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東大和9条の会4周年のつどい ― 記念講演「メディアを読み解 く」と

映画 「いのちの山河」 10月 11日 ハ ミングホール上映決める

1月 21日 (土)中央公民館に 110名 以上の人が集ま り、

東大和 9条の会 4周年のつ どいを開きました。元 日本テ

レビプロデューサーの仲築間卓蔵氏が 「メディアを読み

とく」のテーマで記念講演 しました。

氏は、マスコミ報道の弱点について過去の事例を取 り

上げ指摘 しました。

1999年 の 日の丸・君が代国会のときは、 ミッチー

・ サ ッチー騒ぎ。 9。 11事件の際の小泉劇場騒ぎ、

有事法制・海賊対処法・総選挙のときマスコミは、国民

に真実を隠す 「目くらまし」の役割を果たしてきた。労

働組合 (民法労連)の大会では 「憲法問題は、政治的課

題。組合が取 り上げる課題ではない」 と議論 されている。

人間にとって空気みたいな存在の憲法を取 り上げるのは

政治的だと発言する自己規制が働き、戦前の言論統制 と

似たような状況が進行 していると告発。 とくにNHKが
3年がか りでスペシャル ドラマ 「坂の上の雲」を昨年か

ら始めたが、これは作者の司馬遼太郎が死の間際まで映

像化を許 さなかったもの。それを死後の 2001年 映像

権を獲得 したNHKが 、昨年の総選挙で自民党が大敗 し

たことに恐れをなした支配層の考えで、「横浜開港 150
年を機に日本の近代史を見直す」と称 して放送を始めた

もの。

仲築間氏は、ハインリッヒの法則を紹介 しなが ら、「6

日のあやめ、 10国 の菊」 とならぬよう、事象の裏側に

≪お知 らせ≫ご参カロをお待ちしています。

0 5月 16日 (日 )午後3時～イトーヨーカドー前

改憲手続き法廃上を求める宣伝行動を行います。

0 5月 18日 (火)午後7時～中央公民館

東大和9条の会5月 例会

0 5月 21日 (金)午後7時～中央公民館

映画「いのちの山河」上映 村 山大和実行委員会

準備会 実行委員会の立上げ等について検討しま

す。

0 5月 17日 (月 )午後6時半～豊島区民センター

九条の会東京連絡会「東京・9条まつり」第6回実行

委員会 学習会「普手間問題」講師は川田忠明氏

0 6月 12日 (土)午後7時～蔵敷公民館 6月 例会

普天間基地問題について考えましょう。

0 6月 15日 (火)午後7時～ 中央公民館

東大和9条の会6月 例会 (予 )

0 7月 下旬 芋窪・蔵敷・奈良橋

憲法九条の会結成2周年のつどい (予 )

何が隠されているか、常に考える習慣を東大不口9条の合

でも議論 してもらいたい、 自分たちのメディアを持ち広

めることが大切な時期だと期待 しながら結びま した。参

加者のアンケー トには、「これか らはただ情報が入つてく

るまま受け取るのでなく、考え、メディアを読み解 く力

を身につけたいです。」等などた くさん書き込まれていま

した。

講演終了後、事務局から年間活動として味画 .「
いのち

の山河」上映を 10月 11日 (休)東大和市ハミングホ

ールで予定、また「憲法まつり」の取り組みを実行委員

会で進める事、地域九条の会活動を活発化するためネッ

トワークづくりを強めたいと提案し参加者の拍手で確認

されました。
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10月 11日 ハ ミングホールで上映予定です

第28回 蔵敷公 民館まつりお越し下さい

第 28回蔵敷公民館まつりが来る5月 22日 (土)23日 (日 )

に行われます。

芋窪・蔵敷・奈良橋憲法 9条の会も展示と発表に参加 します。

22日 の発表は戦争を語 り継ぐのテーマで、 1945年 3月 10
日の東京大空襲 体験者の国立在住二瓶氏がたくさんのパネル

を活用しながら貴重なお話をします。

会場は 101号室 12時～ 13時です。

23日 は 101号室でシンガーソングライター きたがわてつ

さんの CD日 本国憲法前文と9条を皆さんとご一緒に歌いましょ

う。

2日 間の展示は 「高校生が考える憲法」、「憲法と安保条約」など

です。

お待ちしています。いろいろなご意見をお寄せ下さい。
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江井秀雄 著

