「九条の会・流山」事務局
阿部 7140-7605 石 林 7154-7511

齋藤 7143-0374 三 原 7152-6559

県民の思いをこめた自作の詩を披露しました。
テレビでも一部報道されたその詩をここに掲
載します。

普天間基地移転で大きな期待を抱かせた鳩
山首相が辞任し、沖縄では知事選も控えて与
党民主党の混迷が続く中、６月 23 日の沖縄慰
霊の日、戦没者追悼式が行われました。
糸満市の摩文仁の平和祈念公園で開かれ
た式典には菅総理も出席しました。就任早々
鳩山前首相のアメリカとの合意を尊重すると

述べ、普天間基地の辺野古移転を進める意
向を表明している総理は沖縄の過重な負担に
「おわび」「感謝」を表明しながら｢沖縄の負担
がアジア太平洋地域の平和と安定に繋がって
きた｣と抑止力を強調し、県民から厳しい批判
を浴びています。
その式典の中で渦中の普天間の高校生が

菅総理「日米合意尊重」
普天間基地移転

メール ：info@nagareyama9.org
「九条の 会・流 山」HP： http://www.nagareyama9.org/
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変えてい く
名嘉司央 里
︵普天間 高校三 年︶
今日もま たはじ まる
いつもの 日常
当たり前 に食事 をして
当たり前 に好き なこと を学 んで
当たり前 に安心 して眠 りに つく
そんな普 通の一 日
今日もま たはじ まる
いつもの 日常
当たり前 に基地 があっ て
当たり前 にヘリ が飛ん でい て
当たり前 に爆弾 実験が 行わ れている
そんな普 通の一 日
一見﹁平 和﹂に 思える この 小さな島
そこにい つの間 にか当 たり 前ではな い
当たり前 であっ てはな らな いものが
入り込ん でしま ってい た
普通なら 受け入 れられ ない 現実を
当たり前 に受け 入れて しま っていた
これで本 当にい いのだ ろう か
平凡な幸 せを感 じなが ら
ただただ ﹁平和 ﹂を望 む今
簡単にこ の違和 感を
無視して いいの だろう か
黒いたく さんの 礎
刻まれる たくさ んの名 前
そこで思 い知る
戦争が残 した傷 跡の大 きさ 深さ
何も幸せ など生 まれな かっ た
何も手に 入れた ものな ど無 かった
すべて失 ったも のばか りだ った

忘れては ならな い
この島で あった 悲しい 記憶
目を背け てはな らない
悲しい負 の遺産
それを負 から正 に変え てゆ く
それがこ の遺産 を背負 い生 きてゆく
私たちに できる こと

変えてゆ くのは 難しい
しかし一 人一人 が心か ら
負である ﹁戦争 ﹂を忌 み嫌 い
正である ﹁平和 ﹂を深 く愛 する
そんな世 界にな れば
きっと正 の連鎖 がはじ まる はずだ

六月二十 三日 慰霊の 日
あの黒い たくさ んの礎 には
たくさん の人々 が訪れ る
そして その一 つ一つ の名 前に触れ
涙を浮か べなが ら語り かけ る
﹁今年も 会いに 来たよ ﹂と
手を合わ せ目を 瞑り祈 りを 捧げる
その訪れ た人々 に
﹁平和﹂ を願わ ないも のは いない

﹁一度あ った事 は二度 ある ﹂
そんな言 葉を聞 いたこ とが ある
しかし こんな 悲惨な 出来 事は
もう繰り 返して はなら ない
だから⁝ ⁝

﹁一度あ った事 は二度 とな い﹂に
変えてゆ こう
平和で塗 りつぶ してい こう
その想い はきっ と届い てい るはずだ から

井上ひさしさんの志を受け継いで
九条の会講演会盛大に
「井上ひさしさんの志を受けついで

６月 19 日

九条の会講演会が開かれ、全国各地からの参加者
で会場は埋め尽くされました。

●パネルディスカッション「地域から平和を創る」
（パネリスト）
◇石井俊雄長生村村長
「平和憲法にこだわり、国民保護条例制定を慎
重に」
◇ 熊谷俊人千葉市長

講演会ではよびかけ人の大江健三郎、奥平康弘、
澤地久枝の各氏が講演、つごうで参加できなかっ
た梅原猛さんと体調を崩して参加をとりやめた鶴
見俊輔さんからはメッセージがよせられ紹介され
ました。講演会にさきだってひらかれたよびかけ
人会議には三木睦子さんも討論に参加されました。
また、井上ひさしさんのおつれあいの井上ユリ

「海外との交流を進め若い人に広い視野を」
◇横山久雅子白井市長
「平和の大切さを知る事業を市民とともに」
◇ 蕨和雄佐倉市長
「核なき世界を目指して日々奮闘中」
◇秋葉忠利広島市長

コーディネーター
●みんなでうたおう

（特別参加）

舘 正彦（編集者）

さんも参加、参加者にあいさつをされ、井上ひさ
しさんが、
「言葉を道具に働いている作家として、

＜参考＞千葉県内平和市長会加盟者

どうしたら平和や９条を多くの人たちに伝えられ

千葉市、 我孫子市、いすみ市、市川市、市原市、

るか、９条の講演会でも、あるいは芝居や小説を

浦安市、 柏市、鎌ケ谷市、佐倉市、白井市、山

書くときも一生懸命苦心」してきたことを紹介。

武市、匝瑳市、袖ケ浦市、銚子市、富里市、流山

つづいて、「井上ひさしさんの思いがすべて表

市、習志野市、成田市、野田市、松戸市、八街市、

現されている」
（ユリさん）という『吉利吉利人』

八千代市、四街道市、御宿町、一宮町、大網白里

の一節が朗読されました。（九条の会ニュースより）

町、酒々井町、東圧市、横芝光町、長生村、

九条の会・流山の世話人からは４名が参加。
会の詳報は九条の会のホームページでごらんに
なれます。

学習会のお知らせ

また会員の鈴木光治さんからお寄せ

頂いたレポートを別紙でご紹介します。

＜お知らせ＞

７月１９日(月)１４：００〜１７：００
十太夫福祉会館会議室

「あらためて沖縄を考える」

「平和を願う市民の集い 2010」
〜 地域から平和を創る 〜

沖縄戦の事実を残そうと沖縄読谷村が村として住民

日時 ７月２４日(土)１３；３０〜１６；４０

の証言を集めた。その中で語られる生々しい日本軍

会場 千葉県教育会館大ホール 会費 500 円

による住民虐殺。渡野喜屋事件です。

主催「平和を願う市民の集い 2010」実行委員会

またもや基地の押し付けが繰り返されようとするいま、

第1部

あらためて沖縄を考える機会にしたいと思います。Ｎ

●コント・パントマイム

松元ヒロ

公演

ＨＫスペシャルのビデオをもとに話し合います。

第２部
●シンポジウム
◇

基調講演

平和市長会議議長

定例駅頭宣伝
◇ ７月は９日(金) 15：30〜16：30
流山おおたかの森駅

秋葉忠利広島市長
（仮題）「平和市長
会議が目指すもの」

カンパはこちらの郵便振替口座へ
００１３０ - ５ - ４６４７３５ 口座名 九条の会流山

