
年 月　日 出来事

　１月　　　 立上げ準備の会合始まる

　２月　　　 呼びかけ人が趣意書発表

　３月　　　 第１回学習会「日本国憲法」　　（講師：只野雅人一橋大教授）

　５月　　　 第２回学習会「自民改憲案」　　（講師：杉井静子弁護士）

　６月　　　 第３回学習会「映画 憲法」

　７月２３日 ７月２３日 結成総会　参加９０名　代表呼びかけ人（６名）を決定　（記念講演：高田　健　九条の会事務局）

１０月　　　 「市民の集い」６００人（記念講演：高遠菜穂子　フリージャーナリスト）

１１月　　　 地域９条の会作る方針確認

１２月　　　 第４回講座「軍事力の実態」　　（講師：山田　朗明治大教授）

　１月　　　 上北台地域が初会合

　１月　　　 南街・立野地域の集い始まる

　１月１４日 東大和９条の会 ピースナイン桜が丘発足

　２月　　　 第５回講座「子供らの未来」　　（講師：三上　満教育評論家）

　２月１９日 新堀地域の会、９条向原発足

　４月　　　 南街・立野・中央地域つどい

　４月　　　 桜が丘「憲法ウイーク　青空フェスティバル」３００人参加

　５月　　　 上北台九条の会に正式呼称

　６月　　　 「九条の会」２周年全国交流集会に参加　（全国で５千を超える会が発足したとの発表）

　７月１６日 東大和９条の会 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ発足

　７月　　　 東大和９条の会発足１周年のつどい　２１０名　　（記念講演：小森陽一東大教授　九条の会事務局長）

　８月　　　 奈良橋・蔵敷・芋窪地域集い

１０月　　　 第６回講座「国民投票法案」　（講師：筑紫建彦憲法を生かす会）

１１月　　　 南街・立野・中央９条の会　　発足

１１月　　　
湖畔・狭山９ＬＯＶＥ、狭山公民館まつりに初参加
 「憲法九条は日本の誇り・世界の宝」　「我がまちにも憲法九条の会」

１２月　　　 「会」だより（一周年記念特集号）全世帯配布

東大和９条の会のあゆみ

（更新：２０１８年１１月３０日版）

２００５年

２００６年



１２月 改定・教育基本法を強行可決（１５日）、施行（２０日）（第一次安倍内閣）

　５月　　　 第７回講座「国民投票法案」（講師：杉野公彦弁護士）

　５月　　　 国民投票法成立

　５月　　　 憲法ミュージカル取組み

　６月　　　 初の街頭宣伝４３名　（以後毎月最終日曜日の実施を決める）

　６月　　　 南街・立野・中央９条の会、中央公民館まつり初参加

１０月　　　 「日本の青空」上映　（観客数：試写会を含め、１１９０人）

１１月　　　 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつり参加　テーマ「世界の中の九条」

１１月　　　 「九条の会」第２回全国交流集会　（全国の９条の会が６８０１）

　３月　　　 新憲法制定議員同盟が総会。　「九条の会に対抗」を方針に掲げる。

　４月　　　 名古屋高裁　「自衛隊のイラク派兵違憲・違法」の判決

　５月　　　 「９条世界会議」に２万２千人（海外３１の国と地域：１５０名）

　５月　　　 第８回公開講座「ポスト安倍政権で改憲はどうなる？」１２０名（講師：渡辺　治 一橋大教授）

　５月　　　 憲法ミュージカル取組み

　５月　　　 芋窪・蔵敷・奈良橋九条の会準備会　蔵敷公民館祭まつりに初参加　テーマ「五日市憲法草案と東大和」

　６月　　　 「九条の会 東京連絡会」準備会

　６月２９日　　　
芋窪・蔵敷・奈良橋憲法９条の会結成のつどい　２６名参加
　（記念講演「五日市憲法草案と東大和」新井勝絋専修大教授）

１０月　　　 東大和市、「平和文集」発行　（平和都市宣言から１８年）

１０月１１日 上北台九条の会　教会でミニコンサート　参加３０名

１０月２４日 「九条の会 東京連絡会発足（戸沢充則　東大和９条の会・代表呼びかけ人も呼びかけ人の一人）

１０月　　　 「侵略国家は濡れ衣」と主張する田母神論文が明るみに。

１１月　　　 アメリカ大統領にオバマ氏

１１月　　　 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつり参加　「戦争はダメ！９条で平和貢献を」　映画には６９名参加

