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みやぎ憲法九条の会

みやぎ憲法九条の会事務局です。E メールニュース「みやぎの九条」149 号を配信します。

(予告)第 3 回宮城県内九条の会連絡会総会・第 10 回宮城県内九条の会交流会

8 月 31 日（土）、フォレスト仙台フォレストホールです。

宮城県内の九条の会の集まり、年一回の総会と交流会が開催されます。

1. 日時 2013 年 8 月 31 日(土)13 時～16 時半（各会のスケジュールに入れてください。）

2. 会場 フォレスト仙台フォレストホール（２） 参加費一人 500 円

3. 内容

（１） 総会（13 時～14 時半）

① 情勢についての講演（1 時間程度）  講師未定

② 一年間の反省と今後一年間にやること(20 分)
③ 運営委員・幹事の交代

④ 話合い（20 分）

（２） 交流会（14 時半～16 時半）

① 10 を越える九条の会から報告を受けます。（14 時半～15 時半）

② いくつかに分かれて話し合います。（15 時半～16 時半）軽い飲み物・食べ物を

摂りながら。

特に大判チラシを全県 33 万部配布した経験の交流を重視します。配布した方々皆

さん、ぜひご参加下さい。

（３） いくつかのお願い

① 県内核九条の会からアンケートを出していただきます。内容は以下の通りです。

  「大判チラシの受け取り数と配布状況」「配布に参加した人数と述べ人数」「配布に

当って聞いた話」「苦情」「配布してみての感想」

（アンケート用紙は 7 月中にお送りします。8 月 15 日までにご回答下さい。）

② 参議院議員選挙終了後の最初の集まりです。参議院議員選挙の結果をよく見て、

今後やってゆくことを決めます。重要です。各会から複数で多数ご参加下さい。

③ 議案、アンケート用紙は 7 月中にお送りします。アンケートは全部の会でご返

送下さい。）

みやぎ紫金草合唱団第 4 回コンサート 7 月 6 日です。

みやぎ紫金草合唱団の第 4 回コンサートです。今こそ子どもたちに平和な世界を育てたい。

花と平和と子どもたちへのメッセージを歌う。



日時 7 月 6 日(土) 会場 仙台市青年文化センターコンサートホール

入場料 1000 円・学生･障がい者 500 円 中学生以下無料

連絡先 岡村電話 070-6616-8277

きたがわてつコンサート ～輝け 日本国憲法！～（再掲）

日時：7月 7日（日）開場：13：30 開演：14：00～

会場：仙台市福祉プラザ 2階 ふれあいホール

ギター：洪 栄龍さん ピアノ：小林康浩さん

入場料：1,500 円（当日 1,800 円）

主催：仙台 きたがわてつ応援団 共催：NPO法人アクティブ

協力：うたごえ９条の会 チケット：ちんだ（070-6493-5976）、岡村（070-6616-8277）

ドキュメンタリー映画；放射能を浴びた「 X 年 後 」（再掲）

1954 年、南の海で水爆実験が行われた。被爆マグロは廃棄され、漁師は病に倒れた。そ

の後、200 万ドルと引き換えに、すべての魚が日本の食卓に上がった。

日時 7 月 27 日(土)10:30、13:40、15:30、18:00 の四回上映。各 83 分

会場 せんだいメデイアテーク７階スタジオシアター

（映画「日本国憲法」を１２時~１３時２０分まで上映します。）

参加費 一般前売り 1000 円、当日 1300 円

    高校生 500 円(当日も同じ) 中学生以下は無料

券の販売：メデイアテーク一階ショップ。藤崎プレイガイド

主催 「テロにも戦争にも NO を！」の会

連絡先須藤 090-7936-3437  春日 022-248-2866

平和七夕にご協力ください。

平和七夕は３８年目を迎えます。

仙台七夕の初日８月６日は「ヒロシマ原爆被災の日」です。

この日を忘れないために七夕祭りの会場に「ノーモア・ヒロシマ・ナガサキ」の竹飾りを飾

り続けてきました。

今年の七夕も厳しい情勢の中で取り組まれます。一日も早い核兵器の廃絶の実現を願って

取り組まれます。

１本の竹飾りに３６０００羽の鶴、５本で１８万羽の折鶴が飾られます。

（１）七夕飾りをお送りください。

（２）七夕飾りには２０万円くらいの費用が掛かります。みなさんのカンパをお願いいた

します。



（３）クリスロード商店街、ダイエー前に飾ります。

ＹＭＣＡでの準備作業や自宅での飾り付け作業に協力をお願いします。

ご協力できる方は以下にご連絡ください。

お待ちしております。

連絡先 油谷 重雄（電話・ファックス 022-378-5765）
     仙台 YMCA（電話 022-222-7533）
※平和七夕の協力についてはその要領を後掲しています。

