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みやぎ憲法九条の会 

 

 8 月 31 日に宮城県九条の会連絡会第 3 回総会・県内九条の会第 10 回交流会が開か

れました。参加者は 110 名でした。各九条の会への報告は後日行います。 

 

2013 年の「つどい」の準備が進んでいます。 

 日時：11 月 10 日(日)13 時（開場 12 時）～16 時で、 

会場：仙台国際センター 

講演：「安倍政権の改憲は何をめざすのか?  

～私たちは「戦争する国」づくりを許すわけにはいか

ない～」 

講師：渡辺治先生（一橋大学名誉教授、九条の会事務局）です。 

文化企画：宮城三女 OG合唱団 好評に応えて再度の登場です。 

お楽しみに。 

★ポスター・チラシはちょっと遅れて 8 月 28 日の発送作業と 

なりました。 

★これから多いに宣伝し、1,500 人の参加者を集められるよう頑張りましょう。 

 

「九条の会事務局主催学習会～『戦争する国』への暴走を止める」 

日時：10 月 6 日（日）13 時 40 分～16 時 40 分（開場 13 時 20 分） 

講演１：「沖縄の視点から見た安保・憲法の現状（仮題）」 

前泊博盛さん（沖縄国際大学大学院教授） 

講演２：「解釈改憲から憲法全体の改変へ―安倍政権の改憲の新たな戦略に立ち向

かう」渡辺治さん（一橋大学名誉教授・九条の会事務局員） 

参加費：1000 円 先着順で受付です。早めに申し込みを。 

会場：東京しごとセンター講堂（住所 東京都千代田区飯田橋 3-10-3） 

http://www.tokyoshigoto.jp/shisetsu.php 

 

九条の会「全国交流・討論集会」は 11 月 16 日（土）、於・東京です 

各九条の会では、あらかじめ日程の確保をお願いします。  

九条の会の企画はまだ送られてきていません。 

 

 日時：2013 年 9 月 8 日（日）10 時半～12 時半 

会場：登米市中田農村環境改善センター 

主催：みやぎ農協人九条の会・ 

後援：みやぎ登米農協・JA みやぎ登米女性部・みやぎ登米農協青年部 

１．「安倍政権と新農政・TPP の行方」 

   伊本克宜さん（日本農業新聞前論説委員室長） 

２．「改憲と農業・農民」 

   河相一成さん（みやぎ憲法九条の会事務局長・東北大学名誉教授） 

みやぎ農協人九条の会主催講演会：登米地域農政問題講演会 

「TPP・安倍農政・改憲」 

 



 

TPP の行方と自民党の新農政について解説します。伊本さんは日本農業新聞の論説

委員長をしていた方。JA の豊富な情報を使って解説します。 

 

映画「渡されたバトン～さよなら原発～」県内上映のお知らせ 

 各地の上映会の予定です。 

 新潟県巻町で、原発を誘致するかどうか、住民の意思で決めようと住民投票を実施

した経緯を描いた映画です。まだの方、ぜひご覧ください。 

日時 場所 料金・問合せ先 

9 月 8 日（日） 

①10 時~ ②2 時～ 

えずこホール 

柴田郡大河原町字小島１－１ 

0224－52－3004 

大人・大学生 前売り券 1000 円 

当日券  1500 円 

小中高生 前売り・当日券 800 円 

問い合わせ先 

「渡されたバトン～さよなら原発～」 

仙南上映実行委員会 

0224－62－4617 飯淵（角田） 

090-1370－5321 児玉（大河原） 

10 月 5 日（土） 

①１０時~ ②２時～ 

みやぎ生協アイトピアホール 

石巻中央 2 丁目 7－3 

0225－92－5191 

前売り券 1000 円 

当日券  1500 円 

子供券   800 円 

問い合わせ先 

庄司法律事務所 

0225－96－5131 

 

シンポジウム 

秘密保全法で「守られる秘密」と守られない私たちの自由 

日時：9 月 14 日(土)13：30～16：30 

会場：仙台弁護士会館 4 階 

プログラム：①講演「日本に国家秘密はあるか？秘密保全法案の内容と問題点」 

       講師：清水 勉さん（弁護士・日弁連秘密保全法制探索本部事務局長） 

      ②講演「秘密保全法 立法過程情報公開からみえてくるもの」」 

       講師：内田 隆さん（NPO 法人情報公開市民センター事務局） 

      ③パネルディスカッション 

         清水勉さん、内田隆さん、早川俊哉さん（河北新報論説委員） 

予約不要・参加費無料 

主催：仙台弁護士会 

共催：日本弁護士連合会・東北弁護士連合会 

 

宮城女性九条の会 8 周年のつどい 

神田香織講談会「はだしのゲンは語る」 

 ジャズ講談や一人芝居を取り入れて新境地を切り開いた女性講談師・神田香織さん 

をお招きして、「はだしのゲン」の口調を借りてユーモアたっぷりに語っていただき 

ます。 

日時：9 月 28 日（土）14 時 30 分～（開場 14 時） 

 会場：仙台市宮城野区文化センター パトナシアター（JR 仙石線原ノ町駅隣） 

 前売り券：800 円（当日券 1000 円）≪高校生以下は無料≫ 



 主催：宮城女性九条の会 

（この事業は（公財）せんだい男女共同参画財団の支援を受けて実施します） 

   問い合わせ：022-248-3718（一戸）  022-271-8087（岡） 

 

