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学習懇談会学習懇談会学習懇談会学習懇談会    
3 月に引き続き、普天間基地問題・日米安保条約・

憲法等々を話し合います。 
 

５５５５月月月月 22222222 日日日日（（（（土土土土））））    2222 時時時時～～～～４４４４時時時時半半半半    

高洲高洲高洲高洲コミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンター    

参加費（資料およびカンパ代）300 円 

どなたでも参加できます 

主催：「高洲・九条の会」・協力「高浜九条の会」 

    

－－－－当面当面当面当面のののの行動計画行動計画行動計画行動計画－－－－    

●5月 22日（土）「「「「5月例会月例会月例会月例会」」」」（上記参照。毎

月第 4土曜日に開催） 

●6月 9日（水）3時～4時「9の日行動」 

ＪＲ稲毛海岸駅前での宣伝行動。是非ご参加

下さい。（注：雨天の場合、19日を予定） 

●6月 10日（木）3時半～5時「事務局会議」

例会に参加できない方は、意見交換にこの日

においで下さい。（毎月第 2木曜日に開催）［高

洲コミュニティーセンター］ 

●6月 26日（土）2時～5時「6月例会」DVD

鑑賞会①井上ひさしさんを偲んで「「「「九条九条九条九条のののの会会会会

講演会講演会講演会講演会」」」」より②「「「「どうするどうするどうするどうするアンポアンポアンポアンポ」」」」［高洲コ

ミュニティーセンター］ 

●7月の例会は、都合で中止します。 
 

－－－－活動報告活動報告活動報告活動報告－－－－    

４月のとりくみ 

●4月の「「「「9のののの日日日日行動行動行動行動」」」」（4/9）は、何時ものよ

うにＪＲ京葉線稲毛海岸駅前で、「高浜九条

の会」と共同で取り組みました。この日用意

したチラシは「「「「憲法集会憲法集会憲法集会憲法集会・・・・4444 月例会月例会月例会月例会のののの案内案内案内案内そそそそ

してしてしてして核兵器廃絶署名核兵器廃絶署名核兵器廃絶署名核兵器廃絶署名」」」」の訴えでした。年配の

方がわざわざ寄ってきたり、会釈して受け取

ってくれました。チラシ 160枚、カンパ 350

円、署名0。この日用意したチラシ2300枚を、

後日高洲地域の各戸に配布しました。参加者

4人。 

●4月例会（4/24）は、学習会「「「「韓国併合韓国併合韓国併合韓国併合 100100100100

年年年年をどうをどうをどうをどう迎迎迎迎えるかえるかえるかえるか」」」」が、講師に「磯辺九条の

会」世話人でもある渡辺保雄さんを迎えて、

行われました。1910年 8月 22日に、韓国を

日本領として併呑する「韓国併合に関する条

約」が調印されてから、今年は 100年です。 

先ず、講師は『①「韓国併合」に至る経過や

日本は韓国を植民地としてどのように支配

したかを振り返り、厳しい清算が求められる

ことを再確認する必要がある。②いわゆる

「過去の清算」はどうだったのかを知り、今

後の課題を明らかにする必要がある。』こと

をあげ、その上で具体的に歴史を振り返り、

過去の清算を

説明しました。

そして、真の

清算に至って

いないと、指

摘されました。

参加者 22人。 

    

――――他他他他のののの会等会等会等会等のこれからののこれからののこれからののこれからの催催催催しししし――――    

●5月 21日まで東京「ポレポレ東中野」にて再々

上映中。ドキュメンタリー映画「「「「しかししかししかししかし    それだそれだそれだそれだ

けではないけではないけではないけではない～～～～加藤周一加藤周一加藤周一加藤周一    幽霊幽霊幽霊幽霊とととと語語語語るるるる」」」」 九条の会

の呼びかけ人の加藤周一さんの最後の 3 年間の

言葉の貴重な映像作品です。今幽霊の仲間入りし

た加藤さんは、一緒になって、私たちを見つめて

いるのではないでしょうか。是非、ご覧ください。

（午後 7時よりの上映のみ） 

●5月 29日(土)2時～ 映画映画映画映画「「「「シロタシロタシロタシロタ家家家家のののの 20202020 世世世世

紀紀紀紀」」」」[千葉市女性センター3階ホール]（ちば上映

委員会） 

●6月 13日（日）2時～4時半 学習会「「「「普天間普天間普天間普天間

基地返還基地返還基地返還基地返還のののの道道道道はははは？？？？」 [真砂 4丁目公団集会所] （九

条のひろば） 

●6月 25日(金)08時～ バスツアー「「「「第五福竜第五福竜第五福竜第五福竜

丸展示館丸展示館丸展示館丸展示館＆＆＆＆東京大空襲東京大空襲東京大空襲東京大空襲・・・・戦災資料戦災資料戦災資料戦災資料センターセンターセンターセンター巡巡巡巡りりりり」」」」

