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E メールニュース「みやぎの九条」    NO220-① 

（2016年 3月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

安保法制廃止みやぎネット 

●安保法制廃止みやぎネットでは２月１１日に第 2回呼びかけ人会議を開催し

て当面の活動について確認しました。 

・ 安保法制(戦争法)の廃止を求める統一署名「2000万署名」に取り組む。 

・ 毎月 19 日（安保法制が議事録も作れない状態で参議院を通過した日）に廃

止を求めて行動する。 

・ ５月末に大集会を開催する 

・ 河北新報新聞に全面意見広告を掲載する 

・ みやぎネットニュース他各種の伝達手段を整えて情報の広報・拡散を図る 

・ 以上の活動を進めるために 500万円を目指して賛同募金に取り組む 

・県民に「みやぎネット」への賛同を呼びかけています。賛同金は活動資金と

なります。賛同される個人には一口 1000円、団体・組織は一口 3000円、一口

以上をお願いしています。 

・賛同金は郵便局で扱っています。郵便振替口座は「加入者名：安保法制廃止

みやぎネット」口座番号 02210-1-120436。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

○事務所の所在地及び文書の送り先「安保法制廃止みやぎネット」 

〒980-0804仙台市青葉区大町 1-3-2仙台ＭＩＤビル 6F齋藤信一法律事務所気付 

電話・ＦＡＸが変更になりました。 

電話 080-8206-3511  FAX 022-358-7259 

安保法制廃止みやぎネットのホームページを開設！アドレスは次の通り。 

http://anpohousei-haishi.jimdo.com/ 

 

●「安保法制廃止みやぎネット」の活動を支え、成功させるために各会こぞっ

て賛同することと署名活動などの経験交流をする 

・日時 ３月６日(日)  13時 30分 

宮城県内九条の会連絡会主催 

県内九条の会のみなさん緊急集会に参加を！！ 

http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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・フォレスト仙台５F 501室 

  仙台市青葉区柏木１－２－４５ 

・基調講演 「緊急事態条項とは、その狙いは」 

・講師  佐久間敬子弁護士(安保法制廃止みやぎネット呼かけ人共同代表) 

 

「戦争法の廃止を求める統一署名」 

８５００筆！！ 遅い！！ 

●2月 25日現在、みやぎ憲法九条の会に報告・送付された数は１９の地域九条

の会他 8団体。 

・総がかり実行委員会の発表では 2016年 2月 21日現在 308万人分を集約され

たとしていますが、みやぎ憲法九条の会の集約は立ち遅れているので集約の

スピードアップを！ 

・署名用紙は宮城県内九条の会連絡会にあります。各九条の会の名前を入れる

ことも出来ます。表が宣伝チラシ、裏面が 5名連記の署名用紙。非常に好評！ 

・個人で家族が署名し、みやぎ憲法九条の会に郵送してくる例も増えています。 

・なお各「9条の会」は、署名数をみやぎ憲法九条の会へ報告してください。報

告用紙のない会はみやぎ憲法九条の会へ連絡を。急送します。 

 

3 月 19日の「19日行動」のお知らせ 

『安保法制の施行に抗議し廃止を求める 3.19 市民集会』 

●3月 19日の仙台の「19の日行動」は「１０００人集会とアピール行進。」 

（日時）3月 19日（土）12時～13時 集会終了後アピール行進 

（場所）市役所前市民の広場 

（主催）19日行動市民連絡会・安保法制廃止みやぎネット・野党共闘で安保法

制を廃止するオールみやぎの会 

●県内各地でも計画が組まれています。各地の行動に参加しましょう！ 

 

みやぎ憲法９条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

「オールみやぎ」は木曜日です。 

●3 月は 1･8･15･22･29 日の各火曜日 12時から 13時まで。 

場所 仙台市中央通東二番町角 平和ビル前。 

・「野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会」（略称「オールみやぎ」）

も毎週木曜日、昼の 12時と午後 6時に予定しています。 

●「火曜日の九条の会」「木曜日の『オールみやぎ』の街頭宣伝活動」にご参加を！ 
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(報告)鶴ヶ谷地域学習会講演会に４１人参加「憲法制定と日本人(とくに政治家)」 

