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                                 みやぎ憲法九条の会 E－メールニュース 

 

5 月 12 日、「大判チラシ」配布開始キックオフ集会が開かれました。 

いよいよ全県で大判チラシの配布活動開始です！ 

●仙台で開かれた「大判チラシ配布キックオフ集会」には、県内九条の会から 30 名が参加。 

●まず、宮城県内九条の会連絡会運営副委員長の佐藤さんが、発行に至る経緯を説明。 

・この運動は広島県九条の会ネットワークの呼びかけに応えたもの 

・大判チラシは新聞紙大のカラー印刷、誰でも読めるように平易に記述 

・チラシは県内世帯 91 万の 3 分の 1 に当たる 32 万世帯に 5～6 月中にお届けする。 

・県内九条の会の会員と 9 条を守る人々が一軒一軒回って配布（一部新聞折込などあり） 

・安倍内閣は景気浮揚策で高い支持率を誇っている。景気浮揚だけで良いのか？9 条・96 条改憲の危険性

についても県民に考えていただく。読んだ県民が 9 条を守る方向に動いてもらうことを期待 

・全国で憲法 9 条と憲法 96 条を守る世論を高まり、9 条を守り抜くことに東北の地から寄与したい。 

・この運動は全国の 9 条を守りたい人々への励ましになる。 

・広島も宮城の話しを聞いて、配布チラシを 10 万枚から 40 万枚へ増やしたとのこと。 

大きな全国的な輪になっていくことを期待したい。 

●続いて、みやぎ憲法九条の会の世話人の須藤道子さんが「大判チラシ」の狙いと内容、文

体について説明しました。「明るさ」「平易さ」「見易さ」「分かり易さ」｢県民の目線｣など 

●16 の会から「どのように配布するのか」「どう学習を強めていくのか」発言がありました。 

●最後に、ガンバローを三唱して早期に配布しきることを誓い合いました。 

●この様子は東北放送テレビで、5 月 12 日夜と 13 日の朝、放映されました。 

      

(上)左 キックオフ集会の風景        （上）「ガンバロー！」三唱で〆ました。 

(下)チラシの説明。須藤さん         （下）「こうして撒く」を報告した参加者  

           



         ≪予告≫「分かりやすい学習シリーズ」連講のお知らせ！ 

次号より伊藤博義先生の執筆による「憲法問題シリーズ」を掲載します。 

ご期待ください。

 

●次号より、10～15 回くらいのシリーズで

伊藤博義先生により「憲法問題シリーズ」

を掲載いたします。伊藤先生は宮教大名誉

教授。労働法や憲法を教えてきました。現

在はみやぎ憲法九条の会世話人・憲法会議

代表・なのはな会理事長などを務めていま

す。今、国内で展開されている論争の中心

点を解明します。「自主憲法とは？」｢自民

党改憲草案批判｣「憲法 96 条問題とは？」

など、です。 

●その後、｢えん罪と九条｣「地方自治・道州

制と九条」「教育と九条」などを専門家に

解明していただきます。 

 ご期待ください。 

 

 

 

  何度裏切られても、彼は信じ続ける。 

    裁判所が事実と良心に従って、無実を認めてくれると。 

日時：5 月 18 日（土）～31 日（金） ①10：00／②18：30 

 会場：フォーラム仙台（地下鉄北四番丁駅北 2 出口徒歩 2 分）022-728-7866 

 出演：仲代達也、樹木希林、天野鎮雄、山本太郎 ナレーション：寺島しのぶ 

 

 

 

 

 講師：山脇武治さん（宮城県生活と健康を守る会事務局長） 

 日時：5 月 22 日（水）18：30～ 

 会場：セル・ソーラ仙台大研修室（アエル 28 階） 

 参加費：無料 

 主催：ナショナルミニマム研究会 連絡先：宮城県労連（及川 022-211-7002） 

 

 

 

  講師：河相一成（みやぎ憲法九条の会事務局長 東北大学名誉教授） 

 日時：2013 年 5 月 25 日（土）13 時～15 時（予定） 

     オープニング あけぼの小倉太鼓演奏 

会場：白石市中央公民館ホール 

入場無料  ※クッキーなどの販売もあります。 

主催：講演会実行委員会（白石九条の会中心に） 0223-25-3824（佐藤） 

協賛：憲法 9 条を守る首長の会 

   みやぎ憲法九条の会・仙南各九条の会 

3．恒久平和・憲法 9 条を 守り生かすつどい 

講演「いのち・くらし を支える憲法の大切」（白石九条の会他共催） 

1．映画「約束」   名張ぶどう酒事件死刑囚の生涯 

2．憲法 25 条（生存権）を考えるつどい 

        ～生きる権利の保障「生活保護制度」とは… 



 

 

