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E メールニュース「みやぎの九条」    NO226 

（2016 年 6月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【お知らせ】 

今年の九条の会つどいは 12 月 4日(日) 

会場 仙台国際センター大ホール   午後 1時より開会 

講師 樋口陽一氏（東京大学名誉教授） 荒川知子ファミリーアンサンブル出演予定 

 

【呼びかけ】 

安保法制廃止みやぎネットに入りましょう！ 

賛同者(5/25 現在) 個人 717 人、団体 193 団体、賛同金 327万円 

●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 TEL  080-8206-3511,  FAX  022-358-7259  

Mail  miyaginet0919@yahoo.co.jp 

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

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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(報告) 出しました「意見広告」 

～河北新報一面オールカラー～ 

 

●5月 22日(日)発行の河北新報６面意見広告「失いたく

ないものあるよね－この空の下 ともに生きる わた

し あなた 世界の人々 平和を 未来へ」を読まれま

したか？安保法制廃止みやぎネット共同代表の後藤東

陽さんが、SEALDZsの大学生の久道瑛未さん、安保関連

法に反対するママの会宮城の鷲尾仁美さん、TeensSOWL

の高校生せいなさんが語り合いました。背景の七ツ森の

絵はみやぎ憲法九条の会呼びかけ人の早坂貞彦さんに

描いていただきました。 

 

(報告) 安保法制廃止５．２８みやぎ県民大集会  1,700 人集合 

 

“戦争する国にしない、させない”わたし

たちの声を政治に届けよう！をスローガ

ンに 3月から準備してきた集会が夏の参議

院選挙公示を 25日後に控えた 5月 28日

(土)、仙台市錦町公園で開かれました。集

会は仙台弁護士会有志のみなさんによる

バンド演奏のオープニングで始まり 1,700

人の参集者を前に、仙台弁護士会野呂圭副

会長の来賓挨拶、各政党代表挨拶の後、山

口二郎法政大学教授、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合

呼びかけ人がゲストトーカーとして発言、戦争はメデイアを規制し、事実

を隠し、国民をだまして進める。安倍内閣の進めている政策はこの通りで

国民にとっては嫌な政治だと強調、野党の共闘と市民の共同で安保法制を

廃止させようと呼びかけました。参加者はおおきな拍手でもって歓迎、夏
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の参議院選挙に向けて、市民として「安保法制廃止の声

を届けよう」と決意を固め合いました。続いて「安保関

連法に反対するママの会宮城」の代表及川幸子さん、松

田悦子さん、鷲尾仁美さんのトーク、真宗大谷派徳照寺

住職佐藤和丸さん、宮城県教職員組合書記長笹川聡さん

の訴えのあと、公園を出て、一番丁から仙都会館ビル前

までデモ行進をしました。(写真上：開会の挨拶をする

後藤東陽安保法制廃止みやぎネット共同代表、中：山口

二郎法政大学名誉教授、下：定禅寺通りをデモ行進) 

  

【お知らせ】 

仙台の６月１９日行動 みんな仙台市役所前市民の広場にあつまれ！！ 

●参院選公示前の最後の集会です。これまでの参加を大きくうわまわる１９行動として市民の間に

安保法制廃止、憲法九条守れの声」を響かせましょう！！ 

（日時）6月 19日（日）１３:００～ 

（場所）勾当台市民の広場(仙台市役所前) 

（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 

●6月 7・14・21・28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」は毎週木曜日、昼の 12時と午後 6時 
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・「Ｓｔｏｐ！秘密保護法ネットワーク宮城」は毎週金曜日 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時ちょうどに「アベ政治を許さない！」ポスターを掲げましょう。 

・ 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 

24,579 筆！(5/25 現在)  

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。県内各地の九条の会で継続して取り組まれており、みやぎ憲法九条の会でも前回報告より 842

筆増加しています。 

 

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 
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・会場 仙台弁護士会館 4階大会議室 

・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条ってなにしゃ 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 

 

こごた憲法九条の会九周年のつどい＆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 美里町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 

 

第 14 回総会＆記念講演会 

「消費税増税でも軽減税率で庶民は救われるのか！」 
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●2014年からの消費税 8%により、消費激減・生産激減・所得激減に！！ 軽減税率導入で暮らしは

