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 １．２０１３年度 第１回憲法学校 

講演「TPPで国家の主権、地域の未来はどうなる？」 

講師：中嶋信さん（徳島大学名誉教授 自治体問題研究所前副理事長  

九条の会徳島前事務局長。専門は、日本経済論、地域経済論。著書として、『地域の

未来とＴＰＰ』（自治体研究社）など） 

日時：２０１３年３月４日（月）午後６時１５分開会（６時００分開場） 

場所：仙台シルバーセンター（第 2研修室）仙台駅から徒歩５分 

★資料代として３００円頂きます。 

主催：宮城憲法会議  

問合せ先：一番町法律事務所 北見（0２２－２６２－１９０１）  

予約・申込不要。どなたでも参加できます。 

２．緊急学習会「増税ラッシュ！！私たちのくらしはどうなるの？！」 

  講師：藤川 太さん（ファイナンシャルプランナー） 

   【講師プロフィール】慶応大学大学院理工学研究科卒。自動車会社で燃料電池自動車の開発に従事。その

後ファイナンシャルプランナーとして独立。海外に比べ金融取引環境が遅れていることに驚愕、日本

自己人相談の普及を目指し「家計の見直し相談センター」を設立。講師活動で好評を博す。 

石巻 日時：3 月 4日（月）14時～16時（開場 13時 30分） 

     会場：みやぎ生協蛇田店 2F集会室 

  仙台 日時：3月 5日（火）10時 30分～12時（開場 10時） 

     会場：エル・パーク仙台セミナーホール（仙台三越定禅寺通館 5F ） 

  お申し込みは「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城」事務局 

          小野寺まで（日専連宮城県連合会気付）。 

        〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-16-12 仙台商工会議所内 

        電話 022-266-3541  fax 022-267-6654 

３．東北女性弁護士九条の会講演会 

 「勝てないアメリカ  ～アフガニスタン従軍取材の体験～ 」 

   日 時：3月 5日（火）18時から 

   会 場：仙台弁護士会館 4F、入場無料。 

   講 師：大治朋子（おおじ ともこ）さん 毎日新聞本社外信部編集委員。 

   対テロ戦争とはなんだったのか。なぜ圧倒的な戦力を誇る超ハイテク国の米軍が、わ

ずか 10 ドルの手製爆弾で戦いを挑む武装勢力とのゲリラ戦に勝てないのか。従軍取材

で爆弾攻撃を受けながら生き延びた記者が対テロ戦争の日常と復興への課題を語ります。 

   『勝てないアメリカ――「対テロ戦争」の日常』（岩波新書 2012年） 

  問い合わせ先 佐久間敬子法律事務所 022-267-2288 

         小島妙子法律事務所 022-225-5108 



４．青年劇場  2013年全国緊急上演 東北では仙台、郡山、秋田のみ公演！ 

   臨界幻想 2011 

    3月 7日（木）18時 30分開演（18時開場） 

    仙台市民会館大ホール（全席自由） 

    チケット取り扱い エスパル仙台店 1Fパルショップ店 

             大人 3,500円（当日 4,000 円）、高校生以下 2,000 円。 

  畏れを忘れた日本人へ 

  原発を問い  曖昧な現実を疑え 

  たかがお湯を沸かすためだけに どうして核分裂を起こさせる 必要があるのだろうか 

  主催：青年劇場「臨界幻想 2011」を観る会  090-3757-2111（葛西） 

５．国際女性デー第 53回宮城県集会憲法を生かし、いのちとくらしを守る平和な社会を！ 

「生きる権利と日本国憲法」－“憲法の語り部”となるために 

講 師：金子勝さん（立正大学法学部教授） 

   日 時：3月 8日（金）18：15～２０：１５ 

   会 場：エル・パーク仙台 5階セミナーホール 

   参加費：500円 

  ★金子勝さんプロフィール 

    愛知県生まれ。愛知大学大学院法学研究科修了。著書多数。「趣味は漫画と落語。漫

