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１．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 

  

今度の土曜日です。ぜひ、復興の現状を正確に聞きましょう。 

民族研究家結城登美雄さん、三陸新報社渡邉さん、石巻日日新聞竹内さん、大崎タイムズ鈴

木さんのお話は必見！必聴！ 

 ぜひお越し下さい。 

 

   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 

 

２．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） 

３．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 



４．（第 8回登米・栗原）市民学習カフェ 

日時 3月 18日（月）午後 7時から 

会場 登米市迫公民館１F 研修室 

テーマ 日本国憲法・農業の事 

講師 みやぎ農協人九条の会会長 阿部長寿さん（中田町在住） 

 お茶を飲みながら、身近な話題を共有し、情報交換する、気楽なおしゃべり会です。 

ご希望の方はお出でください。参加費 200円。 

問い合わせ 西城 洋一 090-2954-8826 

お茶飲みしながら気楽に話し合いましょう。 

 

５．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。 

 

６．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。 



７．泉パークタウン九条の会  平和と憲法のつどい partⅤ 

    『自民党憲法改定案の内容』   

   自民党がどんな改憲をめざしているのか、どんな日本を描いているのか？ 

講師が率直にお話します。 

講師：相原研一さん（マスコミ九条の会） 

  日時：4 月 18 日（木）14：00～12：00 

  会場：高森市民センター 

  入場：無料 

  連絡先：藪田（090-9420-2358）、佐藤（090-7561-8609）、渡部（090-6685-1037） 

 

８．とみや９条の会６周年記念講演会 

    『私の生き方と憲法九条』   

  講師：鹿野 文永さん（憲法９条を守る首長の会副会長 元鹿島台町長） 

  日時：４月２０日（土）13：30～15：30 

  会場：西成田コミュニティセンター 電話 022-358-2551 

〒981-3324 富谷町西成田字郷田一番９４ 

  主催：とみや 9 条の会 連絡先 吉田（090-9747-7689）、目黒（090-6453-2769） 

 

９．ヒロシマ被爆体験を聞く会『核兵器廃棄を一生叫び続けたい！』 

  講師：炭谷良夫さん（宮城県原爆被害者の会 広島で被爆） 

  日時：4 月 27 日（土）10：30～12：00 

  会場：みやぎ生協文化会館ウィズ   

     〒981-3194 仙台市泉区八乙女 4-2-2 

  申し込み：みやぎ生協生活文化部（022-218-3880 佐藤修司まで） 

  入場無料、託児：あり（1 歳以上、申し込みは 4 月 20 日まで） 

 

10．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） 

 

 



１０．『榴岡公園の歴史と戦争遺跡を見てみよう』 

   仙台駅東口から徒歩 15 分。街中にある榴岡公園と園内の碑の説明をします。 

   講師：みやぎ生協平和活動委員会 

   日時：5 月 2 日（木）10：00 仙台市歴史民俗資料館玄関集合 

   費用：仙台市歴史民俗資料館入場料 200 円がかかります。 

募集人数：20 人（締め切り 4 月 20 日。申込者全員にはがきで返事をします） 

申し込み：みやぎ生協生活文化部（022-218-3880 佐藤修司まで） 

 

 

※ みやぎ憲法九条の会からのお願いとお知らせ 

１． 「憲法審査会ニュース」を再開します。憲法審査会が再稼働しました。3 月 13 日から。

この情報をお届けします。 

 

２． 今問題になっているテーマの連続講座を開始します。「E メールニュースみやぎの九

条」に連載します。現在の案は以下の通りです。 

（１）「道州制と地方自治」。道州制とはなにか？住民が近くなる行政か？ 

  鹿野文永憲法九条を守る首長の会副会長・元鹿島台元町長 

（２）「冤罪と憲法 9 条」 冤罪が続く、それはなぜか？防ぐことはできないのか？ 

小田中聡樹みやぎ憲法九条の会世話人・東北大学名誉教授 

（３）｢改憲の実態とは｣ 今問題となっている、改憲のテーマを解明します。 

伊藤博義みやぎ憲法九条の会世話人・ 宮教大名誉教授 

   一つのテーマを 10～20 回、連載します。是非お読みください。連載後冊子予定 

 

３． 「E メールニュースみやぎの九条」の読者募集中！現在 470 名に配信しています。も

っともっと多くの人に読んで戴きたい。携帯版もあります。 

配信をご希望の方は、ご連絡ください。あなたのメールからみやぎ憲法九条の会メ

ール info@9jou.jp へメールをお寄せ下さい。次号からお送りします 

 

４． ニュースをドンドンお寄せ下さい。各九条の会の催しを教えて下さい。メールでもチ

ラシでも、電話でも OK です。｢E メールニュース｢みやぎの九条｣｣に掲載します。 

 

 

みやぎ憲法九条の会 

 〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1 丁目 2-45 フォレスト仙台 5 階 

  電話 022-728-8812  ファックス 022-276-5160 （ URL   http://www.9jou.jp/） 

 E メール   info@9jou.jp   郵便振替口座 02260-8-89149 名義「みやぎ憲法九条の会」 
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