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E メールニュース「みやぎの九条」    NO221-① 

（2016年 3月 15日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【呼びかけ】 

安保法制廃止みやぎネット 
賛同者(3/3現在) 個人 ３０１人、団体 ７１団体、賛同金 １１１万円 

●安保法制廃止みやぎネットでは３月６日(日)に第３回呼びかけ人会議を開催

しました。 

・ ５月末（28日に予定）の大集会開催に向けて実行委員会を結成すること 

・ ５月末に河北新報新聞に掲載するカラー刷り全面意見広告すること 

・ 賛同者、賛同団体を広げるために事務局と呼びかけ人が協力して団体回りを

することなどを論議した。 

●みやぎネットニュース“ひろば”が発行されています。 

  Mailアドレスの登録をおねがいします。 

●県民に「みやぎネット」への賛同を呼びかけています。 

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。皆様のご協力をお願いいたします。 

・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。 

○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 

事務局の新通信施設：TEL  080-8206-3511,  FAX  022-358-7259  

Mail  miyaginet0919@yahoo.co.jp 

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

 

５．２８大集会実行委員募集 

3 月 16日(水) 18時から、フォレスト仙台５階 501 号室 

●５．２８大集会成功のために、団体、個人の実行委員を募集しています。昨

年の５．３１大集会やその後の集会の実行委員経験者や新たに参加してみよ

うという方お待ちしています。 

申込先 安保法制廃止ネットワーク 

参加の方はできれば 022-358-7259へ FAXまたはメールで申込ください。  

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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3 月 19日の「19日行動」のお知らせ 

『安保法制(戦争法)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 22･29日、4 月 5・12・19・26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。 

・「Ｓｔｏｐ！秘密保護法ネットワーク宮城」でも毎週金曜日 12 時～13時平和

ビル前で署名活動。2013年 12月 27日～3月 4日まで通算 132 回の街頭宣伝

を行い、累計で 2,666人の人が参加し、秘密保護法署名 3,936 筆、集団的自

衛権(法案)署名 2,882筆、戦争法廃止署名 1,194筆、配布したチラシ 69,550

枚となっています。4月 29日と 5月 6日は休みます。 

●「火曜日の九条の会」「木曜日の『オールみやぎ』」「金曜日のＳｔｏｐ！秘密保護法」の

街頭宣伝活動にご参加を！ 

  

（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。 

 

3月 29日は戦争法施行日 地域での抗議行動呼びかけます 
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【報告】 

(報告)「戦争法の廃止を求める統一署名」 

７７９９筆！！  

●3月 14日現在、みやぎ憲法九条の会に報告・送付された数は 23の地域九条の

会他 12団体。この他に他団体に送付したものが 1237筆。  

・憲法共同センターの集約では 3 月１１日現在４０９万人となっています。 

・宮城民医連は 12 日現在 15,720 で目標の 3 分の 1 まで到達とのこと。 

・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！ 

・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。 

・みやぎ憲法九条の会の署名集約の締切りは 4月 20日(水)です。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！ 

 

 

(報告)宮城県内九条の会連絡会の緊急集会 

「安保法制廃止みやぎネット」の活動を支え、成功させよう 

●3月 6日、「安保法制廃止みやぎネ

ット」の活動を支え、成功させるた

め宮城県内九条の会連絡会主催で

緊急集会が開催されました。日曜日

にもかかわらず３０余人が集合、み

やぎネット呼びかけ人共同代表の

佐久間敬子弁護士より改憲の具体

的な検討条項として打ち出されて

きた「緊急事態条項」について解説

していただきました。同条項は「お

試し改憲」などとあたかも「気軽」に提案されているが、飛んでもない条項で、

9条改憲以上に危険で、憲法の人権主義・平和主義・三権分立を根本から壊す

ことになることを学びました。 

また、みやぎ憲法九条の会板垣事務局長が安保法制廃止みやぎネットの活動

について紹介し、すべての九条の会が団体としてみやぎネットに加入し、活動

を支えようと呼びかけました。 
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  講演の後、9条の会の 2000万署名の進行などについて交流し合いました。 

 

 

 (報告)みやぎ農協人九条の会第 7回呼びかけ人総会で 

「ＴＰＰ」「農協法改正と国家戦略特区」「安保法制廃止」むけて声明発表 

●みやぎ農協人九条の会は 3月 12日(土)総会を開催し 2016年度の活動方針を

論議しました。会長に阿部長壽氏(元ＪＡみやぎ登米組合長)、事務局長伊藤隆

之氏(元ＪＡ加美よつば組合長)、 顧問木村春雄氏(宮城中央会)の他 14人の世

話人と 2名の監事による役員体制をきめました。 

  同日、総会声明を発表しました。全文は末尾で紹介します。 

 

 (報告)女性の平和 ３．３ピースアクションみやぎ２０１６’ 