●2月 21日（日）みやぎ生協鶴ヶ谷店集会室で鶴ヶ谷地域九条の会の学習講演

会が開催されました。大震災以来 5年ぶりの学習会開催でした。 

・講師は田中輝和氏(鶴ヶ谷１丁目在住 東北学院大学名誉教授) 

・憲法制定過程で日本人、特に大正デモクラシーの中で民本主義を唱えた吉野

作造博士の薫陶を受けた鈴木義男氏が国民主権、平和主義、法治主義、生存

権の明確化に果たした役割は大きかったことを学びました。(篠原) 

 

 

(報告)みやぎ農協人九条の会・協同組合こんわ会主催学習講演会 

「地域づくりと協同組合の役割」 

 

●みやぎ農協人九条の会は 2月 25日

（木）、協同組合こんわ会と共催で、

学習講演会を開催しました。会場は

JAビル 11階大会議室。 

参加者は 100名余で、九条の会関係

者はちょうど半分の 50名でした。 

・基調講演は日本協同組合学会会長の

石田正昭龍谷大学教授で政府の最

近の農協攻撃の本質は農協法改悪、

TPPも含め「戦後農協が築いてきた

農協のアイデンテテイを否定」するものであり、「協同組合としての自由・自

主・民主の協同組合原則」に違背し、農業分野を企業に開放するものである



4 
 

ことを明らかにしました。 

・みやぎ農協人九条の会の阿部長壽会長は、「農協改革」「TPP」「食料自給率の

向上」など農業が直面している課題をどう切り開くか、豊富な実例を挙げて

説明。今、協同組合原則を掲げて闘うことの重要性を強調。九条の会が目標

としている九条を守ることこそ、「積極的平和主義」であり、平和、農業、憲

法九条は直結していることを強調しました。 

 

 

 

●向山学区と八木山は隣接する地域の九条の会ですがこれまで別個に活動して

きましたが、2月 19日に初めて署名活動を合同で実施しました。地域の方も

参加して 11人で訴えました。1階の店舗正面と屋上駐車場の入口に別れて来

店のお客様に安保法制の廃止を訴えたところ、1時間で 69筆集まりました。 

  向山学区九条の会では 11月、12月、1月 19日と署名活動をしているが、

チラシの受け取りも良く、ほとんどの方が受け取ってくれ、中身を良く知って

いると感じているそうです。(事務局に聞き取り) 

 ９条を守る加茂の会の戦争法の廃止を求める 2000万人署名は今週 130 筆の集

約で延べ 1035筆になりました。榴ヶ岡高校の 2人の高校生が「この事がクラス

で話題になっています」宮城野高校の高校生は通り抜けていきましたが戻って

きて署名をして下さいました。ウルスラ学園高校の 2人の生徒さんも署名され

ました。高校生が危機感を持っていることがヘシヘシ感じました。頑張らなく

ちゃ・・・。 

 2月中到達目標 1000筆をどうにか達成することが出来ました。最終目標は 1500

筆、残り 500筆を皆さんと力を合わせて達成したいと思います。  

 (油谷重雄さん FBより) 

 

（３の日行動）3 日は澤地久枝さんの提唱「アベ政治を許さない！」デイ 

同じポスターを全国一斉に掲げよう 

・ 毎月 3日は澤地久枝さんが提唱する、「アベ政治を許さない！」統一行動日！ 

・ 午後 1時キッカリに「アベ政治を許さない！」ポスターを掲げましょう。 

・ 今後、毎月 3日午後 1時に繰り返します。 

・  各九条の会のあるその地域、地域でポスターを掲げましょう。 

・ ●石巻、名取、小牛田などで計画的に取り組まれています。 

(報告)向山学区九条の会と八木山九条の会合同で署名活動 

2 月 19 日(金)  みやぎ生協八木山店前 

 (報告) 榴ヶ岡高校の 2 人の高校生が「この事がクラスで話題になっています」 

９条を守る加茂の会の署名活動より 
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３．３ピースアクションみやぎ２０１６’ 