１１月　　　 「九条の会」全国交流集会　（９条の会が全国で７２９４）

１２月　　　 発足３周年記念集会　「生きている９条と平和的生存権」　（講師：吉田健一弁護士）

　３月　　　 自公政府、海上自衛隊にソマリア沖出動命令

　３月
芋窪・蔵敷・奈良橋九条の会　ＤＶＤ上映会「戦争をしない国日本」を開催　女子中学生が３人参加
「みんなが一生９条をまもり続けてほしい」等と感想

　４月　　　 市窓口に総務省パンフ「ご存知ですか？平成２２年５月１８日から『憲法改正国民投票法』が施行されます」設置

２００７年

２００８年



　４月　　　 オバマ大統領「アメリカは核兵器のない世界をめざす」と演説

　５月　　　 「東大和9条の会」大宣伝署名行動　３５名

　５月
芋窪・蔵敷・奈良橋九条の会　蔵敷公民館まつりに展示「憲法せめぎ合いこの１年」と、
　上映「戦争をしない国日本」で参加

　６月　　　 「海賊対処法」成立

　６月 南街・立野・中央９条の会　中央公民館まつりに「今問われる憲法条文」をテーマに参加

　８月　　　 衆院選で改憲派議員が激減

　９月　　　
新政権・民社国３党合意に、「１０．憲法」（＊）が盛り込まれる。
 （＊）唯一の被爆国として、日本国憲法の「平和主義」をはじめ「国民主権」「基本的人権の尊重」の三原則の
遵守（じゅんしゅ）を確認するとともに、憲法の保障する諸権利の実現を第一とし、国民の生活再建に全力を挙げる。

　９月 芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　結成１周年記念講演会「東大和市史編纂の裏話」　（講師：後藤祥夫氏）

１０月　　　 東京連絡会１周年のつどい

１０月 事務局体制変更

１１月　　　 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつり参加　テーマ「憲法九条が泣いている」

１２月　　　 全国の９条の会　７４４３になる

　１月２３日　　　
発足４周年のつどい　１１０人参加　　総会で、憲法まつりと映画「いのちの山河」取組み決定
　（記念講演：仲築間卓蔵・元日本テレビプロデューサー）

　１月　　　 事務局３名体制に（毎月１回事務局会議開催）

　２月 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　映画「いのちの山河」に関連、スエーデン福祉を学習

　３月　　　 南街・立野・中央９条の会学習　「ベートーベンと日本国憲法」開催

　４月　　　
東久留米「西部九条の会」と平和広場・旧日立変電所で交流会（２０名）
　希望により「東大和の戦争と郷土史研究会」の富山稔子・村山弘子・松尾朋子の３氏を紹介

　４月 事務局通信第１号発行

　５月　　　
芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　蔵敷公民館まつりに展示と発表で参加
　戦争を語り継ぐ発表に、中学生が１７人参加（後日市の平和文集に感想文掲載）

　９月１９日 向原９条の会再発足

１０月　　　 東大和、平和都市宣言２０年

１０月　　　 村山大和上映実行委員会による「いのちの山河」上映会実施。　試写会を含め、９３５人参加

１１月　　　
九条の会東京連絡会　初めて「東京・９条まつり」開催
　「五日市憲法草案を東京の宝に」をテーマに展示と講演（あきる野・光が丘・東大和各９条の会の合同自主企画）

１１月　　　 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつり参加　展示のテーマ「普天間問題」

２００９年

２０１０年



１１月　　　 初めて「東大和憲法まつり」開催。　中野七頭舞など多彩な催しに市民や子供ら３００人が参加。

　２月 「会」だより第２２号発行　以後、２０１４年８月までは、代りの事務局通信を発行

　２月２７日　　　 発足５周年のつどい　４０名参加（記念講演「尖閣諸島問題と中国事情」：渡辺俊彦中央大教授）

　５月１７日　　　 「会」例会において、３．１１東日本大震災・福島原発事故について体験、意見交換

　５月２８日～２９日  芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会 蔵敷公民館まつりに参加　テーマ「軍事費を削って復興へ」など