弁当・入場料・交通費込み参加費 2000 円（九条
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のひろば＆ホームシアター） 

●●●●6月 19日(土)1時半～ 井上ひさしさんの志を

受けついで 九条九条九条九条のののの会講演会会講演会会講演会会講演会「「「「日米安保日米安保日米安保日米安保のののの 50505050 年年年年

とととと憲法憲法憲法憲法 9999 条条条条」」」」講演：大江健三郎さん・奥平康弘さ

ん・澤地久枝さん・鶴見俊輔さん（予定）[東京・

日比谷公会堂] 参加申込方法：「講演会入場券

○枚希望／名前／住所／電話番号」を振替用紙の

通信欄に記入のうえ、下記郵便振替口座に参加費

(1000円/人)を振込む。郵便振替口座：

00180-9-611526、加入者名：九条の会。6/10振込

締切り：定員に達した時点で締切りとなります。

お早くお申し込み下さい！（連絡先：九条の会事

務局 tel 03-3221-5075、fax 03-3221-5076、

mail@9jounokai.jp）    

    

第第第第 4444 回回回回    

▣日時：9月 25 日（土）2時開演▣ 

▣会場：美浜文化ホール メインホール▣ 

美浜九条連絡会が取り組む「平和と文化のつど

い」の取り組みが進んでいます。講演は、ベトナ

ムのダーちゃん」「東京大空襲」等を書かれた

作家で、現在、東京大空襲・戦災資料センター館

長でもある早乙女勝元さんに平和への思い、憲法

九条への思いを語ってもらいます。文化行事も地

元の音楽家をお願いしているところです。5月中

に市教委へ後援申請します。7月には愈々チケッ

ト販売を開始致します。ドーゾお楽しみに！ 

 

 

「九条の会」は全国の会のそれぞれの取り組み

を学びあうために、全国交流集会をこれまで 2回

持ってきました。今回はより深い交流をしたいと

いう声に応えて、ブロックに分かれた交流会とな

りました。4月 4日の関東ブロック交流集会に参

加しましたので、ご報告します。 

会場は学校でした！ 

会場は東京・芝の正則高校でした。“何故学校

で？”という疑問は、開会直後の校長の歓迎挨拶

を聞いて、氷解しました。この学校には「九条の

会」があり、校長も会員でした。そして、この高

校自身が「九条

の会」に沿う存

在で、「憲法の

理念を体現す

る」という今時

とてもユニー

クな教育方針

を掲げているそうです。修学旅行（ここでは「学

習旅行」と呼んでいる。）では、九州に行き、ミ

ナマタ病・長崎の原爆そしてハンセン病の関係者

に会って学んでいるとのことでした。正則高校の

「九条の会」と教職員の支援によってこの交流会

の会場が設定されたという話は、「九条の会」の

運動を大きく力づけるものでした。 

全体会での報告 

・「九条の会」からの報告 

報告に立った小森事務局長は、先ず『「九条の会」

が世論を変えてきた。高令者が平和や憲法の大切

さを身をもって知っている世代だから、高令者は

誇りを持って取り組んで下さい。昨年末に亡くな

った加藤周一さんが、晩年「老人と若者の連帯」

を主張し、身をもって取り組まれてきたのは、正

に戦争を体験した世代と社会的に自由な若者と

が一緒になって取り組めば、社会を変えることが

できるからと考えたからです。』と述べ、その上

で九条の会設立から今日までの動向を明快に説

明されました。最後に 2007 年の全国交流集会で

の加藤周一さんの言葉を改めて取り上げて、「九

条の会」のこれからの取り組みを再確認しました。

『安倍政権から福田政権への交代という政治状

況の変化に、「九条の会」も「9 条を守る」だけ

でなく、「9 条を生かす」ことを進める必要があ

る。これからは、長丁場となる。日常的に地道に

取り組んでいく必要がある。問題は憲法の条文に

抵触するかしないかではなくて、憲法の精神、憲

法が言おうとしていることが生かされているか

どうかです。』 ＜以下次号＞     (田村) 