画も文化の一つです。落語は日本の民衆の心の表現の一つであり、国民を知ることに

有意義であると思っており、その話術は講義の話術に通じるものがあると思っていま

す。民話『花さき山』が大好きです。」 鈴木安蔵に教えられる。 

   主 催：国際女性デー宮城県集会実行委員会  

連絡先：022-262-5101 新日本婦人の会宮城県本部 

６．「福島第一原発事故から 2年を経て」 

講 師 齋藤 紀（おさむ）さん（医師 わたり病院（福島市）） 

日 時 3月 9日（土）午後 2時～ 

場 所 仙台市弁護士会館 4階 

資料代 500円 

 福島第一原発事故から 2 年が経過しました。原発から放出された放射性物質による健康被害に

ついての不安は解消されていません。また、風評被害も広がっています。 

 2年が経過して健康への影響などはどうなっているのか。今後どうなっていくのか。 

 被爆者医療に長年取り組んでこられた齋藤医師からお話をお聞きします。 

  主催：非核の政府を求める会・宮城県原爆被害者の会 

７．東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター2周年企画 

あらためて今 ふるさとみやぎの 復興を考える 

    日時：3月 16日（土）13：00～16：30（12：30開場） 

    会場：仙台国際センター大ホール 

  オープニング ピアノ演奏      稲垣達也さん 

  シンポジウム 

   「ムラ、浜、コミュニティのくらしと文化に学ぶ」民俗研究家 結城登美雄さん 

   「地域の文化、新たな縁」三陸新報社・専務取締役 渡邊真紀さん 



   「被災地の新聞社としてできること」石巻日々新聞社常務取締役 武内宏之さん 

   「内陸部のくらしと地域文化からみやぎの復興を考える」 

        大崎タイムス社 理事編集委員 鈴木正誼さん 

   コーディネーター 東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター 綱島不二雄 

 主催：東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター 

 共催：三陸新報社、石巻日々新聞社、大崎タイムス社 

８．福島原発事故を忘れない 女川原発再稼動を許さない！ 

3・16みやぎアクション 

 ☆（昼）14時  錦町公園集合  特別ゲスト☆藤波心さん（予定） 15時デモ出発 

 ★（夜）18時 30分（18時開場） 仙台市民会館地下展示室 

     特別講演「福島原発事故まで何故行きついたのか？」 

 佐藤栄佐久さん（前福島県知事） 

 主催：女川原発再稼動を許さない！2013みやぎアクション 

 問い合わせ：022-373-7000（篠原） 

９．憲法ってなにっしゃ Ｐａｒｔ25 

講演 「憲法９条「改正」～改憲勢力の策略～ 

講師 野呂圭さん（弁護士） 
    日時：３月１７日（日）１４時～１６時 

    会場：加茂市民センター（仙台市泉区加茂４-２ 電話０２２-３７８－２９７０） 

    参加費無料 

    主催：９条を守る加茂の会   連絡先：油谷重雄  faｘ 022-378-5765 

10．仙台弁護士会連続市民講座・第３０回 

講 演 ①なぜ憲法は変えにくくなっているの？ 

「憲法９６条の意義と改憲案の問題点」 

原田 憲 弁護士 

②集団的自衛権って必要なの？ 国家安全保障基本法（案）って何？ 

「憲法９条改憲の現状と問題点」 

野呂 圭 弁護士 

日 時 3月 26日（火）午後 6時～ 

場 所 仙台弁護士会館４階（仙台市青葉区一番町２－９－１８） 

参加費 無料  申込不要（※第 30回のみの参加も歓迎します。） 

問合せ先 仙台弁護士会・TEL022-223-1001 

昨年末の衆議院議員総選挙の前後から，改憲の動きは風雲急を告げています。そこで今

回は，にわかに多くの政党が改憲を主張するに至っている憲法９６条と，恒久平和主義の

根本規定である憲法９条について，改めてその意義を考えるとともに，現在主張されてい

る改憲案の問題点を明らかにします。 

 

 