　６月１８日～１９日 南街・立野・中央９条の会 中央公民館まつりに参加　９条碑シール投票結果（賛成６４、反対０）

１０月１１日　　　 学習会「大震災と原発事故 報道を検証する」　３３名　（講師：柴田鉄治科学ジャーナリスト）

１１月１９日～２０日 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつりに参加　テーマ「原発を知る・考えるー子どもたちの未来に何を残す」

　３月　　　 南街・立野・中央９条の会 　ニュース再刊

　４月　９日 戸沢充則 代表呼びかけ人逝去

　４月２２日 「会」例会で、今後の方針について意見交換

　５月２６日～２７日 芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　蔵敷公民館まつりに参加　テーマ「横田基地」と「原発」

　６月　　　 映画「一枚のハガキ」上映＠さくらホール　「東大和９条の会」は宣伝と普及に協力

　７月　１日　 東京の「九条の会」大交流会＠正則高校に参加（３名）

　７月１６日　　　 「さようなら原発１０万人集会（発表１７万人）」　（７月８日宣伝に５名参加）

　８月１９日　　　 南街・立野・中央９条の会　六ケ所村を舞台にしたＤＶＤで鑑賞（１５名参加）と討論会（９名参加）を開催

１１月１７日～１８日
湖畔・狭山９ＬＯＶＥ 狭山公民館まつりに参加
　「日本国憲法と自民「改正草案」の対比」展示と冊子、及び「原子力発電」の映画と展示

１２月　　　 総選挙の結果、国会は改憲派が多数を占める。

　３月　９日～１０日 南街・立野・中央９条の会　南街公民館まつりに出展　「沖縄の現実を知って下さい！」

　３月３０日 「東大和９条の会 意見交換会」開催（１２名参加）

　５月１９日 「ＤＶＤ（＊）上映と話し合いのつどい」開催（３０名）　＊小森陽一氏「あぶない憲法のはなし」

　５月２５日～２６日 芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　蔵敷公民館まつりに参加　テーマ「戦争をする国ごめんです」

　６月１５日～１６日 南街・立野・中央９条の会 中央公民館まつりに参加　テーマ「自民改憲案、日米安保、軍事条約から平和条約へ」等

　６月３０日 月末の定例街頭行動再開（１３名）

　８月２５日 「短編映画＊と講演（録音）のつどい」開催（１５名参加）（＊続・戦争をしない国 日本）

１０月１３日　　 「特定秘密保護法案」学習会　１１名参加   （講師：吉田健一弁護士）

１０月１９日　　 「９条の会」事務局、教会「お休み処」に２名出席、上北台９条の会２名、交流（１０数名）

１０月１９日　　 「九条の会東京連絡会交流会」に参加

１１月　３日　　 秘密保護法反対の宣伝行動＠ヤオコー南　（１１名参加）

２０１３年

２０１２年

２０１１年



１１月１６日～１７日 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　「秘密保護法」と憲法をテーマに狭山公民館まつりに参加

１１月３０日　　
秘密保護法反対でヤオコー前緊急宣伝行動（１１名）
　「憲法の平和主義・国民主権・基本的人権を壊す秘密保護法案に反対しましょう」の横断幕が登場

１２月　６日　　 「秘密保護法」強行可決

１２月２１日　　 学習会「五日市憲法草案と日本国憲法」　１１名参加（講師：鈴木富雄郷土史研究家）

　３月３１日 地域別・分野別「九条の会」交流会に参加（２名）

　４月１６日 事務局４名体制に

　５月　３日 集団的自衛権行使容認の解釈改憲を許さないヤオコー前宣伝行動（１３名参加）

　５月２４日～２５日 芋窪・蔵敷・奈良橋憲法九条の会　蔵敷公民館まつりに参加　テーマ「集団的自衛権行使を考える」

　６月　１日 東大和９条の会「集団的自衛権について学ぶ」学習・交流会 １８名参加　（ 講師：小口明菜弁護士）

　６月　４日 九条の会 東京のつどい　 「戦争する国」ゴメンです＠中野ゼロに東大和から５名参加

　６月１０日 九条の会 １０周年記念行事スタート＠渋谷公会堂

　６月１２日 事務局５名体制に

　６月２９日 集団的自衛権行使容認に反対するヤオコー前宣伝８名

　７月　１日 安倍政権、「集団的自衛権容認」を閣議決定

　７月１９日 事務局、教会「お休み処」学習会に３名出席、交流（２５名）

　７月 事務局通信第３１号発行（この号で廃刊）

　９月 「会」だより復刊　通算第５５号から

１０月 日本会議「美しい日本の憲法をつくる国民の会」を立上げ、1000万人賛同署名運動を開始

１０月１１日 集団的自衛権の行使に反対する取組みキックオフ集会に２３名参加

１１月１５日～１６日 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ 狭山公民館まつりに「戦争する国」は絶対ダメ、日本国憲法にノーベル平和賞を！と参加。