良くなるのでしょうか 

・日時 6月 9日（木）10：30～12:30(講演：10：30～12:00) 

・講師 永濱利廣さん((株)第一生命経済研究所経済調査部 首席エコノミスト) 

・会場 せんだいメデイアテーク スタジオシアター 

・主催 消費税引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

・問い合わせ先 消費税引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

担当 加藤(宮城県生協連気付)  022-276-5162 

 

小出裕章講演会 

「あれから 5年、私たちの選択～福島原発の今を見つめて～」 

●あの原発事故から 5年、私たちは何を学んだろう。どんな明日をめざしていくのだろう。思い

出してみよう。あの日私たちは何を見て、何を感じ、何を考えたのだろう。未来は私たちひとり

ひとりの選択でできあがる。 

・日時 6月 10日（金）18：30～20:30 

・会場 岩沼市民会館中ホール 

・講師 小出裕章(原子核工学者、専門は放射線計測、原子力安全) 

・入場料 500円 

・主催 小出裕章講演会いわぬま実行委員会 

・連絡先 090-4882-3259(大友) 

 

吉野作造市民大学中級「郷土史講座」(全 2 回) 

・日時 6月 11日(土)、25日(土) 14時～16時 

・会場 吉野作造記念館 講座室 

・講師 佐藤憲一氏（元仙台市博物館館長） 
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・受講料 全 9回の講座で年間 3000円(受講回数に関係ありません) 

・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 

 

反－貧困「99％のための政治を」～今度はもうダマされないぞ～ 

●参議院選挙を前にして、安倍首相は同一労働、同一賃金、保育士の賃金引上げなど国民にとっ

て耳に聞こえのいいことをふりまいています。国民はまたダマされてしまうのでしょうか。ダマ

されない方法を一緒に考えましょう 

・日時 6月 13日(月)午後 6時開会 

・会場 仙台弁護士会館４F大会議室 

・講師 日野秀逸氏 

・入場無料 

・主催 反貧困みやぎネットワーク 

・後援 オールみやぎの会 

・連絡先 反貧困みやぎネットワーク事務局長 弁護士鶴見聡志 022-797-2696(南町通り法律事

務所事務所気付) 

 

ドキュメンタリー映画 

「はての島のまつりごと」仙台上映会＆監督トーク 

●日本の端っこの一つの島(与那国島)が現代社会の荒波によって変わろうとしている。島が変わ

る前の 3年間の記録。監督 大島鮎太。 

・日時 6月 18日（土） 13:00～16:30 

・会場 せんだいメデイアテーク７Ｆスタジオシアター 

・入場料 前売り券 1200 円、当日券 1500円 

・主催 「映画から明日を考える」の市民の会 
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・問い合わせ 080-1654-4641 藤原 

 

県民センター設立５周年総会 

東日本大震災これからの復興を考える！！ 

●東日本大震災から 5年が過ぎました。この 4月には熊本地震が発生、1か月が過ぎてなお、少

なくない被災者がテント生活を余儀なくされ、阪神・淡路島が変わる前の 3年間の記録。 

・日時 6月 19日（日） 13:30～ 

・会場 仙台弁護士会４階ホール 

・問い合わせ 022-399-6907  

 

 

 

緊急学習報告会 

今 ＴＰＰを問う－持続可能な地域社会・地域経済づくりとＴＰＰ－  

●TPP は、食の安全、医療、雇用等、国民生活全般に大きな影響を与え、国民生活全般に大きな

影響を与え、国家主権・食料主権が制限される制限される内容です。未だに国民県民への情報提

供が不十分。宮城の地方再生、復旧復興の大きな足かせにもなります。 

・日時 6月 21日（火） 13:30～16:00 

・会場 仙台国際センター会議棟３階 中会議室「白檀」 

・基調報告  中嶋 信さん(徳島大学名誉教授 日本経済史、地域経済論、農業経済学) 

・主催 TPPから食とくらし・いのちを守るネットワーク宮城 

・共同 みやぎ農協人九条の会 

・問い合わせ みやぎ農協人九条の会 022-728-8812 Email：info@9jou.jp  

 

