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　結城平和委員会の砂山さんからリクエストが届きま
した。「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に
行こう！」の「終戦記念日スペシャル」を会員の皆さ
んに「是非とも視聴して頂きたい」というのです。時間
は約１時間です。　
■ドイツ在住の南さんが発信
　「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に行こ
う！」は、ドイツのベルリン在住、ＮＧＯで活躍中の南
由美子さん（50代）による「選挙に行こうシリーズ」で
す。南さんはドイツから映像配信をします。夫はドイツ
人。ドイツでも脱原発や原発許さないデモなどに取り
組んでいます。「黄色いかざぐるま」をつくり、それを回
しながらデモをしています。
　砂山さんが「結城で平和行進に取り組んでいる」こ
とを話したら、「日本でもデモをやってほしい」と連絡
がありました。連絡を取り合っている中で、南さんと仲
間が日本の現状に対して、「選挙に行こう」シリーズを
編集し、YouTube（ユーチューブ）で世界に発信して
いることを知りました。南さんは「自民党は9条の
改憲を叫んでいる。戦争だけは絶対に許されない
と思っている」と言います。
■一票を投じる権利を無駄にしないで、投票に

行きましょう
　南さんは、「日本の政治に変化をもたらすことが
できる一つの方法は選挙に行って投票で意志表
示することです。10月に予定している衆議院選挙
に向け『みんなで選挙に行こう』と呼び掛け、私た
ちに与えられた一票を投じる権利を無駄にしない
で、ご家族やお友だちを誘って投票に行きましょ
う！『今』と『未来』の私たちと社会のために」と訴
えています。
■「終戦記念日スペシャル」のゲストは結城市

在住の種子島秀子さん
　日中戦争が始まった1937（昭和12）年京都で誕
生。7歳の1944年の時に家族とともに廟嶺（びょう
れい）京都開拓団として満州に渡り、8歳の時に敗
戦。祖国に帰れないまま中国在留邦人になりまし
た。1990年、民間団体である「春陽会」の支援に
より日本に永住帰国。現在、茨城県結城市に在住

　百里平和公園関連の土地を保有し、維持・管理を
行っている「社団法人　百里の会」は、9月28日、はば
たき法律事務所会議室で役員会を開催し、百里平和
公園内に「九条の碑」を建立することが提案されまし
た。日本国内の「九条の碑」は現在23ヶ所にあり、県
内では古河市、下妻市の２ヶ所に建立されています。
どちらも個人の篤志家が建立しています。
　海外では、スペイン領のカナリア諸島に「ヒロシマ・
ナガサキ広場」という市民に開かれた広場があり、
「九条」がスペイン語で書かれている碑があります。
東京では「九条の碑」を建立する運動が広がっていま
す。建立場所は『足立区柳原１丁目地内』を予定。ク
ラウドファンディングなどで広く募金を訴えています。
　提案は「百里の会が建立する」でした。しかし「土
地を保有・維持・管理」を目的として結成された「百里
の会」が運動を担うのは目的に沿わない。百里基地反
対の闘いの象徴とも言える「九条の碑」を、しかも闘い

しています。
　種子島さんは現在85歳。10年前、結城市の九条の
会で戦争体験を語ってもらいました。「お金もない侵
略者の子を育ててくれた中国となかよくしてほしい」と
の思いで、結城の仲間に戦争体験を語ってくれまし
た。結城9条の会では彼女の体験談を原稿10枚くらい
にまとめて冊子を発行しました。
　種子島さんは「みなさんに世話になった」といいな
がら、希望者に対して無料で中国語を教えています。
　視聴を希望する方は、「スマホ」または「パソコン」
で、「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に行こ
う！終戦記念日スペシャル」で検索して下さい。

SNB（Sayonara Nukes Berlin）はベルリン在住の
日本人で立ち上げた、原子力エネルギーや核兵器の廃
絶を求める市民の集まりです。私たちの活動は政党、
宗教、企業に依存しないボランティアから成り立ってい
ます。（HPより）