１１月 事務局６名体制に

１２月　６日　　
集団的自衛権の行使反対、憲法９条をまもる東大和市民のつどい 中央公民館に１４０名集う。
　第１部中野七頭舞、第２部孫崎享氏の講演「安倍政権と集団的自衛権・東アジアの安全」

１２月２８日　　 定例街頭宣伝＠ヤオコー前 ８名参加 １２．６つどい報告チラシ１５０枚、憲法４０部

　１月 新年第１回事務局会議開催　以後、毎月３、４回

　２月１７日 市長懇談会開催　テーマ「戦後７０年、平和都市宣言２５年」

　２月１８日　　
集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対し、憲法９条をまもるための陳情書を市議会に提出。
　３月 ６日の総務委員会（賛成少数で不採択）を１７名で傍聴。
　３月１８日の本会議で、多数の議員が討論に参加。賛成少数（６名）で不採択。

２０１４年



　３月２９日　　
集団的自衛権行使反対・憲法９条をまもろう 請願署名大運動キックオフ東大和集会 ３０名参加
　（記念講演：仲築間卓蔵元日本テレビプロデューサー）

　４月２９日　　 街頭宣伝・署名行動　　＠ヤオコー前５名参加、請願署名１３筆

　５月　３日　　 ５．３憲法集会３万名参加　　＠横浜・臨港パーク（東大和年金者組合と合同で１３名参加）

　５月１５日　　 安倍内閣、戦争法案（「国際平和支援法案」と「平和安全整備法案」）を国会に提出

　５月１６日　　 事務局、教会「お休み処」学習会に２名出席、交流（２０数名）

　５月１６日　　 「九条の会」緊急学習会（新ガイドライン・戦争法案）に４名参加（全体で２１０名）

　５月２０日　　 新ガイドラインと戦争法案学習会（拡大事務局会議）　参加１３名　（講師：河村　文弁護士）

　５月２３日～２４日 芋窪・蔵敷・奈良橋憲法九条の会 蔵敷公民館まつりに参加　テーマ「新ガイドラインと戦争法案の学習」

　５月２８日 「戦争をする国」を許さない東大和の会 発足

　６月　４日 九条の会東京「戦争する国」ゴメンです＠中野ゼロ１２００名（東大和９条の会１２名）

　６月１０日
「平和安全法制の慎重審議」と「横田基地オスプレイ配備計画の撤回」で６月市議会に陳情。
　６月２４日の総務委員会を２５名で傍聴。前者は不採択、後者は継続審査に。
　３０日の本会議を５名で傍聴。前者は４会派８名が賛成するも不採択

