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E メールニュース「みやぎの九条」    NO225 

（2016年 5月 16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(5/11 現在) 個人 ６８６人、団体１８１団体、賛同金 ３１８万円 

●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。 

・賛同金はできるだけ郵便局からの振込でお願します。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」 

日時  5月 28日(土)午後 1時～2時(終了後アピール行進) 

会場  仙台市錦町公園 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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●「第 4回実行委員会」を 5月 12日(木)開催し、大集会まで残り 2週間

すでにチラシの配布も行き渡っているが、参加者数の具体的数字が見えな

いために、みやぎネットに賛同している団体、個人全員に実行委員、呼び

かけ人、事務局が総力をあげて参加を呼び掛けていくことにしました。 

＊県内九条の会の事務局の皆さんに当日集会参加者の集約をお願いして

います。集約日 5月 11日(水)、16日(月)、23日(月)、26日(木) 

＊参加することを決めている方は自分の周りの方２人に参加を呼びかけ、

一緒に参加してもらいましょう。 

 

【お知らせ】 

◆１９日行動 

●仙台の「19の日行動」 

（日時）5月 19日（木）１７:３０～１９：００ 

（場所）平和ビル前街頭宣伝 

（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！  

 

◆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 

●5 月 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。 
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・「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。 

 

◆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)みやぎ憲法九条の会の「戦争法の廃止を求める統一署名」数 

23,737 筆！(5/10 現在) 宮城県内では１６万筆超える 

憲法記念日の 5月 3日、東京臨海公園の憲法集会で全国からの集約数は 1200万筆を超え

たと発表されました。前号でも紹介したように総がかり行動実行委員会では全国各地では

「2000万人」の達成をめざして、いまなお署名活動を続けている人びとが多く、また、

参院選挙が迫るなか、戦争法の危険性と廃止の重要性を訴える意義が大きいことから、署

名は 6月 30日まで継続することにしています。県内の各組織、みやぎ憲法九条の会でも

継続して署名活動を進めています。県内全体では 164,941 筆(5/6 現在)となっています。 
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(報告)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が 5月3日の憲法記念日に国際センターで開催した集会は会場

いっぱい、主催者発表で 950人が集合しました。オープニングは「みやぎ割烹着～ず」のみ

なさんによる群舞。「原発廃止」「平和を守れ」などをテーマにカッポー着を着用したママ

さんたちの数人が手振りよろしく会場の笑いと共感を呼んでいました。 

 メイン講師である日本ペシャワール会事務局長の福元満治氏のお話は「アフガニスタン」

での混乱のそもそもは英国がインド、パキスタン、アフガニスタンを独立させたときに民族

の配置を無視して国境線を引いたものでパキスタン西部、カシミールなど、民族紛争が起き

る種を残しておいたことが今日の混乱とテロにつながっている。 

 テロは武力でもって抑えることはできず、生活基盤を確立することが大切で、ペシャワー

ルの会は医療支援にアフガニスタンに行っているが、今、力を入れているのは井戸水と用水

路の復活・整備に力をいれている。日本の支援の在り方としては自衛隊の派遣による有志国

連合への協力などではなく、憲法９条をもち、戦争しない国として民政復活に力を注ぐこと

が必要ではないかと話していました。 

 

(報告)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～ 

鶴ヶ谷地域九条の会では 5月 15日（日）に

宇部雄介弁護士をお迎えして「緊急事態条項

と日本国憲法」についての学習講演会を開催

しました。自民党の改憲草案に記載されてい

る緊急事態条項は「お試し改憲」などではな

く、内閣が「緊急事態」と認定すれば、憲法

の規定や国会や裁判所の権限も留めて人権を

制限する恐るべき内容であるというお話をさ

れました。 

お話は要点を絞って、話され、分かりやすい講演でした。特にドイツ、ナチスが登場し、

当時世界で最も民主的と言われた「ワイマール憲法」のもとで、選挙で選ばれた国会を通し
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て一気に独裁体制をつくることができた事情について聞くことができました。(鶴ヶ谷地域