百里平和委員会が主体で呼びかける

―「百里の会　役員会」報告―

百里平和公園･
九条の丘
9/25作業

・「九条の碑」の視察報告の後、「計画書（案）」を元
に検討した。 　

・平和公園に「九条の碑」を建立することの意義を確
認した。 　

・寄付を募るとなると運動になるので、「百里の会」が呼
びかけ団体となるのは好ましくないことを確認した。 

・呼びかけ団体として、百里平和委員会に依頼すること
とする。実行委員会など新たな組織はつくらず、団体/
個人に賛同を呼びかける。 　

・県平和委員会の意見広告などを参考に運動を進め
ることや、一坪地主に賛同を呼びかけること、全国に
呼びかけることやクラウドファンディングも検討する
などの提案も出された。 　

・目標を200万円、個人１口2,000円、団体は２口以上
などの案も出された。 　

・「百里の会」は「九条の碑」建立運動に全面的に協
力し、立ち上げ資金として20万円を拠出する。　 

・「百里の会」事務局は、百里平和委員会と密接に連
携し、建立運動の計画や経過を理事会に報告す
る。 　　　　　（「百里の会 議事録」）から転載

の結果として残され、現在も闘いの場となっている百
里平和公園に建立するのであれば、多くの人たちに広
く訴える運動で進めることが求められる。運動として
進めるなら百里平和委員会がいいのでは、などの意見
が出されました。

〇百里平和委員会の会長と事務局長が「百里の会」の役員
として役員会に出席しています。上記の結論はお二人とも
その場で了承。今後は百里平和委員会が運動を担います。

SNBサイト

◀看板の組み立て作業

◀草刈り

作業終了、一休み▼
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　第１回理事会が、10月3日、水戸市見和市民セン
ターで開催されました。緊急事態宣言によって、9月予
定を２回順延し、やっと実施することができました。各
平和の会・平和委員会からの理事出席は一人、マスク

着用や換気、30
分短縮しておこな
うなどコロナ対策
をしっかり行いま
した。
　臨時国会が開
会（10月4日）さ
れ、岸田文雄内

閣が成立。今後は与野党の代表質問等の後、衆議院
の解散。10月19日告示、31日投開票。新内閣への期
待が高いうちに、ということでしょう。いよいよ総選挙
となります。
　開会挨拶の木村泉代表理事、来賓の岩月康範日本
平和委員会事務局次長ともに、総選挙がおこなわれ
る情勢の中で、平和委員会らしい運動に取り組もう、
と挨拶しました。
■第１回理事会の６つの主な柱　
●秋の平和宣伝行動について　　　　　　　　　
　　　…　ポスター・チラシの活用等

●意見広告の取り組み　　　　　　　　　　　　
　　　…　個人・団体＝賛同金を呼びかける

●県平和委員会30周年記念行事について　　　　
　　　…　式典は次年度　リーフレット作成

●日本平和大会へのオンライン参加者をふやす　
　　　…　平和新聞の購読者をふやす

●欠陥機オスプレイいらない　　　　　　　　　
　　　…　抗議行動・署名に取り組む

●会員を増やす取り組み　　　　　　　　　　　
　　　…　平和新聞と加入申し込み用紙の活用
　

　議長は栗又衛百里平
和委員会事務局長。議
事は「経過・方針提案に
対する質疑」「各平和の
会・平和委員会の活動
報告」「討論」に大きく

区切って進めました。延べ15人から発言がありまし
た。主な意見を紹介します。

○北茨城平和の会：　公共施設を
借りる手続きをした際、「当日の出
席者の名簿を出せ」と言われた。そ
のいきさつと真意を聞きに行く。他
の自治体ではどうか。また9月議会
では一般質問が一人10分と短く、コ
ロナを理由にして、議場に入れな
かった。
○木村代表理事：　公共施設を借りる時、私も「名簿
を出せ」と言われた。「なぜ」と聞くと「コロナ対応」だ
と言う。しかし、主催者は公共施設ではない。「わたし
たち主催者が感染者を出ないように万全を期し、万が
一の場合はきちんと連絡できる体制を取るので任せ
てもらいたい」と説明して納得を得た。一般質問の問
題は、国会を開かないという国政にも通じる問題だ。
臨時国会を要求しても開かない。安倍・菅政治の強
権的な運営が影響している。民主主義を支えるため
に、行動し、声をあげることが求められている。