　６月１３日～１４日
東大和９条の会・中央公民館まつりに参加　テーマ「横田基地へのオスプレイ配備と戦争法案」
　来訪者数６０ 署名２４筆

　６月１７日 安全保障関連法案廃案を求め、衆議院自由民主党木原議員事務所に要請を行う

　６月２１日
横田基地もいらない！沖縄とともに声を上げよう１０・１０市民交流集会成功へ
　６・２１戦争法案廃案！オスプレイ横田配備反対集会（５００名）に参加

　６月２８日 東大和９条の会、戦争法案反対の街頭宣伝・署名行動・許さない会と合同で１３名参加

　７月　４日 「戦争をする国」を許さない東大和の会の「戦争法案反対・市民パレード」２５０名参加

　７月１１日
ピースナイン桜が丘が戦争法案学習会を開催　（学習会講師：渡邊　隆弁護士）
　（８０代の宗教家、１０代の学生など２３名参加）

　７月１４日～１６日 連日、戦争法案反対の国会前行動に参加

　７月１６日 安倍自公政権、「戦争法案」衆院本会議で強行可決

　７月１８日 「アベ政治を許さない」全国一斉スタンディング行動に参加 ヨーカドー前７０名、武蔵大和駅前１３名

　７月１９日 戦争反対立川行進（１０００名）に２名参加

　７月２１日 ７月１１日、店頭に装甲車を展示したイトーヨーカドー東大和店に抗議

　７月２４日
東大和市教育委員会・平成２８年度からの中学校教科書採択で、
　育鵬社および自由社の教科書は採択せず（傍聴者３０名）

　７月２４日 「９条こわすな！ 戦争するな！ 東大和９条の会」のぼり完成
２０１５年



　７月２５日 芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会 戦争法案学習会に１５名参加　（講師：吉田健一弁護士）

　７月
芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　毎月の例会をミーティングと改称し、
　チラシ配付、連絡体制を確立。学習会中心の運営を決める。

　８月 ８月３日、１２日、２０日　「８・３０国会前１０万人、全国１００万人大行動」を東大和、武蔵村山で宣伝

　８月１５日 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　　学習会「戦争法制の政治と経済」　３３名参加　（講師：渡辺俊彦中央大名誉教授）

　８月２３日 「許さない会」市民集会に７５名参加　 記念講演「戦争法案と憲法」 （講師：只野雅人一橋大教授）

　８月２６日

「平和安全法制の廃案」で９月市議会に陳情。９月９日の総務委員会を３５名で傍聴。
　賛否とも３名同数、委員長判断で不採択。
６月市議会で継続審査となった陳情「横田基地オスプレイ配備計画の撤回」は、１対５の反対多数で不採択。
また、９月１８日の本会議で、前者は賛否とも１０名の同数、委員長判断で不採択。
　後者は賛成少数（５名）で不採択。

　８月２９日 ８．３０前日宣伝行動　玉川上水駅コンコースに８名参加

　８月３０日
戦争法案ストップ！ ８．３０ 国会前１０万人・全国１００万人・大行動に参加
　出発前のスタンディング（武蔵大和駅２０数名、東大和市駅数十名）

　９月　６日 ヤオコー前 「止めよう！ 辺野古埋め立て」９．１２国会包囲行動の呼びかけに１４名参加

　９月１１日 芋窪・蔵敷・奈良橋憲法９条の会・上北台９条の会合同スタンディング１５名参加

　９月１２日 辺野古埋め立て反対国会行動に、東大和９条の会から１４名参加

　９月１３日
イトーヨーカドー前で、許さない会、９条の会、超党派市議会議員の会、市民連絡会などが共同で、
　９．１４国会包囲行動の呼びかけ。　８６名参加

　９月１４日 東大和市駅、武蔵大和駅などでスタンディングアピール後、国会包囲行動に３０名超参加

　９月１９日
「戦争法」可決強行に抗議し、安倍政権の退陣を求める緊急行動＠ヤオコー前に１０名参加。
　９．２３さようなら原発・さようなら戦争！全国集会への参加呼びかけ

　９月２３日 ９．２３さようなら原発・さようなら戦争！全国集会＠代々木公園に９条の会から１１名参加

１０月　８日 戦争させない！憲法壊すな！総がかり行動集会（１６５０名）に参加

１０月１０日 横田にも基地はいらない１０・１０市民集会（１３００人）に３名参加

１０月１１日 東大和９条の会・ホームページを新規開設

１０月１７日～１８日 上北台公民館まつりに上北台９条の会と東大和９条の会が協力して参加

１０月１９日 「戦争法強行可決」を忘れない・毎月１９日国会前行動の第１回目に「東大和９条の会」参加

１０月３０日 映画「沖縄うりずんの雨」上映　実行委員会（第１回　１０名出席）

１１月　３日 「アベ政治を許さない」毎月３日行動の第１回目に参加

１１月　５日 砂川闘争６０年記念のつどい　立川リスルホール

１１月２１日～２２日 湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつりに参加　安保法制（戦争法）で展示　映画「ザ思いやり」上映

２０１５年



１１月２１日
「戦争法廃止！」東大和市民集会　ハミングホール　５００名参加
記念講演「自由と平和、民主主義、憲法と報の秩序を守りぬくために」　（講師：元最高裁判事 濱田邦夫弁護士）

