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E メールニュース「みやぎの九条」    NO222-① 

（2016年 4月 1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(3/25 現在) 個人 ４５７人、団体１２０団体、賛同金 ２２１万円 

●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/ 
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大集会の名称決まる！！ 

「安保法制廃止 ５．２８宮城県民大集会」 

～戦争する国にしない・させない わたしの声を政治に届けよう～ 

●安保法制廃止みやぎネットでは３月１６日(水)にフォレスト仙台５階 501号室にて「５．

２８大集会第 1回実行委員会」を開催し、集会の概要を確認しました。 

・開催日 2016年 5月 28日(土)午後 1時～2時 

・会場  仙台市錦町公園(予定) 

・規模  5000人を目標とする 

・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。 

・申込先 安保法制廃止ネットワーク 

参加したい方は 022-358-7259へ FAXまたはメールでお申込ください。  

・第 2回実行委員会 

日時 2016年 4月 7日(木) 18:00～  会場 フォレスト仙台５Ｆ 501号室 

 

【お知らせ】 

◆１９日行動 

『安保法制(戦争法)の施行に抗議し廃止を求める 4.19 市民集会』 

●仙台の「19の日行動」 

（日時）4月 19日（土）18時～ 集会後アピール行進 

（場所）勾当台公園野外音楽堂 

（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！ 
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◆街頭宣伝 

みやぎ憲法九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、「ストップ秘密保護法」は金曜日 

●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。4月 29日と 5 月 6日は休みます。 

 

◆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！」Ｄａｙ！！ 

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。 
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【報告】 

(報告)「戦争法の廃止を求める統一署名」 

９２７０筆！！  

●3月 29日現在、みやぎ憲法九条の会に報告・送付された数でこの他に他団体に送付した

ものが 1237筆。これには 25の地域九条の会と九条の会でない 12団体が含まれます。  

・県労連や民医連など同じく取り組みを行っている団体の数もまとめると県内の到達は９８，

０２８筆になっています。 

・総がかり行動実行委員会は 3 月 19 日に開催された日比谷大集会で全国より届けられた署

名数が５００万筆になったと発表、2000 万筆めざして一層の奮闘を呼びかけました。 

・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。 

・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)『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』 

３５０人集合！！ 

●3月 19日（土）に市役所前市民の広場で行わ

れた集会には 350人が集合、主催団体を代表し

て後藤東陽みやぎネット共同代表が挨拶しま

した。 

民主党桜井充参院議員のほか共産党、社民党の

政党代表も挨拶し安保法制廃止に向けて野党

共闘の決意を述べました。 

集会終了後一番町のアーケード街を元気よ

くアピール行進をしました。 
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(報告)仙南９条の会連絡会講演会 

「いのちと憲法－戦争する国づくりがくらしを破壊！医

療・福祉・平和・格差 いますべきこと」 

●仙南九条連絡会は 3月 20日(日)に連絡会主催で「日野秀逸講演会」を開催し、１６０人

が参加しました。 

・講師の日野先生は安保法制と特に医療・福祉

の関係を分かりやすく、詳しく話してくれま

した。仙南九条の会連絡会は毎月会議を重ね、

４．４仙南大集会以降も力を維持、すそ野を

拡大中です。 

・集会では憲法九条を守る首長の会川井貞一会

長、松村行衛元七ヶ宿町町長、森久一元山元

町町長も参加、三人並んでそれぞれ挨拶、安

倍悪政への対決を強調しました。 

・会場  大河原町 

 

(報告)続々立ち上がっています、県北の九条の会！！ 

涌谷九条の会・登米九条の会が発足 

●県北にまた大きな拠点が生まれました。昨年の大崎九条の会連絡会(大崎市)に続いて、

涌谷九条の会、登米九条の会(登米市)と大きな拠点の誕生です。 

●3月 19日(土)涌谷町公民館で涌谷９条の会

が設立総会を開催しました。80人が参加しま

した。・鹿野文永鹿島台町元町長（大崎九条

の会代表）が記念講演をしました。 

 

 

 



6 

 

●3 月 26 日、みやぎ生協加賀野店集会室にて登米

9 条の会設立総会が開催され、会場には 84 名が参

加し（マスコミ 4 名を除き）、憲法九条を守る決

意を固め合いました。共同代表には桜井ひろ子さ

ん、髙橋敬さん、元県議三上良喜さん、元県議袋

正さん、元県議佐々木久壽さんの 5 人が就任しま

した。 

・この間の発足 

田尻九条の会(１月)、とめ青年九条の会(２月)、加美町九条の会(２月 27日)      

涌谷九条の会(3月 19 日)、登米九条の会(3月 26日)、栗原九条の会(設立準備中) 

 

(報告)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～ 中央通り、東二番丁角平和ビル前 

●29日の安保法制施行を前に野党共闘で安保

法案を廃止にするオールみやぎの会主催で

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

アピールをしました。夕方の緊急行動でしたが

350人が聞き入りました。 

・民主党桜井充参院議員、共産党高橋千鶴子

衆院議員、生活の党、社民党の代表、SEALDs 本間信和さんの他, SEALDsTOUHOKU  、

安保法制廃止みやぎネット板垣事務局長、みやぎ憲法九条の会山形共同代表が挨拶し

た。 
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【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 

 「戦争法の本質と人民の闘い、そして希望」   小田中聰樹 

 「二Ｏ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 

 

第４回弁護士による憲法連続市民講座 2016 

政治に介入される日本の教育 

～教科書問題・道徳の教科化などを踏まえて～ 

●憲法の危機は安全保障関連法制の問題のみにとどまらず多岐に及んでいます。今の憲法

がおかれた状況について仙台弁護士会に所属する弁護士がわかりやすく解説する講座で

す。 

・日時 4月 21日(月)午後 6時～ 

・場所 仙台弁護士会館 4階 

・講師 小幡佳緒里弁護士（仙台弁護士会） 
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・参加費 無料・事前申し込み不要 

・問合せ先 仙台弁護士会 TEL 022-223-1001 

 

要プロデュース劇団仙台公演 

演劇 青い空－憲法９条は世界の宝 

●９条は、戦争をなくし、人類仲良く、世界を

平和に変える憲法！ 

・日時 4月 27日(水)・28日(木) 夜７時開

演(開場 6時 30分) 

・会場 仙台戦災復興記念館  022-263-6931 

・チケット前売り料金    

大人 1800円(当日 2000円)、中高生 800円(当 

日 1000円)。右のチラシ持参の方は前売り料金

で鑑賞できます。チラシはみやぎ憲法九条の会

事務局にも置いてあります。 

・連絡先：要プロデジュース劇団   

    仙台市青葉区大町 2-6-25-502   

E-mail:spqy74t9@globe.ocn.ne.jp 

 

 

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） 

 

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４階 

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 

 