映画会「沖縄うりずんの雨」 
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●戦争に翻弄されてきた沖縄の近現代史をみつめ、人々の尊厳を伝える。「うりずんの 雨は血

の雨 涙雨  磯の魂 呼び起こす雨」 映画「日本国憲法」のジャンユンカーマン監督作品 

 ＊「うりずん」とは、潤い初めが語源とされ、冬が終わって大地が潤い、草木が芽吹く３月頃

から、沖縄が梅雨に入る 5月位までをさす言葉。沖縄地上戦がうりずんの季節に重なり、

戦後 70年たった現在もこの時期になると当時の記憶がよみがえり、体調を崩す人たちがい

る 

・日時 7月 30日（土） ①10：00～   ②13:30～   ③17:30～ 

・会場 せんだいメデイアテーク７Ｆスタジオシアター 

・参加費 前売り券 一般 1000円、学生 500円(メデイアテーク１Ｆ museumshop6) 

当日売り 一般 1300円、学生 500円  

     中学生以下 無料 

・主催  「テロにも戦争にもＮＯを！」の会 

・電話での予約 022-248-2866 春日  090-7936-3437 須藤 

<みやぎ 2016 市民の憲法行事企画>  日韓合意と「慰安婦」問題の今後 

●昨年末、日本と韓国の外相が会談し、「日韓合意」が発表されたとき、韓国の被害女性や支援

団体から強い憤りと批判の声が上がりました。そもそも日本軍「慰安婦」とはどんなこと？ 「日

韓合意」で問題は解決するの？ 被害者が求めているのは？ 私たちは何をすればいいの？ 

・日時 7月 30日（土） 14時 30分～16時 30分 

・会場 仙台市市民活動サポートセンター６Ｆ セミナーホール 

・講師 池田恵理子さん(女たちの戦争と平和資料館館長) 

・参加費 500円 

・主催  日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会 

・仙台中央法律事務所  090-2023-9076 

 

ジュニア・ロー・スクール ｉｎ 仙台～この夏、キミも，法律家！～ 
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●今年も弁護士会では中学生、高校生の皆さんに「法教育」を体験してもらう企画を開催します。

毎年多くの中学生、高校生の皆さんが参加し、法律的な考え方を学んでいます。 

・日時 7月 30日（土） 10時 00分～16時 15分 

・会場 仙台弁護士会館 ４階 

・対象 宮城県内の中学生、高校生 先着 70名 ＊定員になり次第締め切り 

・プログラム 

   午前中   法教育の授業を受けてみよう！ 

   昼休み   弁護士と楽しく会話しながら昼食をとろう！(昼食は各自持参) 

   午後    模擬裁判で尋問を体験してみよう！ 

・参加費 無料 

・問い合わせ・応募先 

  仙台弁護士会ジュニア・ロー・スクール仙台 2016係  

TEL：022-223-1001  FAX 022-261-5945  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：soumu@senben.org 

専用の応募用紙があります。入手は弁護士会にお問い合わせください。 

   ・応募締切 7月 25日(月)必着 

 

こまつ座第 114 回講演 

井上ひさし作 鵜山 仁 演出 「紙屋町さくらホテル」前売り開始 

●1945年 8月 6日の広島への原爆投下により全滅した移動演劇隊「桜隊」の悲惨な歴史をふま

えつつ、演劇人と演劇を愛した庶民たちの受難の歴史が、随所に笑いをちりばめながら上演され

ます。 

・日時 8月 6日（土） 14時 00分～ 

・会場 日立システムズホール仙台シアターホール 

・価格 S席 5,800円 Ａ 席 4,800円 Ｂ席 3,800 円 ユース席（25歳以下）2,000円 

・プレイガイド 藤崎、仙台三越、チケットぴあ、ローチケ．ｃｏｍ、 

◎仙台市市民文化事業団  022-727-1875、イズミテイ２１ 022-375-3101 、 

mailto:soumu@senben.org
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せんだい演劇工房 10-BOX 022-782-7510  仙台文学館 022-271-3020 

  ＊◎印のところでは電話予約が可能です。 

  ＊ユース席のチケットは仙台文学館のみでの取り扱い 


