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E メールニュース「みやぎの九条」    NO198 

（2015 年４月１日発行）             みやぎ憲法九条の会 

 

4 月の街頭宣伝活動。４月 2 日（木）、7 日(火)、21 日(火)、30 日（木）の 12

時~13 時・平和ビル前。（30 日は木曜日です。ご注意ください。） 

集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める署名活動。 

4 月から街宣活動の回数を増やします。 

５～6 月が集団的自衛権行使容認の安保法制の国会審議が行われます。 

まさに正真正銘の「正念場」。県民・市民への宣伝を徹底して強化しましょう。 

4 月は毎週街宣をやります。多数の皆さんのご参加を！ 

４月２日(木)⒓時～13 時。平和ビル前。 

４月 7 日(火)12 時～13 時。平和ビル前。 

４月 21 日(火)12 時～13 時。平和ビル前。 

4 月 30 日(木)12 時～13 時。平和ビル前。 

※ ３月 17 日(火)の街宣の結果。参加者 14 名、チラシ 500 枚。 

 

（活動報告）福島原発事故を忘れない 女川原発の再稼働を許さない！

3・21 みやぎアクションに 1000 名超、集まる！ 

「ふるさとを放射能から守ろう」を合言葉に、「３・21 みやぎアクション」が開 

催されました。3 月 21 日（土）午後、会場は仙台市民広場。参加者は 1000 名 

を超え、宮城県民に「脱原発」を訴えました。 

●最初にライブ。「制服向上委員会」と「橋本美香」の歌。大きな喝采を浴びま

した。宮城の「みやぎ☆割烹着～す」も登場。 

●集会では福島県楢葉町からいわき市に避難している佐藤和良さんが講演、生

活が破壊され、家族も分断され、放射能に脅かされている実態を報告しまし

た。宮城の隣で起きていること、宮城も他人事ではありません。 

主催は「女川原発の再稼働を許さない！２０１５みやぎアクション」でした。 

問い合わせは 022-373-7000 篠原さんです。 

 

（これからの企画）仙南地域九条の会が小森陽一さんの講演会開催 

4 月 4 日、2 市 7 町で「平和憲法大講演会 in 仙南」 

仙南地域の九条の会は１６の九条の会が、共同で大講演会を開催します。 

白石九条の会が呼びかけ、2 市７町の九条の会 12 と憲法九条を守る首長の会、
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みやぎ農協人九条の会、宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会の合計

16 の共同企画。隔週、実行委員会を開催して準備中！ 

1. 日時 2015 年 4 月 4 日（土）13 時半～16 時 

2. 会場 大河原えずこホール 

3. 開催内容 

（１）講演・演題「今こそ、9 条が生きるとき」 

講師    小森陽一さん（東大大学院教授・九条の会事務局長） 

（２）宮城のうたごえ合唱団の歌声 

（３）仙南の九条の会から報告「今私たちは、こんなことをやっています！」 

４．呼びかけ人： 

川井貞一さん （元白石市長・憲法九条を守る首長の会会長） 

後藤東陽さん  (写真家・みやぎ憲法九条の会代表) 

北条裕士さん （仙南九条の会連絡会・医師）。 

５（主催九条の会）①白石九条の会②角田九条の会③柴田九条の会④大河原 9

条の会⑤しばた協同クリニック九条の会⑥蔵王九条の会⑦村田九条の会⑧七

ヶ宿九条の会⑨川崎町九条の会⑩丸森九条の会⑪生協仙南九条の会⑫仙南青

年九条の会⑬宮城県内九条の会連絡会⑭憲法九条を守る首長の会⑮みやぎ農

協人九条の会⑯みやぎ憲法九条の会 

（協賛）宮城県母親大会連絡会・白石・大河原・柴田・村田各母親連絡会 

●「九条の会」の事務局長小森陽一先生の講演です。今年、５，６月に予定さ

れている安保法制の国会審議に警鐘を鳴らし続けています。昨年の 11 月 15

日の「つどい」でも講演されました。） 

5～6 月に行われる安保法制の法案審議＝緊迫した情勢を迎えます。 

安保法制による、「戦争をする国づくり」をしっかり理解し、戦争への道を歩

まないため、どうするか？を学びましょう。 

●県南以外のみなさんも歓迎です。 

 

