
2012年 松戸題法記念日の集い

ゴ憲滋 不戦の誓い

ノーベル賞受賞作家 「九条の会」呼びかけ人

♂ 旗醒シ ガ貯率もをしてフ,シ マ

2011年 3月 11日 「東日本大震災」…・2万人近い方の尊
い命が犠牲になりました。福島原発事故では先の見えな
い大きな不安をかかえ苦しんでいます。私たちは 「ノーモ

ア ヒロシマ」「ノーモアナガサキ」と誓ったにもかかわらず
平和利用の名のもとに、また被曝者をだしてしまいました。

今、すべきことは、「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに
生存するため」に、エネルギー政策をはじめとする諸政策

を憲法の精神から見直しさせることではないでしょうか。
ことしの講師は「九条の会」呼びかけ人であり、ノーベル

賞受賞作家の大江健二郎さんです。多くの皆さまのご参
加をお待ちしています。

開催目 2012年 5月 3日 (恭)
購 閥 瑠4:60～ 瑠7830

(開場 13:00)

会 場  松 戸輔晨会館・ホ中ル
参加団費 500円 (資料代を含む)

(18歳 以下無料)

鈴木美子さんの演奏があります。
(松戸市在住のツプラノ歌手ロニ期会々員)

《お問い合わせ先》 今井修平密 &F047-344-9454 神 惇子a342-3143
大田 幸 子a384-4759    吉 田 義 雄a365-3467   青 木 和 子a311-0886
荒木美都子a341-9450    榎 本 博 次a346-0906   古 賀 芳 夫8365-9306
近藤 宙 哉a385-4159    桜 田 久 8388-0342   篠 原 茂弥a386-4339
佐々木亮二804-7144-7781  田 日 雅 明a371-0748   藤 田 恭 平8341-4704
細野 佳子a342-2759   穂 鷹 守 a386-7428   本 多 了 a342-9150

講師 :大江健二郎さん

1935年 1月31日。愛媛県喜多郡大瀬村
(現内子町)生まれ。58年『飼育』により芥
川賞を受賞。59年東京大学文学部仏文
科卒業。94年ノーベル文学賞受賞。04

年「九条の会」を結成。現在「脱原発を求
める一千万人署名」に取り組んでいる。

【代表作】
『万延元年のフットボール』(67年)、『洪
水はわが魂に及び』(73年)、『同時代ゲ
ーム』(79年)、『取り替え子』(00年)ほか

【主 催】
12年松戸憲法記念日の集い実行委員会

代表 :麻 場 文 男 (ao80-1055-0353)

【後 援 】
松戸市、松戸市教育委員会、朝日新聞口千葉総局、毎日新
聞口千葉支局、東京新聞口千葉支局、千葉日報社、松戸よ
みうり新聞   《 後援目的:市民の学習機会の助成》

０ロコロ配日！　　　　．

る砂

ホームページアドレス httpノ/www.matsudokenpo.com/



《日 本 国 憲 法 》

第2章 戦 争の放棄

〔戦争の放棄 ・戦力の不保持 ・交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平不□を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武

力による威嚇又は武力の行使は、EIE際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前 項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しなしヽ。国の交戦権は、
これを認めない。

第 3章  国 民の権利及び義務

〔生存権、国の社会的使命〕
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国 は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努
めなければならなしヽ。

***お 知らせとお願い***

「松戸憲法記念日の集い」当日は

手話通訳者を配置いたしますので、
手話通訳をご希望される方は実行
委員会までお申し出ください。

また、保育も承りますので、事前
にお申し込みください。

【2① 12年 松戸憲法記念国の集い実行委員会参加団体】

*松 戸市に夜間中学校をつ<る 市民の会 *お ―い図書館 *住 基ネットを考える松戸市民の会
*平 禾□・民主・革新の日本をめざす松戸市懇話会 *松 戸演濠」鑑員会 *松 戸地域労働組合連合会
*千 駄堀を守る会 *松 戸の教育を考える市民フォーラム *狭 山事件にとりくむ東葛住民の会
*活 かせ9条 松戸ネット *松 戸市平和委員会 *松 戸市教職員組合 *松 戸市□不□教育研究会
*戦 争を許さす、平租を考え行a13する松戸市民の会 *松 戸教育研究会 *東 葛合唱団はるかぜ

*千 葉土建一般労働組合松戸支部 *21世 紀の会(東葛退職教員の会)*真 宗大谷派 ・浄真寺
*松 戸市民ネットワーク 『松戸で生きたい私たち』 *関 さんの森を育む会 *常 盤平9条 の会
*千 葉県高等学校教職員組合・東葛支部 *や おや 『旬』 *NPO法 人・自立生活センターK2

*千 葉県高等学校教職員組合・松戸支部 *千 葉学校労働者合同組合 *障 害者問題松戸サークル

*市 民自治をめざす 1000人 の会 *東 葛病院 ・新松戸診療所 *教 育の現状につしヽて語る会
*マ ブイまつり実行委員会 *千 葉県高等学校退職教職員の会 ・東葛支部 *チ ャレンジ倶楽部
*県 政を変える会 *NPO法 人 ・せっけんの街松戸 *東 葛総合法律事務所 米 常盤平幼稚園
*新 日本婦人の会'松戸支部 *裁 判員待」度を考える会・松戸 *子 どもと教科書東葛ネット21

*松 戸地区労働組合会議 *松 戸女性問題研究会 *NPO法 人 ・生活支援センターあらかると

*介 護保険・松戸市民ネットワーク *全 日本年金者組合 松戸支部 *松 戸市PTA問 題研究会

*韓 国良心囚を支援する松戸市民の公 *示 B力実行委員会 *選 挙制度修正投票推進 ・全国会議
*松 戸市日中反好協会 *不 登校問題を者える東葛の会 ・ひだまり *松 戸カウンセリングの会
*松 戸親と子のよしヽ映画を見る会 *歴 史教育者協議会 ・松戸支部 *千 葉コープ「ピースの会」
*ト ータルヒューマンネット 「は～しヽビスカス」 *牧 の原9条 の会 *憲 法を生かす会 ・松戸
*小 金原`憲法9条 の会 *電 金ヽ・9条 の会 *松 戸市民オンブズマン 米 五香憲法九条を守る会

*六 高 ・9条 の会 *新 松戸9条 の会 *ピ ースサイクル2011千 葉県ネットワーク(常磐線ルート)

*A・ A・ LA連 帯委員会千葉県支部 *日 本コリア協会 ・松戸 *日 本美術会東葛地域連絡会
*沖 縄6・ 23歌 と踊りの実行委員会 *有 機の会 *松 戸われもこうの会

(順不同 2011年 12月 17圏現在)

【会場案内図】