 

 

●前号で、読売新聞の憲法についての調査結果（3
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月実施）を紹介しましたが、憲法記念日の 5月 3

日、朝日新聞の世論調査も発表されました。戦争

放棄と戦力不保持を定めた憲法 9条について、 

    改正反対改正反対改正反対改正反対    67％％％％    ：：：：    改正賛成改正賛成改正賛成改正賛成    24％％％％        

改正反対が賛成を大きく上回りました。改正の是

非を問わず、「9 条が日本の平和や東アジアの安

定に役立つ」と考える人は 70％にのぼりました。 

●憲法全体では、「改正必要」が 47％、「改正不

要」39％でした。「必要」は 07 年以降毎年減り、

一方「不要」は年々増加し、その差がドンドン縮

まってきています。(下図) 
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改憲不要

●新聞各社の世論調査の結果は、憲法そして 9条

の意義を認める人が、着実に増えていることが、

明らかになっています。 

 

●国民投票法（改憲手続き法）が形式的には 5月

18日に施行となります。自公政権による強行成

立後 3年が経過しましたが、政局の混乱と国民の

反対もあって、投票年令（18才以上）や公務員

の政治的行為等にたいする必要な法整備、そして

最低投票率等 18項目の付帯決議の検討

が全くなされていません。このことから、

日本弁護士連合会会長は声明を出して、

施行延期を求めています。世論調査で明

らかにされたように、多くの国民は改憲

に反対なのですから、国民は国民投票を

必要としていないのです。 

しかし、自民党は国会に改憲原案を出して、民

主党を揺さぶって、国会での改憲論議を進めよう

と狙っています。その改憲原案は本丸の 9条の改

正等を外した、憲法改正の発議要件の緩和（2/3

以上の賛成を 1/2以上の賛成に）といった、国民

の反対を引き起こさないで、改憲の動きを始動さ

せようという姑息な内容のようです。しかし、見

逃すことはできません。世論調査に表れた多くの

人達に「九条の会」に入って貰い、改憲派の動き

を止めることが必要です。（TAM） 

 

 

（（（（21））））フィリッピンフィリッピンフィリッピンフィリッピンのののの大敗北大敗北大敗北大敗北のののの原因原因原因原因となったとなったとなったとなった 

台湾沖航空戦台湾沖航空戦台湾沖航空戦台湾沖航空戦    

 1944 年当時作戦指導の中心にあった東條首相

は、飛び石作戦でマリアナ諸島に来襲した米軍に

反撃するため、日本海軍機動部隊にマリアナ沖海

戦を命じた。しかし、この戦いで惨敗を喫し、空

母機動部隊の主力を喪失した。そこで、今後日本

近海に迫るであろう米軍に対する防衛作戦で使

用できる航空兵力は、基地航空部隊を主力とせざ

るをえなかった。米軍は次の攻略目標をフィリピ

ン奪還に定め、レイテ島上陸作戦に先立って周辺

空域の制空権・制海権を確保するため、米海軍空

母機動部隊は沖縄・台湾・フィリピン北部にかけ

て点在していた日本軍の航空基地を空爆した。 

 10 月 12 日、米第 3 艦隊は台湾に延べ 1378 機

を投入して大空襲を行ったが、米太平洋艦隊司令

部にあげられたウルトラ情報を回送されたこと

で、豊田副武連合艦隊司令長官が台湾におり、反

撃を指示して兵力の集結を図っていることを察

知していた。米軍は台湾に在る全ての日本軍の飛

行場を破壊するのは不可能かもしれないと考え

ていた。 

 10 月 14 日までの日本航空隊の攻撃に

よって、米軍は防御力を喪失したと判断

して、日本軍は 380 機による航空総攻撃

を敢行し、昼間にも攻撃を行った。この

攻撃は昼間に行われたため、米艦隊の上

空を守る艦載機による激烈な迎撃と対空射撃を

うけ、240機が未帰還となった。米軍は大戦果を

伝える日本の放送を傍受し、日本軍が虚報を信じ

込んでいる事を把握していた。10月 15日以降 日

本軍航空隊は 16 日まで昼夜問わず米海軍空母へ

反復攻撃を行ったが、航空機の被害は大きくなる

ばかりだった。しかし、航空隊からの電文は「空

母を撃沈」「戦艦を撃破」といった華々しい大戦
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果を報告するものばかりだった。この間、大本営