１１．劇映画「渡されたバトン～さよなら原発」有料試写会 

    新潟県巻町の原発阻止運動の映画化！ 

  この映画は、30数年前新潟県の旧巻町で東北電力の原発計画の推進を住民投票を実施し

阻止した実話を基にしたものです。“住民こそ主人公”地域のことは住民自らが決めると

いう堅い決意のもとに反原発の住民意思を貫き通した行動は大いに力になると思います。 

日時：3月 30日（土）①14：30～、②18：00～ 

 会場：イズミティ 21小ホール 

 前売り券：1,000円（大学生一般） 当日券は 1,500 円になります。 

 主催 宮城県上映実行委員会  連絡先 090-3349-6849（加藤）、070-5622-8781（赤松） 

   県内の自主上映の相談は加藤宛にお寄せください。 

１２．松島「九条の会」8 周年記念講演会 

  「どうなるこの日本、憲法 9条をめぐる情勢について」 

   ～ 強まる改憲の動きとその狙いについて ～ 

   講師：佐久間敬子さん（弁護士） 

   日時：2013年 4月 29日（月）14時～16時 

   会場：パレス松洲 

   会場費・資料代：300円 

   主催：松島「九条の会」 

   連絡先：０２２－３５３－９６２６（名雪・小野まで） 

１３．八軒校区九条の会主催 名作上映会③ 

  「東京大空襲を考える」「うしろの正面だあれ」   

 日時 3月 10日（日）10時 15分～ 上映時間 90分 

   会場 古城コミュニテイセンター 

   料金 無料 

   お問い合わせは 090－3349－6849 加藤まで 

   主催 憲法九条八軒校区の会   

１４．みやぎ農協人九条の会講演会「総選挙後の情勢と平和・TPP（農政）」 

講師 河北新報論説委員 伊藤 誠さん 

  日時 2013年 3月 9日（土）13時半~15時 

  会場 フォレスト仙台 5階 501号室（仙台市青葉区） 

  ・講演はみやぎ農協人九条の会の総会（13~13 時半）の後に行われます。 

・講演会終了後、16時半まで懇親会を開催します。参加費 1000円 

  ・お申込み：みやぎ農協人九条の会事務局（みやぎ憲法九条の会内）までお申込み下さ 

い。電話番号 022－728－8812ファックス 022－276－5160 

・会場の関係で県内九条の会の方に限らせていただきます。 

    



１５．仙台駅東９条の会、賛同署名四千筆突破 

 仙台駅東９条の会は、このほど賛同署名数、四千筆を突破しました。 

 活動区域の中心部には目につくのがオートロックの高層マンション群です。ここはセキュリティがしっ

かりしていて住民と対話をすることが難しい状態です。 

 そこで、六年前の発足以来、月一度の署名活動をみやぎ生協榴岡店の前をお借りして行うことにしまし

た。それだけでは足りないので、医院・接骨院・書店・法律事務所などに署名用紙を置かせてもらい、月

に一度訪問し回収してくるようにしました。 

 また手芸の好きな方にお願いして毛糸などで作った「せんそうほうき」を作っていただき署名してくれ

た方にプレゼントします。「これを目につくところに置いて、憲法論議をして下さい」とお渡しすると大

変よろこばれます。 

 安倍内閣になってから、「安倍さん危険ですね」と話しながら署名する方や、月に平均七筆ぐらいだっ

た医院が十五筆も集まったりしています。 

  「私は自衛官ですが署名していいですか。私は戦争反対ですから」と署名してくれる場面も有りました。 

 二月一七日の署名活動から、「憲法九六条改訂反対」のサブスローガンを掲げて署名活動をするように

しました。 

 

   

 4000筆達成の記念の署名活動！やったあ！   駅東の「特産品」「戦争ほうき」、戦争をほうきで掃除！ 

 

（みやぎ憲法九条の会からのお願いとお知らせ） 

１． 改憲情勢が厳しくなってきました。Eュースみやぎの九条では今後、9条改憲で問題になっているテー

マを Eメールニュースみやぎの九条に連載で載せます。「道州制と地方自治」「冤罪と憲法 9条」「集団

的自衛権とは」などなどです。一つを 10回ほどのシリーズでお届けします。ご期待ください。 

２． Eメールニュースみやぎの九条配信をご希望の方は、ご連絡ください。Eメールニュースみやぎの九条

を月 2 回配信いたします。携帯版もあります。んでした。（ウクライナの歌手ナターシャ・グジーさんのメ

ッセー 


