照合し適正

に処理されているとの監査報告がありました。 

その後の討論では「夜間の会議を昼間に変更を希望する」や「２０１９年まとめに苦労されてホー

ムページを立ち上げたことを盛り込んでほしいし、若い方に働きかけるツールにもなる」「老若男

女が気軽に参加の「９条カフェ」で少人数でも良いので、講師に若手の弁護士を依頼し分かりやす

い話をお願いしてはどうか」など様々な前向きな意見が出されました。その後の２０１９年のまとめ

と２０２０年の活動の基本についての採決は全会一致で了承されました。 

事務局長には駒木根さん、会計監査は従来の２名（行方・根岸）で決まりました。黒瀬議長もあり

がとうございました。会議の和やかな雰囲気作りに温かい珈琲も一役買いました。 

根岸ありす 

 

第11回 総会 

お年寄りも若者も 誰もが気軽に集える九条の会 
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田園調布九条の会 総会に参加して
 
毎月開催されている事務局会議、運営会議に都合により参加できない私は、総会だけは何としても

出席しようと、数か月前よりスケジュールに入れて管理していた。 

総会に出席して感じたことは、ザックバランな、フレンドリーな雰囲気で、活発な意見交換がなされて

いた。 

提案１ ２０１９年のまとめと２０２０年の活動の基本 

提案２ ２０１９年度会計報告 

提案３ 監査報告 

が承認された後、大きな集会等も夜間に開催することが多く、参加者の層や人数を多様化する点で、

会議の昼間の開催や、土日の利用、更には若年層に寄り添った企画の検討がなされました。昼間の開催

は個々の事情もあり、結論は出ず、状況に応じるような雰囲気であった。 

若い人たちへの呼びかけで、「田園調布九条しんぶん」だけでなく、ホームページの閲覧や憲法カフ

ェの実施等の提案がなされた。また「トマトの会」の主催者ご夫婦も出席され、「未来を一緒につくりま

しょう」と力強い呼びかけがなされました。 

更には今通常国会での九条改憲発議を行わせないことが重要で、そのためには「安倍改憲発議阻

止」の新署名や、大田区内での共同、国会行動などにも積極的に活動して行くことが承認されました。 

阪本 恭（上池台２丁目在住） 

 

 

田園調布九条の会 総会 民主主義・・じわじわと、牛歩前進
 
何年ぶりかに田園調布九条の会総会に顔を出しました。平素はご無沙汰をしておりました。私は「平

和（に生きる）」「健康（を守る）」「美しさ（を求める）」ことは絶対的、恒久的な人類社会の価値だと信じ

ています。世の中で何か辛いことがあれば、すべてこの価値を損なう恐怖に関係します。最近はとりわ

け気候変動、極端な貧富の格差、そしてモラルの退廃（ウソの横行）の３つが重大な恐怖になってきたと

思います。これらはわれわれの社会の営みから生まれました。だからそれを生んだわれわれ自身の価

値観を変えなければならぬと強く思います。 

この 3 つは子供たちにとんでもない苦痛と負担を押し付けます。これにあなたは耐えられますか？ 

とはいえ現実社会の営みをどう変えるかは時間をかけた集合知と行動が要るでしょう。私は愛と知性

をベースにした社会的合意がポイントだと思います。１０人１０色、多様な個性で成り立つ現代社会では、

その多様性が力を発揮します。愛は万人がすべて持っています。しかし知性は磨かなければならない。

人々が正しいことを理解すればその正しさから逃れることはないのが人間の本性です、だから今その

力を使って“みんなで変わろう、子どもたちの未来のために”という呼びかけをしたい。誰とでもゆるく

つながる、お互いをリスペクト（価値観を交換し聴き合う）するコミュニケーションの力を使っていくの

です。これを民主主義とすれば手間がかかりますが、進歩はじわじわと、余裕さえ見せながら牛歩前進、

堅実に達成されます。敵は「平和」「健康」「美」と無縁で貪欲と嫉妬とウソをつくことが行動原理とな

っている利権まみれの現実政治ですが、本質的にはそれを看過してきたあなたと私のあきらめや怠惰

にあります。自省を込めて。                山代 勁二（農業研究者、沼部在住）

田園調布九条の会  ２０２０年憲法記念日のつどい 

講演 渡辺 治 一橋大学名誉教授 
       日時   ５月２３日（土） 午後２時～４時 （１時半開場） 

  会場   大田区民プラザ（下丸子駅前） 小ホール 

    参加費 ５００円（予定） 
  おなじみの渡辺先生が、激動の情勢を解き明かし、運動の未来を語ります。 
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♡ ♡ vol.9 家族の寺子屋、人の世とは(10）            山代  勁二( 農業研究者） 