九条の会 篠原) 

 

(報告)第 6回九条の会東北交流会 

「戦争法廃止、憲法の生きる日本をつくるために－九条の会の新

たなステージにたって－」２７５人集合 

第6回九条の会東北交流会が 5月14

日(土)青森市文化会館にて開催され、

東北各地より 275人の九条の会会員

がつどい、活動交流を行いました。会

は鹿内青森市長(青森県市長村長九条

の会)の歓迎のあいさつで始まり、九

条の会事務局の渡辺 治一橋大学名

誉教授が講演を行いました。渡辺氏は

昨年 9月 19日に安保法制が強行採決

されても安保法反対・廃止の国民の運

動が治まらない。逆に 2000万署名運

動などの広がりが安倍自公政権を追い詰め、安保法制は施行されたにもかかわらず、実施

できないでいる。そして改めで改憲を言わざるを状況について憲法の力、特に 9条の力に

ついて確信を持って運動を進めることが大切だと話されました。9条が厳然としてある限

り、安保法制の実施には様々な障害となる。だから

解釈の変更でアメリカと一緒に集団的自衛権を行使

する安保法制を施行したにも関わらず実施できない

のだと話され、この問題の決着は 16年に持ちこされ、

この夏最大の山場となると話されました。 

一時、九条の会の広がりが停滞したときもあったが、

13年の秘密保護法の強行採決を契機として、再び、

憲法擁護の運動が広がり、9条の会も第 2の広がりを

つくってきた。眠っている九条の会を再度立ち上げ、新しい九条の会を増やそう。その上

で、若い世代の参加を広げ、世代交代も視野にいれて活動しようと呼びかけました。 

会場の青森市文化会館 

講演する渡辺氏 
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各県活動の紹介では、こごた九条の会代表・

大崎大講演会副代表の三浦弘康さんが、「安保法

制廃止を求める４．３０大崎大集会」が大成功し

た。この活動の中から県北部で６つの九条の会が

誕生したこと、農村部でも安倍内閣に対し怒りが

噴出していると報告しました。右の写真は、「け

やき・はまなす九条の会」のみなさんの出品。(け

やき町内、はまなす町内のみなさんで作っている

九条会だそうです。) (佐藤 記) 

 

学術シンポジウム 

立憲主義と民主主義－「安保法制」以降－ 

・日時 5月 17日(火)午後 6時～ 

・場所 東北大学・川内南キャンパス・文科系総合講義棟・経済学部第 2講義室 

・報告と報告者 

報告１  「生活保守と現状変革をつなぐ－インフラとしての≪憲法≫を考える－」 

報告者 糠塚康江(東北大学大学院法学研究科教授、憲法学) 

報告２  「民主主義・安全保障・脱集計化－－<希望を、取り戻す>ために」 

報告者 川本隆史(東北大学・東京大学名誉教授、国際基督教大学教授、社会倫理学) 

 ・主催 安全保障関連法に反対する東北大学教職員有志の会 

 ・共催 SEALDｓTOHOKU 東北大学九条の会 

 

緊急学習会 

熊本地震 大地からの警告 

●阪神・淡路、東日本大震災の教訓は生かされたのか 

・日時 5月 18日(水)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 
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・学習会テーマと講師

① 熊本地震から何を学ぶか 室崎益輝氏（神戸大学名誉教授・兵庫県立大学防災教

育研究センター長）

② 活断層が引き起こす直下型地震～長町－利府断層帯に関わって～大槻憲四郎氏

(東北大学名誉教授・地質学) 

