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集団的自衛権の行使容認
本当にいいのか
政治の危険に
立ち向いたい
円より子
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■連戦連敗を笑いとばす？
まずはご無沙汰のお詫びをしなければなりません。昨年
の参院選では多大のご支援をいただきながら、民主党の比
例 15 位という下位で落選。党勢は劣化、スポンサーとなる
組織もないとはいえ、落選は一重に私自身の責任であり、
前回、そして突然 5 日前に頼まれての衆院選(東京 8 区・杉
並)に続く 3 連敗。さらに 7 人しか民主党比例は当選者がい
ず、その倍の 14 人までしか公費が出ないことも判明。ポス
ター、チラシ、公選ハガキ、選挙カー、運転手、うぐいす、
運動員といった公費での出費もすべて自己負担に。さすが
に、楽天家の私も笑い飛ばすには勇気が！！

■過酷な歴史を忘れてはならない
しかしまわりを見れば特定秘密保護法、国家安全保障会
議の設立、そして憲法 96 条改正はムリとわかると集団的自
衛権の行使容認派を法制局長官にすえ、ＮＨＫにはお友達
を送りこみマスコミ対策もおさおさ怠らず、行け行けどん
どんの国づくりへまっしぐら。戦争のような直接的暴力の
ない消極的平和ではなく、目には見えない社会や制度の中
に組みこまれた暴力
つまり搾取や格差・貧困・抑圧な
どの構造的暴力のない状態を積極的平和と言ったガルトゥ
ングの言葉を曲解して「積極的平和主義」を唱える安倍さ
んを、どうしてもとめなければ。落ちこんでいる場合では
ないと思ったのです。

｢私は 92 歳。
細川さんも小泉さんもまだ若い。
この国のために頑張ってほしい｣
と瀬戸内寂聴さん。寂聴さんとは都内を何カ所もまわりました。

ても、そして戦争のできる国へとこの国が大転換しても、
みんな黙って安倍さんについていくのでしょうか。いや、
そんなことがあるはずがない。危機意識を持っている人は
多いはずです。そういう人たちの思いを結集し、この国の
人々のくらしを共に守っていきたいと思うのです。
過去の人と言われようと、100 年後の子どもたちに戦争も
原発も核もない、貧困も格差もないこの国と地球を残すた
めに、微力を承知で全力を尽くしたいと思います。

今、私たちはもう一度、憲法の前文を読み、その精神に
思いを致すべきではないでしょうか。政府の言うことを信
じて過酷な目にあった歴史を忘れるべきではないのです。
前文にはこうあります。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよ
うにすることを宣言し、この憲法を確定する」と。

■再起の会を開きます

■株価さえ上がればいいのですか

この間、ツイッターやブログで発信し、各地で会合も開
いてきましたが、ネットを使わない方々にはご心配をおか
けしたことと思います。
ここに新しく円ニューズを出し、会合のお知らせもして
いきたく、まずは円より子の再起の会を開き、みなさまと
共に安倍政権打倒をめざして活動を進めます。ぜひ参加し
て共に闘って下さい。
（詳細は４頁をご覧下さい）

70 年近く守り育ててきた憲法を押しつけられたものとい
う人々がいますが、明治の大日本帝国憲法ができる時、全
国各地で農民や教師らが自主的に憲法作りに取り組み、な
かでも五日市憲法と名づけられたそれは基本的人権の尊重
や言論の自由が書かれていて、今の憲法と比較してもひけ
をとらないほど民主的なものだったことなど知ろうとしな
いようです。株価が上がってさえいれば、残業代がなくな
っても、軍事費がいずれ増大し介護や医療にしわ寄せがき
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原発ゼロと細川・小泉元総理の挑戦

円より子

■「安倍さんは暴走する」と秀征さんは絶叫！
2014 年 2 月 8 日(土)の東京は近年にない大雪だった。
横なぐりの雪の中、数寄屋橋交差点に止めた車上で私
は凍えながら田中秀征さんに傘をさしかけていた。彼
は細川護煕さんが総理だった時の特別補佐官だ。
その秀征さんが絶叫した。
「集団的自衛権を解釈で変
えようなんてとんでもない。憲法は根本規範だ。堂々
と改正するというなら文句は言わないが、安倍さんは
細川さんが負けたら、明後日から暴走する！！」
そうなのだ。私が細川さんにどうしても都知事選に
立ってほしかったのも原発ゼロだけではない。このこ
となのだ、と胸が熱くなっていた。都内のあちこちで、
私も秀征さんと同じことを訴えていた。もちろん、都
政に必要な子育てのことも介護のことも話したけれど、
なぜ細川さんが今、立たなければならないか、それは
右傾化している安倍政権と閉塞状況の政治にくさびを
打ちこむためであり、今、それをすることが未来への
責任だと私は訴えてきた。