○東海村平和の会：　村長選、ご
支援ありがとうございました。乾康
代さんは清水の舞台から飛び降り
る覚悟で立候補した。20年以上、
東海村の都市計画について調査
し、大企業・金儲け優先の計画
だったと訴えた。東海第二原発の
再稼働反対が７割を占めている

が、票に結びつかない。なぜ、そうなのか考えていかな
ければならない。
○平和の会しもつま：　10月11
日、下妻市民連合を結成する。8人
が結集して呼びかけた。原発県民
投票の会が母体となっている。7月
に提案し、8月、9月と集まって結成
することになった。市民と野党の共
通政策で合意したこともあり、ライ
ンでやりとりをしている。下妻は１
区と７区がある。下妻からも声をあげたい。
○かすみがうら平和の会：　平和パネル展が４回目
となる。二つの会場を準備したが、コロナによって、旧
役場のロビーで展示した。展示会の準備を新婦人も
手伝ってくれた。かすみがうら市が後援してくれたの
で市内小中学校にチラシが置けた。これが、今までと

違う前進点だ。月曜日から金曜日までの短い展示
だったが、26人が記名してくれた。アンケートは7人が
書いてくれた。コロナ禍という厳しい中だが、開催して
よかった。
○常陸太田平和の会：　8月15日
正午、市内の名刹久昌寺で平和の
鐘を撞いた。8月23日には「核兵器
禁止条約の署名・批准を政府に求
める請願」をおこなった。総務委員
会（6人で構成）を傍聴した。核大
国が参加していない、核抑止論と
いう考え方があるなどの意見が出
た。継続審査を求めた保守系の議員がいた。結果は
不採択だった。批准を求める政府に交代しなければ
と思う。平和委員会の果たす役割は大きい。

○つくば市平和の会：　食糧支
援・学生支援を10回実施した。筑
波大学の学生ボランティア7人、8人
とツイッターで交流している。県知
事選では、学生を支援するのは誰
か、どんな要求があるかなどと話し
た。若い人たちに、どう近づくか。
学生はアルバイトが出来ないで困っ

ている。人と話ができないので、鬱になるものもいる。
今、学生に手を差し伸べることが求められている。県
平和委員会としても公式ツイッターをつくり、（時間を
かけてアプローチすること）長くやることが必要だ。
○阿見平和の会：　核兵器禁止条約の署名・批准を
政府に求める請願に阿見平和の会も取り組んでいる。

平和の会と９条の会が
いっしょになって９月議

会に請願した。意見陳述をした。
自民党、公明党は、「安全保障の
観点がない」「中央の方針があって
賛成できない」と言って反対した。
保守系議員が一人、被爆者の立場
に立って賛成意見を述べたが、否
決された。本会議を傍聴したい。
○百里平和委員会：　百里平和
公園内に「９条の碑」の建立を検討している。その際
は、平和委員会と共同して賛同金の募集をお願いす
ることになる。
■９名の新会員を迎えた！
　６月の定期大会以降新会員を３人迎えました。今年
度の新規加入者は、あと１人で10人となります。こまめ
な連絡を取り合い、会員を大事にしながら、学習・活
動等を通して仲間を増やしましょう。
　秋の平和宣伝行動用のポスター・チラシは、必要枚
数を確認し、来週初めに各平和の会・平和委員会に
届けます。総選挙の日程が早まりましたので、配布等
の手配をお願いします。また意見広告の賛同金の募集
もお願いします。
　秋の日は釣瓶落とし。何となく気ぜわしい季節で
す。コロナ対応をしっかりおこないながら、楽しく、元
気に活動しましょう。　　　　　　　　　　　

