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日本 国憲法第 9条

(戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認)

① 日本国民は、正義 と秩序を基調 とする

国際平和を誠実に希求 し、国権の発動た

る戦争 と、武力による威嚇又は武力の行

使は国際給争を解決する手段 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 しない。国の交

戦権は、これを認めない。

私たちの会は、発足当時から市内にある、四つの県立高校生を対象に高校前宣伝 に大き

な力を注いできました。会のニュースや高校生向きに作ったチラシを配 ります。選挙権を

もつ高校生にも、憲法を守 り憲法に掲げられている平和主義の大切 さを考えて欲 しいか ら

です。配布の際は、校 r]号 内に入 らないとい う制約はこれ までもあ りましたが、昨年配布 を

実施 した 2校 での学校側の対応には少々戸惑いを感 じています。これまで以上に細かい注

文や指示が多 くなっています。配布す る人数が多いのか少ないのか、校門か ら離れて行動

して欲 しい、できれば校門前ではなく 寄 りの駅前で配布 してはとのア ドバイスまで、か

なり露骨です。公立高校 とい う教育の現場でもこのようになってきています。教育の場 も

含めて地域社会が閉寒 してい くようなことではなく、開かれてい くような地域社会になっ

て欲 しい と願わずにはいられません。(KT)

くいまの日本、自由なの?〉

志津 コミュニテ ィセンターや西志津ふれあいセ ンター、志津市民プラザ(志 津公民館)

など公共施設に様々な活動を している市民の作成 したチラシや案内などを置いているが、

私たちの会も不定期に発行 しているニュースを十数年前か ら置いている。 近のニュース

(39号)を いつものよ うに置かせてもらうよう依頼 した ところ、政治的な内容のニュースな

ので、置けない と言われた。今 まで拒否 されたことが無かったので驚き抗議 した ところ、

「上の者 と相談 してか ら連絡 します」 と受け取ってはくれた。一週間後行ってみた ら置か

れてはいた。

あいち トリエンサー レの中止(市 民運動により再開)、 9条俳句の不掲載(「公民館だより

不掲載は違法、 高裁で確定」2018/12/20、 その後 さいたま市教育長謝罪)、 等々あらゆる

ところでの市民への監視や締め付けが横行 しだ したよ うに感 じられる。 じわ じわ と自由な

発言ができない社会になってきていると思 うのは私の思い過 ごしなので しょうか。(GM)
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僕の前に道はないのか～アテにならない人たち