・もう黙っているわけにはいきません！ 安倍政権にレッドカードを！ 

 私たちは殺しあうのは嫌です！ 誰も戦争には行かせません！ 

 安保法制を廃止し、憲法９条を守りぬきます！ 

・日時  3月 3日（木） 12:00～ 

・場所  仙台市勾当台公園市民の広場(仙台市役所前) 

・主催  「女の平和」ピースアクションみやぎ(連絡先 090-5832-6836) 

・内容  トーク集会 

 ●鹿野文永さん(元鹿島台町長・憲法九条を守る首長の会) 

 ●岡崎トミ子さん(前参院議員・安保法制廃止みやぎネット呼びかけ人) 

 ●リレートーク＆政党からの発言 

・ピースパレード（仙都会館前解散） 

 

学習会「安保法制」と「緊急事態条項」の危険 

～自民党の改憲案に照らして～ 

安倍首相は、「緊急事態条項」を創設するために改憲を行うと公言しています。

あたかも大規模災害に対処するため必要かのように言っていますが、ナチスの

ような「独裁体制」を敷くための準備になります。一つ一つの安倍改憲の動き

を阻止するために、学習していきましょう。 

日時：3月 5日 13時半〰16時 

場所：高森市民センターにて 

講師：小野寺義象弁護士 

主催：泉パークタウン９条の会 

連絡先：薮田佳則（070-5470-2358） 

 

主権者教育を考える３・７市民集会 

講演「１８歳選挙権と主権者教育」 

 日時 3月 7日（月） 18時 30分~ 

 場所 仙台市シルバーセンター第一研修室 

 報告 「全国での動き」 加藤健次さん(弁護士、全教常任弁護団) 

    「柴農社会科学部が実施したアンケートに対する県教委の対応『１０．

２７通知』問題」 小野寺義象さん(弁護士、自由法曹団) 

 主催 主権者教育を考える市民の会(事務局 022-234-1335 宮城高教組内) 
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２０１６国際婦人デーみやぎ行動 

「職場から、地域から声を挙げよう！団結して改憲・戦争を止めよう！」 

日時 3月 6日（日)正午から街宣 ： 集会とお話 14時半～17時  

 ①12時～13時 街頭宣伝(リレートーク) 広瀬通一番町 フォーラス前 

 ②午後 2時半  集会とお話 エルソーラ仙台大研修室(アエル２８階) 

講師 藤井千賀子さん(ふくしま合同労組書記長) 

連絡先 「3.8国際婦人デー企画実行委員会」 谷(080-1805-0889) 

 

２０１６年国際女性デー第５６回宮城県集会 

差別と戦争をなくすために～おしばいとおはなし～ 

 安保関連法が 2015年 9月 19日、強行採決されました。戦後７０年間戦争し

なかった日本が戦争に引きずりこまれる危険が迫ってきています。「戦争する

国」にさせないために私たちはどうしたらよいのでしょうか？ 

有馬理恵さんといっしょに考えてみなしょう。 

日時 3月 8日（火）18:15~20:15 

場所 エルパーク仙台５階セミナーホール 

講師 有馬理恵さん(劇団俳優座所属) 

資料代 500円 

主催 国際女性デー宮城県実行委員会（仙台市青葉区五橋１－５－１３） 

 新日本婦人の会宮城県本部気付  TEL 022-262-5101 

・日時  3月 17日(木) 9時 30分～12時 00分 

・場所  JR名取駅西口１Fコミュニテイプラザ 

・主催  名取九条の会 

・連絡先 後藤：090-2364-6011  阿部：022-384-0888 

 

第 8回吉野作造を偲ぶ朗読会 

吉野作造通信を発行する会 

日時  3月 27日(日) 14:00～16:00 

場所  片平市民センター 第一会議室(３階)  TEL 227-5333 

名取九条の会第 10回憲法プラザ 

◇みんなで考えよう◇「９条２項がなくなったら」「緊急事態条項の危険」 
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    仙台市青葉区米ケ袋 1-1-35 バス停 東北大学正門前   