③ 見直し迫られる宮城野原・広域防災拠点整備計画  東日本震災復旧・復興支援

みやぎ県民センター

・参加費 500円(資料代込)・事前申し込み不要

・問合せ先 東日本震災復旧・復興支援みやぎ県民センター  TEL 022-399-6907 

第５回弁護士による憲法連続市民講座 2016 

経済格差の拡大と憲法 

～労働法制・社会保障の改悪がもたらすもの～ 

●今の日本の経済実態と労働・社会保障問題を踏まえ、憲法 25条と 9条の関係の視点か

ら憲法問題を一緒に考えてみませんか。 

・日時 5月 19日(木)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 新里宏二弁護士（仙台弁護士会貧困問題対策本部）

・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

名取九条の会結成 10周年記念行事 

「講演」と「朗読」 

●戦争する国づくりへの暴走を止め、憲法９条を守り生かすために

・日時 5月 21日(土) 13:30～（開場 13:00)
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・会場 みやぎ生協名取西店 ２Fホール(JR名取駅西口から徒歩 3分) 

・第一部 講演「安保法制廃止と市民革命」 

講師：鹿野文永さん（元鹿島台町長、憲法九条を守る首長の会副会長、鹿島台 

九条の会会長） 

 ・第二部 朗読「あの日を語りつぐ～1945年ヒロシマ・アガサキ～」 

      朗読者 麦わら帽子の会のみなさん 

・参加費 無料 どなたでも参加できます 

・主催  名取九条の会(連絡先 後藤 090-2364-6011 阿部 090-9530-9330) 

 

みやぎ県平和映画基金からのお知らせ 

映画「南京のシンドラー」試写会 

●南京事件の真相を描いて評判の「南京のシンドラー」本番上映をめざし試写会が準備さ

れています。SEALDZs の学生や弁護士、市民の皆さんの参加で企画されました。 

・日時 5月 22日(日) 13:30～14:00 

・会場 仙台弁護士会館 301号室 

・問い合わせ  090-3349-6849(加藤) 

 

シンポジウム 

地域の中で子どもの暮らしについて考える」 

●吉野作造市民大学講座 

・日時 5月 29日(日) 14時～16時 

・会場 吉野作造記念館 講座室 

・基調講演 門馬 優氏（NPO法人 TEDIC） 

・受講料 全 9回の講座で年間 3000円 

・問合せ先 吉野作造記念館 TEL 0229-23-7100 FAX 0229-23-4979 
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      〒989-6105 宮城県大崎市古川福沼 1-2-3 

      Mail: yoshino-npo.fg@blue.ocn.ne.jp 

 

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 

 

 

 

気鋭の憲法学者木村草太氏が語る 

「立憲主義と安保法制」 

●若手憲法学者の木村草太氏をお招きして安保関連法の内容・問題点について講演、立

憲主義・民主主義の回復のために何が必要か一緒に考えましょう。 

・日時 6月 4日（土）13：30～16:30 

・講師 木村草太氏(首都大学東京教授) 

・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 

・会場 仙台弁護士会館 4階大会議室 
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・参加申し込み不要、入場無料 

・問い合わせ 仙台弁護士会  022-223-1001 

 

憲法９条ってなんしゃ Pａｒｔ36 

「戦争法・軍備拡大の道か、立憲・平和主義の道か」 

●防衛予算からみた政府のねらいをお話します 

・日時 6月 5日（日）14：00～16:00 

・講師 本田勝利氏(宮城県平和委員会常任理事) 

・会場 加茂市民センター 泉区加茂４丁目２  022-378-2970 

・主催 ９条を守る加茂の会 

・連絡先 油谷 重雄(加茂５丁目) ☎FAX 022-378-5765 

 

九周年のつどい＆アピール行進 

「自民党改憲草案でどうなる-この国のかたちと私たちのくらし」 

●うたごえと講演 

・日時 6月 5日（日）13：30～15:30 

・講師 小野寺義象弁護士 

(野党共闘で戦争法制の廃止をめざすオールみやぎの会共同代表) 

・会場 中央コミュニテイセンター大ホール 

・主催 こごた憲法九条の会 

・連絡先 石塚登輝男方(美里町北浦字大口 136-29) ☎32－3386 