（活動報告）仙南 9 市町全部に九条の会が発足！ 

新たに５つの町と一つの分野別九条の会が発足！ 

仙南 9 市町では(上記のように)、「平和憲法大講演会 in 仙南」を成功させるべ

く運動中です。九条の会は今まで 4 つの市町にありました。しかし残りの 5 町

にはありませんでした（準備会のある町はありましたが）。4・4「平和憲法大講

演会 in 仙南」の運動の中で 5 つの町に九条の会が誕生。 

更に、「仙南青年九条の会」も誕生。一度に６つの九条の会が発足しました。

各 9 条の会の設立総会には 20 名～50 名が集まりました。 
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安倍政権が、戦争ができる国内体制を作り上げようとしている中、国民の中

には大きな怒りが渦巻いています。この力に確信をもって、全県に九条の会を

作り上げましょう！ 

 

（これからの企画）宮城憲法会議 2015 年度第 2 回憲法学校 

子どもたちの教育が破壊される！ 

道徳の教科化など、安倍内閣の教育改変を学ぶ。 

道徳の教科化など安倍内閣の教育の改変が行われようとしています。 

教育問題の専門家中森孜郎先生にお話を伺います。 

1. テーマ：子供たちの教育が破壊される！（道徳の教科化など、安倍内閣の教

育改変を学ぶ） 

2. 日時：2015 年 4 月 11 日(土)午後 2 時から 

3. 会場：花京院シルバーセンター6 階第 2 研修室 

4. 講師 中森孜郎先生（宮教大名誉教授・元宮教大付属小学校長・みやぎ教育

文化研究センター代表運営委員） 

5. 資料代 300 円をご協力ください。 

6. 申し込み不要。どなたでも参加できます。 

7. 主催 宮城憲法会議 

 

（これからの企画）名取九条の会第８回憲法プラザ 

高遠菜穂子さんイラク報告の DVD「命に国境はない」 

 名取九条の会は第８回憲法プラザを開催します。 

イラクで国際的な人道支援をしている高遠菜穂子さんのお話を DVD にし、また

イラクの状態を映像化したもので学びます。 

1. DVD 上映：高遠菜穂子イラク報告「命に国境はない」 

2. 日時：４月２３日(木)午後１時半～午後４時半 

3. 会場：JR 名取駅西口１F「コミュニテｲプラザ・ホール」 

4. 入場無料 

5. 連絡先 後藤（090-2364-6011）阿部（022-384-0888） 

 

（これからの企画）民族歌舞団ほうねん座の「豊稔まつり」 

2011 年の「つどい」（益川敏英さんの講演会）で公演し、大きな拍手を浴びた

民族歌舞団ほうねん座が公演します。「ほうねん座創立 50 周年記念作品」。 

日時（開演時刻） 4 月 25 日（土）19 時、4 月 26 日(日)14 時、4 月 29 日（水・

祝）14 時開始（受け付けは開始時刻の 1 時間前から） 



4 

 

会場 仙台市宮城野区文化センターパトナシアター 

鑑賞料 大人 2500 円、高校生以下 1000 円（当日券は＋500 円です。事前に電

話で予約すると 2500 円、1000 円で入場できます。ご予約の方は開始 10 分前

までに会場で受け付けしてください。 

問い合わせ☎ 022-399-2842 ファックス 022-399-2873 

※宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、河北新報、朝日、

読売、毎日など多数が後援しています。 

 

（これからの企画）9 条を守る加茂の会 10 周年記念の集い 

憲法 9 条ってなにっしゃ？NO３２ 

日時 4 月 26 日(日)午後 2 時～4 時 

演題 マスメデイアと「賢く」つきあうために 

講師 関本英太郎さん（東北大学名誉教授） 

会場 加茂市民センター（加茂 4 丁目 2 番。☎022-378-2970 

参加費 無料 

関本先生のご紹介。東北大学名誉教授。専門はメデイア論・メデイアリテラシ

ー。一般市民が自分にふさわしいメデイアを使って情報発信・表現する「市民・

地域メデイア」の啓蒙、普及に努めておられます。 

 

（これからの企画）5・3 憲法を活かす宮城県民集会 

護憲の大きなうねりを作りましょう！ 

 毎年恒例の護憲三団体による、護憲集会です。 

5 月 3 日の憲法記念日に毎年開かれている、県内最大の護憲集会です。 

自公協議が 3 月中に結論をつけ、３月中に高村自民党副総裁が訪米してアメリ

カと調整、さらに 5 月 3 日前後に安倍首相が訪米して安保法制のアメリカとの

打ち合わせ、安保法制や日米ガイドラインの見直しをしてくる予定。 

県民のみなさん 

事態は緊迫しています。5・3 憲法集会に集まりましょう！ 

日時 5 月 3 日（日）13 時～15 時（開場 12 時半） 

会場 仙台国際センター大ホール・入場無料 

演題 「沖縄から見る平和憲法の理念と現状」（日本の沖縄化と沖縄の日本化） 

講師 高良鉄美さん（琉球大学法科大学院教授・沖縄県憲法普及協議会会長） 

主催 宮城県護憲センター・憲法を守る市民委員会・宮城憲法会議 

※終了後 13 時ころよりアピール行進を行います。青葉通り→樋勝一番丁通り→
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市民広場（市役所前） 