自由民権に輝いた青春

卓三郎 。自由を求めてのたたかい を読んでの感想

東大和市 蔵敷芝中住宅 井 口 正雄

明治のはじめ、「五 日市憲法草案」を完成 させた青年千葉卓三

郎は、東大和奈良橋に逗留 していた。 自由民権運動が身近に感

じられる。

第 1回 生きた時代が うらやましい

江井秀雄 さんは、東京経済大学教授の色川大吉氏を中心に学生たちとともに

1968(昭和 43)年に五 日市の深沢家土蔵 を調査 し、「大 日本憲法草案・・五 日

市憲法草案 。・」を発掘 し、全 く知 られていなかった草案執筆者の千葉卓二郎

を世に知 らしめた一連の研究の副手をつ とめた。

本書は、宮城県の武士の家系に生まれ戊申戦争の幕府軍に従軍 し、からくも

生き残つた卓二郎青年が明治初期の激動の中で、キリス ト教各宗派や様々な思

想知識への傾倒遍歴を経て、五 日市にて憲法草案を完成 し若 くして結核で死す

るまでを著者ご自身の研究をもとに克明に描いている。

明治初期の世は、今から顧みれば何か うらやま しい時代に見える。封建の因

習か ら解き放たれた当時の青年達が全国で「自由民権」を互いに学び切磋琢磨

し、「欽定憲法」「国会開設」に向けて政府 をも動かす高ま りを見せた。

自由民権思想に基づ く憲法草案は、全国各地で競 うがごとく作 られ、多 くが

資料 として現存 しているが、思いもよらぬほどの国民の高ま りに危険を感 じた

明治政府は、まず教職を国家が統制する政令を出す。当時、五 日市にて慕われ

た教師であった卓二郎は憤然 として辞す。憲法も国家権力が定める欽定憲法

として大 日本帝国憲法が制定されてしま う。 (以下次号に続 く)

改憲手続法廃止 の運動 をすす めま しょ う

5月 18日 に施行日を迎える改憲手続法 (「 国民投票法」)が重大な矛盾に直面しています。

3年前に自民・公明両党により強行成立させられましたが、政権期間中に憲法を変えると公約 した安倍政

権は、07年 7月 の参議院選挙で惨敗 し、続いて 09年 8月 の総選挙では構造改革路線で国民に貧困と格差

を押 しつけた自民 。公明政権が退場し、民主党中心の連立政権が生まれました。この選挙で改憲派の議員

集団 (新憲法制定議員同盟=民主党鳩山代表顧問)が 139名 から 53名 に激減しました。これらの状況を

受けて改憲手続法の施行に必要な附則や付帯決議の審議が 3年間全く行われてきませんでした。日弁連の

宇都官会長は 4月 14日 、「附則や付帯決議が求めている検討が殆どなされておらず、必要な法制上の措置

が講じられていない」ことを理由に同法の施行延長を求める声明を発表 しました。

毎年 4月 に読売新聞が行っている憲法世論調査結果では、改憲賛成の声は最高時の 65%か ら今年は43%
にまで減少し、逆に改憲反対の声は 42%と 昨年よりも6%増 え拮抗しています。

国民主権を実現しない法律は欠陥法です。廃上を求めると共に、両議院での憲法審査会始動はさせるな

の声を広げてゆきま

芋窪 ′・蔵敷・奈良橋

9条の会の活動について

毎月、第 2土曜日午後 7時から蔵敷公

民館を利用して例会を持ち、DVD等 を観

ながら学習をしています。

昨年は千葉卓二郎と五日市憲法草案に

焦点を当て、講師を招いての学習会や史

跡をめぐりながらのハイキングなどを行

うことができました。

他にも蔵敷公民館まつりへの参加など

“9条を守 り生かそう!"を合言葉に地域

に密着した活動を目指 して頑張つていま

す。
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