みんなでつくる歌声広場 歌と平和を愛する人なら誰でもエントリーできる音楽会

ソロ・アンサンブル・合唱の部

日時 7 月 21 日(日)10 時～16 時

会場 イズミテｲ 21 小ホール

入場 無料

お問合せは「宮城のうたごえ協議会」070-6616-8277 岡村

仙台合唱団 第 55 回市民歌声喫茶

命の輝き 生きる喜び 平和への祈りを 歌声にたくして たっぷり歌いましょう！

日時 7 月 28 日(日)10 時半～12 時半

会場 宮城野区文化センター シアターホール

ピアノ 小林康浩さん

入場料 800 円（ドリンク付き）

連絡先 仙台合唱団 070-6493-5976

９条を守る加茂の会第２６回学習会開催！

34 名が集う！

「9 条を守る加茂の会」は 6 月 16 日（日）14 時から 16 時まで学習会を開催しました。演

題は「『今なぜ憲法９６条改正か』～その先にある「国防軍」で日本はどう変わるか～」で、

弁護士の十河弘さんが講演しました。

お話は以下のレジュメにそって行われました。

１）憲法９６条の改正論  ・日本国憲法の改正手続に関する法律（国民投票

法）の骨子と問題点・憲法９６条改正先行論の登場と推移

２）そもそも憲法の改正とは  改正の限界＝基本的人権の否定は許されない

３）憲法９６条改正論の理由 ・建前的理由と理由への反論 ・本音的理由  自主憲法の

制定（自民党の党是）、軍隊の保持、国民の権利制限



４）憲法９６条改正のその先にある具体的目的・意図 ～自民党憲法改正草案の分析 ・国

民の義務（国旗国歌、家族の互助、緊急事態に従う、国民の憲法尊重等）・人権保障の後

退（基本的人権の制約、国民の権利より国の利益を優先）・国防軍の創設（安全保障、情

報統制、元軍人の大臣任用、緊急事態宣言等）

５）このような憲法改正がなされたらどうなるか ・自衛隊情報保全隊の国民監視・例示（裁

判資料の抜粋から）・国民への影響（外交、財政、経済活動、医療福祉、教育、言論、自

治、家庭等）

６）憲法９６条改正への反対の声が次々と 世論調査、「９６条の会」発足

事務局の感想ですが 要点が分りやすく説明され問題点がよく理解できました。

なお学習会には 34 名が参加しました。

学習会では十河弁護士が丁寧に分かりやすく話して下さいました。

八本松・郡山九条の会ニュース     2013．6．21 発行             

憲法九条を世界に・佐藤和丸さん講演会

「みやぎ憲法九条の会の世話人の端くれとなって学び考へたこと」

  講師 佐藤 和丸さん（徳照寺住職、みやぎ九条の会世話人）

6 月 15 日（土）八本松市民センター会議室で、「憲法九条を世界に・講演会」が開催さ

れ、37 人が集まりました。

最初に、主催者を代表して入間田宣夫さんから開会の

あいさつがありました。憲法 9 条を変えようとしている

人たちは、まず 96 条の改定を言い、国民の反発を受けつ

つあること等現在の状況について話されました。

佐藤住職さんは、2004 年に、みやぎ憲法 9 条の会の世

話人を引き受けた頃のことからお話を始めました。親鸞

の教えである「世の中安穏なれ、仏法ひろまれ」の意味

について話されました。かつて、仏教界においても戦争に加担したことがあったこと、それ

に対して異議申し立てをしたり、反戦の言動をしたお坊さんは、排斥され弾圧を受け、名誉



回復に至るまでに大変な時間がかかったことについても言及されました。

先日亡くなられた川端純四郎さんと九条の会の世話人会で出会った思い出も話されまし

