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E メールニュース「みやぎの九条」    NO223-① 

（2016年 4月 15日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

昨晩遅く平成 28年(2106 年)熊本地震が発生、9名の死者と 1,000人を超える負傷者が発

生している模様です。心よりお見舞い申し上げます。 

 

【おねがい】 

いよいよ２週間後に迫る！！  「4・30大崎大集会」！！ 

●安保法制廃止のために小林節先生をお呼びして、大崎九条の会連絡会が開催する大講演会

までいよいよ残すところ２週間となってきました。実行委員会では毎週のように会合を開

いて参加者の集約と当日の進め方について詰めた論議をしています。 

・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 

・会場 大崎市民会館 無料駐車場 400台準備。 

・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） 

●実行委員会よりのお願い 

・プログラムとチラシを 4月 29日(前日)朝 9時から、中央公民館を借りてセットします 

・事前セット以外の当日配布はできません。（当日の道路上、会場内の配布は混乱するため 

・チラシ配布を希望する団体は 4月 27日までにみやぎ憲法九条の会事務局池上武まで連絡をください。 

・「5・28チラシ」「母親大会」「5・3憲法集会」「５・27脱原発集会」「女性ネットみやぎ」「女の

平和」「テロにも戦争にもノーを！の会」チラシは受付済。 

・セット日(4月 29日)の持ち込み方法を事務局池上と打ち合わせてください。 
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【呼びかけ】 

安保法制廃止みやぎネット 

賛同者(4/13 現在) 個人 ５６６人、団体１４２団体、賛同金 ２６２万円 

●みやぎネットニュース“ひろば”が発行されています。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。賛同募金は目標の半分まで来まし

たが、5月末の意見広告掲載と大集会の開催にはまだまだ足りません。周囲の皆さんに賛同

を呼びかけましょう。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。 

○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/ 

集まろう！！ ５０００人！！ 

「安保法制廃止 ５．２８宮城県民大集会」 

●「第２回実行委員会」を４月７日(木)開催し、ゲストトーカ

ー、宣伝用チラシ、実行委員の役割分担、集会の内容等につい

て決めました。 

・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 

・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。参加希望者は 022-358-7259へ FAXまたはメール  

・第３回実行委員会 

日時 2016年 4月 28日(木)18:00～ ﾌｫﾚｽﾄ仙台５Ｆ 501号室 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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【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（火）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！ 

●５月１９日(木)は １７:３０～１９：００  平和ビル前街頭宣伝 

◆街頭宣伝 

宮城県内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 

●4 月 19・26日、5月 10・17・24・31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。 
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◆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。 

 

【報告】 

(報告)「戦争法の廃止を求める統一署名」 

12,652 筆！！ 宮城県内では 106,508筆 

●県内では 10万筆を超え、民医連も 2万筆を超えています。九条の会も 1万筆を超えまし

た。集約日が近くなったこともあり、各会でも動きが活発になってきています。  

・昨日宮城野区の「６地域九条の会」より約 2 千筆届きました。他の九条の会よりもどんど

ん届けられており、事務局では 2 万筆を超えることを目指しています。 

・総がかり行動実行委員会では 4 月 7 日に「2000 万人統一署名の署名数は 1000 万人を超

えたと推定されます。まもなく集約日の４月 25 日になります。署名用紙をお持ちの団体・

個人は、この日までに下記まで署名用紙をお送りください。お届けいただいた署名の数は、

５月３日に東京・有明防災公園で開かれる５・３憲法集会で発表し、５月 19 日に国会と

首相あてに提出する。目標突破に向け、まだ署名を集める時間はあります。地域に住んで

いる人びとやいろんな集会、催しなどの参加者には、まだ署名をしていない人がけっこう

いるので最後まで奮闘しよう」と呼びかけています。 

・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！ 
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(報告)宮城野区九条の会連絡会合同署名 

「桜満開の榴岡公園で安保法制廃止 2000 万署名」 

●4月 10日(日)、満開の桜の下で、宮城野区内

の九条連絡会が合同の署名活動を行いました。

参加したのは駅東九条の会、六地域九条の会、

高砂九条の会、鶴ヶ谷地域九条の会、年金者組

合宮城野支部九条の会、新婦人宮城野支部九条

の会等のメンバー32人が参加して榴ヶ岡公園の

北側エントランスと南側エントランスに分かれ

て 2000万人統一署名活動を行いました。 

9時 30分～10時 30分の比較的お客さんが少

ない時間でしたが、意外に反応がよく 140筆の署名が集まりました。 

 

 

(報告)大河原九条の会、仙南新婦人の会合同署名 

「一目千本桜の前に安保法制廃止 2000万署名を！」 

●大河原九条の会と新日本婦人の会仙南支部が合同して 4月 9日、10 日に「一目千本桜」

で全国に知られた白石川の土手の前で署名活動を行いました。 

参加者は初日 9人、2 日目は 6人で 90筆集めました。10時～12時までの 2時間取り組み

でしたが全国からの団体客も多く、大河原九条の会ここにありとの心意気を伝えることがで

きました。今週の土日にも行います。 

東北線に面して看板を立てました 

 ●わがやの東北本線に面した前庭に意見  

広告板を立てました。 

なかまとともに 4/10 畑井馨 

(柴田九条の会) 
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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 

 

安保法制は廃止！野党は共闘！ 市民は共同！ 

たいはくキックオフ集会 

●出ました。地域での共同の取り組み。太白区の皆さんの立ち上がりです。 

・日時 4月 20日(月)17:30～18:30 

・会場 ＪＲ長町駅西口広場 

・内容 ●野党代表のあいさつ 

●市民からのスピーチ等(雨天でも開催) 

