
みやぎの九条（No.146）                2013年 6月 1日発行 

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

 

※ 末尾に、憲法審査会の情報を掲載しています。お読みください。 

※ 今号から掲載予定の「憲法講座」は次号から掲載します。 

※ 各会の活動報告をお寄せ下さい。 

※ E メールニュース「みやぎの九条」の登録をお願いします。 

 

 １．大判チラシ 3 万部増刷！合計 35 万部に！ 

  県内総世帯の 3 分の１に配布！順調に配布されつつあります。 

1. 大判チラシは 5 月 13 日配布開始以降、順調に配布されています。 

 大判チラシは当初の各会からの希望枚数は 28．8 万枚。32 万枚印刷して、3.2 万枚の余裕

をみました。しかし各会からの追加がたくさん来て、5 月 23 日には払底。 

24 日に追加印刷を発注、31 日に 3 万枚入荷。合計 35 万枚 

 その後の注文で既に在庫は 1．9 万枚になっています。（6 月 1 日現在） 

2013 年 4 月末の宮城県の世帯数は外国人も合わせて 94.4 万世帯。 

ダブって配布される家庭を除いて 30～32 万世帯に配布されます。全県民世帯数の 3 分の

１です。 

2. 追加・新規の要請にお応えしています。不足はご連絡を。 

 各会や個人から追加・新規のチラシ要請が来ています。 

・「もっとチラシがほしい」 

・「私の地域は九条の会がないがよいチラシなので私達有志で配布したい」 

・「隣の団地には九条の会はないので、隣の私達の九条の会で配りたい」 

なども希望が寄せられています。 

追加または新規に配布を希望される会はみやぎ憲法九条の会事務局までファックスまた電

話でご連絡ください。ファックス 022-276-5160、電話 022-728-8812 

3. 期待の声が届いています。いくつかの苦情も…。 

 大判チラシを読んで、期待の声が届いています。 

・「九条の会って初めて知った。今後も頑張ってほしい。」 

・「高校生ですが日本の将来が不安で仕方がない。そんな中でこのチラシを見ました。嬉しい

です。ぜひがんばってほしいです。私も出来ることがないか考えています。」  

  同時にいくつかの苦情も来ています。 

・私のマンションは「チラシ禁止」の看板を付けているが配布された。辞めてほしい。 

・我が家のポストには「チラシお断り」を貼ってあるが置いて行った。困る。 

 こうした要望にはきちんと対応しましょう。 



4. 配布は 6 月中にやり切りましょう。 

 「配布済み」「まもなく終了」という報告も届いています。 

・仕分けはもう済みましたか？ 

・6 月中に確実に配布を完了してください。 

（1） 配布についての注意事項です。 

① 「チラシの配布はしないでください」「立ち入り禁止」と書かれたマンションや個人宅

への投入は止めましょう。ご本人の意思ですから尊重しましょう。 

 この間、数件の苦情が寄せられています。 

② 6 月中に配布を完了しましょう。大判チラシは県選管でも「選挙中でも問題はない」こ

とを確認しています。しかし無用の混乱を避けるため配布は 6月中に終了しましょう。 

③ どうしても残る場合は 8 月に配布してください。 

④ マンションなどで「立ち入り禁止」と表示されているところはその指示を守りましょ

う。 

（2） 配布終了した会は事務局までお知らせください。 

（3） どうしても配達できないところは事務局までご連絡ください。他に回します。 

5. 全国に広がりつつあります。 

この運動の契機は以下の通り。安倍内閣は「景気浮揚」策を前面に立てながら 9 条・96 条

改憲を打ち出してきました。これに対し、県民のみなさんに「景気問題（これも不安ですが）

もあるが、憲法問題もあります！憲法 9 条、憲法 96 条も一緒に考えてみましょう！」とい

う訴えを出すことにしたものです。 

発端は広島県九条の会の訴え。これを参考にして組み立てたものです。 

全国の九条の会からも「うちでもやってみたい」「みやぎのチラシの活用したい」との声が

届いています。憲法問題、9 条問題は日本全体の問題です。 

全国津々浦々まで運動が広がることを期待したいし、宮城県内九条の会連絡会でも微力を

尽くして全国の九条の会にお知らせします。 

 