●3月 3日(木)、昨年に続き仙台市役所前市民の広場で開催、400 名を超える参

加者が手と手をつないで、幾重にも輪をつくりました。鹿野文永さんや岡崎ト

ミ子さんのパンチの効いたスピーチと平和への願い溢れる市民トークでこころ

を一つにしました。 

 集会では参議院議員の桜井充氏も飛び入り参加、安保法制廃止に向けての決

意を述べました。岩渕彩子さんとのツーショットに激励の拍手が送られていま

した。(みやぎネットニュース No３より) 

 

【情報】 
 

みやぎ憲法ブックレットＮｏ８ 

戦争放棄の根本思想は何か(増補版) 

●みやぎ・研究者「九条の会」発足 10周年記念としてみやぎ憲法ブックレット

Ｎｏ8を発行しました。これは、2005年 12月 11日に開催した同会の発足集

会での記録集「みやぎ憲法ブックレットＮｏ3」を復刻したものですが、それ

ぞれの筆者が 10 年後の追記を加えているのが特徴です。 

内容  

 「戦争放棄の思想－憲法九条を考える視点－」  広中 俊雄 

 「九条と二四条は表裏一体」          浅野富美枝 

 「戦時の医学研究」              刈田啓史郎 

 「痛みの想像力」               関本英太郎 
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 「戦争法の本質と人民の闘い、そして希望」   小田中聰樹 

 「二０一五年、戦争法案が上程・強行採決されて」広中由美子 

頒布 価格 500円  九条の会事務局に申し込みください 

 

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」 

・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 

 

「涌谷九条の会」設立総会を開催 

3 月 19日(土)14:00～16:00  涌谷町公民館・交流ホール 

●涌谷町でも九条の会が発足します。町内の皆さんに「涌谷町では全く遅れて

しまいましたが、この時期に絶対『九条の会』を作り、憲法を守りましょう。

このことが本当の自衛ということです。」と呼びかけています。 

・記念講演 「九条をめぐる情勢とこれからの課題」 

 講師    元鹿島台町長 鹿野文永氏(大崎九条の会代表) 

・主催    「涌谷九条の会」設立準備会 

・連絡先   小畑 茂さん(090-9532-9690) 

 

亘理で「講演とアピール行進」 

●岩沼・名取に続き、亘理町で「名取・岩沼・亘理、山元地区」全体の集会が

開催されます。 

・講師  宇部雄介弁護士 

・日時  3月 19 日(土) 15時 00分～  亘理町中央公民館(予定) 

・主催  「戦争させない・九条壊すな＠名取・岩沼・亘理、山元実行委員会」

担当 亘理憲法九象の会 

 

教科書問題を考える県民のつどいⅡ 

育鵬社版歴史教科書の問題点 

 宮城県立中学校(仙台二華中、古川黎明中)で来年度入学生が使用する歴史教

科書に「育鵬社」版が選ばれました。子どもたちが使う教科書についてみんな
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で考えましょう。 

日時  3月 21日(月) 13:30～16:15 

場所  場所 仙台弁護士会館 4階 

    仙台市青葉区一番町 2-9-18  

内容  第 1部「育鵬社版歴史教科書の問題点」 

講師：中学校社会科教科書問題検討委員会 

第 2部「育鵬社版から他社版へ採択させた大田区のとりくみ」 

     講師：長尾詩子さん（弁護士・大田子どもの教育連絡会代表） 

お問い合わせ 子どもと教科書みやぎネット 21事務局 022-234-0141 

 

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 

    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 

 

３．２７ＮＯＮＵＫＥＳ Ｐａｒａｄｅ！ 

みんなで止めよう女川原発 

日時 3月 27日(日) 14:00 集会開始  15:00パレード出発 
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場所 仙台市勾当台公園市民の広場 

内容 ①女川原発の現地から、②脱原発をめざす県議の会アピール、指定廃棄

物最終処分場候補現地から等報告、アピール 

主催 ３．２７パレード実行委員会 

呼びかけ みやぎ金曜デモの会他 

問合せ先 e-mail NoNukesParade＠gmail.com TEL 070-5092-1701 

 

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～言論弾圧・秘密保護法の施行を踏まえて～ 

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） 

事前申し込み不要 

問合せ先 仙台弁護士会 TEL 022-223-1001 

 

案法法制施行に反対する東北街宣アピールｉｎ宮城 

3 月 28日(月)、18:00～  

●3月末の安保法制施行に向けて街宣行動をします。SEALDsTOHOKU、安保法制

に反対するママの会、立憲主義を取り戻す弁護士有志の会が子供たちの命を守

るママパパの会東北とともに街宣アピールを行います。 

・場所  中央通り、東二番丁角平和ビル前 

・ゲストスピーチ予定 

  法政大学教授 山口二郎氏、民主党参院議員 桜井充氏、共産党衆院議員 

高橋千鶴子氏、 SEALDs 本間信和さん 

・主催 野党共闘で安保法案を廃止にするオールみやぎの会 

 

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」 
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・日時 4月 30 日（土）13時半～16時 

・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） 

 

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 

 