 ・主催 たいはくキックオフ集会実行委員会 

・連絡先 仙台南健康友の会 TEL 022-248-6702 
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第４回弁護士による憲法連続市民講座 2016 

政治に翻弄される日本の教育 

～教科書問題・道徳の教科化などを踏まえて～ 

●戦前・戦時中の日本の教育の歴史を踏まえながら、現政権下での教育問題、そして安全

保障法制 

・日時 4月 21日(月)午後 6時～(17時 30分開場) 

・場所 仙台弁護士会館 4階大会議室 

・講師 小幡佳緒里弁護士（仙台弁護士会） 

・ゲスト発言  中森孜郎宮城教育大学名誉教授 

・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 

 

１から学ぶ！！ 

吉野作造入門講座、受講者募集！！！ 

●吉野作造って誰！？ なにした人なの。この講座は吉野作造について初めて学ばれる方

を対象にします。 

・日時 4月 24日(日) 14時～16時 

・会場 吉野作造記念館 講座室 

・講師 小嶋 翔（吉野作造記念館主任研究員） 

・受講料 無料 

・問合せ先 吉野作造記念館 TEL 0229-23-7100 FAX 0229-23-4979 

      〒989-6105 宮城県大崎市古川福沼 1-2-3 

      Mail: yoshino-npo.fg@blue.ocn.ne.jp 
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活かそう憲法！ なくそう原発！ 皆の暮らしに税金使え！ 

第１０回 憲法９条桜まつり 

●真面目だけど、楽しいよ。今こそ私たち庶民がひとりひとりの力は小さいけれど力を合

わせて、この政治の間違った方向にノーを突き付けるべきときではないでしょうか。ぜひ

皆様の参加をお願いします。 

・日時 4月 24日(日) 11時 30分～15時 30分 

・会場 ドミニコ修道院(最寄りバス停「青野木下」) 

・参加費 大人 500円(子どもは無料)  

・プログラム 

  オープニング 「すずめ踊り」(出演：子すずめチュンチュン) 

  ビデオ上映(情勢を考える番組)、交流会（雑煮餅付）、クラシックの調べと春の歌

メドレー、しゃべり場・9条、恒例「ミニ骨董市」、「こけし＆木地物」「工芸」「つ

る細工」展示即売。 

 ・主催 大沢 9条の会(代表 安達喜美子 090-7323-5059) 

 ・協賛 吉成 9条の会、愛子９条の会 

 

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。 
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・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 

 

５．３ 憲法を活かす宮城県民集会 

「アフガニスタンに命の水を」－民政支援こそ日本の国際貢献－ 

●護憲三団体主催の護憲集会、今年も仙台国際センターで開催します。5月 3日の憲法記念

日を中心に、日本国憲法をくらしの中に活かそうと、１９８５年より毎年さまざまな市民団

体が憲法行事を開催しており、今年で３１年目になります。平和憲法とは何か、憲法を考え

るつどいにこぞって参加を！ 

・日時 2016年 5月 3日（火・祝日）午後 1時より 

・会場 仙台国際センター大ホール 

・講師  福元満治さん(日本ペシャワール会事務局長) 

・主催 宮城憲法会議(022-262-1901)、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) 

・入場無料 

・集会終了後アピール行進 15:20出発 市民広場まで 

 

日本国憲法公布７０周年記念講演会 

「吉野作造と日本国憲法」－吉野作造から鈴木安蔵・鈴木義男へ 

・日時 2016年 5月 8日（日）14:00～16:00 

・会場 仙台市市民活動サポートセンター 研修室５ 

・講師 永澤汪恭氏(『吉野作造通信』を発行する会事務局長) 

・主催 『吉野作造通信』を発行する会 

・参加費 200円 定員 40名(要申込) 

・連絡先 永澤汪恭(TEL/FAX 022-229-0534) 
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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 

 

学習講演会 

「緊急事態条項と日本国憲法」～改憲論議に関連して～ 

●改憲のテーマとして緊急事態条項が急浮上、先の大戦でナチスがワイマール憲法の効

力を停止させて独裁体制を作った「授権法」と酷似していると言われています。「緊急

事態条項 いったい何者？」お聞きします。 

日時 5月 15日（日） 10時 30分～12時 00分 

会場 みやぎ生協鶴ヶ谷店２F 集会室 

講師 宇部雄介弁護士(仙台弁護士会所属) 

主催 鶴ヶ谷地域九条の会 

連絡先 篠原富雄(事務局 090-8780-8091) 
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市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム 

事故が起きたら逃げられるのか？ 

日時 5月 29日（日）12：30～16:30 

会場 仙台国際センター・大ホール 

基調講演１「福島原発事故 そのとき浪江町民は」 馬場有氏(福島県浪江町長) 

基調講演２「原発避難計画の実効性を問う」上岡直見氏(環境経済研究所代表) 

パネルデイスカッション：福島県・宮城県市町村の担当者の方々など 

主催 脱原発をめざす宮城県議の会 

   市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム実行委員会 

連絡先 電話＆FAX 022-373-7000(篠原) hag07314@nifty.ne.jp 

 

記事訂正 

前号で 3 月 28 日実施の「(報告)安保法制施行に反対する東北街宣アピールｉｎ宮城」の

名称を「(報告)案法法制施行に反対する東北街宣アピールｉｎ宮城」を誤記してしまいまし

た。訂正いたします。(ニュース担当 篠原) 