 

 

 

今年、8 月 4 日～6 日、ヒロシマで被爆証言、碑めぐりをしてみませんか。 

親子、高校生・大学生を合わせて 20 人を募集しています。 

●日時：2013年 8月 4日（日）～6日（火） 仙台空港発着 

●募集人数：①親子（子どもの年齢は小学 4年～中学 3年で 2人まで。） 

②個人（高校生・大学生・専門学校生）    合計 20人 
●自己負担金： 1組 3万円、個人 1万円 

●締め切り：2013年 6月７日（金）当日生活文化部必着のこと 

●応募方法：応募動機を 1人 200字程度にまとめて生活文化部に送付（お子さんも提出）。 

        応募文には氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、 メンバ

ーコードを記入してください。 

２．みやぎ生協でヒロシマ平和行動の代表を募集しています。6 月 7 日まで。 



●送付先 〒981-3194仙台市泉区八乙女 4-2-2みやぎ生協生活文化部 電話 011-218- 

3880 fax022-218-3663 

●応募条件 

 ①事前学習会と報告会に必ず参加していただける方 

  事前説明会･･･7月 13日(土)10:30～12:30 みやぎ生協文化会館ウィズ 

報告会･･･････8月 17日(土)13:30～15:30 みやぎ生協文化会館ウィズ 

         （午前中 10:30～12:30にまとめの作成を行ないます） 

    ※地域で報告会が開催される場合も、ご協力いただきます。 

②これまでにヒロシマ･ナガサキ平和行動、沖縄戦跡基地めぐりに参加されたことのないご

家族に限ります。 

 

 

  

 

 

講師：友寄英隆さん（元雑誌「経済」編集長） 

 日時：6 月 5 日（水）18：30～ 

 会場：仙台市シルバーセンター6 階 第 2 研修室 

 資料代：500 円 

 主催：戦争政策反対宮城県民連絡会・安保破棄諸要求貫徹宮城県実行委員会 

 連絡先：高教組 022-234-1335 

 

 

 講師：青木 理さん（フリージャーナリスト） 

 日時：6 月 8 日（土）13：30～ 

 会場：宮城県民会館 4 階会議室 

 主催：自衛隊の国民監視差止訴訟原告団・弁護団・支援する会 

 連絡先：一番町法律事務所 022-262-1901 

 

 

 

 仙台市内に今も残る 榴岡公園に第四聯隊、小松島の旧陸軍墓地、北山の仙台空襲慰霊

碑、青葉山の第二師団司令部などを見学します。 

 日時：6 月 9 日（日）9：30 集合、10：00 出発（小雨決行）～15 時くらいまで。 

 集合場所：仙台市歴史民俗資料館前集合（榴岡公園内） 

 参加費：500 円（案内資料つき）昼食は各自用意のこと。 

 申し込みは日中友好協会まで（マイカーで参加もしくは相乗り希望かお知らせく 

ださい） 

（電話 022-256-2928 fax 022-256-2958） 

  共催：日中友好協会宮城県連、宮城県平和委員会、宮城県歴史教育者協議会。 

 

３．ホントのことを知りたい！登米・栗原・市民学習カフェ公開講座 

「憲法改正の情勢」 

 

４．講演「国家が国民を監視するとき」 

 

５．「軍都」仙台史跡めぐりに参加しませんか 



 

     

 

 

「テストあって、教育なし」と言われる日本の教育。「テストなし、競争なし、格差なし」

で「学力世界一」を達成手いるフィンランドの教育、どうして実現されたのか。お話を聞い

て見ませんか。 

 講師：福田誠治さん（都留文科大学副学長 教育学研究者） 

 日時：6 月 16 日（日）13 時～16 時 

 会場：フォレスト仙台 2 階ホール 

 参加費：無料（講演後、意見交換会を行います） 

 主催：みやぎ教育文化研究センター（電話 022-301-2403 fax022-290-4026） 

 

 

 

 