日時：9 月 22 日（日）13：30～（総会は 13 時からです） 

会場：船岡公民館 

講師：佐久間敬子さん（弁護士・東北女性弁護士九条の会の会代表） 

連絡先：柴田町 9 条の会  畑井 馨  0223-56-2138 

             菅原美智子 0223-52-1151 

 

しばたまち平和の祭典「地球のステージ」 
 日時：9月 23日（月・祝日）13：30～15：10（予定） 

 会場：槻木生涯学習センター（入場無料） 

 主催：しばたまち平和の祭典実行員会（児玉 090-1370-5321） 

  国際的医療支援活動を続ける桑山紀彦さん（医師）の映像と音楽と語りで伝え

るライブステージ。 

  

 荒川知子さんは社会人になって 10 年。昨年の「つどい」で圧倒的に素晴らしいと

の評価を受けました。今年は青年文化センターコンサートホールでのビッグリサイタ

ルです。荒川知子さんのやさしさと笑顔から生まれる美しいリコーダーの音と、それ

をつつむ家族の絆のアンサンブルをお楽しみください。 

日時：2013 年 9 月 14 日（土）14 時～（開場 13 時 30 分） 

 会場：仙台市青年文化センターコンサートホール（地下鉄旭ヶ丘駅下車） 

 入場料：一般当日券 3,000 円／前売り 2,700 円、中学生以下 2,500 円 

 プログラム  第 1 部 荒川知子とファミリーアンサンブル 

             メリーポピンズ（シャーマン） 

             ソレアード（イタリア曲）他 

        第 2 部 荒川洋フルートソロ 

             ハンガリー田園幻想曲（ドップラー） 

             小笠原組曲より 海原を超えて（荒川洋）他 

        第 3 部 全員によるアンサンブル 

 

 

 

 12 月を犬と猫のかわいい写真でつづります。 発行／労働教育センター 

 会で扱って、財源にしてみませんか？会でまとめてご注文下さい。（締切 9 月末日） 

柴田町９条の会総会及び講演学習会 

「安倍内閣の改憲意図と私たちの対応」 佐久間敬子弁護士が講演 

天使のリコーダー 

荒川知子とファミリーアンサンブル＆荒川洋（フルート）リサイタル 
        スペシャルゲスト 光田健一さん（ピアノ） 

ひろげよう世界へ！！もっと身近に！！ みんな☆なかよし 

「2014 憲法９条カレンダー」 定価 1,050 円（九条の会価格 840 円税込） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fax ０２２－２７６－５１６０  みやぎ憲法九条の会へご注文下さい。（9月末日まで） 

注文 

団体名 

名前 

 
 

電話 

 

住所 〒 

 
 

Fax 

 

連絡者名   

注文冊数 2014 憲法 9 条カレンダー（定価 1,050 円）    冊（840 円） 

 

各会の活動報告です 

 

第 38 回平和七夕の報告です。 
ご協力ありがとうございました。 

38回目の今年は「ノーモア・ヒロシマ、ナガサキ」と「大震災の再建・復興」の願

いを合わせた折り鶴をと訴えました。日本全国、海外の約2万5千人の方々から100万

羽の折り鶴が寄せられました。その内の18万羽を5本の吹流しにして飾り、残りの鶴

は約8千本のレイ(首飾り)にして七夕見物の方々に差し上げ、「平和」「核兵器の廃

絶」「震災からの再建・復興」を訴え、大きな反響を得ました。印象深かつた事は、 

① 今年は富谷高校と山形学院が新たに参加。明治学院東村山高校も加えて高校は18

校に。小・中学校は全部で25クラスが参加(白百合小は全校生徒が参加)して下さいま

した。先生方が激務の中、ご協力大変ありがとうございました。 

② 今年の平和七夕には鶴を折るのに広島で原爆体験された方が2名、飾り付けにフラ

ンスの方、レイ配りにフランス、中国、ネパールの方々が参加されました。 

③ 七夕初日の早朝6時からの飾り付けに、東京の明治学院東村山高校の教師と生徒7

 



名、長崎市の活水中・高の教師1名の方々が準備作業に参加、仙台北教会員、YMCAの

ワイズがカロわって総勢24名で作業しました。 

④ 仮設住宅の方々に「再建・復興の願いを込めた折り鶴を」と呼びかけました。自

治会の会長さんが率先して普及してくださり、仙台市の11箇所の仮設住宅で避難され

た方々が、復旧・復興の祈りを込めた飾り付けをすることが出来ました。 

⑤ 作業会場はYMCAですが、一昨年から仙台北教会で水曜日に地域の方々に呼びかけ、

作業をしました。9回の作業には地域の方々も加わり、毎回約 10名の参加者でした。 

 