では前線部隊からの過大な戦果報告を信じて疑

わず、そのまま集計して発表したため、大本営は

次の大戦果を発表する結果となった。『10 月 19

日、日本軍は空母 19隻、戦艦 4隻、巡洋艦 7隻、

（駆逐艦、巡洋艦を含む）艦種不明 15 隻撃沈・

撃破』 

 この戦いにおいて在フィリピンの第一航空艦

隊は戦力約 150機のうち約 7割にあたる 110機以

上を失っており、連合軍艦隊との決戦のためフィ

リピンに突入してくる連合艦隊の上空直掩とい

う任務を与えられていた第一航空艦隊は、この戦

闘の結果その任務遂行能力を失ってしまった。10

月 4 日に第一航空艦隊長官に任じられた大西瀧

治郎中将はフィリピンに向かっていたが、この戦

闘のため台湾で足止めを受けており、着任したの

は戦闘終了直後の 17 日であった。そして着任し

た大西中将はこの戦闘結果と自軍の残存戦力を

見て特攻隊の編成を命じ、10月 21日神風特別攻

撃隊が初出撃することになった。 

 日本海軍は、先のマリアナ沖海戦（あ号作戦発

動）に完敗し、航空戦力の大半を失い、最後の砦

としてフィリピン、台湾、南西諸島の防衛に取り

組まざるを得なかった。最後の決戦作戦を捷号作

戦と称して、大本営では捷一号（フィリピン方

面）、捷二号（九州南部、南西諸島、台湾方面）、

捷三号（本州、四国、九州、小笠原方面）、捷四

号（北海道）の 4方面を想定して、来襲する米艦

隊を叩いて上陸軍を撃退する予定であった。しか

し、マリアナ沖海戦で消耗した空母を主力とする

海軍航空隊の再建は不可能で、必然的に基地航空

部隊にたよらざるを得なかった。 

 このため、まず米機動部隊への反撃にさいして

は、突破口となるべく各部隊より優秀な搭乗員の

み選出し、8月 20日「T攻撃部隊」が組織された。

この部隊は一部陸軍航空隊を含めて、逐次、米空

母部隊を攻撃したが多数の航空戦力を失う結果

となった。 

 戦果誤認の事実を海軍から知らされなかった

陸軍は、ルソン島での迎撃方針を南方のレイテ島

での決戦に変更し、第 1師団、第 26師団をはじ

めとする決戦兵力をレイテ島へ輸送した。しかし、

第 1師団を除く大半が輸送途中に空襲を受け、重

装備や軍需品を海上で喪失、懸命に積み上げてき

た決戦準備は水の泡となった。さらに、ルソン島

で兵力が引き抜かれた穴を補うため、台湾から第

10 師団をルソン島へ投入、さらにその空白を埋

めるため沖縄から第 9 師団を台湾へ移動させた。

こうして台湾沖航空戦は結果的にフィリピン戦

の敗北のみならず、沖縄戦での戦力不足の原因と

もなった。（完。次号は、「レイテ沖海戦」） 

「事務局より」■普天間基地問題が迷走しています。

自公政権下ですら 14 年間埋め立て工事を許さなか

った辺野古に、民主党政権になったら辺野古に舞い

戻そうとは。「国民の声を聞く」と言っていたのは、

何だったのでしょうか。■「移設は国外、最低でも

県外」と言っていた選挙時の鳩山さん自身の発言は、

「党の考え方ではなく、私自身の代表としての発言

だ。」とアッケラカンと言う鳩山さんには、驚きを

通り越して怒りを覚えました。他人の語る言葉が信

じられず、自分の言葉に責任を持たないならば民主

主義は成立しません。ましてや、選挙時の国民への

一国の代表の言葉が、そんなに軽いものであっては

困ります。■「最近になって“抑止力”を認識した。」

という言い訳が出てきましたが、安全保障上の基本

認識の変化とすれば、改めて信を国民に問い、その

上でこの問題に取り組むべきです。しかし、その際

使う言葉は言い訳のない信用できるものにしてく

ださい。■厳しい中での訴えで心苦しいですが、皆

さまのご支援（カンパ）をお願い致します。■「便

り」への投稿・感想・意見等をお待ちしています。

（TAM） 

九条九条九条九条のののの会会会会：http://www.9-jo.jp 

美浜九条連絡会美浜九条連絡会美浜九条連絡会美浜九条連絡会ブログ：http://mihama9jo.sblo.jp 
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