政治、経済、外交、軍事、どれをとっても、中国ってよくわからない。尖閣問題が起こっ

てからよけいわからない。特派員として、長年北京に駐在し、昨年帰国したばかりの方にお

話していただきます。 

 講師：小寺松雄さん（しんぶん赤旗元北京特派員） 

日時：6 月 23 日（日）14 時より（開場 13：30） 

会場：仙台市民活動サポートセンター シアターホール 

参加費：500 円（定員 90 人） 

 主催：日中友好協会宮城県連（電話 022-256-2928 fax 022-256-2958） 

 

 

 

 

 失業率が下がりません。非正規雇用は増え続けています。雇用はどんどん変わり、労働

組合に加入する人は減少しています。私たちのくらしはどのようになっていくのでしょう

か。憲法は私たちのくらしをどのように描いているのでしょうか？ 

  講師：金子勝さん（立正大学法学部教授） 

日時：2013年 6月 26日（水）10：30～12：30 

会場：エルパーク仙台セミナーホール（三越定禅寺通り館 5F） 

託児：無料・1歳から。6月 20日までにお申し込みください。 

入場：無料（どなたでも参加できます） 

  主催：みやぎ生協生活文化部（電話 022-218-3880  fax022-218-3663） 

 

 

 

 

６．みやぎ教育文化研究センター・教育講演会 

  テストなし、競争なしでも「学力世界一」 

   ～あらためてフィンランドの教育に学ぶ～ 

８．みやぎ生協憲法学習会 

「私たちのくらしと憲法」 講師：金子勝先生（立正大学教授） 

７．中国問題講演会 

「中国は今どうなっているの？ これからどうなる日中関係？」 



９．各地の九条の会の活動が豊富に展開されています。 

七周年記念講演会に 50 人が参加：名取九条の会 

庄司弁護士に自民の改憲案の危険性を学ぶ。 

 

名取九条の会は 25 日に「結成七周年記念行事」を開催しました。会場の名取駅コミュニ

ティプラザホールには 50 人が参加しました。 

後藤不二夫代表世話人の挨拶につづいて、阿部事務局長が活動報告。 

その後、「憲法を考えよう 改憲の動き その危険性」と題し、弁護士の庄司捷彦さんが記

念講演をしました。改憲派の動きや九条の会呼びかけ人のアピール、96 条の会結成にも触れ、

多角度から解説されました。 

判り易い講演で大好評、その後、質疑応答も活発に行われました。 

参加者は帰りに近所へ配る県内連絡会の「大判チラシ」と「九条ポスター」を持ち帰るな

ど、改憲阻止の意気ごみが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （上）講演する庄司弁護士   （下）会場の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



白石９条の会・仙南地域九条の会共催・憲法九条を守る首長の会・みやぎ憲

法九条の会後援 白石講演会 １００名を超える盛況！ 

 5月 25日（土）、白石で講演会が開催されました。 

白石 9 条の会を中心に、仙南の九条の会が共催し、さらに憲法九条を守る首長の会とみや

ぎ憲法九条の会が後援したものです。 

5月 25日（土）13時から 15時半まで、会場は白石中央公民館。 

講師は河相一成みやぎ憲法九条の会事務局長でした。 

白石九条の会の丑田会長のあいさつの後、憲法九条を守る首長の会の川井貞一会長があいさ

つと河相先生の紹介をしました。二人は東北大学の経済学部で 1 年先の川井会長、1 年あと

の河相事務局長という関係。 

河相先生は安倍内閣の危険な改憲路線を丁寧に説明。祖父の一方の安倍家は治安維持法な

どに反対したが、他方の岸信介は商工大臣として戦争路線を突っ走った。片方の岸を信じ込

んでいるが安倍家の道はなかったかと問いただしていました。 

会では、冒頭小倉太鼓の豪壮な演奏。15台の太鼓を演奏し、大きな感銘を与えていました。

また「はらからの会」がパンやうどん、お菓子を販売。買い求める姿が目立ちました。 

 

（小倉太鼓の演奏：すごく力強い。カメラマンの技量で他の写真は暗すぎました。） 

 

 

 



鹿島台９条の会の会が結成さる！5月 26日（日） 

東海村の村上達也村長が超多忙の中、来鹿して講演 

 