いいね！７０代のお二人の顔。そう、不条理に立ち向かう
人は若い！

■止められるのは細川さん
そして、これは細川さんにしかできないと私は信じ
ていた。
信じるに足る理由は 3 つあった。
ひとつは 1992 年に細川さんが日本新党を立ち上げたか
らだ。
あの頃は金丸信という人が政界のドンとして君臨し
ていて、自民党一強政治というより自民党の中の竹下
派一強政治といわれる時代だった。
そんな時代に日本新党をたった一人で立ち上げた細川
さん。
（まだ政党助成金という制度がなかった時で、細
川さんは借財で党をおこしたのだ）
。竹下さんが「細川
も参院選で 4 人とれれば（政治生命が）残るわな」と
言ったという話も伝わるほど、誰もその時、その 1 年
後に自民党が下野し、細川さんが総理になるとは想像
もしなかったのだ。
２つめの理由は、細川さんが 2011 年の 3 月 11 日以
降、原発即ゼロを訴え続けていたからだ。細川さんは
1998 年 4 月に今の民主党を立ち上げた途端、議員辞職
し、以来、焼きもの、書、絵の道に励まれ、最近は建
仁寺や薬師寺の襖絵を頼まれるなど、芸術家としての
日々を送っておられた。
議員辞職された後も、お会いするたび「生ぐさい政
治の世界によく円さんいられますね」とからかわれ「私
はテレビも観ないし、新聞も読みませんよ」と笑って
おられた。その実、靖国参拝で日中関係が厳しい時、
小泉総理の密使として江沢民や胡錦濤に会って仲をと
りもつなどしておられたのだが、悠然と芸術家生活を
楽しみ、そんなことなどおくびにも出されなかった。
それが 3.11 以降、
話の内容ががらりと変わったのだ。
原発は即ゼロにして、クリーンエネルギーに舵を切ら
なければいけない。エネルギー多消費の生活スタイル
を改めるべきだ。捨て場のない核のゴミを子孫に残す

ＴＶでは放映されなかったけれど、細川・小泉両氏のまわり
は常に人・人・人の熱気にあふれていた。

最終日の数寄屋橋で。菅原文太さん「こんな雪の中じゃ、
演説よりも熱燗飲んでいるほうがいいんだけどね」
円より子「文太さん、明日、祝勝の美酒を飲みましょう」

瀬戸内さんは何度も応援にかけつけて下さった。
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べきではない。原発輸出・再稼動もとんでもない、と。
地震と津波であふれ出たガレキの受け入れ先がない
という話が出た時、ガレキを利用して盛土をし、その
地の植生にあった広葉樹を植えて緑の防潮堤を作れば
コンクリートの防潮堤より命を守ることができると、
宮脇昭先生と共に財団をつくって植樹にのりだしたの
だ。

■右傾化への強い危機感
3 つめの理由は安倍政権の右傾化への強い危機感が
会う毎に大きくなっていたことだ。もともと細川さん
は日本新党結成の際の論文に祖父近衛文麿総理のこと
を想起し、
「日米開戦の破局に向かいつつある中、近衛
は軍部の動きを阻止できなかった。この近衛の悲劇的
体験から、声を上げるべき時にははっきりとあげなけ
ればならないと学んだ」と言い、総理就任時には「我
が国の行為の中に侵略的行為があったことは否定でき
ない」と歴代総理として初めて言った人だ。
そして、細川さんはロシアのエリツィン大統領との
間でも北方領土の帰属問題を解決すべきと宣言した
「東京宣言」を発表した。
人々の幸福と日本の国益を考えつつ、諸外国と友好
外交を堂々とやれる細川さんなら東京から世界に発信
し、安倍内閣であるがゆえに世界で孤立しそうな日本
を救える。都知事選には細川さんしかいないと思った。
新年あけて早々細川さんと食事をしたが、この日私は、
「細川さんは出る」と確信した。

左から円より子、細川佳代子さん、下村満子さん、
湯川れい子さん、江端貴子さん。

連日、別の車でまわっ
た佳代子さんの演説に
は手話の人をつけた。

都知事選中はよく雪が降っ
た。天候もマスコミも厳し
かったけれど、外圧が厳し
いほど燃える細川・小泉さ
んでした!

■将来に禍根を残したくない
翌日から私の一番町の事務所では選対事務局をスタ
ートさせた。木内孝胤前衆議院議員が、鳩山邦夫議員
の秘書たちと選対準備をしていたが、それとは別に、
都政の政策づくり、記者会見の内容の詰め、勝手連の
立ちあげ、マスコミ対応など、連日、土日も休まず 10
数人で活動を続けた。
都知事選でなぜ原発ゼロか、これは国政マターだと
いう批判があったが、原発事故の収束もできない中で、
原発の再稼動・輸出を進め、エネルギー基本計画に原
発をベースにするという安倍内閣を今止めなければ将
来に禍根を残すとの思いが細川さんを駆り立てたと言
ってもいい。それは小泉純一郎さんも、そして細川佳
代子さんも瀬戸内寂聴さんも私も同じだった。
2 月 9 日の投票日、私たちの思いは届かなかった。そ
して安倍さんは暴走している。届かなかった敗因はい
くつもある。それをかみしめて、届いた人たちの思い
を広げていくことがこれからの責務だと思う。
そしてさっそく 2 月 12 日には細川さんの次の一手に
ついて会議を開いた。それが 5 月 7 日の自然エネルギ
ー推進会議の設立総会につながった。この活動の成果
は急には出ないかもしれない。しかし、いま全国を歩
いていると、原発を子どもたちの世界に残したくない
という思いを持ち、自分なりの行動を起こそうとして
いる多くの人たちに出会う。この活動を私も、私なり
に続けていこうと思う。