名取九条の会結成七周年記念行事 憲法を考えよう～改憲の動きその危険性～ 

講演「改憲の狙い～どうなる平和・暮らし・権利」 

講師：庄司捷彦さん（弁護士 原発問題住民運動連絡センター代表） 

日時：５月２５日（土）13：30～15：30  

場所：名取駅コミュニティプラザホール（JR 名取駅西口 1 階） 

どなたでも参加できます。資料代 300 円をお願いします。 

主催：名取九条の会（連絡先 022-384-5517 後藤 022-384-0888 阿部） 

 

 

 

 

アパルトヘイト撤廃へ貢献したことで 2012 年 10 月、日本アジア・アフリカ・ラテンアメ

リカ連帯委員会（AALA）の秋庭稔男代表理事にオリバー・タンボ勲章が南アフリカ政府から

贈られました。真の国際連帯、国際交流の姿を、人類史の流れに沿って考える講演会です。

また、南ア人と日本人とで結成された“ドラムカフェジャパン”の演奏をお聴きください。 

    講師：高林敏之さん「アパルトヘイト撤廃と日本 AALA」 

    音楽：ドラムカフェジャパン 

 日時：5 月 25 日（土）13：00～15：10 

 会場：KKR ホテル仙台（NHK の東南） 

 入場料：1000 円（レセプション 15：40～に参加するともう 6000 円） 

主催：宮城県 AALA（仙台市青葉区一番町 1-12-4（みやぎ書房菅原 022-263-8220） 

 

 

 

 

第 1 部 各地からの報告 

  講演「私はなぜ原発に反対するのか」 
鹿野文永さん（元鹿島台町長 女川原発の廃炉を求める会代表 みやぎ憲法九条

の会世話人 憲法 9 条を守る首長の会副会長） 

第２部  ナターシャ・グジー コンサート 

  日時：５月２５日（土）13：30～15：30 

  会場：宮城野区文化センター コンサートホール 

  入場：無料 

  託児：あり（1 歳～、事前に申し込んでください） 

  主催：子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換をめざす女

性ネットワークみやぎ（連絡先 022-215-3120） 

    

4．講演「いのち・くらし を支える憲法の大切」（名取九条の会） 

5．アパルトヘイト撤廃への貢献・受賞を祝う 

「講演と南アフリカ音楽のつどい」＆「レセプション」 

6．女性ネットみやぎ結成 1 周年のつどい 

     守りたい！ 明日へつなぐかがやく笑顔 



5 

 

 

日時：5 月 26 日（日）13：30～ 

場所：尾梶会館（鹿島台平渡 電話 0229-56-2001）JR 鹿島台駅のすぐ近く 

   どなたでも入場できます。開場は 13 時です。 

第 1 部 設立総会 13：30～14：30 

第２部 14：30～ 講演「ターニングポイント― 改憲と原発 ―」 

          講師：村上達也さん（東海村村長） 

東海村には東京電力東海第二発電所があります。東京電力福島第一原子力発電所事故以降、

この廃炉を目指す運動を進めています。「脱原発をめざす首長会議」の代表 3 人のうちの一

人。鹿野文永元鹿島台町長もその会員の一人です。 

 なぜ原発のある村の村長が脱原発を進めるようになったのか？ぜひお聞きください。 

 

   

 

 日時：5 月 26 日（日）10：00～15：00（雨天順延 6 月 2 日（日）） 

 場所：三神峯公園（駐車場が狭いのでバスでおいでください） 

    ★傷害保険つきバッジ：1 個 100 円 

    ★会場でのカンパにご協力ください。 

 バス＜太白区役所前から＞ 仙台駅前、八木山南団地、日本平、山田自由が丘、 

              南ニュータウン、秋保温泉、川崎行きのいずれかに乗車 

  ＜下車停留所＞ 西多賀 1 丁目西、三神峯公園入り口で下車 

    主催：第 43 回仙台子どもまつり実行委員会 電話 022-262-5102 

 

 

 

 

  講師：宮垣光雄さん（日朝協会事務局長） 

  日時：5 月 29 日（水）18：15～20：40 

  会場：仙台市戦災復興記念館 4 階第 1 会議室 

  参加費：500 円 

  主催：日朝協会宮城県支部 連絡先 022-231-1720（里見） 

 

※購読者(無料)募集中。メールでお申し込みください。メールアドレスは下記の通り。 

 

みやぎ憲法九条の会   電話 022-728-8812  ファックス 022-276-5160 

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

    URL http://www.9jou.jp/  E メール info@9jou.jp 

7．鎌田三之助翁生誕 150 周年記念事業 

        「鹿島台憲法九条を守る会」設立総会と講演会 

8．第 43 回仙台子どもまつり 

 

9．朝鮮問題学習講演会 

「日本と朝鮮半島をめぐる諸問題を考える」 

 

http://www.9jou.jp/
mailto:info@9jou.jp