僕の前に道はない/僕の後ろに道はできる/ああ、自然よ

/父 よ・・・

国語の教科書で、この詩 と出会い、声にIIし て朗読 して

いるときの心地良さがよみがえる人 も多いのではないか。

高村光太郎の 「道程」 と題す る詩である。

智恵子は東京に空が無いといふ、/ほん との空が見たいと

υ .ヽふ 。		・ 	・

高度経済成長期の公害問題が深刻化する中で、しきりに引

用されたこのフレーズは、『智恵子抄』の「あどけない話1で

あったことを私も後で知った。

この詩人高村光太郎 (1883～ 1956)は、1941年 12月 8日 、太平洋戦争開戦の二日後に

は、「十二月人口」と題 して詩を作り、翌―̈月号の『婦人朝日』に発表 した。

フ言ぉき策蓋房昌合理をだ碁β星ォ1量
?雫史あらたまる。/アングロ・サクソンの主権、

また、1945年 4月 、東京の自宅を空襲で失い、8月 15日 、疎開先の花巻:市郊外で「二

音放送」を聴いた光太郎は「一億の統泣」と題 して、8月 17日 の『朝 日新聞』に寄稿 して

いる。

綸言一たび出でて一億琥泣す。/昭和二十年人月十五 日正午、/・ ・・/玉音 (ぎ よくい

ん)の低きとどろきに五餞をうたる。/五畿わななきとどめあへず。/玉音ひびき終 りて

又音なし。/こ の時無撃の競泣國上に起 り、/普天の一億ひとしく/究極に向つてひれ伏

せるを知る。・・・

太平洋戦争下、光人郎は、「シンガポール陥落」(1942年 2月 )、 「アッツ島玉砕」(1943

年 5月 )、
「米軍の沖縄本島上陸」(1945年 4月 )と の 「大本営発表」があれば、即座に、

新問社や NHKの 要請に応えた。ラジオは 「愛国詩」の朗読を流 し、新聞や雑誌は競 うよう

に光太郎の詩を載せ、国民の士気をあおり、愛国心を駆 り立てた。「婦人」や 「少国民」向

けの雑誌にもよく登場 した。ラジオで も多く繰 り返し放送されたのは、「 低にして 高

の道」 (『 家の光』1940年 9月 )であったとい う。

もう止そ う。/ち いひさな利欲 とちひさなと不平と、/ちひさなぐちとちひさあ怒 りと、

/さ ういふ うるさいけちなものは、/あ あ、きれいにもう止そ う。・・・

また、「今上陛下指 したまふところ、/われ らよろこびおもむくなり、/あ きらけきか

な、おおいなるかなけふの賀節 (よ きひ)」 (「 ことほぎの詞」1942年 2月 )、 「一切を超え

て高きもの、/一切を超えて聖なるもの、/金色の菊花御紋章。」 (「 海軍魂を詠ず」1943

年 5月 )な どのように、神州の国を、天皇を、 うたい上げ続け、臀本文学報国会における

詩歌部会長 という要職も務めた。
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高村光太郎 (山 小屋書斎にて)
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また、光太郎 晩年の「生命の大河」(『読売新聞』1956年 1月 1日 )に は、つぎのよう

な一連があった。この発表の直前 12月 16日 には原子力基本法など関連三法が成立し、ま

さに新年一月一日に施行 している。発足した原子力委員会の初代委員長が『読売新聞』社

主II力 松太郎であったのである。

放射能の克服と/放射能の善用とに/科学は万全をかける。/原子力の解放は

やがて人類の一切を変へ/想像 しがたい生活図の世紀が来る。

ときの政府 を支ぇ、メデイアヘの要請 に応え、い とも簡単に「原子力平和利用神話」へ

となだれ込んで行 く。あの敗戦後の 「自省」は何であったのか。

この詩人の在 りようは、現代の文化人や有識者の作品や発言 と決 して無縁ではない。引

退 した保守政治家や退職後の高級官僚がにわかに饒舌になった り、役職や勲章がちらつき、

メディアの出番が多 くなった と思った ら、いつの間にか発言が トーンダ ウンした りする人

がなん と多いことか。イチロー よ、国民栄誉賞は、もらってくれるな'1(内 野光子)
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ところが、光太郎は、敗戦後 も、疎開地の山小屋に留まり、「暗愚小停」 と名付けた 20