た。九条の活動は、宗教者としてより「人間だからやっている」と言葉を交わし合ったとい

うことです。

時には、ホワイトボードにさっと絵を描き、

面白いお話でどっと沸かせ、聞いている私たち

は時間を忘れて引き込まれてしまいました。そ

の中に、人間として大切なこと、今やらなけれ

ばならないことがすーっと入っていました。集

まってくださった方々、カンパをお寄せくださ

った皆様ありがとうございました。

（速報！）   石巻 9 条の会 被災者の仮設住宅で DVD 上映会

「STOP 戦争への道」（DVD30 分）を上映し、懇談会！

石巻 9 条の会は仮設住宅で DVD の上映を行い、その後懇談会を行っています。すばらし

い活動です。6 月 7 日から 6 月 24 日まで 8 日、昼夜２回を含めて 10 回の上映。10 回の集

計で 55 名が参加（一番少ないところで 2 名、多いところで 15 名）、これに 9 条の会の会員

26 名が加わって懇談しています。全会場が仮設住宅。ともすれば閉鎖的になりがちの仮設

住宅での大きな活動です。

次回以降、石巻 9 条の会に報告をいただきます。

(速報！)      大沢９条の会で憲法学習討論会開催！

「今なぜ憲法 96 条なのか？」  山田いずみ弁護士

大沢 9 条の会では 6 月 30 日(日)憲法学習討論会を開催しました。参加者は 15 名と少なか

ったのですが、初参加の人が 5 名。賛同者署名もいただきました。

次回以降、会からの報告を掲載します。

(速報！)  ふるかわ九条の会・ふるかわ平和のつどい

憲法 DVD 二本立て上映会開催

ふるかわ九条の会はふるかわ平和のつどいと共催で、「憲法」DVD の 2 本の上映会を開催

しました。6 月 30 日(日)10 時からと 13 時半からの 2 回です。1 本目は小森陽一さんの「自

民党憲法改正草案の」解読(24 分)、二本目は井上ひさしさんの「九条を語る」(50 分)です。

その後、「自由に､想いを語ろう場」を開催。30 名が参加しました。午後の会には鹿島台９

条の会の鹿野文永代表も参加しました。元気が出ました。

興味深い企画ですね。次回、ふるかわ九条の会から報告をいただきます。



憲法講話（２）

「自主憲法」の制定（１） ―― 自由民主党の党是

伊藤博義（みやぎ憲法九条の会世話人・宮教大名誉教授）

自由民主党（以下、自民党）は、「自主憲法の制定」

を党是、すなわち結党時の基本方針としています。

それは、日本国憲法は日本の国家主権が回復して

いない占領中に作られたものだから、独立した主

権国家として、国民の手で新しく憲法を作り直さ

なければならないというのです。

サンフランスコ平和条約（対日講和条約）が発効

し、連合国軍総司令部（ＧＨＱ・実際はアメリカ単独

の軍隊）による占領体制が、沖縄を除いて終結した

のは 1952（昭和 27）年 4 月 28 日です（ただし、沖

縄を除く）。だから、その直後にそういう気運が高

まってきたのであれば、ドイツのナチス撤退後に

おけるフランスの憲法改正の事例のようにあり得

ることです。しかし、当時、わが国ではその気運

はまったくありませんでした。

自由党と日本民主党との保守合同による自民党

の結成は 1955 年 11月でしたから、「自主憲法の制

定」という党是は、半世紀以上にわたっているわ

けです。憲法制定後、アメリカ政府によって日本

の再軍備が迫られ、それに応えて憲法９条を改定

するために、これまで幾度となく改憲の策動があ