（報告：篠原事務局長）

茨城県平和委員会　第１回理事会 開催

穂積さん（北茨城）

　篠原事務局長（左）　議長の栗又さん

加藤さん（東海村）

青木さん（しもつま）

木村さん（阿見）

21年度平和ポスター

21年度平和チラシ（A4二つ折り）

山中さん（つくば）

白田さん（常陸太田）
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いっしょになって９月議

会に請願した。意見陳述をした。
自民党、公明党は、「安全保障の
観点がない」「中央の方針があって
賛成できない」と言って反対した。
保守系議員が一人、被爆者の立場
に立って賛成意見を述べたが、否
決された。本会議を傍聴したい。
○百里平和委員会：　百里平和
公園内に「９条の碑」の建立を検討している。その際
は、平和委員会と共同して賛同金の募集をお願いす
ることになる。
■９名の新会員を迎えた！
　６月の定期大会以降新会員を３人迎えました。今年
度の新規加入者は、あと１人で10人となります。こまめ
な連絡を取り合い、会員を大事にしながら、学習・活
動等を通して仲間を増やしましょう。
　秋の平和宣伝行動用のポスター・チラシは、必要枚
数を確認し、来週初めに各平和の会・平和委員会に
届けます。総選挙の日程が早まりましたので、配布等
の手配をお願いします。また意見広告の賛同金の募集
もお願いします。
　秋の日は釣瓶落とし。何となく気ぜわしい季節で
す。コロナ対応をしっかりおこないながら、楽しく、元
気に活動しましょう。　　　　　　　　　　　

（報告：篠原事務局長）

茨城県平和委員会　第１回理事会 開催

穂積さん（北茨城）

　篠原事務局長（左）　議長の栗又さん

加藤さん（東海村）

青木さん（しもつま）

木村さん（阿見）

21年度平和ポスター

21年度平和チラシ（A4二つ折り）

山中さん（つくば）

白田さん（常陸太田）
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　結城平和委員会の砂山さんからリクエストが届きま
した。「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に
行こう！」の「終戦記念日スペシャル」を会員の皆さ
んに「是非とも視聴して頂きたい」というのです。時間
は約１時間です。　
■ドイツ在住の南さんが発信
　「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に行こ
う！」は、ドイツのベルリン在住、ＮＧＯで活躍中の南
由美子さん（50代）による「選挙に行こうシリーズ」で
す。南さんはドイツから映像配信をします。夫はドイツ
人。ドイツでも脱原発や原発許さないデモなどに取り
組んでいます。「黄色いかざぐるま」をつくり、それを回
しながらデモをしています。
　砂山さんが「結城で平和行進に取り組んでいる」こ
とを話したら、「日本でもデモをやってほしい」と連絡
がありました。連絡を取り合っている中で、南さんと仲
間が日本の現状に対して、「選挙に行こう」シリーズを
編集し、YouTube（ユーチューブ）で世界に発信して
いることを知りました。南さんは「自民党は9条の
改憲を叫んでいる。戦争だけは絶対に許されない
と思っている」と言います。
■一票を投じる権利を無駄にしないで、投票に

行きましょう
　南さんは、「日本の政治に変化をもたらすことが
できる一つの方法は選挙に行って投票で意志表
示することです。10月に予定している衆議院選挙
に向け『みんなで選挙に行こう』と呼び掛け、私た
ちに与えられた一票を投じる権利を無駄にしない
で、ご家族やお友だちを誘って投票に行きましょ
う！『今』と『未来』の私たちと社会のために」と訴
えています。
■「終戦記念日スペシャル」のゲストは結城市