まあちゃんの経済学（④）・・・日本農業のため息  

まあちゃん「サツマイモ（のカロリー）で計算すれば、

東京は一年に１５００万トンも食物(栄養)を必要として

いるのね。ねえ、日本の農業は大丈夫？」 

おじいちゃん「実は大変だ。農家が減ってね。農家は

農業では食べていけなくなったというのだ」 

まあちゃん「田や畑は捨てられたのね？」 

おじいちゃん「多くは放置されている」 

まあちゃん「どうして？食べ物を作る人が“食べて

いけない”なんて」 

おじいちゃん「作った物は確実

に消費者に渡り自動的にそれ

が繰り返されるのが農業の条

件だが、現在は外国の農産物

との競争が大変なんだ。零細

な農家はついていけずじわじ

わと減っていった」 

まあちゃん「これ、仕方ない

こと？」 

おじいちゃん「実はね、まあち

ゃん、世界の農業は９０％以上が零細な家族経営な

のだ。日本も例外ではない。そういう農家が稼げな

くなれば、地域の企業も仕事が減り地域社会がピン

チになるのだ」 

まあちゃん「東京が過密になる理由はわかるわ、家

族経営は大田区の零細企業でも似ているわね」 

おじいちゃん「６０年も前から“妖しい経済学”はこう

言うのだ。『日本の農地は狭く傾斜もある。機械効

率が悪い。そんな農業は止めて、外国から安い食

料を買おう。日本は工業で十分やって行ける』と。

経済成長では大田区の中小零細企業も大活躍だっ

た。工業で経済成長を体験した国民もそうかなと

思っているんだ。 

まあちゃん「安ければ消費者は喜ぶでしょ？外国に

頼り、東京で働く方が楽でしょうとなるわね。確かに

一理あるけど・・・」 

おじいちゃん「“妖しい経済学”

は農産物の市場開放を主張

し、マスコミも激しく同調した。

これがじわじわ進みＴＰＰや日

米ＦＴＡ協定が結ばれ、日本農

業は虫の息になっている」 

まあちゃん「田畑が荒れた地

方なんて寂しいな」 

おじいちゃん「田畑は先祖が数

百年も膨大な労力と技能で作

り環境保全にも貢献をした。農

業は世界最大の産業だ。どの国でも基幹産業だ、だ

が日本では農地や漁場を犠牲にしてもよいと“妖し

い経済学”が言い続けているのだ」 

まあちゃん「私、掘り下げて考えてみたいわ」 

おじいちゃん「まあちゃん、よく勉強して“まあちゃん

の経済学”を提唱してくれ」(続) 

 

４人家族の日記 

この町が 
ちょっと好き 

ままりんです。 
先日、ままりんと中１の娘と小４の

息子で、テレビのドキュメンタリー

番組を見ていました。韓国の本当

にあった話で、子供が３人いる家

族のお母さんがある日突然行方

不明になってしまったという話。

どうしたのかというと、お母さん

はある日ひとりで遠くに外出中

に交通事故にあい、記憶喪失に

なってしまったのだ。お父さんは

必死に探すけれど手掛かりがな

く、１８年が過ぎてしまった。お母

さんは遠い地で何も思い出せず

不安な中、交通事故の時に世話

になった男性と付き合い結婚し、

子供もできた。お母さんは１８年た

ってからやっと最初の家族に会え

たのだが結

局記憶は戻

らず。その後

の人生はの

ちの家族と

過ごすことになるのだが…。 

…さて、お母さんが記憶喪失にな

り、プロポーズされ新たに結婚す

る時に、ま～～、ままりんの娘と

息子が怒ったのなんの！お母さ

んと相手の男性をボロクソにのの

しっていました！もう家族がいる

くせに～ひどい！！…と。ままり

んは、いや～、でも記憶喪失だか

ら仕方ないでしょ～と思ったけど。

しかし、子供ってそういうことに

純粋だな～。と思いました。 

 

当面の 
日 程 

3月 3 日（火） 
3月10日（火） 
3月19日（木） 

19：00 ~21：00 
19：00 ~21：00 
18：30 ~ 

事務局会議 
運営会議 
19日国会議員会館前行動 

嶺町文化センター 
嶺町文化センター 
（17時 多摩川駅集合） 