りました。しかし、その度毎に憲法改正の国会発

議要件である憲法９６条の「３分の２」条項（「３

分の１」の壁）によって阻まれてきました。

わが国の国政選挙は、戦後ほとんど１選挙区で

複数の議員を選出する中選挙区制でしたから、改

憲をめざす政党が国会で３分の２以上の議席を占

めることは容易ではなかったのです。そこで、１

選挙区で 1 人しか当選しない小選挙区制にすれば、

国会で第 1 党の座を占める自民党が３分の２以上

の議席を獲得できる可能性があるとして、小選挙

区制の導入を図ったのです。しかし、小選挙区制

導入の動きに対しても、その意図を見抜いた多く

の国民や護憲政党の抵抗によって阻んできました。

その後、小選挙区制にすれば「お金がかからな

い」、「党内派閥が解消できる」など、「政治改革」

のスローガンを掲げて導入されたのは、結党以来

３８年間政権を担ってきた自民党が衆議院選挙で

過半数を割り、政権の座を非自民 8 党連立の細川

内閣に譲った 1993 年のことでした。実際に、小選

挙区制導入後の衆議院選挙は、小泉内閣の郵政民

営化選挙（2005 年 9 月）、民主党への政権交代と

なった選挙（2009 年８月）に続いて、今回の野田

内閣による消費税解散選挙（2012 年 12 月）のよ

うに、「４割の得票率で８割の議席」という劇的な

結果がもたらされたのです。これによって自民党

をはじめとする改憲政党が 3 分の２以上の議席を

確保し、第 2 次安倍内閣の発足となったのです。

安倍氏は年来の改憲論者であり、「戦後諸悪の根

源は日本国憲法にある」と言っていた祖父の岸信

介・元首相の志を受け継いで、「戦後レジームから

の脱却」、すなわち、「日本国憲法にもとづく政治・

社会体制からの脱却」を主張してきました。安倍

氏は、自民党のタカ派に属しており、2006 年 9 月

から 1 年間続いた第１次安倍内閣当時には、「自分

の任期中に憲法を改正する」と公言して、「日本国

憲法の改正手続に関する法律」（略称・国民投票法）

を強行採決しました。しかし、2007 年 8月の参議

院選挙で大敗し、病気を理由に政権を投げ出した

のです。

（「『自主憲法』の制定」は 3回シリーズで掲載し

ます。ご期待ください。）



平 和 七 夕 の 訴 え

☆平和を願う皆様へ☆

「平和七夕」は 38 年目を迎えました。仙台七夕祭りの初日 8 月 6 日は、「ヒロシ

マ原爆被災の日」です。この日を忘れないために、私たちは七夕祭りの会場に「ノー

モア・ヒロシマ・ナガサキ」の竹飾りを飾り続けてきました。

1昨年の3月11日に起きた東日本大震災で多くの方々が家族や親戚友人を亡くさ

れました。その復旧が遅々として進まず、今なお多くの方が仮設などで不自由な生活

を送っております。また福島原発事故で故郷に戻れない方が 16 万人もおり大変深刻

な状況が続いています。

核問題では朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が世界の人々の懸念を無視して 3 回

目の核実験を強行し、また続行しようとしています、強い怒りを覚えます。

今年の七夕はこの様な緊迫した状況のなかでの取り組みとなりますが、一日も早い

核兵器の廃絶の実現と共に、震災で被災された方々の再生復興を願い、みんなで祈り

を込めて「平和七夕」を飾りたいと思います。

また、毎年全国から平和を願ってたくさんの折鶴が送られてきますが、それを使っ

て、竹飾りのほかに「ノーモア・ヒロシマ・ナガサキ」の短冊を付けた首飾り(レイ)