在住の種子島秀子さん
　日中戦争が始まった1937（昭和12）年京都で誕
生。7歳の1944年の時に家族とともに廟嶺（びょう
れい）京都開拓団として満州に渡り、8歳の時に敗
戦。祖国に帰れないまま中国在留邦人になりまし
た。1990年、民間団体である「春陽会」の支援に
より日本に永住帰国。現在、茨城県結城市に在住

　百里平和公園関連の土地を保有し、維持・管理を
行っている「社団法人　百里の会」は、9月28日、はば
たき法律事務所会議室で役員会を開催し、百里平和
公園内に「九条の碑」を建立することが提案されまし
た。日本国内の「九条の碑」は現在23ヶ所にあり、県
内では古河市、下妻市の２ヶ所に建立されています。
どちらも個人の篤志家が建立しています。
　海外では、スペイン領のカナリア諸島に「ヒロシマ・
ナガサキ広場」という市民に開かれた広場があり、
「九条」がスペイン語で書かれている碑があります。
東京では「九条の碑」を建立する運動が広がっていま
す。建立場所は『足立区柳原１丁目地内』を予定。ク
ラウドファンディングなどで広く募金を訴えています。
　提案は「百里の会が建立する」でした。しかし「土
地を保有・維持・管理」を目的として結成された「百里
の会」が運動を担うのは目的に沿わない。百里基地反
対の闘いの象徴とも言える「九条の碑」を、しかも闘い

しています。
　種子島さんは現在85歳。10年前、結城市の九条の
会で戦争体験を語ってもらいました。「お金もない侵
略者の子を育ててくれた中国となかよくしてほしい」と
の思いで、結城の仲間に戦争体験を語ってくれまし
た。結城9条の会では彼女の体験談を原稿10枚くらい
にまとめて冊子を発行しました。
　種子島さんは「みなさんに世話になった」といいな
がら、希望者に対して無料で中国語を教えています。
　視聴を希望する方は、「スマホ」または「パソコン」
で、「ユーチューブ ＳＮＢときどきラジオ 選挙に行こ
う！終戦記念日スペシャル」で検索して下さい。

SNB（Sayonara Nukes Berlin）はベルリン在住の
日本人で立ち上げた、原子力エネルギーや核兵器の廃
絶を求める市民の集まりです。私たちの活動は政党、
宗教、企業に依存しないボランティアから成り立ってい
ます。（HPより）

百里平和委員会が主体で呼びかける

―「百里の会　役員会」報告―

百里平和公園･
九条の丘
9/25作業

・「九条の碑」の視察報告の後、「計画書（案）」を元
に検討した。 　

・平和公園に「九条の碑」を建立することの意義を確
認した。 　

・寄付を募るとなると運動になるので、「百里の会」が呼
びかけ団体となるのは好ましくないことを確認した。 

・呼びかけ団体として、百里平和委員会に依頼すること
とする。実行委員会など新たな組織はつくらず、団体/
個人に賛同を呼びかける。 　

・県平和委員会の意見広告などを参考に運動を進め
ることや、一坪地主に賛同を呼びかけること、全国に
呼びかけることやクラウドファンディングも検討する
などの提案も出された。 　

・目標を200万円、個人１口2,000円、団体は２口以上
などの案も出された。 　

・「百里の会」は「九条の碑」建立運動に全面的に協
力し、立ち上げ資金として20万円を拠出する。　 

・「百里の会」事務局は、百里平和委員会と密接に連
携し、建立運動の計画や経過を理事会に報告す
る。 　　　　　（「百里の会 議事録」）から転載

の結果として残され、現在も闘いの場となっている百
里平和公園に建立するのであれば、多くの人たちに広
く訴える運動で進めることが求められる。運動として
進めるなら百里平和委員会がいいのでは、などの意見
が出されました。

〇百里平和委員会の会長と事務局長が「百里の会」の役員
として役員会に出席しています。上記の結論はお二人とも
その場で了承。今後は百里平和委員会が運動を担います。

SNBサイト

◀看板の組み立て作業

◀草刈り

作業終了、一休み▼