5月 26日（日）鹿島台 9条の会が結成されました。県内 123番目の会です。 

会には 300名近い住民が集まり、会の結成を祝いました。 

来賓には大崎市の副市長と大崎市議の本間さん（参加した市議 8 名を代表して）が祝辞を

述べました。 

続いて登壇した後藤東陽みやぎ憲法九条の会代表は、「123番目の九条の会です。みんなで

ワンツースリーゴー！と気勢を挙げましょう」と全員で「ワンツースリー！」を唱和。 

会では 31年間、町長を務めた鹿野文永さんが会長に選任されました。 

結成記念の講演は東海村の村上達也村長。「脱原発をめざす首長会議」（82名）の代表 3名

のうちのお一人。しかも 5月 23日に発生した原子力機構の放射能漏れ・汚染事故の最中の来

訪でした。常磐線は東京電力福島第一原子力発電所の事故と津波により不通。態々上野に出

て新幹線で来られる大回りでした。 

村上村長は安倍内閣の原発政策・改憲路線を「幼稚で危険」と批判、「私はこうした会で改

憲問題を話すのは初めて」と言いつつ、持論を展開されていました。 

（なお、会結成の報告は改めて鹿島台 9条の会より寄せていただきます。） 

 

 

（鹿島台 9条の会の会場風景）           （あいさつをする鹿野文永会長）       

     

（東海村の村上達也村長）           （村上村長を囲んで実行委員会の皆さん） 

 



衆議院憲法審査会の論議（「朝日」の記事の紹介です。） 

96条改正で各党意見表明／5月 9日、衆院憲法審査会 

 

衆参憲法審査会が断続的に開かれています。

参院審査会は二院制のあり方について議論

が行なわれていますが、衆院審査会では、焦

点になっている「96条」改正について 5月 9

日審議が行なわれています。 

その議論のもようを『朝日新聞』から転載

します。 

「 衆院憲法審査会は 9 日、憲法改正手続

きを定めた 96条について各党が意見を表明

した。自民党と日本維新の会に加え、条件

をつけたみんなの党も改正に賛成の立場。

共産党と生活の党は反対を明言し、民主党

は 96 条改正を先行させることに反対した。

与党の公明党は改正に慎重な姿勢を示しつ

つ、賛否は明らかにしなかった。 

安倍晋三首相が意欲を示す 96条改正に対

し、国会で各党が正式に意見表明するのは

初めて。各党の姿勢が鮮明になり、７月の

参院選の争点となるのは必至だ。 

自民党の船田元氏は「３分の２の発議要

件はハードルが高すぎる。どちらかの院の

３分の１以上の反対で発議が出来ず、国民

の憲法関与が妨げられている」と指摘。憲

法９条など自民党が憲法改正草案で示した

改正項目の実現に向けて「改正手続きを何

度か繰り返す必要があり、あらかじめハー

ドルを下げておく合理性はある」と過半数

への引き下げを訴えた。維新の坂本祐之輔

氏も「３分の２以上の現状では国民に判断

を仰ぐことは困難」と同調した。 

みんなの党の畠中光成氏は憲法改正の要

件緩和は必要としながら「憲法改正の前に

やるべきことがある。統治機構改革を同時

に進める明確な意思がなければ、96 条改正

に賛同はできない」と条件を付けた。 

公明党の斉藤鉄夫氏は「憲法改正の中身

の議論が行われる前に改正手続きだけ改正

するのは不透明。先行改正には慎重である

べきだ。内容とともに議論すべきだ」とし

た。ただ、「党内には３分の２以上の賛成を

一定程度緩和することは否定すべきではな

いとの意見もあり、議論の余地がある」と

も指摘した。 

一方、民主党の武正公一氏は「96 条のみ

の改正には慎重だ。憲法のどこを変えるのか、

中身の議論が欠かせない」と主張。共産党の

笠井亮氏は「時の権力者が自由勝手にやれる

ように法律並みにハードルを下げるのは憲

法の根本精神を否定する」と指摘。生活の党

の鈴木克昌氏も「憲法を何でも変えられるよ

うにしておくという乱暴な議論だ」と改正論

を批判した。」（『朝日』2013.5.10） 

 

みやぎ憲法九条の会（〒981-0933）仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 

 電話 022-728-8812  ファックス 022-276-5160 E メール info@9jou.jp 

 