を作って、今年も見物の皆さんにたくさん配りたいと思います。

皆様方のご協力によって、仙台の七夕祭に平和を祈る竹飾りを高く掲げ、祈りの輪

をいっそう大きく広げることが出来ますように、心から祈るものです。

なお飾り付け・報告書作成・郵送等のために、毎年 20 万円ほどの費用が必要です。

そのことの為にも、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

2013 年 4 月

「平和を祈る七夕」市民のつどい

        呼びかけ人：代表者 油谷重雄(仙台市泉区加茂 5－22－5)

         安部 武・岩城幸治(北海道岩内)・村井伸夫(仙台 YMCA 総主事)

       金原道子(仙台Ｙメネット会)・川端純四郎・丹野ヒサ・平賀徹夫・

船越玲子・増田喜一郎

☆ノーモア・ヒロシマ，ノーモアナガサキ☆

平和七夕の実行内容

今年も七夕の準備に入る時期を迎えました。
今年の「平和七夕」は，１昨年の３月１１日の巨大地震と大津波，原発事故によって壊滅的な

被害を被って今なお苦難の中にいる多くの人たちの，一日も早い再起と復興を願い，核廃絶の祈
りと共に飾りたいと思います。「ひとりの願い，一羽の祈り」を形に！



＜「平和七夕」Ｑ＆Ａ＞
Ｑ１ 平和七夕を飾る期間は？ 毎年仙台七夕の期間，８月６日～８日です。

Ｑ２ 飾る時間は？ 時間も商店街の七夕と同じです。担当者が終日
ご案内しています。２時からレイも配ります。

Ｑ３ どこに飾っていますか？ クリスロード商店街，ジョリビル・ダイエー前で
す。

Ｑ４ どんな飾りですか？ 全国・海外から届けられた折り鶴をつなげた飾  
りです。
１本の吹き流しに約３.６万羽，５本で１８万羽
の折り鶴が飾られています。

＜「平和七夕」飾り作り参加者大募集！＞
［１］自宅で鶴を折ってくださる方

   鶴の大きさ ： 市販の折り紙の４分の１（７.５cm×７.５cm四方）

   鶴の折り方 ： 鶴の頭は折り曲げず，羽も広げないままにしてください。

       紙の素材 ： 折り紙又は同程度の薄さの包装紙。

       連絡先  ： 代表者「油谷（あぶらや）」までお電話いただければ，数の多   

                    少に関わらず受け取りに伺います。郵送の場合も，油谷宛で。

［２］仙台ＹＭＣＡでの，鶴の糸通し作業，レイ作りに参加してくださる方

       日 程 ： ５月１6日～７月１8日 毎週木曜日

                   ７月２０日～８月  ５日  毎 日

ＰＭ６：００～８：００

ＰＭ２：３０～８：００

       場 所 ： 仙台ＹＭＣＡ会館（西公園前，立町小学校裏）

       可能な時間帯での自由参加です。１０～２０分などの短時間でも大歓迎！

     申し込みなどは特に必要はありません。直接いらしてください。

［３］自宅で糸通し作業をしてくださる方

   糸の長さ ： ４ｍのたこ糸。鶴の羽は開かずに，３.５ｍのところまで，なる

         べく詰めながら重ねて糸を通してください。

       材  料 ： 「折り鶴，糸，針」は担当からお届けします。電話，ＦＡＸな

            どで代表者「油谷」までご連絡ください。

         「平和を祈る七夕」市民のつどい

               連絡先 油谷 重雄 （TEL･FAX 022-378-5765）

                   仙台ＹＭＣＡ （TEL 022-222-7533）

（みやぎ憲法九条の会事務局からのお知らせ）

① E メールニュース「みやぎの九条」の読者募集中です。各九条の会で最低一人はご登録を。

② 各九条の会の講演会･学習会の予定、そして結果をお知らせ下さい。お互いに交流することで

お互いの知恵を交換できます。お互いに学びあいましょう！

発行元 みやぎ憲法九条の会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台ビル 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
郵便振替口座番号 02260-8-89149 みやぎ憲法九条の会