１１月２１日 いのち脅かすオスプレイは東京・横田に来るな！集会（５０００名）に２名参加

１２月　５日 映画「沖縄 うりずんの雨」自主上映会　中央公民館ホール　昼と夜の２回上映 観賞者５２５名

　１月　３日 アベ政治を許さないスタンディング　２駅１２名参加

　１月　５日 安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合　アベにＮｏ！野党共闘へ新宿西口街頭行動に５名参加

　１月１３日 ２０１６東大和９条の会新春のつどい　１３名参加

　１月２３日 五日市憲法草案の会（五憲の会）新春懇談会・東大和で開催（８名参加）

　１月２４日 ２０００万署名宣伝行動（上北台、芋窪、蔵敷、奈良橋）

　１月２９日 「戦争をする国を許さない東大和の会」主催の安保法制学習・交流会（講師：高田　健氏）に参加

　１月３０日 第１回「憲法カフェ」開催（９名）学生も参加

　２月　８日 九条の会、アピール「安倍首相の九条明文改憲発言に抗議する」発表

　２月１０日 戦争法廃止２０００万人署名の取組み本格化を確認

　２月１７日
東大和９条の会、第１９０通常国会における安倍首相の九条明文改憲発言に抗議する陳情提出
　３月１６日　市議会本会議、賛成少数で不採択

　２月２４日 学習会「安倍政権の憲法改正って？」（講師：布施祐仁氏）

　２月２８日 ２０００万人街頭署名に１４名参加・署名８３筆

　３月　３日 アベ政治を許さないスタンディング　３駅１８名参加

　３月　５日 向原・仲原９条の会「再発足」９名参加

　３月　５日～　６日 南街・立野・中央９条の会　南街公民館まつりに参加、戦争法廃止・沖縄の新基地建設反対で展示

　３月１０日～１２日 芝中、上北台、桜が丘の各団地で２０００万人署名、延１２名参加

　３月２１日 第３回憲法カフェ　東南アジアの青年が参加

　３月２７日 定例宣伝署名行動に２０名参加、リレートーク

　３月２９日 「戦争法施行抗議国会正門前集会」３万７千人に東大和からも多数参加

　４月　３日 「アベ政治を許さないスタンディング行動」４駅で２１名参加、２０００万人署名５０筆

　４月１５日 映画「沖縄 うりずんの雨」上映会 記録誌完成

　４月１７日 ２０００万人署名、ヤオコー南と団地で宣伝　４名参加

　４月２３日 「欠陥機オスプレイは何故、横田に来るのか」つどい＠羽村市　に参加

　５月　３日 憲法集会に５万人集まる　２０００万人署名が１２００万筆突破

　５月２８日～２９日 芋窪・蔵敷・奈良橋９条の会　蔵敷公民館まつりに参加　展示（戦争法廃止の声など）と発表（市民の被爆体験）



　６月　５日 参院選勝利・全国総がかり行動　国会周辺で４万人　東大和からも多数参加

　６月　６日 政治を変えて、いのちを守る！戦争はゴメンだ　９条の会東京ｉｎ中野　東大和から９名

　６月　９日 ２０００万人署名、団地で宣伝　３名参加

　６月１１日
南街・立野・中央９条の会と向原・仲原９条の会
　合同講演会「混迷する世界情勢と日本の立ち位置（講師：渡辺俊彦氏）」２３名参加

　６月１１日 安保法制Ｎｏ！オール東大和６．１１市民パレード　主催「戦争をする国」を許さない会　１２５名参加

　６月１２日 教会主催映画会「ザ・おもいやり」に多数参加

　６月２５日 憲法カフェ　１４名参加（内、新人７名）

　６月２５日 学習会「緊急事態条項って？」　（講師：平　和元弁護士）　２５名参加

　６月２６日 ２０００万人署名　２５４６筆になる

　７月　３日～　９日 アベ政治を許さないスタンディング　延べ３駅６回３１名参加

　７月１０日
参院選で改憲勢力が議席伸ばし、衆議院に続き参議院でも３分の２を占める。
一方、３３の１人区中、１１で野党統一候補が勝利

　８月　４日 五憲の会　五日市憲法草案発見５０周年記念行事　第１回準備会開催

　８月２７日 憲法カフェ（憲法と沖縄問題）１１名参加（内、新人２）

　９月１７日 憲法カフェ（日本会議ってなに？）９名参加