問い合わせ先：宮城県護憲平和センター（022-222-9181） 憲法を守る市民委

員会（022-222-4562） 宮城憲法会議（022-262-1901） 

 

（これからの企画）安保法制整備とはどんなこと？ 

宮城女性九条の会第 31 回憲法講座へのお誘い 

自衛隊が海外で戦争できるようにするための法律を、今の国会で作ろうとして 

います。世界中で戦争を仕掛けていくアメリカの手伝いをしようとしています。 

そのためにどんな法律事務所が作られようとしているのか？どうしたら食い止 

めることができるのか？ご一緒に考えてみましょう。 

1. 名称「安保法制整備とはどんなころ？」講演会 

2. 講師 草場裕之弁護士 

3. 時  2015 年 5 月 16 日(土)14 時半～16 時半 

4. ところ 仙台市青葉区中央市民センター(2 階)第 2 会議室（東二番丁小学校

校舎の西側通路から上がってください。エレベーターもあります。） 

5. 参加費 300 円 

6. 主催 宮城女性九条の会（仙台市青葉区上杉 2-1-10 仙台 YMCA 会館内） 

7. 連絡先 090-5832-6836（鹿戸）または 022-241-0429（門脇） 

 

（これからの企画）5・31 大集会を成功させましょう！ 

「守りたい！いのち くらし ふるさと そして平和 未来をひら

く５・３１宮城県民集会」を成功させましょう！ 

私達・宮城県内の憲法九条を守る人々は昨年 5・25 大集会を成功させました。 

今年も３月に高村副総裁が訪米し安保法制について日米の調整を行いました。

さらに 5 月には安倍首相が訪米して、細目を決めようとしています。自公の合

意案では「周辺の概念を外し全世界に自衛隊を派遣可能」「武器使用も緩和」な

ど、平和路線を踏みにじろうとしています。日本は「戦争をする国」に益々近

づきます。 

私達・平和を愛する人々は以下のような集会をもって、安全な日本を守りた

いと考えています。 

「守りたい！いのち くらし ふるさと そして平和 未来をひらく５・３１

宮城県民集会」実行委員会はこの集会の成功を全国に呼びかけています。 

全呼びかけ人、ぜひ九条の会は成功をさせましょう。 
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1. 日時 2015 年 5 月 31 日（日）12 時～13 時半集会（13 時半～14 時半パレ

ード行進） 

2. 会場 錦町公園（仙台市青葉区） 

3. 菅原文太さんの奥さん文子さんもお話します。文太さんの遺志を受け継いで。 

4. 緊迫している沖縄からも参加します。沖縄県平和委員会大久保康裕さん。 

5. 菅原文子さんも大久保康裕さんもこの集会のためわざわざ来ます。 

昨年の来仙講演（11 月 15 日）を前に病床に伏した文太さんの思い。 

そして今辺野古で起こっていること。これらをじっくり学びませんか。 

6. なおパレード行進終了後、15 時半ころより、沖縄の実情を大久保さんから

聞く会をかいさいします。会場はサポートセンターです。多数の参加を期待

しています。（詳報は次回のニュース 4 月 15 日号に掲載します。） 

 

（これからの企画）数学教育協議会第 63 回全国研究大会。 

樋口陽一さんが講演します。 

「70 回目の 8 月 15 日を前に憲法を考える」 

数学教育協議会は 8 月 3 日（月）、第 63 回全国研究大会を開催します。 

「市民に贈る夕べ」を市民向けに開放します。講師は仙台出身の樋口陽一さん

（東北大学名誉教授・東京大学名誉教授）。皆さん、ご参加ください。 

日時 8 月 3 日（月）開場 17 時 30 分。18 時数学教育協議会開会行事、 

18 時 30 分講演の開演。20 時終了。 

会場 東京エレクトロンホール宮城大ホール（旧県民会館） 

参加費 無料。どなたでも参加できます。 

主催 数学教育協議会  

後援 宮城県教育委員会・仙台市教育委員会、マスコミ各社が後援。 

 

戦争･死刑と国家。そして国家と人民（22） 

 今回の「戦争・死刑と国家。そして国家と人民」はお休みとさせていただき

ます。事務局の準備不足によるものです。 

読者の皆様、筆者の小田中聰樹先生にお詫び申し上げます。 

 

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 