みやぎ農協人九条の会主催、石巻 9 条の会・東松島 9 条の会・女川 9 条の会共催 

いしのまき農協講演会開催！(報告) 
 

みやぎ農協人九条の会主催・石巻 9 条の会、東松島 9 条の会、女川 9 条の会共催の

｢いしのまき農協講演会｣は 8 月 25 日開催されました。70 人が参加しました。 

みやぎ農協人九条の会の阿部長寿会長が開会の挨拶をし、特に、協同組合の精神は

「一人は万人のために、万人は一人のために」であり、憲法の精神と一致すると強調。

TPP は一部の資本のための政策であり、みやぎ農協人九条の会は TPP から農業を守

り平和を守る先頭に立つことを強調しました。 

いしのまき農協の石川壽一組合長が歓迎のあいさつをしました。いしのまき農協管

内では大震災で 5000 名が亡くなり、組合員 220 名、職員が 5 名亡くなったことを報

告しました。今も 15000 世帯 35000 人が仮設住宅で生活しています。TPP などの前

に、農業を大震災前に戻すことが喫緊の課題であることを強調しました。その上で復

興への決意を述べました。 

講演は４つ。第一は東北大学の冬木勝仁先生「TPP は農民と国民になにをもたらす

か？」講演。第二に石巻 9条の会代表でいしのまき農協顧問弁護士の庄司捷彦さん「女

川原発と憲法 9条」と題して講演。第三は北上町の水田農家大内弘さんが「塩害をど

う克服したか？」について 20分間に渡って報告。第四に「（株）あぐりーどなるせ」

の安部俊郎社長が野蒜地区の冠水による塩害などからの復興について話をしました。 

 

         
     会場内で講演を聞く人々        歓迎のあいさつ  JA 石巻石川壽一組合長 

 

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 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 

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


 

 

 

 

 

主権とは、「国の政治の在り方を最終的

に決める力」であり、それが天皇（君主）

から国民（人民）に変わったことは、単

なる憲法改正ではなく、「革命」なのです。

前述したように（講話 第２回・第４回 参

照）、わが国の政府が「ポツダム宣言」を

受諾したことは、まさしく革命であった

わけです。 

日本国憲法の世界史的な意義としては、

戦争放棄・戦力不保持を定めた憲法９条

の徹底した平和主義です。しかし、日本

史的な意義としては、国民主権であった

と思います。もちろん、革命とは言って

も、フランス革命やロシア革命などとは、

その様相は異っていますし、当時の日本

国民がどれだけそのことを意識していた

かは疑問です。 

 しかし、主権が「天皇から国民へ」移

行したことは、まぎれもなく革命なので

す。明治維新のように、幕藩体制から天

皇制への移行は、支配層内部における政

権移動であって、クーデターに過ぎない

のです。 

 日本国憲法の第１章 第１条は、「天皇」

から始まっていますが、これは前述した

ような政治的配慮によるものであり、あ

くまでもその趣旨は、「天皇の地位は（中

略）、主権の存する日本国民の総意に基

く」と、国民主権（主権在民）を明示し

たことです。 

 第１章で最も重要な条文は、「天皇は、

この憲法の定める国事に関する行為のみ

を行ひ、国政に関する権能を有しない」

と規定した第４条です。憲法で定められ

ている国事行為（第６条・第７条）は、

形式的・儀礼的なものに限られており、

そのすべてについて「内閣の助言と承認」

が必要とされているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

天皇を「元首」と明記する自民党憲法

改正案では、「天皇の行為に対して『承認』

とは礼を失することから『進言』に一本

化した」と説明しています（同党の「Ｑ

＆Ａ」）。 

天皇主権の明治憲法では、「天皇ハ国ノ

元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」（第４条）と

規定されていましたが、その「元首」を

復活するというのです。「元首」とは、内

政・外交を通じて国を代表する者のこと

であり、通常、君主国では君主、共和国

では大統領がこれに当たります。形式

的・儀礼的な国事行為のみを行う現行の

天皇では、その資格要件に欠けます。そ

の意味で、憲法学の多数説は、内閣総理

大臣ということになると言われています

（芦部信喜『憲法』岩波書店）。 

天皇の行為には、国事行為と私的行為

の他に、国や地方自治体の行事等に出席

する「公的行為」があります。慣習的に

行われてきた「公的行為」を、自民党改

正案では憲法上明記するとしていますが、

「天皇の政治的利用」のおそれが最も多

い領域です。 

 この他、自民党改正案では、「国旗は日

章旗とし、国歌は君が代とする」を、憲

法上明記するとあります。戦時中､ことあ

るごとに歌わされた私のような世代の者

にとって、君が代は「天皇のお治めにな

る御代は、千年も万年もつづいて、お栄

えになりますように」という歌詞に、強

い抵抗感を禁じ得ません。だから、今で

は絶対に歌いません。「憲法に似合いの歌

と旗がない」のです。 

 

 

憲法講話（第７回） 

自民党「日本国憲法改正草案」の検討（２）―― 天皇の「元首」化 

みやぎ憲法九条の会世話人・宮城教育大学名誉教授 伊藤博義 