　９月１９日 戦争法廃止！９．１９国会正門前行動　２万３千人　東大和から２３名以上参加

　９月２５日 平和の夕べ実行委員会主催　平和学習会　１７０名　東大和９条の会から１２名参加

　９月２５日 九条の会全国交流・討論集会　５００名（２名参加）　１２名の世話人確認

１０月　５日 ２０００万人署名・１５８０万筆超過

１０月　８日 横田基地もいらない！１０・８市民交流集会　ＣＶ２２オスプレイの横田基地配備を許すな！　＠福生市民会館

１０月　８日 映画「不思議なクニの憲法」プレ上映会開催　２２名参加

１０月２２日～２３日 ９条の会事務局　上北台公民館まつりに展示で参加

１１月１２日
「戦争をする国」を許さない会主催　戦争法廃止・東大和市民集会１周年記念講演と懇談のつどい
　（講師：白神優理子さん）　５８名参加

１１月２０日 ヤオコー南宣伝行動　「南スーダンＰＫＯに自衛隊を派遣するな」

１１月２３日 オスプレイ横田基地配備反対集会（５千名）に５名参加

１１月２６日～２７日
湖畔・狭山９ＬＯＶＥ　狭山公民館まつりに参加（日本国憲法はこうして生れた）
　講演「五日市憲法草案と東大和（講師：五憲の会・中野志乃夫さん）」

１１月３０日 第１１次南スーダンＰＫＯ派遣自衛隊出発当日ヤオコー前宣伝行動「南スーダンＰＫＯに自衛隊を派遣するな」

２０１６年



１２月　４日 ピースナイン桜が丘　　映画「不思議なクニの憲法」上映会開催　３２名参加

１２月２１日
「南スーダンＰＫＯに派遣の自衛隊を直ちに撤退させることを求める陳情」を市議会
　　本会議で審議　賛成少数（５名）で否決

　１月　３日 アベ政治を許さないスタンディング　２か所１０名参加

　２月　８日
地域交流会開催　向原・仲原、南街・立野・中央、芋窪・蔵敷・奈良橋、湖畔・狭山、ならびに、桜が丘、上北台、各
地域９条の会の報告　４月８日「講演と総会」開催決定

　２月１７日
「横田基地配備予定のＣＶ２２オスプレイについて、東大和の上空で空中給油、夜間飛行、低空飛行訓練が行なわれる
ことのないよう、政府および米軍当局に要請することを求める陳情」を３月市議会に提出

　２月１８日 「選挙で変える東大和市民の会（仮称）」発足　２２名参加

　２月２３日 「広報掲示板の使用申請を受理しない市の対応についての見解」を発表（ホームページに掲載）

　３月　４日～　５日 南街・立野・中央９条の会　南街公民館まつり参加　（憲法、オスプレイ、南スーダン）

　３月１０日 「南スーダンＰＫＯ派遣自衛隊５月末撤収」閣議決定

　３月１３日 米国防総省　オスプレイ横田配備２０２０会計年度（１９年１０月～２０年９月）への延期を発表（理由説明なし）

　３月１８日 「戦争をする国」を許さない東大和の会　講演会「共謀罪って何？」　（講師：長尾宜之弁護士）　３４名参加

　３月２１日 テロ等準備罪（共謀罪）法案閣議決定

　３月２１日 ２月１７日提出のＣＶ２２オスプレイについての陳情が市議会本会議で審議される　賛成少数（３会派６名）で不採択

　３月２２日
３．２２九条の会東京連絡会学習・決起集会「憲法施行７０年あらためて輝きを増す日本国憲法」１３０名（４名参
加）

　４月　８日
講演と総会に５３名出席　記念講演「世界が求める憲法９条！市民の行動が未来を拓く」 講師：伊藤千尋さん
東大和９条の会 総会でアピール「わたしたちは「共謀罪」の創設に反対します」を採択

　４月２２日 「戦災変電所の奇跡」発行記念講演会に多数出席　講師：十菱駿武さん

　４月３０日 共謀罪法案の廃止を求めるヤオコー前行動　８名参加

　５月　３日 憲法集会＠有明防災公園に５万５千人　東大和からも多数参加

　５月２１日 南街・立野・中央９条の会  「映画「アフガニスタン 用水路が運ぶ恵みと平和」上映会」開催＠中央公民館

　５月２４日
６月市議会に「組織的犯罪処罰法改正案（いわゆる共謀罪法案）の創設に反対する意見書提出を求める陳情」を提出
　６月４日の市議会定例会は賛否同数（１０対１０）議長が不採択を宣言