篇の詩 を『 展望』 (1947年 7月 )iこ 一挙発表すると、これ らの作品は、戦時下の自らの活

動を反省 し、戦争責任を引き受けた として、その潔い深い 「自省」を高 く評価 された。 し

か し、山小屋生活 といえども、多 くの地元の人々や知人や東京の編集者 らに支えられての

暮 らしであった。1946年 2月 、預金封鎖 と新円切 り替えがなされ、財産税が光太郎にもふ

りかかる。東京の弟 との手紙で、光太郎の預貯金は 5万 6000円 、亡父高村光雲の家が 10

万円と査定 されたことがわかる。それが どれほどのものか。

ちなみに私の父が残 していた 「国債貯金通帳」によれば 1945年 4月 の空襲直後疎開先

の銀行で便宜代払いを受けたのが 200円 と 136円 で残高ゼ ロとなっていた。その一方で、

新 しい「国債貯金通帳」と「報国貯金通帳」にも 10円 、2円 の単位で貯金 していた。父は、

空襲で借家の店を失 うまで、池袋で薬屋を営み、 一家 5人 を支えていた。光太郎の山小屋

生活 といっても、私たちの疎開先や焼け跡のバラック暮 らしの困難 さ、家族を失った者の

悲 しみを想像できただろうか。

光太郎は、やがて、東京に戻 り、彫刻 を再開、十和田湖畔に立つ 「乙女の像」の作成に

あたる。その晩年には、つぎのような詩 を発表す る。唯一の被爆国にあって、1954年 「
第

二福 竜丸」の被爆体験、 日本学術会議の原子力研究の自主・民主・公開の二原則声明、水

爆禁上署名運動などが続 く中で、光太郎は、つぎのフ レーズで終わる「新 しい天の火」(『 読

売新聞』1955年 元■)を発表 した。

新年初頭の雲間にひかる/こ の原始爆発大火団の万能を捕へ よ。/そ の光いまこの ドーム

に注 ぐ。/新 しい天の火の如きもの/こ の議事堂を打て。/清められた新 しき力 ここにと

どろけ。
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バロアル ト散歩

家族が住むアメ リカ合衆国・カ リフォルニア州・ スタンフォー ドで夏の時期を過 ごして

いますが、バ ロアル トは大学のキャンバスの外側にある町で、ン リコンバ レーの中心都 市

のひ とつでもあ り、町にはハイテク企業の立ち並ぶ広い通 りがあ ります。住宅街の家並み

は、どこも緑に包み込まれるような侍 よいが印象的です。

街中の移動にはよく自転車を使いますが、専用 レーンが整備 され、とても走 りやすいで

す。チャイル ドトレーラー (自 転車用ベ ビーカー)に子供 を乗せて自転車で牽引 して走っ

ているのもよく見かけました。子供が乗るスペース全体が覆われているので安全で快適そ

うです。走行時のヘルメッ ト着用はごく普通のスタイルで、蛍光色のジャケッ トを着る人

も多 く、安全意識の高 さ感 じます。町にある鉄道の駅か らサンフランンスコまで約 1時間、

列車は全てダブルデ ッカー (2階建車両)で、自転車 ごと乗 り込める車両 と車椅子スペー

スのある車両が連結 されてお り、自転車族にはとても便利だ と思います。

ぶ らりとお散歩 では、よく見かけるリスの他に、運が良ければ野 うさぎのジャックラビ

ッ ト (種)に も出会えます。夏の引っ越 しシーズンには、歩道 にフ リー と書かれた家具や

雑貨がポンと置かれ、欲 しい人が持ち帰 ります。私 も暖炉のファイヤーセ ッ トを GET:	 レ

モンツリーの下に収穫 した レモンをバケツにどうぞ と置かれていたこともあ ります。

町にはグッ |ヽ ウィル とい うお店があ り、障害のある人やホーム レスなど社会的弱者の人

達の雇用 と職業訓練を目的に運営 されているので、寄付や購入でサポー トができます。

ダウンタウンの商店街一角にある、1925年オープンの、古いハ リウン ド映画専門のスタ

ンフォー ドシアターがユニー クです。館内の壁には古い映画のポスターが鮎 られ、アール

デコ様式の内装が美 しいです。上映中の観客の様子がなん とも楽 しくて、 ミュージカルで

は一緒に歌いだす人まで、 初はちょっとうるさいな一 と思った私も、途中か ら同調モー

ドに突人、この雰囲気は新鮮です。夜の回にはスクリーン下か らオルガンがせ ′)出 してき

て生演奏を聴かせてくれます。 こんな素敵なおまけつきで、大人 7ドル、シニアは嬉 しい

半額です。

スタンフォー ド大学が夏休みに入 ると、・スタンフォー ド・ ジィズフェスティバル"と 称

して多彩な演奏家によるコンサー トが数多 く開かれます。大学のキャンバスには、新旧2

つのコンサー トホールがあ りますが、ビン・ コンサーートホールで聴いた上原ひろみのジヤ

ズピアノは 高で した。街の大きなシヨンピングセンターでも、週末無料の野外 ジャズコ

ンサー トが催 され、住 人たちはワインや食べ物を持ち込んで、 フイ ワイ楽 しんでます。

ハイテク企業関係の高額所得者が多く住む町ではあ りますが、行き交 う人々はカジェア

ルでフレン ドリーです。豊かな自然に溶 け込んだ穏やかな 日常は、今の世界では も贅沢

なことなのかもしれません。 (K.U)

代表 :高塚	 一成 	『 さくら・志津憲法 9条 をまもりたい会』連絡先 (Tel&Fax)043-487-1350

(中河),043-488-0537(前 田)プ ログ http://sakurasュ zu9jO.cOc0108~1lfty.com'

=世話人 =伊藤繁 子(上座)内 野光子 (宮 ノ台)大野博美 (ユ ‐―カ リが丘)高 塚一成 (上座)中 河阜

(L座)服部かをる(御 宿)前 田銀子 (宮 ノ台)前 田泰久 (宮 ノ台)向 山尚子 (上座)K・ Y(官 ノ台)伊

藤寿子 (宮 ノ台)内 団息子 (官 ノ台)S(宮 ′台)
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