京都建仁寺に奉納された細川元総理の描かれた襖絵
を観て、サインまでもらいました。
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円より子を応援する会

←これは防護服姿
の円より子です。
福島県双葉郡富岡
町の帰宅困難区域
にて。

今のような危機的な時代だからこそ円より子さんが必要です。
彼女をもう一度国政に送り、私たちの先頭に立って闘ってもら
うため遅まきながら後援会を立ち上げることにしました。是非
皆さん応援してください。
発起人：
（アイウエオ順・敬称略）
・赤松良子(元文部大臣)、
・岩本沙弓(経済評論家）
・江尻美穂
子(津田塾大学名誉教授)・大橋典子(女性政策研究家)・梶谷
剛(元日弁連会長)・紀平悌子(元参議院議員)・小嶋昭次郎(医
師)・対馬徳昭(医療福祉グループ代表)・堂本暁子(元千葉県
知事)・中川勝洋(歯科医)・樋口恵子(評論家)・山本道枝(歯
科医)

↓宮城県岩沼市で
の植樹に参加した
細川護煕さんと円
より子(黒い帽子に
スカーフ姿)

日時：2014 年 8 月 27 日(水) 18 時半～20 時
会場：剛堂会館(千代田区紀尾井町 3-27)（東京メトロ永田町、麹町から 5 分）
開場 18 時 開会 18 時 30 分
会費：1 万円（同封の振込用紙をご利用ください）
●出欠をぜひこの頁をＦａｘで、またはメールか電話でお返事下さるようお願いいたします。
メール：info@madoka-yoriko.jp
TEL：03-3261-1835
●女性のための政治スクール 19 期（お問い合わせは円より子事務所へ）
（9 回目）7 月 12 日（土）13 時半～ 「保守とは何か」 新右翼一水会顧問 鈴木邦男氏
（10 回目）8 月 9 日（土）13 時半～ 「スウェーデンに学ぶ少子高齢社会の乗り切り方」 渡辺芳樹前在スウェーデン日本大使
場所は、9 回目は千代田区剛堂会館、10 回目は千代田区星陵会館。
☆20 期は 10 月からを予定しています。

●円より子のツイッター、ブログ「女子たちへ」を是非のぞいてみてください。
ツイッター：【円より子のツイッター】で検索してください。
ブログ：【円より子】で検索してください。円より子の公式サイトのブログの中に、【女子たちへ－人生は波瀾万丈】があります。

●東京から夢ある日本を創る会の活動や細川さんの都知事選の YouTube 動画をみると、細川さんと円より子の対談などが
ご覧になれます。
【東京から夢ある日本を創る会】で検索してください。Facebook が見られます。
【細川護煕氏・円より子氏「東京都知事選 ネット応援演説」】で検索してください。YouTube で見られます。

お返事をお願いします
ＦＡＸ：03-3261-1836 メール：info@madoka-yoriko.jp

□出席します。 □欠席します。
円より子の後援会メンバーになります。□正会員 □賛助会員 □特別会員

♥♥♥
在宅介護の困りごと？

8 月 27 日の「円より子を応援する会」に

※各地の正会員の方のもとに円より子がかけつけ、出前講座や出張サロンを開かせていただきます。

一言メッセージを：

お名前：
ＰＣのメールアドレス：
携帯のメールアドレス：
（ぜひ、お名前、PC のメールアドレス、携帯のメールアドレスをお書き下さい。
年４回の会報以外に、メルマガを送信します。
）

円より子の活動に、皆様のお力をお貸しください。
■正会員 （年会費 10,000 円）
■賛助会員（年会費 5,000 円）
■特別会員（年会費 50,000 円）
同封の振込用紙をご利用ください。
郵便振替 加入者名：がんばれ円より子クラブ
口座番号：00160-3-760790

2014 年 7 月 10 日発行
■円より子事務所

現在でも在宅介護は
多いのに、今後どんどん
在宅医療・介護が増えて
いきます。介護を受ける
人、介護をする人にとっ
て必要なことは地域に
よっても違います。安心
安全そして快適な在宅
介護のための地域ニー
ズをくみあげ、国や行政
の政策に活かす調査に
取り組んでいます。
（円より子）

発行人:円より子 編集人:城 信雄

（がんばれ円より子クラブ・女性のための政治スクール事務局）

〒102-0082
東京都千代田区一番町 4-42 一番町Ⅱビル 6F
tel.03-3261-1835 fax.03-3261-1836
e-mail：info@madoka-yoriko.jp
URL：http://www.madoka-yoriko.jp/
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