　５月２７日 ５月の憲法カフェ　テーマ「経済的徴兵制」　(第１回は２０１６年１月３０日（土）で、以後、毎月１回実施)

　５月２７日～２８日 芋窪・蔵敷・奈良橋憲法９条の会　蔵敷公民館まつりに参加

　６月　４日 東大和９条の会だより 通算１００号発行

　６月　５日
市民集会＠桜が丘市民センターで海渡雄一弁護士が講演「話し合うことが罪になる 現代の治安維持法・共謀罪法案に反
対しよう」出席４４

２０１７年



　６月１７日～１８日
中央公民館まつりに展示「強行採決された共謀罪法」と紙芝居「千葉卓三郎の青春」（東大和９条の会と「五憲の会」
で制作）を発表

　７月１１日 「戦争する国」を許さない東大和市民の会　「共謀罪法」反対署名行動＠ヤオコー前　３０名参加

　８月２２日 映画「標的の島 風かたか」上映準備会 ８名出席で始まる

　８月２５日
９月市議会に「核兵器禁止条約に参加し批准するよう政府に意見書を提出することを求める陳情」を提出
　９月２２日の市議会定例会は賛成９反対１０で否決

　９月　８日 安倍９条改憲NO! 全国市民アクション キックオフ集会＠中野ゼロ

　９月２４日 南街・立野・中央９条の会 映画「ザ・思いやり」上映会開催＠中央公民館　参加１５名

１０月　１日 安倍９条改憲NO!　３０００万署名　キックオフ行動＠ヤオコー南に９名参加

１０月　５日 九条の会　声明「戦後日本の歴史と憲法の岐路に立って」を発表

１０月２３日
１０月２２日の総選挙結果（自公が３分の２を確保）について、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合が
見解を発表

１１月　３日 安倍９条改憲NO! 全国市民アクション 国会包囲行動に４万人集まる　東大和からも多数参加

１１月２５日～２６日
湖畔・狭山９LOVE　狭山公民館まつりに参加　テーマ「戦争を２度としないために（副題：憲法９条いまなぜ変え
る？）」　　記念講演「憲法のおはなし」　講師：鈴木亜英さん

１２月２３日 映画「標的の島 風かたか」上映会 午前午後の２回上映で２９０人が観賞

　1月２１日 安倍９条改憲NO! 東大和市民アクション キックオフ集会＠蔵敷公民館に４２名参加

　３月　３日～　４日 南街・立野・中央９条の会 南街公民館まつりに展示で参加

　３月１０日 安倍９条改憲NO! 東大和市民アクション 第１回学習交流集会開催される＠中央公民館

　４月１５日 「オスプレイ横田基地配備反対！」座り込み集会に東大和からも７名参加

　４月３０日 ３０００万署名 小金井署不当連行事件の捜査中止と市民への謝罪を求める要請書を送付

　５月　３日 憲法集会＠有明防災公園に６万５千人　東大和からも多数（２６名以上）参加

　５月２３日 映画「コスタリカの奇跡」上映会＠中野ゼロに東大和から１０名参加

　５月２６日～２７日
芋窪・蔵敷・奈良橋憲法９条の会　蔵敷公民館まつりに参加
　「自衛隊を憲法９条に書き込んだら心配」シールに８０人がシール投票
記念講演「今こそ、守りいかそう憲法９条～９条改憲の危険性」　講師：吉田健一さん　参加２６名

　６月　１日 九条の会東京連絡会主催 ６．１集会＠中野ゼロに５５０名　東大和からも１０名参加

１０月　６日 映画「コスタリカの奇跡」プレ上映会＠中央公民館ホールに２８名参加（本番は２月２日＠ハミングホール(小)）

１０月１４日 中野南部９条の会の第１０回平和ツアー「多摩の戦跡めぐり」を戦災変電所で迎え、交流　４名で歓迎

１１月２４日～２５日 湖畔・狭山９LOVE　狭山公民館まつりに参加　テーマ「９条は世界の宝（副題：世界は９条を求めている）」
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