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国連憲章（一部）

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は
武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、
国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければ
ならない。

ロシアはウクライナ侵略を止めよ
直ちに停戦を！
六月（水無月・みなづき）
１日（水）衣替え

６月２２日は
参議院選挙の公示日です

５日（日）芒種
９日（木）山越定例宣伝11 : 00～
11日（土）入梅

平和を願う一票を

19日（日）憲法守れの日（市役所前）
父の日

憲法９条を生かす候補者・政党に

20日（月）事務局会議

お寄せください。

21日（火）夏至
22日（水）参議院選挙公示
23日（木）沖縄｛慰霊の日」

常磐野９条の会
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愚直に９条を守る
青木ヶ原町

松浦

敏郎

ウクライ ナの状況 を世 界中 の人 が憂 い、 停戦 、ロ シア 軍の
即時撤退を切に願っています。
ウクライ ナに平和 を！ とい う思 いは みん なの 一致 する とこ
ろ でしょう 。そして 、こ の状 況を どの よう に捉 え、 どう すれ
ばいいのか、心を痛めながら考えていることでしょう。
私たちは 、今こそ 憲法 ９条 の精 神を 生か し、 平和 の外 交に
力 を入れる べきだと 考え ます 。問 題が 起こ れば 、武 力に 頼ら
ず 話し合い で解決す るこ とが 大切 だと 。と ころ が、 そう 考え
ない人たちがいる。
「９条で 国が守れ るの か」 「攻 めて こら れた らど うす るの
か」と。
中国の脅 威を声高 に叫 び、 ９条 を変 え、 防衛 力を 増強 し、
そのために防衛予算を２倍にする＝５兆円を増やす。
これだけ の予算が あれ ばど れだ けの こと がで きる だろ うか。
医療、教育、福祉がどれだけ向上することか。
敵基地攻 撃能力（ 先制 攻撃 ！） を持 つべ きだ とか 、果 ては
「 核共有」 まで言い 出す 。な んと いう こと か、 と思 いま す。

この 機に乗じ て言い たい 放題。 まる でロ シア の侵 略行 為を

待って ました！ と言わ んば かりで はな いか 。こ のよ うな 言動

が強まっていることは残念ながら事実だろうとは思いますが、

しかし、ここでよく考えないと。

こん なこと言 う人は ほん の一部 で、 実は 「そ う思 わさ れて

いる人 が多い」 という こと なんじ ゃな いか 。マ スコ ミ報 道に

は注意 しないと 。特に 世論 調査と いう やつ は、 結果 から 何を

読み取 るか、質 問の文 章は どんな 表現 だっ たか 、十 分に 心す

べきで す。９条 を変え ない と国は 守れ ない 、と いう 人に は、

では９ 条を変え れば守 れる んです か、 と逆 に問 いた い。 相手
国の基地や中枢（日本で言えば
首相官邸か）を攻撃すればどん
な事態を引き起こすか考えたこ
とがありますか、と。
私たちは何と言われようと愚
直に９条を守る、平和外交に徹
する、話し合いで解決する、そ
れが長い人類の歴史の到達点だ、
と冷静に、力強く言い続けましょ
う。
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をしに行き、征服していきます。ところが、最後に

残った小さな国に戦争に行くと、その国には兵隊が

いませんでした。小さな国の人々は、大きな国の兵

隊たちを歓迎し、料理をふるまい、遊びや歌を教え、

もてなしました。小さな国でしばらく過ごした大き

な国の大統領が国に帰り、息子にこわれるままに歌

を歌うと、それはどれも小さな国の歌でした。

デビッドマッキー作・なかがわらひろ訳
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シ(リーズ② )