内容（朗読）吉野の家族や門下生の追想文 

（講演）吉野作造の「立憲主義」論 

（講師）吉野作造を学ぶ会代表横山寛勝氏 

参加費 100円  （連絡先）永澤汪恭(TEL、FAX 022-229-0534) 

 

原発問題住民運動宮城県連絡センター ２０１５年度総会 

記念講演「これでいいのか！？原子力規制委員会と新規制基準」 

 東北電力は来年 4月以降に女川原発を再稼働するとしています。再稼働の前

提となるのは「新規制基準」に基づく原子力規制委員会の適合審査と地元合意

です。公正な審査が行われているか、住民の納得できる内容か問われます。 

・日時  3月 27日（日） 午前 10時より記念講演、終了後総会 

・場所  フォレスト仙台４F会議室(仙台市青葉区柏木１－２－４５) 

講師  立石雅昭氏(新潟大学名誉教授、新潟県原子力発電所の安全管理に関

する技術委員会委員) 

・主催「原発問題住民運動宮城県連絡センター」電話 022-234-1335 

 

第３回弁護士による憲法連続市民講座 2016 

侵される表現の自由～秘密保護法の施行・言論弾圧を踏まえて～ 

日時 3月 28日(月)午後 6時～ 

場所 仙台弁護士会館 4階 

演題 侵される表現の自由～秘密保護法の施行・言論弾圧を踏まえて～ 

講師 竹中大輔弁護士、宇部雄介弁護士（仙台弁護士会） 

問合せ先 仙台弁護士会 TEL 022-223-1001 

 

大崎九条の会連絡会が小林節先生をお呼びして 

「4・30大崎大集会」！ 

●大崎九条の会連絡会は昨年、大崎地方の６つの九条の会と護憲を求める２つ

の組織が集まってできた会です。安保法制廃止のために小林節先生をお呼び

して、大講演会を開催します 

・名称 「安保法制廃止を求める大崎大集会」 

・日時 4月 30日（土）13時半～16時 
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・会場 大崎市民会館 

・主催 「4・30大崎大集会開催のための実行委員会」（8組織から代表。） 

（代表）鹿野文永（副代表）横山寛勝・三浦弘康・近江寿（事務局長）本舘弘 

（連絡先）鹿野文永さん宅（電話 0229-56-3008） 

     本館弘さん宅  （電話 0229-56-4384） 

 

いわさきちひろ展（複製）開催！ 

みやぎ生協の企画です。 

●いわさきちひろの絵を展示します。ご覧下さい。 

 日時 3月 2日(水)～3日（木） みやぎ生協柳生展集会室 

・3月 2日は 11時から 40分間、安曇野ちひろ美術館学芸員のギャラリートーク

あり。いずれも入場無料。 

・主催：みやぎ生協・共催宮城県ユニセフ。問い合わせ先：022-218-3880 

 

護憲三団体による護憲集会（2016年 5月 3日予定） 

 護憲三団体（憲法会議、護憲平和センター、憲法を守る市民委員会）主催の

護憲集会、今年も仙台国際センターで開催予定です。参加できるようご準備を！ 

日時 2016年 5月 3日（火・祝日）午後 1時より 

会場 仙台国際センター（地下鉄東西線が出来て、非常に便利になりました！） 

講師 日本ペシャワール協会事務局長 福元満治さん 

 

東北女性弁護士 9条の会主催「長尾ゆりさん講演会」 

演題「戦争法廃止をもとめて～「共同」がキーワード」 

日時 5月 13日（金）午後 6時～ 

会場 仙台弁護士会館 

演題 戦争法廃止をもとめて～「共同」がキーワード 

講師 長尾ゆりさん 

※ 講師の長尾さんは全労連副議長・女性部長。1992年から大阪府立教職員

組合で役員を経験。全教の副委員長も歴任。 

※ 入場無料・予約不要 

 