中の人々を幸せにするために、いろいろな国へ戦争

北陸新幹線延伸について考える
（京ちゃ ん） 守君、「 北陸新 幹線延 伸計画 」で、京 都の地 下４０ ｍのと ころを掘
る話をしてたよね。
（守君）
シールド工法と言って直径１０ｍのトンネルを掘る。
（京ちゃん） 大変なトンネル工事なんだね。
（守君）
小浜から 新大阪 までの １４０ ㎞の長さ を掘る 大工事 で、１ ５年以上
かかるだろ うと言 われて いる。 掘り出す 土は、 ８８０ 万㎥～ １７００
万㎥で、愛宕山ができるくらいの残土だと言われているらしい。
（京ちゃん） そんなに大量の残土をどこに運ぶの？
（守君）
まだ、決 まって いない ようだ けれども 美山町 等、南 丹市で 出た残土
は南丹市で処理することになっている。
（京ちゃん） 南丹市の山などに残土が捨てられるの？
（守君）
そうなる 可能性 が高い 。南丹 市の美山 や京北 などは 広大な 丹波国定
公園にあり 、自然 の豊か なとこ ろだ。か やぶき の里や 芦生原 生林等、
世界 的に も貴重 な自 然 や観 光 名所 が ある
ところなんだ。
（ 京ち ゃん） そ んな 自然の 美し い とこ ろ にト ン ネル
を掘るの？
（ 守君 ）
だ から 、地元 の人 達 はと て も心 配 して
とうた
おら れる ね。田 歌地 区 では 、 環境 ア セス
メントを見合わせることを決めている。
（ 京ち ゃん） 大 切な 自然が 破壊 さ れる か もし れ ない
のね。
（ 守君 ）
そう なん だ。そ れか ら 残土 に はヒ 素 やマ
ン ガン 等の 有毒物 質が 含 まれ て いる 恐 れも
あるらしい。
（つづく）

せかいでいちばんつよい国
紹介

楽しむ絵本

自分たちの暮らしほどすてきなものはないと信じている大きな国の人々は、世界

乳飲み子の頃の栄養失調が土台にあるん

しかし、「あの子が亡くなったのは、

争末期に生ま れた弟は、６４歳で

１９４４（昭 和１９）年太平洋戦

岡田 落穂 （広沢）

ぶさったのョ」と母は言っていましたが、 んな 小さ な 動

編隊組んで来るとあんた達の上に覆いか

からんヮ」「防空壕の中でも、Ｂ２９が

た。「どうしてあんな距離を歩けたかわ

戸市の山深い陶器小屋まで歩き通しまし

たりしながら、叔母の婚家先を頼り、瀬

焼け残った知人の家で泊まらせてもらっ

端の水を張った防空壕に逃げ込んだり、

きも 、と り わ

に巻 き込 む ど

や日 本を 戦 争

ま私 は、 世 界

争体 験か ら い

い幼 児期 の 戦

る動 き許 さ な

戦争 につ な が

乳飲み子に玄米

だョ」と、亡くなった母はいつも言って

当時３歳の私が覚えているのは防空壕の

け差し迫っている憲法９条改悪や軍拡に

いわゆる成人病で亡くなりました。

いました。

水が冷たかったことと、田んぼの向こう

母の友人２人も弟と同年代の息子を亡

と嘆きあい、息子たちが亡くなったのは

後も、当時主な食料は玄米だけ。母は母

母乳は出ず、食料もなし避難中も疎開

の市街地が燃えている赤い色だけでした。 よる紛争解決の動きを食い止めるため、

『乳児の頃の栄養不足のせいだ』という

乳が出なくなり、乳飲み子の弟に玄米ご

ちと思ってほしい。平和を願います。」

くしており、３人寄ると「不憫だよねェ」

思いが、ますます強くなっていくようで

飯を噛み砕いて与えるしかなく、弟はひ

せください。

事務局

みなさまからの「ひとこと」をお寄

ださいました。

ナ戦争についてのコメントを寄せてく

「ど のいの ちも、自 分の家 族のい の

ます。

多くの方々と力を合わせたいと思ってい

した。

子育て真っ最中のＳさんが、ウクライ
い」と言われましたが、直後に終（敗）

どい下痢と衰弱で村の医者に「助からな

私たち家族は、弟が生まれた翌１９４

戦。母は私と弟を連れて京都の母の実家

名古屋大空襲

５（昭和２０）年の名古屋大空襲で焼け

へ転がり込み、第二日赤病院で母の血を
輸血し、幼い命を救うことが出来ました。

出されました。
弟を負ぶい、私の手を引いて避難、道

4

戦争体験②

